
智辯学園奈良カレッジ
中学部

令和３年度
生 徒 募 集 要 項

今回の主な変更点

・初日午後に思考力型算数入試（算数１科目型）と
表現力入試を実施

・５日目午前に一般入試B（国算）を実施

・英語検定による成績の加点を実施



入試日

１月１６日（土）

午前 午後 午後

一般入試Ａ

１月１７日（日）

特色入試

午前

一般入試Ｂ表現力入試思考力型算数入試

１月２０日（水）

入試区分

（　専　願　の　み　） （　専　願　・　併　願　　い　ず　れ　か　で　出　願　　）

出願方法

入学検定料

令和２年１２月２１日（月）0:00から

令和３年１月１７日（日）14:00まで

２０，０００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和３年１月１４日（木）17:00まで 令和３年１月２０日（水）7:00まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和２年１２月２１日（月）0:00から

２０，０００円２０，０００円

インターネット出願のみ

２０，０００円 ２０，０００円

出願期間

令和２年１２月２１日（月）0:00から

出願資格

アドミッション

ポリシー

未来の社会において、志を持って社会に貢献出来る人を育てるために、以下のような児童の入学を期待します

①　豊かな人間性を備え、論理的･創造的思考力により問題を解決しようとする主体性を持っている児童　( 特色入試 )

③　優れた知的能力とともに、基礎的学力を身につけ、最後まで諦めずに課題に取り組める児童　( 一般入試Ａ・一般入試Ｂ )

②　資料等を適切に読み取り、それをもとに判断した内容を、的確に表現できる力を持っている児童　( 思考力型算数入試・表現力入試 )

令和３年３月小学校卒業見込みの者

男女約８０名　（各入試での区分はなし）　　　※併設の小学部からの内部進学者は含まない

Ｓ選抜クラス（約２０名）と総合選抜クラス（約６０名）
募集人員

入学手続き

（入学金納入）

■制服採寸・制定品購入予約・書籍購入・オリエンテーション　　　　 令和３年１月２３日（土）１４：００から　（受付は１３：００から）　 　　　

■制服・制定品の受け取りとオリエンテーション　　　　　　　　　　　　　　　 令和３年２月２７日（土）１４：００から　（受付は１３：００から）

１月１８日（月）14:00

　　　１月１８日（月）14:00から

　　　　　１月２０日（水）18:00まで

１月１７日（日）11:00

　１月１７日（日）11:00から

　　　　　　　　１月１９日（火）18:00まで

[入学時] ○入学金２００，０００円　　○制服･制定品代金約１５０，０００円　　○書籍代約１０，０００円（現金での購入）

　インターネットでの発表のみ。合格通知書等の書類は合格者のみに郵送します。

合格者登校日

合格発表

学　費

[入学後] ○授業料４6８，０００円　　○修学旅行費９０，０００円　　〇その他１６３，４００円（諸会費・教材費）

１月２０日（水）19:00

　　　　　１月２２日（金）18:00まで

　　　１月２０日（水）19:00から

　　※　特色入試 課題型作文は、与えられた課題に基づいて作文を書く形式で出題します。

　　※　思考力型算数入試 思考力型算数は算数を題材として、思考力・判断力・表現力を総合的に問う形式で出題します。

　　※　表現力入試 人文社会科学は社会を題材として、自然科学は理科を題材として、思考力･判断力・表現力を総合的に問う形式で出題します。

　　※　一般入試Ａ 国語と算数は、本校が今まで実施していた従来型の形式で出題します。

　　※　一般入試Ｂ 国語と算数は、一般入試Ａよりも基礎力を重視した形式で出題します。

　　※　一般入試Ａでは、14:45までに集合・入室できなかった受験者は、遅刻者対応の時間帯（15:45集合）で受験できます。

　　※　遅刻者対応で受験した場合、それぞれの試験開始時刻は、本来の開始時刻から１時間後とします。

○各入試についての概要は、以下の通りです。

　　※　思考力型算数入試と表現力入試では、15:45までに集合・入室できなかった受験者は、遅刻者対応の時間帯（16:45集合）で受験できます。

○出願に関する注意事項は、以下の通りです。

　　※　専願で出願する場合は、合格すると必ず本校に入学することになります。

○午後入試における遅刻者対応は、以下の通りです。

　　※　特色入試は専願のみです。事前にエントリーを行い、出願を認められた者に限り受験できます。エントリーに関する詳細は、本校ＨＰでご確認ください。

　　※　思考力型算数入試・表現力入試・一般入試Ａ・一般入試Ｂにはそれぞれ専願と併願があります。専願と併願とでは合格最低点が異なります。

○一旦納入された受験料・入学金は返還いたしません。

　　※　出願時に、Ｓ選抜クラスと総合選抜クラスを選択できます。　Ｓ選抜クラスを第一志望として出願する場合は、総合選抜クラスへのまわし合格が選べます。

備　考

集合時間

配点 配点 配点 配点 配点

9:45

思考力型

算数
150点

科目

国語
15:00～16:00

（60分）
150点

算数
16:20～17:20

（60分）
150点

15:45　〔遅刻者対応…16:45〕 14:45　〔遅刻者対応…15:45〕

科目 　時程科目 　時程

16:00～17:00

（60分）

　時程

国語
10:00～10:40

（40分）
100点

算数
11:00～11:40

（40分）
100点

科目

人文社会

科学

17:20～18:20

（60分）
面接 150点

選考方法

 9:00～9:50

（50分）

課題型

作文
100点

　時程科目

自然

科学

16:00～17:00

（60分）
150点

　時程

10:20～

（1人約10分）

8:45
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特 色 入 試 １月１６日（土）午前 に実施

【 過去の出題例（課題型作文） 】 ※ 面接では、この課題型作文の内容に関わる質問をしました。
昨年度：アメリカのメジャーリーグ選手と日本のプロ野球選手において、それぞれの取り組み方について、どち

らの方が良いと考えますか。自分の体験をふまえて、400字以内で述べなさい。
一昨年度：ロボットに心は必要だと思いますか、必要ではないと思いますか。自分の体験をふまえて、400字以内

で述べなさい。

思 考 力 型 算 数 入 試 １月１６日（土）午後 に実施

この入試は、今年度より新たに実施します。算数１科目型での入試ですが、算数の基礎力はもちろん、読解力・

思考力・表現力などを問う出題となります。算数が得意な児童や、将来医学部をふくめた理系の職種を目指す児童
の皆さんなど、是非チャレンジしてみてください。
昨年度の［ 特色入試 ］で実施した「思考力型算数」や、［ 表現力入試 ］で実施した「自然科学」の問題を参

考にしてください。本校の過去問をご覧いただき、対策に役立ててください。

表 現 力 入 試 １月１６日（土）午後 に実施

この入試は、昨年度と日程が変更になっております。試験内容の変更点としては、「人文社会科学」は社会を題

材とした出題が中心となり、「自然科学」は理科を題材とした出題が中心となります。昨年度と出題形式が異なり
ますので、ご注意ください。
対策としては、「人文社会科学」については昨年度の同じ試験の大問１を参考にしてください。「自然科学」に

ついては昨年度の［ 一般入試 ］の「理科」を参考にしてください。いずれの試験も、思考力・判断力・表現力を
問う試験となっており、資料などを読み取る力や文章で表現する力が必要となります。

一 般 入 試 Ａ １月１７日（日）午後 に実施

この入試は、昨年度とほぼ同じですが、変更点としては、「理科」がなくなり、「国語」と「算数」の２科目型

のみになります。対策としては、例年実施してきた一般入試の「国語」と「算数」を参考にしてください。

一 般 入 試 Ｂ １月２０日（水）午前 に実施

この入試は、今年度より新たに実施します。「国語」と「算数」の２科目型は［ 一般入試Ａ ］と同じですが、

試験時間・配点は［ 一般入試Ａ ］と比べて、それぞれ３分の２となり、［ 一般入試Ａ ］よりも少し基礎力重視
の形になります。対策としては、［ 一般入試Ａ ］と同じく、本校の一般入試の過去問を参考にしてください。

昨年度の入試問題は、入試説明会の際に配付します。



今年度より英語検定による成績の加点を行います。以下の要領に従って手続きしてください。もし提出に関して
不備があった場合には、成績の加点ができませんので、くれぐれもご注意ください。

※ 提出書類 ： 英語検定の資格が証明できる資料のコピー （原本は提出しないでください）

※ 提出先 ： 智辯学園奈良カレッジ 事務室 （必ず直接持参してください。郵送等は不可。）

※ 提出期間 ： 各入試における出願期間と同じです。それ以外の期間は受理できません。

智辯学園奈良カレッジ入試広報部では、現在公式
アカウントを開設して、学校の様子や入試に関する
様々な情報をいち早くお届けしております。

まだご覧頂いていない方は、右のＱＲコードを利用
して、この機会に是非アクセスしてみてください。

Facebook Instagram

LINE Twitter

ＣＥＦＲ Ａ２ Ｂ１ Ｂ２

英　　検 ３級 準２級 ２級 準１級

TOEFL Primary 209点以上 212点以上 227点以上

TOEFL Junior 630点以上 645点以上 745点以上 850点以上

加点割合 5% 10% 15% 20%

特色入試（100点） ５点 １０点 １５点 ２０点

思考力型算数入試（150点） ８点 １５点 ２３点 ３０点

表現力入試（300点） １５点 ３０点 ４５点 ６０点

一般入試Ａ（300点） １５点 ３０点 ４５点 ６０点

一般入試Ｂ（200点） １０点 ２０点 ３０点 ４０点

　　【　注意事項　】

　　　　①　各入試における合計点に対して、上記の表に基づいて加点するものとする。

　　　　②　もし加点により満点を越える場合は、受験した入試において満点として扱う。

英語検定による成績の加点基準


