
智辯学園奈良カレッジ中学部

令和３年度生徒募集要項

１ 募集人員 第１学年 男女 約８０名〔各種入試を合わせて〕
（Ｓ選抜クラス約２０名と総合選抜クラス約６０名）
※併設の小学部からの内部進学者は含まない。

２ 出願資格 令和３年３月小学校卒業見込みの者

３ アドミッションポリシー（入学者の受入方針）

未来の社会において、志を持って社会に貢献でき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課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)

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)

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)

４ 出願手続き
出願期間
〔特色入試〕令和２年１２月２１日（月）０：００から

令和３年１月１４日（木）１７：００まで
※事前にエントリーを行い、出願が認められた者に限り、受験すること
ができます。エントリーに関する詳細については本校ホームページで
ご確認下さい。

〔思考力型算数入試・表現力入試〕
令和２年１２月２１日（月）０：００から

令和３年１月１４日（木）１７：００まで
〔一般入試Ａ〕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
〔一般入試Ｂ〕令和２年１２月２１日（月）０：００から

令和３年１月２０日（水）７：００まで

受験料 受験料は、特色入試・思考力型算数入試・表現力入試・一般入試Ａ・一
般入試Ｂそれぞれが２０，０００円です。

出願方法 本校ホームページの出願サイトにアクセスしていただき、出願手続きを
行って下さい。インターネット出願環境がない方のために、校内対応も
行っております。ご不明な点は、本校ホームページに掲載しております
中学部の「インターネット出願手続きの手引き」を参考にして下さい。



５ 入学者選考
〔特色入試〕

試験期日 令和３年１月１６日（土）
試験場所 智辯学園奈良カレッジのみ
集合時間および選考方法【専願のみ】

集合時間 課題型作文 面 接
8:45 9:00～ 9:50 10:20～

／時間 50分 一人約 10分
／配点 100点

〔思考力型算数入試〕
試験期日 令和３年１月１６日（土）
試験場所 智辯学園奈良カレッジまたはその他の会場（奈良県ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ）
集合時間および選考方法

集合時間 思考力型算数
15:45 16:00～ 17:00

16:45 17:00～ 18:00

／時間 60分
／配点 150点

〔表現力入試〕
試験期日 令和３年１月１６日（土）
試験場所 智辯学園奈良カレッジまたはその他の会場（奈良県ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ）
集合時間および選考方法

集合時間 自然科学 人文社会科学
15:45 16:00～ 17:00 17:20～ 18:20

16:45 17:00～ 18:00 18:20～ 19:20

／時間 60分 60分
／配点 150点 150点

※思考力型算数入試および表現力入試では、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。ただし、
その他の会場には遅刻者対応はありませんのでご注意下さい。

〔一般入試Ａ〕
試験期日 令和３年１月１７日（日）
試験場所 智辯学園奈良カレッジまたはその他の会場（奈良県文化会館）
集合時間および選考方法

集合時間 国 語 算 数
14:45 15:00～ 16:00 16:20～ 17:20

15:45 16:00～ 17:00 17:20～ 18:20

／時間 60分 60分
／配点 150点 150点

※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。ただし、その他の会場には遅刻
者対応はありませんのでご注意下さい。

〔一般入試Ｂ〕
試験期日 令和３年１月２０日（水）
試験場所 智辯学園奈良カレッジのみ
集合時間および選考方法

集合時間 国 語 算 数
9:45 10:00～ 10:40 11:00～ 11:40

／時間 40分 40分
／配点 100点 100点

携行品 受験票、受験票（控）、筆記用具、定規（分度器や分度器機能の付いた
定規は不可）、コンパス、水筒（飲み物）、上履きをご持参下さい。
計算機能付き時計、携帯電話やスマートフォンおよびウエアラブル端末
の持ち込みはできません。



留意事項 ①各集合時間までに試験場に入って下さい。
②奈良カレッジ会場では控室を用意しています。ご利用の方は上履きを
ご持参下さい。ただし、その他の会場では付添者控室は用意しており
ません。

③新型コロナウイルス感染症対策について
１，ご自宅を出られる前には必ず検温していただき、発熱・咳等の

症状がないことを確認して下さい。
２，ご来校いただく際には、必ずマスクの着用をお願いします。

６ 合格発表
〔特色入試〕
〔思考力型算数入試〕 令和３年１月１７日（日） １１：００
〔表現力入試〕 （インターネット発表）

〔一般入試Ａ〕 令和３年１月１８日（月） １４：００ （インターネット発表）

〔一般入試Ｂ〕 令和３年１月２０日（水） １９：００ （インターネット発表）

①本校ホームページにある合否照会サイトから合否を確認して下さい。
②合格通知書等の書類はすべて郵送します。掲示発表はありません。
③電話による事前・事後の問い合わせには一切お答えできません。

７ 第１回入学手続き（入学金納入）
〔特色入試〕
〔思考力型算数入試〕 令和３年１月１７日（日）１１：００から
〔表現力入試〕 １月１９日（火）１８：００まで

〔一般入試Ａ〕 令和３年１月１８日（月）１４：００から
１月２０日（水）１８：００まで

〔一般入試Ｂ〕 令和３年１月２０日（水）１９：００から
１月２２日（金）１８：００まで

①本校ホームページにある合否照会サイトからアクセスして、入学金決済サービ
スをご利用の上、入学金（２０万円）を納入して下さい。インターネット環境
がない方のために校内対応も行っております。ご不明な点がありましたら、学
校までお問い合わせ下さい。

②学校窓口での入学金納入手続きは行いません。
③この手続きを完了しないと入学できません。

８ 第２回入学手続き（制服採寸・制定品購入予約・書籍購入・オリエンテーション）
日時：令和３年１月２３日（土）１４：００より（受付は１３：００から）
場所：本校（受付は高校エントランス）

・保護者同伴で来校して下さい。当日のバス時刻は、合格通知書とともに郵送
する書類に記載します。

・受験票もしくは合格通知書を提示して、入学許可書・誓約書用紙・制服制定
品チケットなどを受け取って下さい。

・制服等の採寸・注文、問題集等の購入を行って下さい。
（制服等の代金［男女とも約１５万円］は、期日までに入学金［２０万円］
と同じ手順で納入して下さい。）

・問題集等は当日現金［約１万円］での購入となります。
・家庭学習の説明を１４：００より行います。
・上履きならびに書籍を持ち帰るカバンをご持参下さい。



９ 制服・制定品の受け取りとオリエンテーション
日時：令和３年２月２７日（土） １４：００より（受付は１３：００から）
場所：本校（受付は高校エントランス）

・詳細は第２回入学手続き時にご案内いたします。

10 入学後の諸経費
入学後１年間に必要とする諸経費は、授業料・諸会費などを含め約７２万円です。
ただし、諸般の事情によって改定されることがあります。

○ 授業料 ４６８，０００円
○ 修学旅行費 ９０，０００円
○ 学級費 ６０，０００円
○ 諸会費 １０３，４００円

11 備 考
（１）一旦納入された受験料、入学金は返還いたしません。
（２）教育課程は宗教を必修として編成されています。この教科を履修しなければ

卒業できません。
（３）著しく成績が不良な生徒については進級できないことがあります。
（４）校則や規律を守れない生徒には退学を命じることがあります。
（５）特色入試は専願のみです。思考力型算数入試、表現力入試、一般入試Ａおよ

び一般入試Ｂには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。

（６）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。

（７）その他の会場での受験を希望された方は、直通バス等の運行はありません
ので、各自で公共交通機関等をご利用の上、直接試験会場へお越し下さい。

（８）奈良カレッジでの受験を希望された方は、近鉄大阪線関屋駅・近鉄南大阪
線上ノ太子駅もしくはＪＲ大和路線高井田駅より直通バスを運行しますの
で、ご利用下さい。なお、お車でお越しの場合は第２駐車場に駐車して下
さい。

（入試日のバス時刻は次ページ以降に掲載しております。合格者の登校日等の
バス時刻は後日お知らせします。）

【お問合せ先】
智辯学園奈良カレッジ中学部 入試広報部
〒639-0253 奈良県香芝市田尻２６５ ０７４５－７９－１１１１（代表）



令和３年度中学部入試 バス時刻表

智辯学園奈良カレッジ中学部

奈良カレッジ会場においては、直通スクールバス（無料）を運行しますのでご利用下さい。

駅から学園までの所要時間は以下の通りです。

（近鉄大阪線関屋駅） 所要時間 約５分

（近鉄南大阪線上ノ太子駅) 所要時間 約１５分

（JR大和路線高井田駅） 所要時間 約１５分

※その他の会場へは直通バスを運行しませんので、公共交通機関等をご利用の上、各自で

試験会場へお越し下さい。

（１）令和３年１月１６日（土）〔特色入試〕
［登校］

（近鉄大阪線関屋駅） ８：００、８：１５

（近鉄南大阪線上ノ太子駅） ７：４０、８：００

（JR大和路線高井田駅） ７：４０、８：００

［下校］

（近鉄大阪線関屋駅） １０：４５～１２：００ １５分毎に運行

（近鉄南大阪線上ノ太子駅） １０：４０～１２：００ ２０分毎に運行

（JR大和路線高井田駅） １０：４０～１２：００ ２０分毎に運行

（２）令和３年１月１６日（土）〔思考力型算数入試・表現力入試〕
［登校］

（近鉄大阪線関屋駅） １５：００～１６：３０ １５分毎に運行

（近鉄南大阪線上ノ太子駅） １４：４０～１６：２０ ２０分毎に運行

（JR大和路線高井田駅） １４：４０～１６：２０ ２０分毎に運行

［下校］

（近鉄大阪線関屋駅） １７：２０・１８：２０・１８：４０・１９：４０

（近鉄南大阪線上ノ太子駅） １７：２０・１８：２０・１８：４０・１９：４０

（JR大和路線高井田駅） １７：２０・１８：２０・１８：４０・１９：４０



（３）令和３年１月１７日（日）〔一般入試Ａ〕
［登校］

（近鉄大阪線関屋駅） １４：００～１５：３０ １５分毎に運行

（近鉄南大阪線上ノ太子駅） １３：４０～１５：２０ ２０分毎に運行

（JR 大和路線高井田駅） １３：４０～１５：２０ ２０分毎に運行

［下校］

（近鉄大阪線関屋駅） １７：４０、１８：４０

（近鉄南大阪線上ノ太子駅） １７：４０、１８：４０

（JR大和路線高井田駅） １７：４０、１８：４０

（４）令和３年１月２０日（水）〔一般入試Ｂ〕
［登校］

（近鉄大阪線関屋駅） ９：００、９：１５

（近鉄南大阪線上ノ太子駅） ８：４０、９：００

（JR大和路線高井田駅） ８：４０、９：００

［下校］

（近鉄大阪線関屋駅） １２：００

（近鉄南大阪線上ノ太子駅） １２：００

（JR大和路線高井田駅） １２：００


