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立命館守山中学校

入
学
試
験
要
項

生徒の個人情報は、以下の目的のために利用します。　
　・学籍管理、履修管理、成績管理、学費情報管理、生徒等の学修支援を行うため
　・学校生活相談、課外活動支援、奨学金管理、保健衛生管理等、生徒等の学校生活支援を行うため
　・進路指導、就職活動支援、進路就職情報管理等、生徒等の進路就職支援を行うため
　・保護者への成績表送付等、保護者との履修、成績、進路相談を行うため
　・入学試験業務、入学手続き業務執行のため
　・本校および学校法人立命館が設置する各大学・学校の各種案内物送付のため
　・学校内施設・設備の利用管理、保安管理のため
　・各種証明書発行のため
　・奨学事業を行う団体、卒業生等で組織する団体、生徒等で父母で組織する団体等、学校法人立命館個人情

報保護委員会で認められた団体に必要情報を提供するため
　・学校評価（自己点検評価、第三者評価、認証評価等）、各種統計調査のため
　・教育、研究、FD 活動のため
　・学校法人立命館が設置する各大学・学校との一貫教育指導および統計調査のため
　・その他、本校の管理・運営に関する業務に必要な事項を処理するため

立命館守山中学校における　
個人情報の取り扱いについて
立命館守山中学校（以下、「本校」という。）は、個人情報保護に関する法令および「学校法人立命館
個人情報保護規程」を遵守し、本校 志願者から取得する個人情報を以下のように取り扱います。

生徒の個人情報は法令および学校法人立命館個人情報保護規程に則り、漏洩・滅失・毀損等がないよう安全に管
理します。

利用目的

個人情報の管理

本校は、個人情報の取り扱いを含む業務の一部を個人情報の適切な取り扱いに関する契約を締結した上で、外
部事業者に委託することがあります。

個人情報の提供を伴う業務委託

使用目的の達成に必要な範囲で学校法人立命館が承認し、かつ本校のホームページ上でその内容を公開した
場合、個人情報の取り扱いについての契約または覚書を締結した上で、個人情報を本校以外の団体（以下、「第
三者」という。）に提供することがあります。ただし、ホームページ上に掲載している第三者提供の停止手続をとっ
た場合は提供しません。

個人情報の第三者提供
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募集人数
課　程

全日制普通科
アカデメイア （AM） コース

アドバンスト （AD） コース
第一学年　男女　160名

コース 募集人数

試験区分 出願期間

2022年12月1日（木）10時　～　12月26日（月）正午全区分共通

Ａ２日程
Ｂ１日程
Ｂ２日程

Ａ１日程
かがやき21
かがやき21＋AD受験
一般
一般
一般〔適性検査型〕
一般

試験区分
ＡＭ・AD
ＡＭ・AD
ＡＭ・AD
ＡＭ・AD
ＡＭ・AD
ＡＭ・AD

コース 試験日

16:00
11:00
16:00

試験開始時間

本校

試験会場

※入学手続者が定数に満たない場合、繰上げ合格を判断することがあります。

（1）出願期間 ＜ＷＥＢ出願のみ＞
出願情報は12月1日（木）より入力可能です。

（2）合格発表（本校ホームページ上にて発表）
全区分共通 … 2023年1月17日（火）13時
●電話でのお問い合わせには一切お答えできません。

（3）入学手続き
全区分共通：1月17日（火）～1月24日（火）

入学試験概要

1

コース志望順位2

試験区分・試験日・試験会場3

日程4

ADコース志望者は、ＡＭコースを第二志望とすることができます。

1/14(土)
9:00

 2023年度
入試追試験
について 

1/15(日)

感染症などやむを得ない理由で欠席される場合に限っての追試験を、後日、実施する場合があります。
詳細については、改めて本校ホームページにてお知らせします。

Ⅰ



本校の入試を２回以上受験する場合，２回目以降の検定料は10,000円となります。
例①：Ａ１・Ａ２日程を受験する場合 → 20,000円＋10,000円＝30,000円
例②：Ａ１・Ａ２・Ｂ2日程を受験する場合 → 20,000円＋10,000円＋10,000円＝40,000円
例③：B1日程のみ受験する場合 → 10,000円

◆ 納付期間：〔全区分共通〕 　2022年12月1日（木）10時～12月26日（月）正午
◆ 納付方法：① WEB出願サイトにてクレジットカード決済、コンビニエンスストア決済、

　 ペイジー対応金融機関ＡＴＭでの振込から選択できます。
② 入学検定料以外に、決済手数料が必要です。
③ 複数回受験される場合は、その都度の決済となります。
④ 一旦納入された検定料は理由の如何にかかわらず返還しません。

出願方法1 出願は、インターネットによるＷＥＢ出願のみです。P6・7「Ⅳ．WEB出願の手引き」をご参照の上、本校の
ホームページよりWEB出願サイトにアクセスし出願してください。書面での出願は実施しておりませんの
でご注意ください。

入学検定料 〔Ａ１・Ａ２・Ｂ2日程〕20,000円 〔Ｂ1日程〕10,000円2

３

出願方法・入学検定料についてⅡ

出願資格1 （1）2023年3月小学校を卒業見込みの者。
（2）小学校5年生・6年生での成績が本校の定める資格要件を満たし、学術・学芸・スポーツ能力、および人物ともに優れ

ている者。
（3）保護者のもとから通学できる者。
（4）本校を第一志望とし、出願資格を事前に確認された者。

出願資格・試験内容についてⅢ
Ａ１日程・かがやき21入試（自己推薦入試）

書類審査と自己ＰＲ動画により出願資格を有すると判断された方へ、出願資格確認結果通知書を発送します。
有資格者には次の書類を提出していただきます。
●個人調査報告書（書面は本校ホームページからダウンロードしてください）
在籍小学校に書面を持参し、作成と厳封を依頼してください。必ず厳封されたものを提出してください。
提出締切日は12月23日（金）消印有効です。

＜書類提出先＞ 〒524-8577　滋賀県守山市三宅町250番地　立命館守山中学校　入試広報部　宛
 ※提出期間内に提出がない場合は、出願資格辞退となりますのでご注意ください。

２．出願資格確認結果通知について２．出願資格確認結果通知について

「Ａ１日程・かがやき21入学試験の出願に先立つ資格確認」について
A1日程かがやき21入試では、事前に書類審査を行い、出願確認を認められた者のみ出願を受け付けます。

2022年11月1日（火）～11月24日（木）消印有効　
※かがやき21入試説明会に必ず参加ください。（本校ホームページからの事前予約制）

１．資格申請書類提出期間１．資格申請書類提出期間

本校の入試を２回以上受験する場合，２回目以降の検定料は10,000円となります。本校の入試を２回以上受験する場合，２回目以降の検定料は10,000円となります。



４

※面接の開始時刻および会場につきましては、
　事前にメールにてお知らせする予定です。

（1）試験日・科目・時間 1月14日（土）　 集合確認8:45　　試験会場：本校

作文、面接ならびに書類審査による総合評価（2）合否判定について

試験内容2

ＡＭコースでのかがやき21資格を確保しながら、ADコースの学科試験（1月14日実施 : A1日程）を受験
することができます。その場合、ADコースを第一志望とします。面接は学科試験終了後に行います。
【合否判定基準】 AMコース：面接および書類審査による総合評価
 ADコース：学科試験による評価

かがやき21資格を確保し、ADコースを受験する場合について3

内容 作文
1限（9:00～9:50）

面接（個人）
2限（10:15～）

出願資格1
試験内容2

Ａ１日程・一般入試

（1）2023年3月小学校を卒業見込みの者。
（2）保護者のもとから通学できる者。

実施日：1月14日（土）　 集合確認8:45　　試験会場：本校

<4科型もしくは3科型の選択制。3科の場合，国語・算数に加えて理科か英語を選択>

【4科型】 4科合計点と、3科(国・算・理)合計を1.25倍した得点のいずれか高い方で合否判定します。

科目
2限（10:10～11:00）1限（9:00～9:50） 3限（11:20～12:00）

【3科型・理科】 3科合計点を1.25倍し、400点満点に換算して合否判定します。

科目 国語 算数
2限（10:10～11:00）

理科
1限（9:00～9:50） 3限（11:20～12:00）

【3科型・英語】 3科合計点を1.25倍し、400点満点に換算して合否判定します。

科目 国語 算数
2限（10:10～11:00）

英語
1限（9:00～9:50） 3限（11:20～12:00）

4限（12:50～13:30）

学科試験：国語・算数〔各120点／各50分〕、理科・社会・英語〔各80点／各40分〕

出願資格1
Ａ２日程・一般入試

（1）2023年3月小学校を卒業見込みの者。
（2）保護者のもとから通学できる者。

算数国語 理科 社会
昼食休憩
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120,000円
630,000円
240,000円
990,000円

※その他、制服・指定品等の費用、海外研修費用、情報端末費用（iPad）等が必要です。 

学
費

両コース共通

＜参考＞ 初年度納付金（20２2年度）

入 学 金
授 業 料
教育充実費
合 　 計

2,000円
8,400円
2,000円
15,000円
5,000円
32,400円

諸
会
費

両コース共通
生徒会入会金
生 徒 会 費
教育振興会入会金
教育振興会費
P T A 会 費
合 　 計

95,000円
33,000円
5,000円

133,000円

諸
費

両コース共通
教 材 費
行 事 費
学級活動費等
合 　 計

試験内容2 実施日：1月14日（土） 　集合確認15:45　　試験会場：本校 

学科試験：国語・算数〔各100点／各50分〕

内容 国語
1限（16:00～16:50）

算数
2限（17:15～18:05）

出願資格1
試験内容2

Ｂ2日程・一般入試

（1）202３年3月小学校を卒業見込みの者。
（2）保護者のもとから通学できる者。

学科試験：国語・算数〔各100点／各50分〕

内容 国語
1限（16:00～16:50）

算数
2限（17:15～18:05）

出願資格1
試験内容2

（1）2023年3月小学校を卒業見込みの者。
（2）保護者のもとから通学できる者。

適性検査：検査Ⅰ（作文）、検査Ⅱ（算数・理科・社会）〔各100点／各40分〕

内容 検査Ⅰ
1限（11:00～11:40）

検査Ⅱ
2限（12:00～12:40）

Ｂ1日程・一般入試（適性検査型）

実施日：1月15日（日）　 集合確認10:45　　試験会場：本校

実施日：1月15日（日）　 集合確認15:45　　試験会場：本校



① 立命館守山中学校ホームページへアクセス。
② WEB出願のバナーをクリックして、出願のトップページを開きます。
③ ユーザーＩＤとパスワードを登録します。

立命館守山中学校のサイトにアクセスして、マイページを作成する

① マイページにログインし、「新規申し込み手続きへ」をクリックします。
② 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。

マイページから出願に必要な事項を入力する（2022年12月1日より入力が可能となります）

●志願票・受験票をＡ４サイズの白い紙に印刷し、受験票は切り取る。
※受験票は入試当日に持参してください。

支払い完了後、マイページから志願票・受験票を印刷する

志願票は出願の控えです。合格発表まで保管してください。

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。
お支払いの前に出願内容をしっかり確認してください。

クレジットカード決済、コンビエンスストアでの振込、ペイジー対応金融機関ＡＴＭでの
振込から選択できます。

入学検定料の支払い手続きをする（2022年12月1日より支払いが可能となります）

!

WEB出願の流れ

STEP

STEP

STEP

「@e-shiharai.net」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。
利用可能なメールアドレス（自分専用）2

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

受験に必要な「志願票・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。

Ａ４サイズを印刷できるプリンタ
4

写真は上半身、脱帽、正面縦向き、背景は無地、出願3カ月以内に撮影したものを使用してください。
受験の際にメガネを着用する場合は、メガネ着用の写真を使用してください。
【推奨画像サイズ】横「450ピクセル」縦「600ピクセル」、横幅・縦幅の比率3：4

顔写真のデータ（登録時に使用します）

5

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など1

事前準備

６

WEB出願の手引きⅣ

1

2

3

注 意 複数の日程に出願される場合は、入試区分ごとに出願登録を完了してください。

下記の１～５を事前にご準備ください。



Q A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、立命館守山中学校にお越しいただければ、
出願のサポートもおこないます。

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？

Q A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。

メールアドレスがない場合はどうすればよいですか？

Q A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。（@e-shiharai.net）

携帯電話のメールアドレスも登録できますか？

Q A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。修正が必要な場合は立命館守山中学校までご連絡く
ださい。

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？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？

Q A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。

出願完了後に出願内容を確認できますか？

WEB出願 Q＆A

７



※システム・操作に関するお問い合わせは、出願サイトの「お問い合わせ先」リンクからご確認ください。

・月～金 9:00～17:00    ・土・日・祝日と12/28(水)～1/5(木)は閉室

立命館守山中学校・高等学校　入試広報部

 Tel ： 077(582)8000 (代）　Fax ： 077(582)8038
https://www.mrc.ritsumei.ac.jp/

入学試験についてのお問い合わせ

受験生のみなさまへ1

保護者のみなさまへ2

受験上の心得Ⅴ

（1）持ち物について
①受験票
②黒鉛筆（HB以上）もしくはシャープペンシル（HB以上、0.5mm以上）、消しゴム
③マスク（感染症予防のため、マスクを着用して受験をしてください。）
④昼食（Ａ１日程４科受験者のみ必要。昼食は試験会場でとってもらいます。保護者の方と昼食をとることはできません。）
※上履きは必要ありません。
※腕時計の持ち込みは可能ですが、アラーム機能を解除しておいてください。
※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。
※両日とも午前・午後と連続して受験をされる方に控室を準備します。場所については試験当日案内します。

（2）試験場への入室について
●入室時間について：下記のとおり、日程ごとに異なります。確認のうえ、入室ください。

●受験票は志願票と切り離して必ず持参してください（志願票は出願の控えとなりますので、当日持参いただく必
要はありません）。なくしたり、忘れたりした場合は、受付に申し出て、仮受験票の発行を受けてください。
●第１時限に限り、試験開始後２０分以内に入室すれば受験を認めます。なお、2限以降の遅刻は一切認めません。
万一、試験開始に遅れた場合には、試験会場近くの係員に連絡してください。
●新型コロナウイルス感染症の疑いのある受験生は、受験を控えてください。
●感染症拡大防止の観点から、試験中に発熱や咳が激しいなどの症状が見られる受験生には、座席の移動や受験
の中止などをお願いする場合があります。
●試験当日は、必ずマスクを着用すると同時に、手洗い・うがいなど感染防止対策にご協力ください。
●新型コロナウイルス感染症の影響等により、急な変更がある場合、本校ホームページやメールにてお知らせい
たします。

（3）試験時の注意事項
●予鈴について：各日程とも、入室時間に予鈴が鳴り、１限目開始時間に本鈴が鳴ります。２限目以降は試験開始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。
●試験当日は、保護者は試験会場に入ることはできません。また、試験開始後の休み時間に、保護者と受験者は、
接触できませんので、昼食は各自持参して入室してください。

●保護者の方は、試験教室のある建物への立ち入りを禁止とします。

●第１時限に限り、試験開始後２０分以内に入室すれば受験を認めます。なお、2限以降の遅刻は一切認めません。

●試験当日は、必ずマスクを着用すると同時に、手洗い・うがいなど感染防止対策にご協力ください。

集合確認 ８時４５分 15時45分
A1日程日程 A2日程 B1日程 B2日程

10時45分 15時45分




