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❶　募 集 定 員　SRクラス80名

❷　出 願 資 格
　⑴2021年３月小学校卒業見込みの者
　⑵専願で出願する場合は、合格後に入学を確約できる者

❸　入 試 概 要

入試区分 推薦入学試験
（調査書型）

推薦入学試験
（基礎学力型）

一次入学試験
（適性検査型）

一次入学試験
（選択教科型） 二次入学試験

募集定員 SRクラス80名

検 定 料 免除 13,000円 13,000円 13,000円 13,000円

出願期間 11/10（火）〜
11/19（木） 　

11/10（火）〜
11/26（木） 　

11/10（火）〜
12/17（木） 　

1/12（火）〜
1/21（木） 　

出願方法
インターネット出願を原則とします。
出願期間中に本校にて出願することもできます。事前にお電話（0800-888-5315）ください。
推薦入学試験の受験者は出願期間中に調査書・証明書の写しを市販の封筒にて郵送してください。

試 験 日 11/22（日） 11/29（日） 12/20（日） 1/23（土）

試験内容 免除
基礎学力テスト
50分（100点）
国語・算数

適性検査Ⅰ45分
適性検査Ⅱ45分
（各70点）

国語30分
算数30分
理科30分
社会30分
（各100点）
＊教科選択可能

国語45分
算数45分
（各100点）

面接など 集団面接15分 個人面接10分 集団面接15分 作文20分 個人面接10分

出願形式 推薦入学試験を含む全区分において、「専願」「併願」での出願が可能です。

加点制度 専願者には得点の10％を加点します。

合否判定 ・それぞれの入試区分ごとに出願内容、試験・面接・作文の結果から総合的に判定します。
・すべての入試区分において得点率40％未満は不合格となります。

試験会場 岡山理科大学附属中学校

合格発表
11/25（水） 12/2（水） 12/22（火） 1/26（火）

合格発表日にＷeb発表し、合格者には手続き書類の発送を行います。

入学
手続

専用Ｗebサイトの指示に従って、下記期間内に手続きを完了してください。

専願 12/11（金）まで 12/18（金）まで 1/8（金）まで
1/29（金）まで

併願 1/22（金）まで

入学説明会 推薦・一次入学試験の専願者……1/10（日）　　併願者及び二次入学試験合格者……1/30（土）

入学資格 期日までに入学手続きを完了し、入学者登校日に出席した者に入学資格を与えます。

　【一次入学試験（選択教科型）について】
　＊受験型は次の３種類です。120点満点で合否判定します。（各教科平均点100点満点と作文20点満点の合計）
　⑴２教科型（国語・算数）
　⑵３教科型（国語・算数・理科）
　⑶４教科型（国語・算数・理科・社会）　※�社会の出題範囲に第６学年の江戸時代以降の歴史分野ならびに

国際関係と日本の分野の内容は含みません。
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❹　推薦入学試験（調査書型）について
推薦区分 学校長推薦 塾長推薦 自己推薦

出願条件 ５・６年次評定平均2.3以上 ６年次模試で
全国偏差値50以上

英検／漢検５級以上
／数検６級以上

特待
条件

Ｓ ５・６年次評定平均3.0 ６年次模試で全国偏差値70以上 英検／漢検／数検２級以上

Ａ ５・６年次評定平均2.9以上 ６年次模試で全国偏差値65以上 英検／漢検／数検準２級以上

Ｂ ５・６年次評定平均2.8以上 ６年次模試で全国偏差値60以上 英検／漢検／数検３級以上

提出書類 学校長推薦書 塾長推薦書・模試成績表の写し 検定証書の写し・担任所見

備　　考

評定平均は全教科の平均
６年次評定平均は仮評定で
算出
学校長推薦書とは調査書に
あたります

模試は全国・県規模に相当するもの
教科は国算・国算理・国算理社から
選択
模試の種類による偏差値調整あり
塾方針で出願不可の場合自己推薦可

上記検定はいずれか１つを満た
せばよい
その他検定の利用はお問合せく
ださい
塾長推薦不可の場合も出願可

合否判定 合否および特待生ランクは、提出書類と面接の結果を総合的に判定します。

❺　支援制度について
　　　※支援制度において内容が重複する場合は、支援金額の高い方を採用します。

　１．特待生制度
　　⑴推薦入学試験（調査書型）については、❹推薦入学試験（調査書型）を参照してください。
　　⑵一次入学試験・二次入学試験について

種　別 該　当　者 概　　要

Ｓ特待生 一次入学試験・二次入学試験で得点率90％以上、または一
次入学試験の上位５％ ３年間の授業料・諸経費を全額免除

Ａ特待生 一次入学試験・二次入学試験で得点率80％以上 ３年間の授業料を全額免除

Ｂ特待生 一次入学試験・二次入学試験で得点率70％以上 ３年間の授業料を半額免除

　　　※特待生の認定は、加点制度による加点は対象外として行います。
　　　※�特待生資格は原則３年間継続としますが、２年目以降は学業成績ならびに学校生活の状況に応じて

見直しを行います。
　　　※岡山理科大学附属高等学校へ進学する際に、新たに特待生選抜テストを実施します。

　２．兄弟姉妹優遇制度
　　⑴�兄弟姉妹が岡山理科大学附属中学校・高等学校（全日制）に在学中の場合、兄姉の授業料（中学校9,500

円、高等学校9,900円）を月毎に授業料の一部に充当します。
　　⑵�３名以上の兄弟姉妹が在学中の場合、⑴に加えて、２人目以降の年長者の授業料（中学校4,750円、高

等学校4,950円）を月毎に充当します。
　　　※�⑴または⑵の者が岡山理科大学附属中学校・高等学校の特待生制度や他の優遇制度を受けている場

合は適用されません。

　３．私立小中学生修学支援金制度
　　「支給実績」条件を満たされた方は、授業料として年額100,000円の修学支援金が支給されます。

　４．内部進学優遇制度
　　⑴本校卒業生が岡山理科大学附属高等学校に進学する際の入学金・教育振興費は、全額免除となります。
　　⑵�岡山理科大学附属高等学校卒業時に、加計学園設置校（岡山理科大学・倉敷芸術科学大学・千葉科学大学・

岡山理科大学専門学校・玉野総合医療専門学校）に進学する際の入学金は、全額免除となります。
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❻　合否結果通知について
　　⑴�合格発表当日にＷeb上（本校ホームページ）で合格者を発表します（正午ごろを予定しています）。
　　⑵�合格者には、保護者宛に合格通知書を発送します。通知書が届くまでには、数日かかる場合がありま

すので、必ずＷeb上にて合否結果をご確認ください。
　　⑶�校内掲示はいたしません。また、電話や本校窓口での合否に関する個別の問い合わせには応じられま

せん。
　　⑷�願書に記載されている氏名や住所についてコンピューターで表記できない文字は置き換えて表記しま

す。
　　⑸追加合格候補者には、合格発表日以降に通知書を発送します。なお、Ｗeb上での発表はありません。

❼　入学手続きについて
　　合格者には、合格通知書とともに、入学手続きに関する書類を同封します。
　　入学手続き期間内に、入学金70,000円の納入と入学許可願の提出をしてください。

❽　納入金について

　１．入学前納入金
　　⑴入学金　70,000円

区　分 推薦入学試験 一次入学試験
適性検査型

一次入学試験
選択教科型 二次入学試験

専　願　者
納入締切日 12/11（金）まで 12/18（金）まで 1/8（金）まで

1/29（金）まで
併　願　者
納入締切日 � 1/22（金）まで

　　　※合格通知後、上記の納入締切日までに納入してください。
　　　※納入された入学金は、入学を辞退されても返還いたしません。
　　⑵教育振興費　90,000円

納入締切日 2月12日（金）

　　　※上記の納入締切日までに納入してください。
　　　※納入された教育振興費は、入学を辞退されても返還いたしません。

　２．入学後納入金

納入金

内　　容 １か月あたり 年間合計

授　業　料 19,000円 228,000円

諸　経　費 21,600円 259,200円

合　計 40,600円 487,200円

　　　※諸経費には、実験実習費・施設設備費などを含みます。
　　　※上記納入金（授業料・諸経費）は４期に分けて納入していただきます。
　　　※上記とは別に、PTA会費・学年費・生徒会費・PC購入費が必要です。
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❾　受験上の注意

　１．推薦入学試験の日程

調査書型（11月22日） 基礎学力型（11月22日）

受　　付　　� 8：15〜� 8：45 受　　付　　� 8：15〜� 8：45

入室完了　　� 8：50 入室完了　　� 8：50

集団面接　　� 9：10〜 基礎学力　　� 9：10〜10：00

個人面接　　10：15〜

　２．一次入学試験・二次入学試験の日程

適性検査型（11月29日） 選択教科型（12月20日） 二次入学試験（１月23日）

受　　付　　� 8：15〜� 8：45 受　　付　　� 8：15〜� 8：45 受　　付　　� 8：15〜� 8：45

入室完了　　� 8：50 入室完了　　� 8：50 入室完了　　� 8：50

適性検査Ⅰ　� 9：05〜� 9：50 作　　文　　� 9：05〜� 9：25 算　　数　　� 9：05〜� 9：50

適性検査Ⅱ　10：05〜10：50 算　　数　　� 9：40〜10：10 国　　語　　10：05〜10：50

集団面接　　11：10〜 国　　語　　10：25〜10：55 個人面接　　11：10〜

理　　科　　11：10〜11：40

社　　会　　11：55〜12：25

　　⑴入学願書・受験票は忘れずにお持ちください。当日忘れた受験生は本校教員にお声がけください。
　　⑵受験生は、８時50分までに受験室に入室してください。
　　　本校校舎内および各会場内への入場開始時刻は、本校職員の指示に従ってください。
　　⑶各試験開始後15分以内の遅刻の場合、受験を認めますが試験時間の延長はしません。
　　⑷学科試験中に机の上に置くことができるもの

受験票、黒色の鉛筆（シャープペンシルも可）、消しゴム、直定規、コンパス、ティッシュペーパー
単機能の時計（計算や辞書等の機能のついてないもの、スマートウォッチ不可）

　　⑸携行品について
　　　①会場内はすべて下履き移動となりますので、上履きは不要です。
　　　②参考書、本、防寒具、ひざ掛け、座布団は受験室に持ち込むことができます。
　　⑹集団面接は１グループ７〜８人で約15分間で実施します。
　　　個人面接は１人ずつ約10分間で実施します。
　　　集団面接・個人面接ともに、原則として受験番号順に実施していきます。各開始時刻は当日掲示します。
　　⑺�天候異変等の場合は、日程が変更になることがあります。その際には、本校ホームページでお知らせ

します。
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＜インターネット出願手続きの流れ＞
� �募集期間が近くなりましたら、本校ホームページに出願

サイトへリンクするバナーを設置します。
� そちらから出願サイトへ移動してください。

� �メールアドレスをIDとして登録してください。� �緊急時にもすぐ確認いただけるメールアドレスを登録
してください。イベント予約等で既にメールアドレス
（mcID）をご登録済みの方は、そちらのIDをお使いくだ
さい。

� �登録したメールアドレスを使ってログインしてください。
� マイページが表示されます。
� �顔写真データがある方は、ここでアップロードすると、

受験票に顔写真が印刷されます。

� �志願者情報を入力し、出願する試験を選択してください。

� ��受験料のお支払いには、クレジットカード、コンビニ、
ペイジー（金融機関ATM・ネットバンキング）をご利用
いただけます。

� また、お支払いには別途手数料が発生します。

� ��受験料お支払い完了後、マイページから受験票を印刷し、
受験票に顔写真を貼付してください。

� �顔写真データをアップロードされた方は受験票などの写
真貼付欄に印刷されます。

� �提出書類を郵送する際は、受験票と一緒に印刷される宛
名票を市販の封筒に貼付し、調査書等を郵送してくださ
い。

出願手続きは以上となります。
試験当日、入学願書と受験票を必ず持参してください。

※�受験票は本校から発送しませんので、必ずご自宅等で印刷し、受験生の顔写真を貼付のうえ受験票
と入学願書を試験当日お持ちください。顔写真データをアップロードされた方は、写真の貼付は不
要です。

インターネット出願サイト

ID（メールアドレス）登録

ログイン／マイページ

出願情報入力

受験料決済

受験票印刷／顔写真貼付

調査書郵送

〒700-0005 岡山市北区理大町1-1／TEL.086-256-8510／FAX.086-256-8512
e-mail:info-j@edu.kake.ac.jp／URL https://www.richuhp.info/

【平日 9：00～17：00】

　   0800-888-5315

入学試験に関するお問い合わせ

ご提供いただいた個人情報等は、本校の広報活動以外の目的に使用することはございません。


