
Ⅰ．入学試験概要
１．募集人員
男女約 344 名
・MSコース（文理特進）：約 70 名
・コアコースGJ クラス（文理英語）：約 80 名
・コアコース（文理総合）：約 200 名
※立命館中学校からの内部進学者約 220 名を含みます。

２．コース志望順位
MSコース、コアコースGJ クラス、コアコースの順に複数志願することができます。

３．日程
（1）出願期間　　
　　2018 年 1月 16 日（火）～ 1月 29 日（月）　　※消印有効・郵送に限る
（2）試験日
　　前期日程（推薦・専願・併願） 2 月 10 日（土）
　　後期日程（専願・併願） 2 月 12 日（月）
（3）合格発表　　
　　2 月 14 日（水）午後 3時　　
　　・正門掲示、本校ホームページにて発表します。
　　・合格者には「合格通知書」「入学手続き書類」を郵送します。
　　・電話によるお問い合わせにはお答えできません。
（4）入学手続き
　　推薦・専願　2月 15 日（木）～ 2月 20 日（火）
　　併願　　　　2月 15 日（木）～ 3月 22 日（木）
（5）合格者招集日
　　推薦・専願　2月 24 日（土）午後 1 時 30 分
　　併願　　　　3月 23 日（金）午後 1 時 30 分

４．補足
（1）  コアコース・コアコース GJ クラスの入学者は、2年次より CE（文社）・SS（理数）・GL（国際）の

いずれかのコースを選択します。
（2）MSコースは、クラブ活動などの諸活動に制限があります。事前にご相談ください。
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Ⅱ．日程・方式別の入学試験要項
＜推薦入学試験要項＞
１．出願資格
（1）2018 年 3 月中学校卒業見込みの者で、本校を第一志望とする者。
（2）中学校入学後の欠席日数が合計で 30 日以内の者（ただし長期病欠を除く）。
（3）本校の事前審査で、出願資格を確認された者。
（4）中学校で推薦された者。

　【MSコース推薦】
　　  中学校における学習成績がきわめて優秀で、諸活動にも積極的に参加し、高い学力と意欲を有する者。

　【コアコースGJ クラス推薦・コアコース推薦】（以下のいずれかに該当する者）
　　A推薦〔一般推薦〕
　　　中学校における学習成績がきわめて優秀で、諸活動にも積極的に参加した者。
　　B推薦〔特色推薦〕
　　　  中学校における学習成績が優秀で、学術・文化・スポーツなどいずれかの分野の大会・コンクール

などで、個人・集団の一員として優秀な成績をあげた者。
　　　＊  上記に加え、本校指定のクラブ（硬式野球部・男女陸上ホッケー部・サッカー部・陸上競技部・

吹奏楽部・男子ソフトテニス部・女子バスケットボール部）につながる活動において優秀な成績
をあげ、本校指定のクラブに入部する意思のある者には、別に配慮を行う場合がある。

　　C推薦〔クラブ推薦〕
　　　  中学校における学習成績が優秀で、本校指定のクラブ（硬式野球部・女子陸上ホッケー部）につな

がる活動において優秀な成績をあげ、本校指定のクラブに入部する意思のある者。
　　※〔コアコースGJ クラスへの推薦資格〕
　　　  上記のいずれかの資格を有する者で、かつ、実用英語技能検定（英検）準 2級合格あるいは英検

準 2級合格に相当する英語運用能力を有する者。

「推薦入試の出願資格の確認について」
【提出書類】
　①出願希望調査書（中学校作成）…p.17
　　在学している中学校に作成を依頼してください。
　②活動歴申告書（本人記入）…p.15
　　  活動歴申告書は、志望者本人の申告に基づき、クラブ活動や学校外の各種コンクール等での活動状況を審査する
ためのものです。（黒のボールペンまたは万年筆で記入してください）

　　ａ．  　　　　　　　　　 ：志望者本人が参加（出場あるいはメンバー登録）した大会での主な実績を記入する
こと。その際、レベル（全国大会・近畿大会・京都府大会・京都市大会など）、主催団体、大会規模（参加
団体数・人数）が明確になるように記入すること。また、成績・結果を示す資料（賞状や認定証などのコピー）
があれば添付してください。

　　ｂ．  　　　　　　　 ：資格の名称、認定機関、級位・段位を記入してください。また、資格の取得を示す資料（賞
状や認定証などのコピー）があれば添付してください。

　　ｃ．  　　　　　　　　 ：a・bに該当しない活動を記入してください（自主活動・生徒会活動など）。
　　ｄ．  　　　　　　　　　　　　　　　 ：C推薦〔クラブ推薦〕の志望者は必ず記入すること。B推薦〔特色推薦〕

の志望者においても記入を求める場合があります。
　③志望理由書（本人記入）…p.19
　　  志望者本人が記入してください。本校を志望する理由や、入学後の抱負などを、できるだけ具体的に記入してく
ださい。（黒のボールペンまたは万年筆で記入してください）

【出願資格確認書の交付】
　提出書類などに関する詳細は、在学している中学校にご確認ください。
　志望者の資格を確認ののち、志望者の在学する中学校に「出願資格確認書」を交付します。

主要な部活動の記録

主要な取得資格

その他の活動記録
高校入学後のクラブ活動での抱負
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２．入学試験　
（1）試験科目・時間・配点　　

１限 ２限 ３限 ４限
MSコース
推薦

9:00 ～ 9:50
国語　100 点（50 分）

10:05 ～ 10:55
数学　100 点（50 分）

11:10 ～ 12:00
英語　100 点（50 分）

12:15 ～
面接（個人）

コアコース
GJ クラス推薦

9:00 ～ 10:00
英語エッセイ（60 分）

10:15 ～
面接（個人）

コアコース
推薦

9:00 ～ 10:00
小論文（60 分）

10:15 ～
面接（個人）

（2）合否判定について
　出願書類、学科試験、面接による総合評価
　
＜専願・併願入学試験要項＞
１．出願資格
2018 年 3 月中学校卒業見込みの者、または卒業者。専願入試については本校を第一志望とする者。

２．入学試験　
（1）試験科目・時間・配点　
　①前期日程　　

１限 ２限 ３限
昼食休憩

４限 ５限

科目
9:00 ～ 9:50

国語100点（50分）
10:05 ～ 10:55
数学100点（50分）

11:10 ～ 12:00
英語100点（50分）

12:40 ～ 13:30
理科100点（50分）

13:45 ～ 14:35
社会100点（50分）

　　＊MSコースを第一志望とする専願受験者には 5限終了後に面接を行います（個人・約 5分）。

　②後期日程　　
１限 ２限 ３限

科目
9:00 ～ 10:00

国語120点（60分）
10:15 ～ 11:15
数学120点（60分）

11:30 ～ 12:30
英語120点（60分）

　＊MSコースを第一志望とする専願受験者には 3限終了後に面接を行います（個人・約 5分）。

（2）合否判定について
　  学科試験、報告書、活動歴申告書（専願受験者のみ）、面接（MSコースを第一志望とする専願受験者
のみ）による総合評価
　＊  専願受験者には、報告書、活動歴申告書の評価により、前期は 50 点満点、後期は 40 点満点の書類点
を加算します。

　＊  コアコース GJ クラスの合否判定は、学科試験での英語の得点や、報告書、活動歴申告書の記載内容
により、英語運用能力を総合的に評価して行います。

2月 10 日（土）集合確認 8:45　試験会場：本校

2月 10 日（土）集合確認 8:45　試験会場：本校

2月 12 日（月）集合確認 8:45　試験会場：本校
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Ⅲ．出願書類・出願方法について
１．出願時に提出する書類について
①入学願書 pp.9 ～ 13
　・  各票とも楷書で黒のボールペンまたは万年筆で記入してください。また、数字はすべて算用数字を使
用してください。

　・送付はA票・B票のみです。C票は各自で保管してください。
　・A票と B票の記載内容が異なる場合は、A票を正しいものとして処理します。
②報告書（調査書）　中学校作成
　中学校が作成したものです。必ず厳封されたものを提出してください。
③推薦書 p.21　＊推薦入試出願者のみ
④活動歴申告書 p.15　＊専願入試出願者のみ
　記入の方法は、p.4の「推薦入試の出願資格の確認について」の②の記載をご参照ください。
⑤受験票返信用封筒
　  本校所定の封筒（同封されているもの）に郵便番号・住所・志願者氏名を記入し、672 円分の切手を貼
付してください。
※出願書類に記入された個人情報は、入学試験に関わること以外には利用いたしません。

２．出願方法
必ず、本校所定の封筒（同封されているもの）を用いて、簡易書留で送付してください。郵送のみの受付
となります。

３．入学検定料　20,000 円
入学検定料は、本校所定の振込依頼書（入学願書のD票）を用いて、取扱期間内に最寄りの銀行から「電
信扱い」で振り込んでください。
＊  A 票と C票にも銀行の収納印を受ける箇所があります。他の票と切り離さずに銀行窓口へ持参してく
ださい。取扱銀行印の無いものは無効です。
＊  いったん納入された検定料は返金されませんのでご注意ください。
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Ⅳ．受験の心得
１．受験生のみなさまへ
（1）持ち物について
　・受験票、筆記用具（シャープペンシル可）、上履き・靴袋、昼食（必要な人のみ）
　　＊腕時計、鉛筆削りは自由です。
　・以下のものは使用できません。
　　＊計算機、辞書、定規・分度器（左記機能を持つ機器類はすべて禁止とします）
　　＊  携帯電話は試験会場では使用禁止です。持参した場合は電源を切ってカバンにしまっておいてくだ

さい。

（2）試験場への入室について
　・8時 45 分に予鈴が鳴り、集合確認を行います。その時刻までに入室してください。
　・  受験票は必ず持参してください。なくしたり、忘れたりした人は、受付（事務室）へ申し出て、仮受
験票の発行を受けてください。

　・1限の試験開始後 20 分以上遅刻した人は受験できません。また、2限以降の遅刻は認めません。

（3）試験時の注意事項
　・1限は、8時 45 分に予鈴が鳴り、9時に本鈴が鳴ります。2限以降は試験開始 5分前に予鈴が鳴ります。
　・試験の開始と終了は、すべて「チャイムの鳴りはじめ」です。
　・カンニングなど不正を行った人、監督者の注意に従わない人は、受験を中止させる場合があります。

２．保護者のみなさまへ
※自家用車での来校、および送迎は禁止しております。必ず、公共交通機関でお越しください。
※試験場の周辺は、保護者の方は立ち入り禁止です。保護者控室でお待ちください。
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2017

入学金

授業料等

教材学級諸費
・検定料

教材学級諸費・検定料

授業料等

2018
2017

258,000
918,000

1,018,000

65,0008,000 99,500

諸　会　費

2017

2017 ※コアコースの例
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