令和3年度

生徒募集要項
人をたいせつに

自分をたいせつに
物をたいせつに

金光学園高等学校

1.募集定員
男女
180名 ※

特別進学クラス

総合進学クラス

40名

140名

※金光学園中学校からの進学者を含む

2.コース紹介
特別進学
クラス
男女40名

豊富な授業時間で学びを深め、難関大へ入学できる力を付けるためのクラス。
また、高２からは地歴２科目、課題研究の授業を選択できるクラス。
●月曜日から金曜日は７時間授業、土曜日は４時間授業を実施し、学習を深め難関大へ進学する力を身に付ける
ことができます。
●高２から、文系・理系の課題研究を選択することにより、課題研究の成果を求める大学入試に出願することができます。

「学習」と「部活動・行事をはじめとする自主的活動」を両立させ、総合的な学力を付け、

総合進学
クラス

男女140名

「欲深教育」（文武両道）を確実に進め、バランスの取れた人材育成をめざすクラス。
●高２から文系Ⅰ、文系Ⅱ、理系の３コースを設置しそれぞれの希望の進路に応じて選択できるようにします。
●文系Ⅰ、理系コースでは５教科をまんべんなく学習し、国公立大学をはじめ様々な大学入試に対応できる学力を
身に付けます。
●文系Ⅱコースでは、英語資格試験対策など大学入試で求められる英語力、小論文で求められる国語力の向上など
文系科目を重点的に学習することができます。

特別進学クラス・総合進学クラスのクラス変更について

‹‹ 総合進学クラスから特別進学クラスへの変更について ››
高１から高２の場合………「課題研究」を選択する場合のみ、変更可能です。
「課題研究」への意欲と学力を総合的に判定します。
選択課題研究を希望していても学力の基準が満たされないと認められません。
クラスの人数によって変更が受け入れられない場合があります。
高２から高３の場合……… 学力によって判定します。クラスの人数によって変更が受け入れられない場合があります。

‹‹ 特別進学クラスから総合進学クラスへの変更について ››
「学力」、
「出席状況」などを総合的に判断し、クラス変更をしていただく場合もあります。
※高１から高３の間に１学年でも特別進学クラスに在籍した場合、指定校推薦の１次募集に応募できません。
２次募集から応募できます。
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3.入試概要
県外入試

岡山県外の中学校を令和３年3月卒業見込みの人、または過年度に卒業した人。

専願
３教科入試
併願

合格後は必ず本校に入学する人。

県外入試では推薦入試（一般・特別）を実施しません。

岡山県外の中学校を令和３年3月卒業見込みの人、または過年度に卒業した人。

岡山県私学統一試験日に受験してください。

他校との併願を希望する人。

推薦入試（一般・特別）希望の方は、

中学校を令和３年3月卒業見込みの人、または過年度に卒業した人。

岡山県私学統一日入試

出願資格

一般

（中学3年の5段階評定9科目合計が36以上）
人物、学力ともに優秀で、次の①〜④のいずれかの項目に該当し、合格後は必ず本校に入学する人。
①中学校長の推薦 ②部顧問の推薦 ③自己推薦 ④金光教教会長の推薦

特別

人物、学力ともに優秀で、本校の各部活動顧問が実績を認めた人であり、合格後は必ず本校に入学する人。
（中学3年の5段階評定9科目合計が30以上）
①体育部では、県ベスト8以上のレギュラー選手または同程度の実力を有する人。
②文化部では、県レベル以上の各種コンテストで入賞または同程度の実力を有する人。

推薦入試

中学校を令和３年3月卒業見込みの人、または過年度に卒業した人。

中学校を令和３年3月卒業見込みの人、または過年度に卒業した人。

専願

合格後は必ず本校に入学する人。

３教科入試

中学校を令和３年3月卒業見込みの人、または過年度に卒業した人。

併願

他校との併願を希望する人。

県外入試

岡山県私学統一日入試

３教科入試（専願・併願）
出願エントリー期間
出願期間
出願方法

推薦入試（一般・特別）

３教科入試（専願・併願）

令和2年11月30日（月）0：00〜12月27日（日）23：59

令和2年12月1日（火）0：00〜令和3年1月12日（火）23：59

令和3年1月5日（火）
〜1月7日（木）

令和３年 １月１5日（金）
〜１9日（火）

インターネットにて出願エントリーを行い、出願書類を出願期間内に提出してください。

出願エントリー期間中、本校に来校いただき出願エントリーすることもできます。事前にご連絡（0865-42-3131）
ください。
受付時間：平日 午前9時〜午後5時／土曜 午前9時〜午後1時

12,000円

受験料

次の条件に合う受験生に対し、受験料（12,000円）を免除します。
《条件》①中学３年（１〜２学期まで）の５段階評定９教科合計が３６以上。
②「県外入試」と「岡山県私学統一日入試」を両日出願する場合、受験料は１回分（12,000円）のみとします。

試験日

令和３年 １月１０日（日）

令和３年 １月２８日（木）[岡山県私学統一試験日]

会場

福山会場

金光学園会場

国語60分（100点）

作文 ６0分

国語60分（100点）

数学60分（100点）

面接 個人で実施

数学60分（100点）

試験科目

専願・推薦
併願の差異

資格加点
合格発表

英語60分（100点）

英語60分（100点）

面接 グループで実施

面接 グループで実施

専願・推薦 入学手続の際に、入学時納入金の全額（２2万円）を納入し、入学誓約書を提出してください。
専

願

入学試験3教科の合計点（300点）に15点を加点します。

併

願

第1次手続きの際に、入学金の半額（6万円）を納入。第2次手続きで入学時納入金の残金（16万円）を納入し、入学誓約書を提出してください。

実用英語技能検定試験資格取得者
一般入試は3教科の合計（300点）に 準２級：１０点、
２級：１５点、準１級：２０点 を加点します。推薦入試においては、選考時に考慮します。

令和３年 １月１４日（木）
専願 １月２０日
（水）

誓約書締切日

併願 第1次：１月２０日
（水）

第2次：３月17日（水）
特

各種制度

待

生

令和３年 ２月１日（月）
推薦・専願 ２月9日
（火）
併

願

第1次：２月9日（火）
第2次：３月17日（水）

次の条件に合う生徒に対し、授業料（月額3３,000円）を全額免除します。
（毎年度更新）
《条件》県外入試と岡山県私学統一日入試（推薦入試は除く）において、
（専願点、資格加点は含みません）
それぞれ合格者の上位５名（金光学園中学校からの進学者を除く）。

兄弟姉妹割引 本学園（中学校・高等学校）に兄弟姉妹が在籍している場合、2人目以降授業料を月額1万円割り引きます。
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4.出願書類

入学願書・受験票

インターネット出願の画面に従い必要事項を入力してください。受験料支払い後に入学願書・受験票を印刷出来ます。
写真票は、最近3カ月以内に撮影した受験生本人の写真を貼付してください。
なお、写真は、縦4㎝・横3㎝、正面上半身、無帽、白黒又はカラーで、裏面に在学又は出身中学校名及び氏名を記入した
うえで貼付してください。
①中学校長の責任で作成し、厳封したものに限ります。
※中学校でまとめて提出される場合は厳封不要です。

調査書

②各都道府県の教育委員会で定められた様式を使用してください。
※ただし、評定は5段階評定をそのまま記入してください。
※私立学校用の統一した様式がある場合は、それでもかまいません。

一般推薦における
推薦書または
自己推薦書
特別推薦における
本校部活動
顧問の証明
志望理由書
（推薦のみ）

①ホームページからダウンロードして印刷した本校所定の用紙で、出願資格の該当するいずれか１枚の推薦書または
自己推薦書を、調査書に同封してください。
②自己推薦書は受験生本人が記入してください。

ホームページからダウンロードして印刷した志望理由書に、本校部活動顧問があらかじめ、署名押印したものを
調査書に同封してください。

ホームページからダウンロードして印刷した本校所定の用紙で、金光学園高等学校へ是非入学したいという願いを、
受験生本人が記入して調査書に同封してください。
実用英語技能検定試験資格取得者

資格加点

3教科入試（県外・岡山県私学統一日）においては 準２級：10点、
２級：15点、準１級：20点 を加点します。
推薦入試においては選考時に考慮します。証明書（コピー）を提出してください。

推薦・専願、
併願の差異

推薦・専願 入学手続の際に、入学時納入金の全額（22万円）を納入し、入学誓約書を提出してください。
専

願

入学試験3教科の合計点（300点満点）に15点を加点します。

併

願

第1次手続きの際に、入学金の半額（6万円）を納入。第2次手続きで入学時納入金の残金（16万円）を納入し、
入学誓約書を提出してください。

5.出願方法
期日までに本校に持参または、書留で郵送してください。
県外入試（3教科入試）
郵送の場合

令和3年1月5日（火）
〜7日（木）必着

岡山県私学統一日入試（3教科入試）
岡山県私学統一日入試（推薦入試）

令和3年1月15日（金）
〜19日（火）必着

6.出願先
〒719-0104 岡山県浅口市金光町占見新田1350
金光学園高等学校事務室

☎0865-42-3131又は、050-3734-0613（IP電話）

事務室受付時間：9：00〜16：00
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7.試験日・試験会場
令和3年 1月10日（日） 広島県民文化センターふくやま（福山市東桜町1-21）

県外入試（3教科入試）
岡山県私学統一日入試（3教科入試）
岡山県私学統一日入試（推薦入試）

令和3年 1月28日（木） 本校 高校棟（JR山陽本線 金光駅下車 徒歩約8分）

《諸注意》（１）試験日の午前8時40分までに各自指定された試験場に入室し、受験番号の席に着席しておいてください。※入室は、午前8時15分から可。
（２）各自の試験場は、試験日前日の16時30分に、本校本館の玄関に掲示しますので、事前にお知りになりたい方は、おいでください。
ただし、試験場への入室はできません。
（県外入試の福山会場での掲示はありません）

8.試験内容・時間割
入試区分

時間割

①特別進学クラスと総合進学クラスは共通問題です。

県外入試
（3教科入試）

9：00 〜 10：00 …… 国語（100点）
10：15 〜 11：15 …… 数学（100点）
11：30 〜 12：30 …… 英語（100点）

岡山県私学
統一日入試
（3教科入試）

出題範囲・面接・合否判定など

12：30 〜 13：10 …… 昼食
13：15 〜……………… 面接

②出題範囲は、中学3年の2学期までとします。
英語は「関係代名詞」を含みます。
数学は「三平方の定理」
「標本調査」を除きます。
③面接はグループで行います。
④合否は、3科目の得点の合計に専願点、資格加点を加算した
判定得点より判断し、出願書類（調査書）、面接は参考にします。
⑤県外入試では推薦入試（一般・特別）は実施しません。

岡山県私学
9：00 〜 10：00 …… 作文
統一日入試
10：15 〜……………… 面接
（一般・特別推薦入試）

①作文は、出題されたテーマについて、自分の考えを書く形式です。
②面接は、受験生本人のみの個人面接です。一人約10分間です。
③合否については、出願書類（調査書・志望理由書・推薦書・
英検資格証明書）
と作文・面接をもとに総合的に判断します。

9.試験当日の注意
午前8時40分までに、試験場に着席しておいてください。
体調のよくない人は、本校職員に申し出てください。保健室で受験できます。県外入試の場合は別室で受験できます。
試験開始後20分以上遅刻した人は受験することができません。
受験票は必ず携行してください。万一、紛失したり、忘れたりした場合は試験場の監督者に申し出てください。
机上には受験票と筆記用具（黒鉛筆・シャープペンシル・消しゴム・定規）のほかは置かないでください。下敷き・腕時計・計算機類・分度器・コンパスは使用できません。
体調不良の人は、防寒衣類を着用してもよろしい。
（全室に暖房があります。ひざ掛け・耳栓は使用できません。）
携帯電話は試験を受ける教室内には持ち込むことができません。
試験開始後の中途退場は認めません。なお、気分が悪いなど体調のよくない場合は監督者に申し出てください。
上履きと靴を入れる袋を持参してください。
（県外入試は不要です）
試験場では、すべて監督者の指示に従ってください。
保護者・付き添い者の控室は準備しています。
（県外入試はフロアーでお待ちいただけます）
県外入試・岡山県私学統一日入試（3教科入試）受験者は、昼食を持参して下さい。午後に面接があります。
試験当日は新型コロナウィルス感染症拡大防止のためマスク着用をお願いします。

10.合格者発表
県外入試（3教科入試）
岡山県私学統一日入試（3教科入試）
岡山県私学統一日入試（一般・特別推薦入試）

令和3年 1月14日（木）
速達で各中学校に発送

①中学校長宛に受験生全員分を発送します。
（受験生個人には郵送しません）
②本校校内での、掲示による発表はいたしません。

令和3年 2月1日（月）
速達で各中学校に発送

③電話やファックス・メール等での問い合わせには、お答えできません。
④県外入試（3教科入試）
・岡山県私学統一日入試（3教科入試）
合格者のうち、特待生に該当する人には、
合格通知と共に「特待生合格通知」を同封します。
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11.入学手続きと合格者招集日
入学手続きの概要は下記の要領ですが、詳細は合格通知書に同封いたします。
入学金の半額（6万円）を県外入試
（併願）の方は令和3年１月20日（水）までに、岡山県私学統一日入試（併願）の方

（火）までに郵便局または銀行に払い込んだ上で、
「一次入学手続き書」を2月9日
（火）17:00までに
は令和3年2月9日
本校まで持参、または必着で郵送してください。

県外入試（併願）

上記 の手続きがなかった場合には、その時点で合格を取り消します。

入学手続き

「一次入学手続き書」を提出した合格者で、入学を希望される方は、入学時納入金の残金（16万円）を納入し、下記の合格者招集
日に出校してください。

日時：令和3年3月17日（水）午後2時30分集合

岡山県私学統一日入試
（3教科・併願）

令和3年2月9日（火）
までに、入学時納入金の全額（22万円）を郵便局または銀行に払い込まれた方は、令和3年2月11日（祝）の

岡山県私学統一日入試（推薦）
・岡山県私学統一日入試（専願）
・県外入試（専願）の合格者招集日に出校して、
「入学
誓約書」を提出されましたら、その時点で入学を決定いたします。

県外入試（専願）

入学時納入金の全額（22万円）を県外入試（専願）の方は令和3年１月20日
（水）までに、岡山県私学統一日入試（推

岡山県私学統一日入試（推薦）
岡山県私学統一日入試（3教科・専願）

薦）
・岡山県私学統一日入試（3教科・専願）の方は令和3年２月9日（火）までに郵便局もしくは銀行に払い込んでください。

下記の合格者招集日に出校してください。

日時：令和3年2月11日（祝）午前9時30分集合
日時 令和3年3月17日（水）午後2時30分集合

県外入試（併願）

会場 本校 高校社会科教室

招集日

岡山県私学統一日入試（3教科・併願） 内容
県外入試（専願）

入学誓約書提出、入学式までの諸注意、進度調整のための課題・スクーリング等についての説明、制服採寸、他

日時 令和3年2月11日（祝）午前9時30分集合

岡山県私学統一日入試（推薦） 会場
岡山県私学統一日入試（3教科・専願）

本校 ほつま記念ホール 大ホール

内容 入学誓約書提出、入学式までの諸注意、進度調整のための課題・スクーリング等についての説明、制服採寸、他
「一次入学手続き書」を本校へ持参の場合
受付時間 平日＝9：00〜17：00

諸注意

土曜＝9：00〜13：00

※日曜日・祝日は受け付けていません。

岡山県私学統一日入試（推薦・3教科）、県外入試（3教科）に関わらず、
入学手続き後の入学金（入学時納入金）の返金はできません。

12.経費について
入学時納入金と諸経費
入学金

教育充実費

施設設備費

合計

120,000円

50,000円

50,000円

220,000円

諸経費として、制服代、教科書代等が必要です。
（合計 約9万円）

入学後の納入金と諸経費（納入は4月以降）
項

目

月

授業料
学

就学支援金

△0 〜 33,000円

△0 〜 396,000円

施設設備費

3,000円

36,000円

教育充実費

7,500円

90,000円

保護者会費・生徒会費

1,600円

19,200円

12,100円〜45,100円

145,200円〜541,200円

9,000円

108,000円

特別進学クラス 11,000円

132,000円

合
※ 諸経費

（教材費・積立金等）

額
396,000円

費

費

年

33,000円

納入金
会

額

諸経費

計
概算納入金等

総合進学クラス

※教材費・模試費用・積立金などの個人経費で、残金は卒業時に返済します。※別に、修学旅行積立金を徴収（高校1年時のみ月額1万円）

寄付金（金光学園教育振興協力基金）
任意の寄付（1口5万円で、できれば2口以上）をお願いいたしております。
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13.授業料の兄弟姉妹割引制度
本学園（中学、高等学校）に兄弟姉妹が在籍している場合、2人目以降授業料を月額10,000円割り引きます。

14.特待生制度について
（年度更新）
下記の条件に合う生徒に対し、授業料を全額免除します。

《条件》令和3年1月10日（日）に行われる県外入試（専願・併願）において、合格者の上位5名、および令和3年1月28日（木）に
行われる岡山県私学統一日入試（3教科入試）
（専願・併願）において、金光学園中学校からの進学者を除く合格者の上位5名。
※月額授業料33,000円から「就学支援金」分を差し引いた額を全額免除します。

その他
（年度更新）
①学力不振や生活上問題があった場合は制度の適用を停止します。

②入試の結果、該当する人には、合格通知と共に「特待生合格通知」を同封します。

15.遠隔地からの受験生へのお知らせ
受験時の宿舎の斡旋については、本校事務室（☎0865-42-3131）にお問い合わせください。
入学後の寮について（男子生徒のみ）
試験日の午前９時よりご希望の保護者の方に説明会を開きます。詳細は合格通知書に書類を同封します。
（県外入試の場合は、説明会を実施しませんので、直接学校にお問い合わせください。）

16.スクーリングについて
本校の中学校では、国語・社会・数学・理科・英語の授業で高校の内容を学習していますので、
その進度を調整するためのスクーリングを実施します。
日 程
県外入試（専願）
岡山県私学統一日入試（推薦）
岡山県私学統一日入試（3教科・専願）
県外入試（併願）
岡山県私学統一日入試（3教科・併願）

2月14日（日）、3月7日（日）、
22日（月）
〜30日（火）の土、日を除く毎日

時

間

8時30分〜15時40分
70分 5校時で実施。

3月18日（木）、19日（金）、
22日（月）
〜30日（火）の土、日を除く毎日
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金光学園高等学校インターネット出願の流れ
24h

クレジットカード・
コンビニ・ペイジー

出願期間内なら

24時間OK！

スマートフォン

で入学考査料が支払える！

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

24時間の
コールセンターで安心

お支払い方法について
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）

コンビニでのお支払い（支払い手数料が必要です）

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）

STEP

出願手続きの流れ
本校HP出願サイトへアクセス

1

本校ホームページ
QRコード

ユーザーID登録
先生の指導を受けてから出願情報の入力

中学校の先生の指示に従って出願情報の
入力をおこなってください。

検定料の支払い方法の選択
クレジットカード支払い
︵オンライン決済︶を選択

STEP

2

コンビニ
支払いを選択

金融機関
ATM支払いを選択

●出願エントリーの手引きについては
11月上旬にご案内いたします。

支払い番号の確認
コンビニで
支払い

金融機関
ATMで支払い

支払い完了メールの確認
入学願書・受験票の印刷
STEP

3

検定料のお支払い完了後、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。

「入学願書・受験票」に
顔写真を貼付して中学校に提出
「受験票」を試験当日に持参

入学願書・受験票を切り離して
受験票のみお持ちの上、来校してください。

※システム・操作に関するお問い合わせは、インターネット出願サイト画面「お問い合せ先」より24時間受け付けております。

