
令　和　３　年　度　私　立　学　校　生　徒　募　集　概　要 〔令和2年12月18日現在〕

　８枚のうち１枚目

R2年度 R2年度 R3年度
募集定員 志願倍率 募集定員

人 倍 人 円
3.1.15(金)～1.22(金) 学科試験（5教科）　2月 4日(木) 　2月 9日（火）

比　叡　山 　　　　　　　　（土日を除く） 　〇15:00～発表 入学金 ＊150,000円 普通科を類別で募集
普　通 400 3.02 400 受付時間 面接（専願および宗内生） 　　合否照会専用ｻｲﾄ 授業料 380,000円 Ⅰ類(160名)文系

全  ℡ 077 　9:00～16:00 20,000 　　　　　　  2月 4日(木) 　〇午前中着で 施設設備費 146,000円 Ⅱ類(210名）R・Ｓ(文・理系)
(578)0091 　（最終日は正午まで） 　　　　　　  2月 5日(金) 　　中学校長あて通知 教育充実費 75,000円 Ⅲ類(  30名)理数コース(理系)

※郵送の場合は、期間内必着
※Ｗｅｂ出願登録が必要 追試験（新型コロナウイルス対策） 追試験は2月22日(月) 合計 751,000円
　2.12.1(火)～3.1.22(金)正午 　　　　　　　2月18日(木) 　　中学校長あて通知

日
普　通 200 5.87 200 3.1.15(金)～3.1.22(金) 学科試験（5教科）　2月 4日（木） 　2月 9日（火） 入学金 ＊150,000円 両学科とも男女募集

滋 賀 短 期 　　　　　　　（土日を除く） 20,000 　　中学校長あて通知 授業料 396,000円 　普通科
大 学 附 属 生　活 受付時間　9：00～17：00 施設設備費 90,000円 　　Ⅰ類（140名）

 ℡ 077 ﾃﾞｻﾞｲﾝ 80 1.54 80 　（最終日は正午まで） 面接（専願のみ） 校費 78,000円 　　Ⅱ類（ 60名）
(522)3465 　　　　　　  2月 5日（金） 　生活デザイン科

制 計 280 4.63 280 ※郵送の場合は、期間内必着 合計 714,000円 　　　　  （ 80名）
※Web出願登録が必要。 追試験（新型コロナウイルス対策） 追試験は2月22日(月)
　2.12.1(火)～3.1.22(金)正午 　　　　　　　2月18日（木） 中学校長あて通知

近　　　江 普　通 240 6.63 240 3.1.15(金)～3.1.22(金) 20,000 専願 　2月9日（火） 入学金 ＊150,000円 コース編成
高 　　（土、日を除く） 　アカデミーコース・アドバンスコース 　　中学校長あて通知 授業料 396,000円

 ℡ 0749 商　業 160 0.49 160 　2月  4日(木） 施設設備費 162,000円 普通科　240名

(22)2323 　受付時間 　　学力テスト（5教科） 教育充実費 72,000円 　アカデミーコース
計 400 4.18 400 　　9:00～16:00 　　面接 　アドバンスコース

　（最終日は正午まで） 　総合コース・キャリアコース 合計 780,000円 　総合コース
※　郵送の場合は、書留で期間内    2月  5日(金） 追試験は2月22日（月） 商業科　160名

等 　　必着のこと。 　　総合テスト 中学校長あて通知 　キャリアコース
※Ｗｅｂ出願登録が必要。 　　面接
　2.12.1(火)～3.1.22(金)正午 併願　 総合テスト

　2月  4日(木）
　　学力テスト（5教科）

追試験（新型コロナウイルス対策）
学 　2月18日（木）

近江兄弟社 普　通 320 4.31 320 3.1.15(金)～3.1.22(金) 学科試験（5教科）　2月 4日（木） 　2月  9日（火） 入学金 ＊150,000円 募集定員の内訳（普通科）
（土、日を除く） 20,000 　　中学校長あて通知 授業料 400,000円 　学年制課程（240名）

 ℡ 0748 施設設備費 158,000円 　単位制課程（  80名）
(32)3444 70 0.91 70 　受付時間　9：00～16：00 面接（専願のみ） 2月 5日(金） 学習費 80,000円

校 （最終日は正午まで）
※郵送の場合は、期間内必着。 追試験（新型コロナウイルス対策） 追試験は2月22日（月） 合計 788,000円

計 390 3.70 390 ※Ｗｅｂ出願登録が必要。 　　　　　　2月18日（木） 中学校長あて通知 　　　　　　　　
　2.12.1（火）～3.1.20（水）

（注１）　5教科は国・数・社・理・英、4教科は国・数・英・理、3教科は国・数・英
（注２）　生徒納付金の中には、原則としてPTA会費、生徒会費、旅行積立金など学校法人会計とは別会計の収入となるものを含みません。
（注３）　追試験は、新型コロナウイルス感染症対策として、発熱等の症状があって受験できなかった受験生に対し行われるものです。詳しくは学校にお問い合わせください。

滋賀県私立中学高等学校連合会（10/9 滋賀県公表資料を修正）

出　　願　　期　　間 受験料 合　格　発　表入　学　試　験　日 ・ 内 容学　校　名 学　科

国際コミュ
ニケーショ

ン

備　　　　　考
生　徒　納　付　金
（＊入学時一時金）

「国、数、理」と「英、社、作
文」による試験



令　和　３　年　度　私　立　学　校　生　徒　募　集　概　要 〔令和2年12月18日現在〕

　８枚のうち２枚目

R2年度 R2年度 R3年度
募集定員 志願倍率 募集定員

人 倍 人 円
滋 賀 学 園 教科学力測定入試 類型別の目安

普　通 240 3.88 240 3.1.15(金)～3.1.22(金) （専願・併願/Ⅱ類・Ⅰ類・S類） 　2月  9日（火） 入学金 ＊150,000円 　Ⅱ類（ 60名）
 ℡ 0748 　　（土、日を除く） 20,000   学科試験　2月　4日(木） 　　中学校長あて通知 授業料 414,000円 　Ⅰ類（100名）

(23)0858   面接（専願のみ）　2月 5日(金） 施設設備費 132,000円 　Ｓ類（  80名）
　受付時間 教育充実費 90,000円

全 　　9:00～16:00 教科学力測定入試
　（最終日は正午まで） 自己推薦入試(専願/Ⅰ類・S類) 合計 786,000円 　学科試験
※郵送の場合は、期間内必着 　自己推薦書（事前提出） 　　A方式：英、国、数

　面接　2月5日（金） 　　B方式：英、理、数
※Ｗｅｂ出願登録が必要。 　　C方式：英、国、社
　2.12.1(火)～3.1.22(金)正午 追試験（新型コロナウイルス対策） 追試験は2月22日

　2月18日（木） 　中学校長あて通知
日

光泉カトリック 3.1.15(金)～3.1.22(金) 学科試験（5教科）　2月 4日（木） 　2月  9日（火） 入学金 ＊150,000円 コース別で募集

普　通 350 5.67 350 　　　（日を除く） 20,000 　　（スポーツ推薦入試は3教科）
　　県内国公立中学
校

授業料 444,000円 　　Sコース(30名）　

 ℡ 077 　受付時間　9:00～16:00 　　在籍者は中学校長 教育充実費 144,000円 　　Lコース(70名）　
(564)5600 　（土曜日、最終日は正午まで） 面接（専願、推薦） 　　あて通知 施設整備費 60,000円 　　Aコース(70名）　

制 　※Weｂ出願登録が必要。 　　　2月  4日(木） 　　Pコース(70名）　
　　2.12.1(火)～3.1.22(金)正午 　　それ以外の受験者 合計 798,000円 　　FRコース(９５名）　

追試験（新型コロナウイルス対策） 　　は本人あて通知を 　　World Level(５名)
World Levelは、事前面談に出席 　　　　　　　2月18日（木） 　　発送 　　Career Path(10名)
し、海外大学進学意思と英語の能
力が確認できた者のみが出願できま 追試験は2月22日 推薦入試の対象者

高 す。 （発表方法は 　活動実績推薦
　World Level事前面談 　　　　本試験と同じ） 　　中学３年間で積極的に
　　2.10.24(土)～2.12.19(土)の 　　行ってきた活動があり、
 　 毎週土曜日（第2土曜・祝日を除く） 　　在籍中学校長の推薦が

　　ある者
推薦は、事前に書類による出願資格 　スポーツ推薦

等 の審査が必要です。 　　優れた運動能力があり
　推薦出願資格審査 　　在籍中学校長の推薦が
　書類提出期間 　　ある者
　　2.10.1(木)～2.12.15(火)
　　　（日、祝、第2土曜を除く）

学 彦 根 総 合 総　合 210 3.03 210 3.1.15(金)～3.1.22(金) 20,000 専願 　2月  9日（火） 総合学科
フード 　（土、日を除く） （推薦・奨学） 　　中学校長あて通知 入学金 ＊150,000円

 ℡ 0749 クリエイト 35 1.09 35 　学科試験   2月  4日（木） 授業料 408,000円
(26)0016 　受付時間 　　作文 施設設備費 150,000円

計 245 2.76 245 　　9:00～16:00 　個人面接　 2月  5日（金） 教育充実費 90,000円 ・ﾌｰﾄﾞｸﾘｴｲﾄ科は専願のみ
　（最終日は正午まで） 　※県外受験生については、２月 合計 798,000円

校 　　５日に作文と個人面接を実施
（一般） フードクリエイト科
　学科試験   2月  4日（木） 入学金 ＊150,000円 ・専願（一般）は面接を免除
　　総合問題 授業料 420,000円

施設設備費 200,000円
併願 教育充実費 100,000円
　学科試験（3教科）2月4日（木） 合計 870,000円

追試験（新型コロナウイルス対策） 追試験は2月22日(月)
　　　　　　　2月18日（木）  中学校長あて通知

（注１）　5教科は国・数・社・理・英、4教科は国・数・英・理、3教科は国・数・英
（注２）　生徒納付金の中には、原則としてPTA会費、生徒会費、旅行積立金など学校法人会計とは別会計の収入となるものを含みません。
（注３）　追試験は、新型コロナウイルス感染症対策として、発熱等の症状があって受験できなかった受験生に対し行われるものです。詳しくは学校にお問い合わせください。

学　校　名 学　科 入　学　試　験　日 ・ 内 容出　　願　　期　　間 受験料 合　格　発　表

・学科試験の「総合問題」は
国、数、英の3教科。

上記の３つの方式から一つを
選択。

備　　　　　考
（＊入学時一時金）
生　徒　納　付　金



令　和　３　年　度　私　立　学　校　生　徒　募　集　概　要 〔令和2年12月18日現在〕

８枚のうち３枚目

R2年度 R2年度 R3年度
募集定員 志願倍率 募集定員

人 倍 人 円
立命館守山 コース編成

普　通 160 2.97 160 3.1.15(金)～3.1.22(金)正午必着 推薦（ＡＭ/ＧＬ一般・ＧＬ特別・ 　2月 9日（火） 入学金 ＊120,000円 　アカデメイア（ＡＭ）コース
 ℡ 077 ※郵送の場合は、期間内必着 20,000 　　　　FT指定校） 　15:00 授業料 630,000円 　　（立命館大学進学想定）

(582)8000 ※Web出願登録が必要。 　作文・面接　2月 4日（木） 　ＨＰで発表 教育充実費 240,000円 　グローバル（ＧＬ）コース
全 　　（立命館大学・

ただし、推薦（AM/GL一般・GL特別 推薦（ＡＭクラブ） 　 合計 990,000円 　　　　海外大学進学想定）
・AMｸﾗﾌﾞ・FT指定校）)の場合は事 　作文・面接　2月 4日（木） 　中学校長あて通知 　フロンティア（ＦＴ）コース
前に出願資格審査を受ける必要が 　を発送 （フロンティアコース費として別途 　（医学系・難関国公立大学
あります。 専願（全コース） 50,000円） 　　　　　　　　　　進学想定）

　学科試験（5教科）2月 5日（金）
日 出願資格審査書類提出期間 　面接　 2月 4日（木） 志望順位

　推薦（ＡＭ/ＧＬ一般・ＧＬ特別・ ＦＴコース・ＧＬコース・ＡＭコ
　　　　　FT指定校） 併願（全コース） ースの順に複数志望できる。
　2.10.2(金)～3.1.5(火)17時必着 　学科試験（5教科）2月5日（金）

　推薦（ＡＭクラブ）
制 　2.10.2(金)～2.12.11(金)17時必着 追試験(新型コロナウイルス対策) 追試験は2月22日(月)

　　          2月18日（木）  中学校長あて通知

高 普　通 80 7.36 80 3.1.15(金)～3.1.22(金) スポーツ推薦　　2月  5日（金） 　2月  9日（火） 入学金 ＊150,000円 専願検定における学力
綾　　　羽 　（土、日を除く） 20,000 　作文、面接 　　中学校長あて通知 授業料 400,000円 検査の選択教科

福　祉 40 1.53 40 　　ならびに合格証を 施設整備費  80,400円 数学、社会、理科、英語
 ℡ 077 　受付時間 専願　　　　2月  5日（金） 　　送付 教育充実費 69,600円

(563)3435 計 120 5.42 120 　　9:00～17:00 　学力検査 福祉科は、別途経費が必要
　（最終日は正午まで） 　　 国、選択1教科 合計 700,000円

等
※郵送の場合は、期間内必着 併願　　　　2月  4日（木） 追試験は2月22日(月)
※Web出願登録が必要。 　学力検査　国、数、英 （発表方法）
　2.12.1(火)～3.1.22(金)正午 　　中学校長あて通知

追試験（新型コロナウイルス対策） 　　ならびに合格証を
　　　　　　　2月18日（木） 　　送付

学

幸 福 の 科 学 3.1.15(金)～3.1.22(金)正午必着 20,000 学科試験（3教科）2月 4日(木)  2月  8日(月) 入学金 ＊200,000円 寮生は、別途寮費が必要
学 園 関 西 普　通 100 0.79 100 ※郵送に限る。   14:00 授業料 420,000円

　HPで発表 施設設備資金 120,000円
 ℡ 077 面接　2月  4日(木) 教材費 60,000円

校 (573)7774 　　本人・保護者 　本人あて通知を発送 諸費用 45,600円

追試験（新型コロナウイルス対策） 追試験は2月20日（土） 合計 845,600円
　　　　　　　2月18日（木） 　本人あて通知を発送

（注１）　5教科は国・数・社・理・英、4教科は国・数・英・理、3教科は国・数・英
（注２）　生徒納付金の中には、原則としてPTA会費、生徒会費、旅行積立金など学校法人会計とは別会計の収入となるものを含みません。
（注３）　追試験は、新型コロナウイルス感染症対策として、発熱等の症状があって受験できなかった受験生に対し行われるものです。詳しくは学校にお問い合わせください。

入　学　試　験　日 ・ 内 容学　校　名 学　科 出　　願　　期　　間 受験料 合　格　発　表
生　徒　納　付　金

備　　　　　考
（＊入学時一時金）



令　和　３　年　度　私　立　学　校　生　徒　募　集　概　要 〔令和2年12月18日現在〕

８枚のうち４枚目

R2年度 R2年度 R3年度
募集定員 志願倍率 募集定員

人 倍 人 円
3.1.15(金)～3.1.22(金) 専願　　　　2月  5日（金） 　2月  9日（火） 普通科（美容・情報ビジネス） 専願検定における学力

定時制 　（土、日を除く） 20,000 　学力検査 　　中学校長あて通知 入学金 ＊130,000円 検査の選択教科
課　程 　　 国、選択1教科     ならびに合格証を 授業料 311,000円 数学、社会、理科、英語

　受付時間 　　送付 施設整備費  68,400円
普　通 120 2.03 120 　　9:00～17:00 教育充実費 45,600円 食物調理科・普通科製菓

綾　　　羽 食　物 　（最終日は正午まで） 併願　　　　2月  4日（木） 合計 555,000円 コース・普通科美容コース
定 調　理 40 2.33 40 　学力検査　国、数、英 は、別途経費が必要

 ℡ 077 ※郵送の場合は、期間内必着 普通科（製菓）
(563)3435 計 160 2.11 160 ※Web出願登録が必要 入学金 ＊130,000円

時 　2.12.1(火)～3.1.22(金)正午 追試験（新型コロナウイルス対策） 追試験は2月22日(月) 授業料 400,000円
　　　　　　　2月18日（木） （発表方法） 施設整備費 68,400円

　　中学校長あて通知 教育充実費 45,600円
制     ならびに合格証を 合計 644,000円

　　送付
食物調理科

・ 入学金 ＊130,000円
授業料 322,000円
施設整備費 68,400円
教育充実費 45,600円

通 合計 566,000円

信

通信制 ①3.1.15(金)～3.2.10(水) ①2月18日（木） ①2月25日(木) 25単位以上履修モデル
制 課　程 ②3.2.19(金)～3.3.5 (金) 15,000 ②3月9日（火） ②3月16日(火) 入学金 ＊80,000円

③3.3.10 (水)～3.3.22(月) ③3月24日（水） ③3月25日(木) 単位履修
普　通 105 0.47 105 　（土日月祝と2月4日、5日、26日を 本人あて通知および 登録料 337,500円

高 　　除く） 中学校長あて通知 学習費 28,000円
　受付時間 基礎学力検査（国語）、面接 を発送 施設整備費 23,000円
　　9:00～17:00 教育充実費 10,000円

等 追試験（新型コロナウイルス対策） 諸会費 43,600円
※郵送の場合は、期間内必着 実施せず

合計 522,100円
学

通信制 Ⅰ期 第Ⅰ期出願者　 選考後１週間程度 入学金 ＊20,000円
校 司　学　館 課　程 　3.1.19（火)～23（土） 10,000 3月2日（火） で本人に通知 入学事務費 ＊15,000円

Ⅱ期 第Ⅱ期出願者　 施設拡充費 ＊30,000円
 ℡ 0748 普　通 120 0.81 120 　3.2.24（水）～27（土） 3月10日（水） 運営管理費  18,000円

(22)1176 Ⅲ期 第Ⅲ期出願者　 特別活動費 4,000円
　3.3.16（火）～24（水） 3月26日（金） 授業料
ただし20日（土・祝）～22日（月） 　３年間で高校卒業に必要
は除く。 　な７４単位を履修した場合

　　年額平均　約300,000円
※受付時間　10:00～18:00 　いずれも作文、面接
※郵送の場合は、各期間最終日
　 までに必着

（注１）　5教科は国・数・社・理・英、4教科は国・数・英・理、3教科は国・数・英
（注２）　生徒納付金の中には、原則としてPTA会費、生徒会費、旅行積立金など学校法人会計とは別会計の収入となるものを含みません。
（注３）　追試験は、新型コロナウイルス感染症対策として、発熱等の症状があって受験できなかった受験生に対し行われるものです。詳しくは学校にお問い合わせください。

学　校　名 合　格　発　表学　科 出　　願　　期　　間 受験料 入　学　試　験　日 ・ 内 容
生　徒　納　付　金

備　　　　　考
（＊入学時一時金）



令　和　３　年　度　私　立　学　校　生　徒　募　集　概　要 〔令和2年12月18日現在〕

８枚のうち５枚目

R2年度 R2年度 R3年度
募集定員 志願倍率 募集定員

人 倍 人 円
Ａ日程、　B日程 Ａ日程       1月16日（土） A日程、B日程 入学金 ＊150,000円
　2.12. 14(月)～2.12.25(金) 　自己推薦入試 　1月20日（水） 授業料 350,000円

比　叡　山 Web出願 20,000 　　 学科試験（「国」・「算」） 　　　9:00　Webにて 維持(施設設備)費 146,000円

－ 80 1.34 80 　　 グループ面接(本人） C日程 教育充実費 75,000円
 ℡ 077 　専願 未定

(578)0132 　　 学科試験（「国」・「算」） 合計 721,000円
中 C日程  　　グループ面接（本人）

　未定 Ｂ日程       1月17日（日）
（コロナ対策追試として実施）   併願

　　 学科試験
　　　（「国」・「算」・「社・理」）
 　　グループ面接（本人）
Ｃ日程 
  未定
  （コロナ対策追試として実施）

学

近江兄弟社 １次日程（推薦・専願・併願） １次日程 １次日程 入学金 ＊150,000円 ３次日程は、1次・２次日程
－ 152 1.05 152 　2.12.3(木)～3.1.12(火) 20,000 推薦・専願・併願　1月16日(土) 　1月19日(火) 授業料 400,000円 後、定員に空きがある場合

 ℡ 0748 ２次日程（専願・併願） ２次日程 ２次日程 施設設備費 158,000円 のみ実施
(32)3444 　2.12.3(木)～3.1.12(火) 専願・併願           1月17日(日) 　1月19日(火) 学習費 80,000円

校 ３次日程（専願） ３次日程 ３次日程
　3.1.25(月)～3.2.4(木) 専願        　　　　  2月　6日(土) 　2月8日(月) 合計 788,000円

※Webからの出願のみ 　全日程とも学科試験 　　本人あて通知
　　　（「国」・「算」・「理・社」）
　個別面接　（本人、保護者）

（注１）　生徒納付金の中には、原則としてPTA会費、生徒会費、旅行積立金など学校法人会計とは別会計の収入となるものを含まない。
（注２）　追試験は、新型コロナウイルス感染症対策として、発熱等の症状があって受験できなかった受験生に対し行われるものです。詳しくは学校にお問い合わせください。

入　学　試　験　日 ・ 内 容学　校　名 学　科 出　　願　　期　　間 受験料 合　格　発　表 備　　　　　考
（＊入学時一時金）
生　徒　納　付　金



令　和　３　年　度　私　立　学　校　生　徒　募　集　概　要 〔令和2年12月18日現在〕

８枚のうち６枚目

R2年度 R2年度 R3年度
募集定員 志願倍率 募集定員

人 倍 人 円
Ａ日程(専願・併願） Ａ日程　　1月16日(土) Ａ日程　1月18日(月) 入学金 ＊150,000円 発熱等新型コロナ感染疑い

光泉カトリック Ｂ日程(専願・併願） 20,000 Ｂ日程　　1月17日(日) Ｂ日程　1月18日(月) 授業料 444,000円 によりA・B日程の試験が受験
－ 120 1.14 120 　 2.12.1(火)～3.1. 14(木) Ｃ日程　　1月23日(土) Ｃ日程　1月25日(月) 教育充実費 144,000円 できなかった場合は、受験日

 ℡ 077 AB日程 施設整備費 60,000円 をC日程に振替可能
(564)5600 Ｃ日程(専願・併願） 同時出願 専願　　A～C日程で実施   校内掲示

　 3.1.19(火)～3.1.22(金) の場合は 　学科試験（「国」・「算」）    (15:00～17:00） 合計 798,000円
あわせて 　個人面接（本人） 　本人あて通知を発送

中 30,000

※Wｅｂ出願登録が必要 併願　　A～C日程で実施
※最終日16:00までに手続完了 　学科試験

　　　(「国」・「算」･「社･理」)
　グループ面接（本人）

専願（英語特別枠）　Ｂ日程のみ実施

　試験内容
　　日本語による作文、英語によ
　　る作文、Listening、
　　Interview&Reading

併願（英語特別枠）　B日程のみ実施

　試験内容
　　専願（英語特別枠）と同じ

学
追試験（新型コロナウイルス対策）
実施しない

滋 賀 学 園 Ｗｅｂ出願。 Ａ日程　1月16日(土)　　 Ａ日程　1月19日(火) 入学金 ＊150,000円 ○出願時提出書類
－ 70 0.36 70 期間最終日の16：00まで 20,000 Ｂ日程　1月16日(土) Ｂ日程　1月19日(火) 授業料 414,000円

 ℡ 0748 Ｃ日程　2月6日(土) Ｃ日程　2月9日(火) 施設設備費 132,000円
(23)5503 Ａ日程 Ⅾ日程　2月6日(土) D日程　2月9日(火) 教育充実費 90,000円

　2.12.1（火）～3.1.14（木）
Ｂ日程 　　本人あて通知 合計 786,000円
　2.12.1(火)～3.1.14(木）
Ｃ日程 　A・C日程　総合問題A(国語）
　2.12.1(火)～3.2.4(木) 　B・D日程　総合問題B（算数） 自己推薦入試（専願）
D日程 　1月19日(火)
　2.12.1（火）～3.2.4（木） 自己推薦入試（専願） 　　本人あて通知

　1月16日(土)
校 自己推薦入試（専願） 　面接（保護者同伴）

　2.12.1（火）～3.1.14（木） 追試験
＊ﾌﾟﾚ入試（2.10.24（土）、11.28 A・B日程　2月9日(火)
（土）、12.12（土）のいずれか）を受 追試験（新型コロナウイルス対策） C・D日程 実施日の4
験し、自己推薦入試許可証を受 A・B日程の場合　2月6日（土） 　　　　　　日後
領した者。 C・D日程の場合　２週間後に設定 本人あてに通知

（注１）　生徒納付金の中には、原則としてPTA会費、生徒会費、旅行積立金など学校法人会計とは別会計の収入となるものを含まない。
（注２）　追試験は、新型コロナウイルス感染症対策として、発熱等の症状があって受験できなかった受験生に対し行われるものです。詳しくは学校にお問い合わせください。

備　　　　　考
（＊入学時一時金）

合　格　発　表

ﾛ:自己推薦入試許可証（対
象者のみ）
ﾊ:専願誓約書（一般入試、
自己推薦入試受検者のみ）

提出書類（イ～二）は各提
出期限内9：00～16：00（土
日祝除く）に窓口にて受付
（郵送の場合は期間内必
着）。
ｲ:小5成績表（１年間分）、
小6成績表（1学期分）の写し

ﾆ:ﾌｧﾐﾘｰ奨学金支給対象者
調査票（該当者のみ）

生　徒　納　付　金
学　校　名 学　科 出　　願　　期　　間 受験料 入　学　試　験　日 ・ 内 容

Ａ・Ｂ・Ｃ・D日程、専願・併願ともに
学科試験と面接（保護者同伴）



令　和　３　年　度　私　立　学　校　生　徒　募　集　概　要 〔令和2年12月18日現在〕

８枚のうち７枚目

R2年度 R2年度 R3年度
募集定員 志願倍率 募集定員

人 倍 人 円
立命館守山

－ 160 4.06 160 Ａ１・Ａ２・B日程共通 Ａ１・Ａ２ Ａ１日程（かがやき21入試） Ａ１・Ａ２・B日程 入学金 ＊120,000円 コース編成
 ℡ 077 2.12.7(月)10時～3.1.8(金)17時必着 ・Bは 　AMコース・ＦＴコース特別推薦 　1月18日(月) 授業料 630,000円 AMコース：アカデメイアコース

(582)8000 20,000 　　作文・面接　1月 16日（土） 　13:00 教育充実費 240,000円 FＴコース：フロンティアコース
C日程 　ＦＴコース受験 　ＨＰで発表
2.12.7(月)10時～3.1.18(月)17時必着 Cは 　　学科試験（3教科or4教科）・ 合計 990,000円 FＴコース志望者は、ＡＭコー

10,000 　　面接 スを第二志望とすることがで
　※Web出願登録必要  　 1月16日（土） きる。

中 ただし、 Ａ１日程（一般入試） C日程
ただし、かがやき21入試の場合は ２回以上 　　学科試験（3教科or4教科） 　1月20日(水) 学科試験4科：国・算・理・社
事前に出願資格審査を受ける 受験の 　　1月 16日（土） 　13:00 学科試験3科：国・算・理
必要あり。 場合は、 　ＨＰで発表 　　　　　　　または国・算・英

２回目以 Ａ２日程（一般午後入試）
出願資格審査書類提出期間 降は 　　学科試験（国・算）
2.9.1(火)～2.12.3(木) 10,000 　 　1月 16日（土）

Ｂ日程（一般午後入試）
　　学科試験（国・算）
　　1月17日（日）

学
C日程（一般入試）
　　検査教科　検査Ⅰ：国・社
　　　　　　　　　検査Ⅱ：算・理
　　適性検査
　　1月19日（火）

追試験(新型コロナウイルス対策)
　   2月4日（木） 　本人あてに通知

幸 福 の 科 学 2.12.28(月)～3.1.8(金)　必着 20,000 　学科試験　1月16日(土) 1月21日(木) 入学金 ＊200,000円 寮生は、別途寮費が必要
学 園 関 西 － 70 0.83 70 ※郵送に限る 　　　2教科（国・算） 　14:00 授業料 420,000円

　　　4教科（国・算・理・社） 　HPで発表 施設設備資金 120,000円
校  ℡ 077 　　　※2科と4科いずれかを選択 教材費 60,000円

(573)7774 　本人あて通知を発送 諸費用 44,400円
　面接　（本人、保護者）同伴
　　　　　　　　　1月16日(土) 合計 844,400円

追試験(新型コロナウイルス対策)
　   1月31日（日） 　本人あてに通知

（注１）　生徒納付金の中には、原則としてPTA会費、生徒会費、旅行積立金など学校法人会計とは別会計の収入となるものを含まない。
（注２）　追試験は、新型コロナウイルス感染症対策として、発熱等の症状があって受験できなかった受験生に対し行われるものです。詳しくは学校にお問い合わせください。

備　　　　　考
（＊入学時一時金）

学　校　名 学　科 出　　願　　期　　間 受験料 入　学　試　験　日 ・ 内 容 合　格　発　表
生　徒　納　付　金



令　和　３　年　度　私　立　学　校　生　徒　募　集　概　要 〔令和2年12月18日現在〕

８枚のうち８枚目
R2年度 R2年度 R3年度

募集定員 志願倍率 募集定員
人 倍 人 円

A日程（専願・併願） 20,000 A日程　1月16日（土） A日程 入学金 ＊150,000円 募集定員40名のうち、
中 MIHO美学院 ※海外からの留学生は専願のみ 　学力試験（国・算・作文）   1月21日(木) 授業料 600,000円 海外からの留学生枠若干。

－ 40 0.65 40 2.12.6(日)～2.12.18(金) 　面接　（本人、保護者）同伴   本人あて通知を発送 教育充実費 200,000円
等  ℡ 0748 ※郵送受付のみ。 A日程と ※海外からの留学生 寮費・食事費 500,000円 A日程・B日程の合格者数

(82)3435 　12月18日（金）消印有効 B日程を 　学力試験（日本語・算・作文） が募集定員に満たない場合
教 両受験 　面接　（本人、保護者）同伴 合計 1,450,000円 に限り、C日程を行います。

する場合 詳細は、１月22日（金）に
育 B日程（専願） 20,000 B日程　1月17日（日） B日程 ホームページに掲載。

2.12.6(日）～2.12.18（金） 　学力試験（国・算）   1月21日（木）
学 ※郵送受付のみ。 ただし、 　プレゼンテーション試験 　本人あて通知を発送

　12月18日（金）消印有効 A日程、 　面接　（本人、保護者）同伴
校 ※海外からの留学生の募集は行わ B日程、

　ない。 または C日程　2月6日（土） C日程
C日程（専願） A、B日程 　学力試験（国・算・作文） 　2月11日(木）
3.1.22（金）～3.2.6（土） の受験者 　面接　（本人、保護者）同伴 　本人あて通知を発送
※郵送受付は、2月3日（水）必着 がC日程 ※海外からの留学生
　持込出願は、 を受験す 　学力試験（日本語・算・作文）
　　2月6日（土）8：30～11：00 る場合は、　面接　（本人、保護者）同伴
　　要事前連絡（2月5日15時まで） C日程

5,000 追試験（新型コロナウイルス対策）
A・B日程→C日程に振替え。

（注１）　生徒納付金の中には、原則としてPTA会費、生徒会費、旅行積立金など学校法人会計とは別会計の収入となるものを含まない。
（注２）　追試験は、新型コロナウイルス感染症対策として、発熱等の症状があって受験できなかった受験生に対し行われるものです。詳しくは学校にお問い合わせください。

合　格　発　表
生　徒　納　付　金

備　　　　　考
（＊入学時一時金）

学　校　名 学　科 出　　願　　期　　間 受験料 入　学　試　験　日 ・ 内 容


