
令和4年度

岡山学芸館清秀中学校

募集要項



❶募集定員  70名   清秀コース ： αクラス・βクラス／学芸館コース ： γクラス 
 
❷出願資格 令和４年３月小学校卒業見込みの者
 
❸入試概要 

※合格発表…本校HPより合否をご確認頂けます。   ※自然災害等が発生した場合は、日程が変更になる場合があります。本校ＨＰでご確認ください。 

 ❹試験内容・郵送書類 
‹‹清秀コース››

‹‹学芸館コース››

‹‹試験当日の時間帯››

‹‹試験当日の持ち物について››

受験方法 ３教科型入試 適性検査型入試  

試験内容 国語・算数・理科／英語　各100点  
※理科か英語のいずれかを出願時に選択してください。 

適性検査Ⅰ・Ⅱ　各100点・グループ面接 

成績奨学生 ❽奨学生制度について ‹‹清秀コース›› をご確認ください。 

郵送書類 
下記書類を出願期間最終日の翌日までの消印にて簡易書留で本校へ郵送してください。 
優遇措置（❻参照）に関わる検定を取得されている場合の証明書の写し。（A4サイズに拡大縮小してください。） 

※出願時に第２・第３志望を選択されない場合は、スライド合格の対象とはなりません。 

受験方法 基礎学力型入試 自己推薦型入試（専願のみ） 

試験内容 国語基礎・算数基礎 各５０点、グループ面接 １００点 作文１００点、親子面接６０点、自己推薦書４０点 

スポーツ芸術奨学生 ―  ❽奨学生制度について ‹‹学芸館コース›› をご確認ください。

郵送書類

下記書類を出願期間最終日の翌日までの消印にて簡易書留で本校へ郵送してください。 

優遇措置（❻参照）に関わる検定を取得されている 
場合の証明書の写し。 
（A4サイズに拡大縮小してください。） 

①自己推薦書（本校HPよりダウンロード） 
②自己推薦書で記載した成績等を証明する資料 
（各種資格・検定の証明書、大会・コンクール等の表彰状、文化芸術活動、
ボランティア・学習における秀でた成績や成果の記録や証明書等） 

③通知表（６年生１学期）の写し 
④優遇措置（❻参照）に関わる検定を取得されている場合の 
証明書の写し。（A4サイズに拡大縮小してください。） 

 

❺試験当日について

清
秀
コ
ー
ス 

３教科型入試 
点呼・諸注意 国語（60分） 算数（60分） 理科／英語（60分）

9：00～ 9：15～10：15 10：30～11：30 11：45～12：45

適性検査型入試 
点呼・諸注意 適性検査Ⅰ（45分） 適性検査Ⅱ（45分） グループ面接 

9：00～ 9：15～10：00 10：15～11：00 11：30～

・受験票 ・筆記用具 ・消しゴム ・定規     ※携帯電話、下敷き、計算機能や辞書機能の付いた機器は持ち込めません。　※上履きは必要ありません。
  

 

入試日程 Ａ日程 Ｂ日程 Ｃ日程 

出願種類 専　願 ： 受験したクラスに合格した場合、入学を確約していただきます。（学芸館コースの自己推薦型入試は専願のみ） 
非専願 ： 他校との併願が可能です。 

出願期間 令和３年１１月２０日（土）～１１月２５日（木）  令和３年１２月４日（土）～１２月１２日（日）  令和３年１２月１５日（水）～１２月２０日（月）  

出願方法 インターネット出願のみ （一部の方は郵送していただく資料があります。❹郵送書類を参照ください。） 

試験日 令和３年１２月４日（土） 令和３年１２月１８日（土） 令和4年１月５日（水） 

入学検定料 15,000円 ※複数回受験する場合、２回目以降の受験には、入学検定料は必要ありません。  

試験会場 岡山学芸館清秀中学校

送迎バス 姫路駅 ７：１０出発    ※乗降場所はＨＰでお知らせします。　※帰りの送迎バスは本校１３：１５出発。      

合格発表（WEB）※ 令和３年１２月５日（日）１０：00～ 令和３年１２月１９日（日）１０：00～ 令和４年１月６日（木）１０：00～ 

合格通知発送 令和３年１２月６日（月） 令和３年１２月２０日（月） 令和４年１月６日（木） 

入学手続き
専願 令和3年１２月１0日（金）まで 令和３年１２月２4日（金）まで 令和４年１月１４日（金）まで 

非専願 令和４年1月31日（月）まで 

登校日・説明会日 入学予定者登校日 ： 令和４年２月１２日（土）　入学準備説明会 ： 令和４年３月１９日（土）       

学
芸
館
コ
ー
ス

 

基礎学力型入試 
点呼・諸注意 国語基礎・算数基礎（60分） グループ面接

9：00～ 9：15～10:15 10：45～

自己推薦型入試 
点呼・諸注意 作文（60分） 親子面接 
9：00～ 9：15～10：15 10：45～



❻優遇措置について 
（１）専願による加点・・・専願で受験する場合は、以下の加点を行います。 （2）検定取得による加点・・・同一検定では上位級を加点します。 

※英語に関する各種検定はCEFRに対応しているものに限り、英語検定を
　基準に加点対象とします 

❼結果通知について 
（１）本校HPより合否確認が可能です（❸合格発表（WEB）を参照）。合格者にのみ結果通知書を郵送します。電話等による問合せには応じられません。 
（２）欠員が生じた場合は、追加合格のご連絡をする場合があります。  

 ❽奨学生制度について 
成績奨学生（S・E・A）制度 

入試の結果、成績優秀者には下記の金額を支給する奨学生制度があります。入試の得点に専願による加点をした点数で選考します。 

※奨学金（月額）は清秀高等部進学後、Ｓ奨学生
　30,000円、E･A奨学生10,000円となります。
※Ｓ奨学生の場合、清秀高等部に進学する際に
　納入する教育振興費分が免除されます。
※６ヵ年の途中で他校に転学または進学された場合は、
　原則それまでの支給分を全額返金していただきます。 

 

 
 スポーツ芸術奨学生（A・Ｂ）制度 

自己推薦型入試で極めて高い評価を得た者には、下記の金額を支給する奨学生制度があります。 

 

※岡山学芸館高等学校への進学時に改めて奨学生審査を行います。 
※６ヵ年の途中で他校に転学または進学された場合は、原則それまでの支給分を全額返金していただきます。 

‹‹各コース共通››兄弟・姉妹奨学金制度
兄弟・姉妹が本学園（清秀中学校・高等部または岡山学芸館高等学校）に在籍している場合、兄・姉の月納学費の一部（兄・姉の人数×10,000円）を
免除します。ただし、該当の兄・姉がすでに奨学生、及び留学期間中の場合は適用されません。  

❾入学手続きについて 
合格者には、結果通知書とともに入学手続き書類を郵送します。入学手続き期間に入学前納入金を納入してください。 
期間内に入学前納入金を納入されない場合は、合格を取り消します。また一旦納入された入学前納入金は理由を問わず返金できません。

●入学予定者登校日、入学準備説明会について  

※やむを得ない事情で欠席される場合は、必ず事前に本校までご連絡ください。 

 ●入学前納入金・月納学費について 月納学費については年度途中で変更する場合があります。 

※月納学費の他にクラス費が必要になります。
※清秀高等部または岡山学芸館高等学校へ
　内部進学の際には、教育振興費、父母の会
　入会金、生徒会入会金は必要となりますが、
　入学金は必要ありません。また、月納学費も
　左記金額から変更となります。

 

※一旦納入された月納学費は理由を問わず返金できません。月納学費やその他の諸経費（入学金など）には、消費税は課されません。 
 

級数  漢字検定  
２級 15点 １５点 １５点 
準２級 １０点 １０点 １０点 
３級    
４級 3点 3点 3点

出願コース 清秀コース 学芸館コース 

受験方法 3教科型入試 
（300点満点） 

適性検査型入試
（200点満点）

基礎学力型入試
（200点満点）

自己推薦型入試
（200点満点）

専願による加点 30点 20点 20点 専願出願のみの
ため、加点なし 

種類 
入学金 

150,000円 

教育振興費 

150,000円 

奨学金（月額） 

月納学費に充当

合格の基準点（目安） 

３教科型入試 適性検査型入試

Ｓ奨学生 免除 免除 40,000円 255点 170点 

Ｅ奨学生 免除 ー 20,000円 240点 160点 

Ａ奨学生 ー ー 20,000円 225点 150点 

種類 奨学金（月額） 月納学費に充当 
Ａ奨学生 ２０，０００円 
B奨学生 １０，０００円 

入試日程 Ａ日程 Ｂ日程 Ｃ日程

専願 令和3年１２月10日（金）まで 令和3年１２月24日（金）まで 令和4年１月１4日（金）まで

非専願 令和4年1月31日（月）まで

 入学予定者登校日 入学準備説明会 
日  時 令和４年２月１２日（土）９：３０ 【受付開始９：00～】 令和４年３月１９日（土）９：３０ 【受付開始９：００～】 

場  所 岡山学芸館清秀中学校 岡山学芸館清秀中学校 

内  容 
入学に必要な各種書類の説明と制服等の物品販売を行います。 
児童、保護者ともにご参加ください。※上履きは必要ありません。 

入学に必要な各種書類の回収、教材配布等を行います。 
保護者のみご参加ください。※上履きは必要ありません。 

入学前納入金 月納学費（口座からの自動振替） 
入学金

教育振興費

父母の会入会金

生徒会入会金

合計

※❾入学手続きについてを参照してください。  

 

‹‹清秀コース››

‹‹学芸館コース››

英語検定

６点 ６点 ６点

数学検定

スカラーシップ
制度について

入学後に学習面で優秀な成績を収め、かつ生活面で模範的な生徒は、審査の結果、月納学費の一部（20,000円）が支給されます。 
なお、審査は６ヵ月ごとに行います。　※奨学生資格者には適用されません。　※清秀高等部進学後は、支給額が10,000円となります。

150,000円

150,000円

24,000円

2,000円

326,000円

授業料

施設維持費

教育充実費

７つの習慣Ｊ®受講費（１年生のみ） 

その他諸費用

合計

28,000円

5,000円

12,500円

3,000円

8,700円

57,200円
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●インターネット出願の流れ

出願手続の方法

S
T
E
P
3 入学願書と受験票は切り離して、

受験会場までご持参ください。

受験料のお支払完了後、出願サイトにて
入学願書・受験票の印刷が可能となります。
ご自宅、コンビニエンスストアで印刷して
ください。

スマートフォン・タブレット端末でも
ご利用いただけます。

個人情報、入試日程等を入力してください。

本校ホームページ
QRコード

出願後のご連絡のため、緊急時にもすぐ連絡が
とれるメールアドレスをご登録ください。

顔写真データをアップロードしてください。
入学願書に顔写真が印刷されます。

S
T
E
P
2

S
T
E
P
1

インターネット出願サイトへアクセス

マイページをつくる

顔写真アップロード

本校ホームページ

出願情報の入力

入学検定料の支払い方法の選択

払込番号の確認

入学願書・受験票の印刷

入学願書・受験票を試験当日に持参

支払い完了メールの確認

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
支
払
い

（
オ
ン
ラ
イ
ン
決
済
）を
選
択

A B
コンビニ

支払いを選択

C
ペイジー対応金融機関
ATM支払いを選択

コンビニで
支払い

金融機関
ATMで支払い

24h

出願期間内なら
24時間OK！

クレジットカード・
コンビニ・ペイジー
で入学検定料が支払える！

24時間の
コールセンターで安心

スマートフォン
PC・タブレット
から出願可能

入力漏れも
システムがチェック

お 支 払 方 法 に つ い て

Aクレジットカードによるオンライン決済（決済手数料が必要です）

Bコンビニでのお支払い（支払い手数料が必要です）

Cペイジー対応金融機関ATMでのお支払い（支払い手数料が必要です）

岡山学芸館清秀中学校・高等部 〒704-8502 岡山市東区西大寺上１丁目19-19　
TEL. 086-942-4916　FAX. 086-280-5918

http://www.gakugeikan.ed. jp/seishu/

12


