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Ⅰ．入学試験概要
１．募集人員

男女 約120名（立命館小学校からの内部進学者を除きます）
●AL コース〔学力伸長・特進〕	……約60名
●CLコース〔中高大一貫〕	…………約60名

２．コース志望順位
ALコース志望者は、CLコースを第 2志望とすることができます。

３．日程
（1）出願期間

2021年 12月 9日（木）9：00〜 2022年 1月7日（金）17：00
（2）試験日

前期日程（A方式・B方式）・ 1月 15日（土）午前
後期日程・ 1月 16日（日）午前
※両日とも開門予定時刻は 7時 30 分です。
〈追試験について〉
新型コロナウイルス感染症に罹患、またはその疑い、および濃厚接触者に認定されている、試験当日
37.5℃以上の発熱がある、等の理由で本校の入学試験を受験できなかった受験生を対象に追試験を行
います。
　日程：1月 30 日（日）
　※前期・後期ともに志願されている場合も、追試験はこの 1回になります。
　※詳細は 12 月を目途（予定）に本校ホームページにてお知らせいたします。

（3）合格発表
1月 18日（火）15：00
・本校ホームページにて発表します。校内での掲示は行いません。
・合格者には「合格通知書」「入学手続き書類」を郵送致します。
・個別の合否結果等に関するお問い合わせにはお答えできません。

（4）入学手続き（入学金納入期間）
1月 19 日（水）〜 1月 21 日（金）

（5）合格者招集日（入学に関する説明会）
教育課程と入学までの準備についての説明を行いますので、必ず登校してください。また、記入済み
の入学手続き書類を持参してください。
1月 22 日（土）午後（予定）
※保護者のご都合が悪い場合でも、本人は必ず登校してください。

４．出願方法
　出願は、インターネットによるWeb 出願のみとなっております。
p.7 〜 p.8 「Web 出願の手引」をご参照の上、本校ホームページよりWeb 出願サイトにアクセスして出
願してください。書面での出願は受け付けていませんのでご注意ください。
※・前期日程Ａ方式で出願する方のみ、Web 出願に加えて活動歴申告書の郵送が必要となりますのでご注
意ください（p.4 ご参照）。

５．入学検定料　20,000円
納付期間：2021 年 12 月 9 日（木）9：00 〜 2022 年 1 月 7 日（金）17：00
支払手続：p.8「入学検定料のお支払い手続き」をご参照ください。
納付方法：クレジットカード決済もしくはコンビニエンスストアでの現金払いとなります。
　　　　　手数料はご本人負担となります。
※納入された入学検定料は、原則として返還しませんのでご注意ください。
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Ⅱ．日程・方式別の入学試験要項
＜前期日程A方式＞
1．出願資格
2022 年 3 月小学校卒業見込みの者で、以下のどちらかの要件を満たす者。
⃝A-1〔総合力優遇〕小学校での成績がきわめて優秀で、かつ諸活動に積極的に参加した者。
⃝A-2〔英語力優遇〕小学校での成績が優秀で、英語運用能力が高く、かつ諸活動に積極的に参加した者。
※いずれも出願資格を事前に確認された者。

前期日程A方式出願資格の確認について
【提出書類】
A-1〔総合力優遇〕
　　①調査書（小学校作成　※様式は本校ホームページよりダウンロードしてください）
　　　・・調査書に記載された、5年 9 教科の年間評定と 6年 9 教科の 1学期（または前期）の評定の合計により判定

します。
　　　・調査書は厳封必須です（本人開封無効）。
A-2〔英語力優遇〕
　　①調査書（小学校作成　※様式は本校ホームページよりダウンロードしてください）
　　　※上記A-1 ①を参照してください。
　　②実用英語技能検定（英検）の 3級以上合格、または英検 3級以上合格に相当する英語運用能力を証明するもの
　　　※合格証・認定証のコピーなど
【提出先】
　〒 617-8577・京都府長岡京市調子一丁目 1-1　立命館中学校・入試部　宛
　※・送付の際は以下のラベルを切り取って封筒に貼り付けるか、同様の内容（郵便番号・住所・志願者名・電話番号）
をご記入ください。

【提出方法】
　郵送のみ受け付けます。
　封筒（大きさは自由）に以下の書類等を同封のうえ「簡易書留」で郵送してください。
　a．上記【提出書類】で指定された書類
　b．返信用封筒
　　 ・「長形 3号」の封筒に郵便番号・住所・志願者名を記入し、404 円分の切手を貼付してください。
【提出期限】
　12 月 10 日（金）　＊消印有効
【出願資格確認結果の通知】
　書類を受け取り次第、速やかに内容を確認し、全員に結果を通知します。
　資格を確認した志願者には、「前期日程Ａ方式出願資格確認書」を交付します。
　・また、資格確認書にはWeb 出願の際に必要な資格確認コードが記載されていますので出願時まで大切に保管して
ください。

【出願資格確認書類郵送用　宛名面　記載例】

〒617-8577

　　長岡京市調子一丁目１－１

　　立命館中学校　入試部　行
※資格確認依頼書在中

郵便番号       －

ご住所

志願者名

電話番号 （　　　　）　　　－

【出願資格確認書類郵送用　裏面　記載例】
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2．試験時間・科目・配点　1 月 15 日（土）集合確認 8:35　試験会場：本校
ALコース志願者は、4科型（国語・算数・理科・社会）もしくは 3科型（国語・算数・理科）いずれか
を出願時に選択。なお、1科目でも欠席科目があった場合は、合否判定の対象外となります。

1 限
8:50 ～ 9:40

2 限
9:55 ～ 10:45

3 限
11:00 ～ 11:40

4 限
11:55 ～ 12:35

昼食休憩

5限
13:10 ～

Ａ
Ｌ
コ
ー
ス

4 科型
国語
100 点
50 分

算数
100 点
50 分

理科
50 点
40 分

社会
50 点
40 分

面接
1人　約 5分

3 科型
国語
100 点
50 分

算数
100 点
50 分

理科
50 点
40 分

面接
1人　約 5分

CL コース
国語
100 点
50 分

算数
100 点
50 分

面接
1人　約 5分

※面接の終了時刻は受験番号により異なります。
※ALコースの学科試験による得点の取り扱いについて
①　国語・算数・理科・社会の合計（4科型選択者のみ）・　②（国語・算数・理科の合計）× 1.2
③（国語・理科の合計）＋（算数× 1.5）　　①、②、③のいずれか高い点数で判定する

3．郵送書類
前期日程Ａ方式は、Web 出願に加えて活動歴申告書の提出が必要ですのでご注意ください。
封筒（大きさは自由）に、活動歴申告書を同封し、提出期間内に「簡易書留」で郵送してください。

【提出書類】
⃝活動歴申告書（※様式は本校ホームページもしくはWeb 出願サイトよりダウンロードしてください）
・・小学校時代における学内外での諸活動について志願者本人が記入してください。
　（保護者の確認印必要・鉛筆使用可）
・大会やコンクールにおける賞状などがある場合はコピーを添付してください。
・・本校ホームページより様式をダウンロードされた場合は、Web 出願完了後に付番される受験番号を・
活動歴申告書の右上の受験番号記入欄に記入してください。

［提出期間］
　2021 年 12 月 9 日（木）～ 2022 年 1 月 7 日（金）※消印有効・郵送に限ります

［提出先］
　〒 617―8577・京都府長岡京市調子一丁目 1―1・・立命館中学校入試部・行
※ ・Web出願完了後にマイページから郵送用の宛名ラベルを印刷できますので、封筒に貼り付けてください。

＜前期日程B方式＞
1．出願資格
2022 年 3 月小学校卒業見込みの者、または卒業者。

2．試験時間・科目・配点　1 月 15 日（土）集合確認 8:35　試験会場：本校
　4科型（国語・算数・理科・社会）もしくは 3科型（国語・算数・理科）いずれかを出願時に選択。
　なお、1科目でも欠席科目があった場合は、合否判定の対象外となります。
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1 限
8:50 ～ 9:40

2 限
9:55 ～ 10:45

3 限
11:00 ～ 11:40

4 限
11:55 ～ 12:35

4 科型
国語
100 点
50 分

算数
100 点
50 分

理科
50 点
40 分

社会
50 点
40 分

3 科型
国語
100 点
50 分

算数
100 点
50 分

理科
50 点
40 分

※学科試験による得点の取り扱いについて
　①　国語・算数・理科・社会の合計（4科型選択者のみ）・　②（国語・算数・理科の合計）× 1.2
　③（国語・理科の合計）＋（算数× 1.5）　　①、②、③のいずれか高い点数で判定します

＜後期日程＞
1．出願資格
2022 年 3 月小学校卒業見込みの者、または卒業者。

2．試験時間・科目・配点　1 月 16 日（日）集合確認 8:35　試験会場：本校
　4科型（国語・算数・理科・社会）もしくは 3科型（国語・算数・理科）いずれかを出願時に選択。
　なお、1科目でも欠席科目があった場合は、合否判定の対象外となります。

1 限
8:50 ～ 9:40

2 限
9:55 ～ 10:45

3 限
11:00 ～ 11:40

4 限
11:55 ～ 12:35

4 科型
国語
100 点
50 分

算数
100 点
50 分

理科
50 点
40 分

社会
50 点
40 分

3 科型
国語
100 点
50 分

算数
100 点
50 分

理科
50 点
40 分

※学科試験による得点の取り扱いについて
　①　国語・算数・理科・社会の合計（4科型選択者のみ）・　②（国語・算数・理科の合計）× 1.2
　③（国語・理科の合計）＋（算数× 1.5）　　①、②、③のいずれか高い点数で判定します

Ⅲ．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、マスク

※試験当日、自宅等で検温を行い、受験票の体温記入欄に体温を記入し持参してください。
　　〔必要な方のみ〕昼食（午後に面接がある方のみ）、腕時計、鉛筆削り
　・試験時間中に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します）、ウイルス除去製品、

ひざかけ
　　＊・携帯電話、ウェアラブル端末は試験会場では使用禁止です。持参する場合は、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 35 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。
　・・机の上に受験番号が記載されたシールが貼付されていますので、自分の番号を確認し、着席してくだ
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。

（3）遅刻について
　・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。
　・・人身事故等による公共交通機関（バス・タクシーを除く）の遅れや自然災害などの不可抗力による遅
刻の場合は、受験を認める場合があります。なお、公共交通機関の大幅な遅れなどにより、試験当日、
多くの受験生に影響があると本校が判断した場合は、試験開始時刻を繰り下げることがあります。た
だし、それによって生じた受験生の個人的費用や損害については、本校は一切責任を負いません。

　・受験できなかった場合の入学検定料は、原則として返還しません。
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（4）試験時の注意事項
　・・1 限は、8時 35 分に予鈴が鳴り、8時 50 分に本鈴が鳴ります。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。

（5）不測の事態への対応
　・　不測の事態により、所定の日程通りに入学試験や合格発表等を実施することが困難であると本校が判
断した場合、延期等の対応措置を取ることがあります。ただし、このことに伴う受験生の個人的損害に
ついて本校は責任を負いません。
　　なお、不測の事態が発生した際は、対応措置について本校ホームページで告知します。
　　URL　http://www.ritsumei.ac.jp/fkc/

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。
　・試験会場周辺は、保護者の方は立ち入り禁止です。保護者控室は設置いたしません。

〈参考〉学費・諸会費等
　2022 年度の学費および諸会費・教材学級諸費等については合格発表後に改めてご案内します。
　また、本校指定の iPad を購入していただきます。参考までに 2021 年度（現行）学費を掲載します。
2021年度の入学手続時納付金

入学金
120,000 円

2021年度の授業料等 (中学1年生 )

コース 授業料等 合計授業料 教育充実費 コース費
CLコース 672,000 円 264,000 円 － 936,000 円
ALコース 100,000 円 1,036,000 円

2021年度の諸会費・諸費等 (中学1年生 )　
〈CLコース〉

諸会費 教材学級諸費
・検定料

学年宿泊
行事費 合計生徒会入会金 生徒会費 PTA会費 教育後援会費

1,500 円 3,500 円 8,000 円 10,000 円 45,000 円 31,000 円 99,000 円
〈ALコース〉

諸会費 教材学級諸費
・検定料

学年宿泊
行事費 合計生徒会入会金 生徒会費 PTA会費 教育後援会費

1,500 円 3,500 円 8,000 円 10,000 円 60,000 円 31,000 円 114,000 円

※学校指定 iPad 購入費 76,010 円（2021 年度実績・別途、設定費等が必要）

個人情報の取扱いについて
（1）・　本校が保有する個人情報は、「個人情報保護法」等の法令を遵守するとともに、「学校法人立命館
個人情報保護規程」および「立命館中学校・高等学校　個人情報保護方針」に基づき、保護に万全
を期しています。

（2・）　事前審査および出願に当たってお知らせいただいた氏名・住所その他の個人情報については、以
下に提示する利用目的の範囲において利用いたします。
　　①入学者選抜（出願処理・選考実施）に関する業務のため
　　②合格発表に関する業務のため
　　③入学手続に関する業務のため
　　④入学者選抜方法等における調査・研究に関する業務のため
　　⑤及びこれらに付随する業務のため
（3）・　各種業務での利用に当たっては、一部の業務を本校より当該業務の委託を受けた業者において行
うことがあります。
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事前準備　　下記の１～５を事前にご準備ください。

1 インターネットに接続されている
パソコンまたはスマートフォン

セキュリティの観点からブラウザーは最新のものにアップデートしてご利用
ください。

2 利用可能な
メールアドレス（自分専用）

ご登録いただだいたメールアドレス宛に出願完了や入金確認のメールが届き
ます。常に受信できるメールアドレスをご用意ください。「＠candy-s.jp」か
らメールが送信されますので、受信できるように設定してください。

3 PDFを開くためのアプリケーション Adobe 社の「Adobe Acrobat Reader」、「Adobe Reader」 を推奨します。

4 A4サイズを印刷できるプリンタ
受験に必要な「受験票」を印刷します。A4サイズの白い紙もご用意ください。
プリンタをお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどでも印刷
可能です。
※印刷の向きを「縦」に設定して印刷してください。

5 顔写真のデータ
（登録時に使用します）

写真は、5MB 以下の jpg ファイルをご用意ください。スマートフォンで撮影
した写真も使用可能です。登録時にアップロードしていただきますが、これ以
上のデータ容量の場合アップロードできません。登録画面にガイド線が出ます
ので、写真の指定枠の３分の２程度に顔が収まるように大きさを調整してくだ
さい。登録画面で写真をトリミングすることも可能です。

・出願 3ヶ月以内に撮影したもので、上半身、正面、脱帽の写真。
・背景は無地に限ります。
・個人が特定しづらいものは使用できません。
・カラーのデータを使用してください。
・顔写真が条件に合わない場合、再提出していただく場合があります。

Web 出願の流れ

Web 出願ページへアクセス
①立命館中学校ホームページへアクセス。
②「Web 出願」ボタンをクリックして Web出願システムのトップページへ

立命館中学校ホームページ
http://www.ritsumei.ac.jp/fkc/

マイページへのログイン
【初めての方】
「新規ユーザー登録」ボタンをクリック後、画面の指示に従って必要項目を入力してください。
※事前に常に受信できるメールアドレスをご用意ください。
※迷惑メール対策をされている場合は「＠candy-s.jp」からのメールを受信できるように設定してください。

【本校のイベント予約ページで既にユーザー登録された方】
イベント予約ページで登録されたID（メールアドレス）とパスワードでログインしてください。

マイページから出願開始
マイページの「出願する」ボタンをクリック後、
画面の指示に従って必要項目を順番に入力してください。
※前期日程Ａ方式の出願に際しては、資格確認コードの入力が必要になります。

●！

step1

step2

メールアドレスの
登録

志願者情報の
 入力

ID（メールアドレス） と
パスワード発行

マイページに
ログイン

step3

入試選択 アンケート
回答

志願者情報の
確認

出願内容の
確認

Ⅳ．Web 出願の手引

〉〉〉〉     

〉〉〉〉〉〉
　
〉〉〉
　

○適切な写真例
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入学検定料のお支払い手続き
クレジットカード決済またはコンビニエンスストアでの現金払いが選択できます。 
選択する支払い方法により以下の手順が異なります。

入学検定料のお支払いが完了すると出願の変更は一切できません。お支払い前に出願内容をしっかり確認してくだ
さい。コンビニエンスストア決済の場合、支払期限までに入学検定料のお支払いがない場合は、出願情報が無効に
なります。

【前期日程Ａ方式と後期日程の両方へ出願される方のみ】一度の出願登録で申し込めるのはいずれか一つの入試のみ
です。お支払い手続きでコンビニエンスストアをご選択された場合は、店舗での検定料の支払いが終わらないと新
たに出願登録ができませんのでご注意ください。お支払いが終わりましたら、次の出願登録ができるようになります。

お支払い完了後、マイページから受験票を印刷
入金が確認されると登録済みメールアドレスに「出願完了メール」が送信されます。マイペー
ジの「受験票印刷」 ボタンをクリックし、受験票を A4 サイズの白い用紙に印刷し、入試当日
にご持参ください。

・受験票の記載内容を必ず確認してください。なお、受験票に写真は表示されません。写真の貼付は不要です。
・受験票はキリトリ線で切り離してご持参ください。
・ご自宅にプリンタがない方は、お近くのコンビニエンスストアなどでも印刷可能です。

 前期日程Ａ方式の出願に際しては、上記のWeb出願手続完了に加えて、「活動歴申告書」の郵送提出も
必要となりますのでご注意ください。

Web 出願 Q&A

自宅にパソコンやプリンタがない
場合はどうすればよいですか？

自宅以外のパソコンからも出願が可能です。
自宅にプリンタがない方は、コンビニエンス
ストアでも印刷が可能です。また、電話でご
予約いただき、立命館中学校にお越しいただ
ければ、出願のサポートも行います。

メールアドレスがない場合はどう
すればよいですか？

メールアドレスは、携帯電話やフリーメール
（gmail、Yahoo! メールなど）でも構いませ
ん。ご登録いただいたメールアドレスには、
マイページユーザー登録完了や入金完了、出
願完了の確認メールが送信されますので必ず
登録してください。

携帯電話のメールアドレスも
登録できますか？

登録できます。携帯電話のメールアドレスの
場合は必ず下記ドメインの受信設定をしてく
ださい。

＠candy-s.jp

氏名や住所の漢字が登録の際にエ
ラーになってしまいます。どうす
ればよいですか？

氏名の場合は漢字の代用にチェックを入れ、
代替文字（代替文字がない場合はカナ文字）
を入力してください。住所の場合はそのまま
代替文字を入力してください。本校の入学手
続きの際には、正しい漢字を登録できます。

出願完了後に入力内容の誤りに
気づいた場合変更はできますか？

入学検定料支払い後は、Web出願システム
からの変更はできません。どうしても修正が
必要な場合は立命館中学校までご連絡くださ
い。

出願完了後に出願内容を
確認できますか？

マイページの出願履歴よりご確認いただけま
す。ID（メールアドレス）とご自分で設定さ
れたパスワードでマイページにログインして
ください。

step4
クレジットカード決済を選択の場合

下記のクレジットカードを利用してネット上
で支払いが可能です。

コンビニエンスストア支払いを選択の場合

出願手続き完了

コンビニエンスストアでお支払い出願手続き・お支払い完了

下記のコンビニエンスストアで支払いが可能
です。

クレジットカードをご用意いただき、画面の指示に
従ってカード名義人、カード番号、セキュリティコー
ドを入力してください。入力データはすべて SSL
（Secure  Socket Layer）でデータ暗号化されます。

ご利用になるコンビニエンスストアを選択すると、
出願手続き完了ページにて、お支払い番号と支払期
限が表示されます。

●！
●！

step5

●！
●！

〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉


