
1 

 

2017 年度 立命館慶祥高等学校 海外入学試験概要 

 

１．入学試験の概要 

（１）募集人数 男女 305名（内、約 180名は内部進学。高校募集は約 125名） 

（２）入学試験の概要 

入試区分    海外入試 

受験区分 慶祥高校 SPコース 慶祥高校 

入試判定 
慶祥高校 SPコースの合格の目安は、入試得点

の 8割（240点）です。 

慶祥高校の合格の目安は、入試得点の 6割

（180点）です。 

入学手続 

慶祥高校 SP コースを受験し、慶祥高校 SPコー

スに合格した者 

2016年 11月 25日(金) 

～2017年 3月 22 日(水) 

①慶祥高校を受験し、慶祥高校へ合格した者 

②慶祥高校 SPコースを受験し、不合格だった

が、慶祥高校へ合格した者 

2016年 11月 25日(金) ～ 

2016年 12 月 16日(金) 

出願期間 
2016年 10 月 18日(火)～2016年 11 月 8日（火） 

郵送必着または持参 

試験日 2016年 11月 20日(日) 

試験会場 バンコク（会場：泰日協会学校 バンコク日本人学校） 

試験教科 国語･数学･英語（各 50分・各 100点）および面接 

出願書類 
①入学願書 

②個人調査書、もしくは中学校 3年間の成績を証明できる書類 

合格発表 
2016年 11月 25日(金) ホームページ発表（日本時間 AM10時予定） 

同日郵送にて本人および中学校宛に発送 

入学検定料 50,000 円 

（３）出願資格 

海外 

次の 3つの条件を満たしている者。 

(1)2017年 3月までに学校教育における中学校の課程を修了、または修了見込みの者、および

本校がこれと同等と認めた者で、2017年 4月 1日時点で満 15歳以上の者。 

(2)海外の学校に現在在籍している者。 

(3)2017年 3月末までに帰国する者。（2017年 3月末までに帰国できない場合や、その他ご不

明な点はご相談ください。） 

（４）入試判定（補足） 

海外 

(1)慶祥高校 SPコース受験者には、慶祥高校 SPコースの合否とあわせて、慶祥高校の合否も 

判定します。慶祥高校 SPコースの合否ライン（入試得点の 8割目安）に達していなかっ 

た場合でも、慶祥高校の合否ライン（入試得点の 6割目安）に達していた場合は、合格と 

なります。 

(2)合否は入試得点、面接、提出書類を総合的に判断します。 

※その他、ご不明な点がございましたら、入試事務局（011-381-8888）までご連絡ください。なお、海外入試の入

試概要については、受験区分や入試判定など、海外在住の方にわかりやすいような記載をしております。 
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２．入学試験について 

（１）試験時間割  試験日：2016年 11 月 20日（日） 

8:45～9:00 9:00～9:50 10:10～11:00 11:20～12:10 12:10～13:00 13:00～ 

諸注意 国語 英語 数学 昼休憩 面接 
（受験生のみ） 

（２）試験会場 

[バンコク会場] 泰日協会学校 バンコク日本人学校 

住所：258 SOI 17,RAMA 9 ROAD BANGKAPI,HUAYKWANG,BANGKOK 10310,THAILAND 

 

（３）持参するもの 

①「受験票」※受験日当日に、受付にて志願者へ手渡しいたします。 

②「筆記用具」HB の黒鉛筆またはシャープペンシル・消しゴム 

※使用禁止：下敷き・定規類・そろばん・計算機・辞書機能付時計など、試験の公正を損なうもの 

③「昼食・飲み物」 

３．出願書類について 

下記、①・②を郵送（ＥＭＳ等）で本校までお送りください。 

■送付先：〒069-0832 北海道江別市西野幌 640-1 立命館慶祥高等学校 入試事務局 宛 

     ＴＥＬ：011-381-8888 ＦＡＸ：011-381-8892 

①入学願書 （検定料の振込を証明する文章等の写し含む） 

※生徒寮、SP コースの出願など、選択・希望欄の○の記入に漏れ、間違いがないかご確認の上、提出してください。 

※入学検定料のお振込みはインターネットバンキングでお受けいたします（振込手数料等については自己負担をお

願いします）。お振込みを証明する文章等の写しを同封してください。※本校の事務確認のため、お振込みの当日ま

たは翌日に下記メールアドレスに『お振込者の名前（志願者名）』と、『お振込みの日付』をお知らせ下さい。 

■お振込先：北洋銀行（銀行コード：0501）厚別中央支店（支店コード：486）普通 3463376 

口座名：立命館慶祥高等学校 学校法人 立命館 ﾘﾂﾒｲｶﾝｹｲｼｮｳｺｳﾄｳｶﾞｯｺｳ ｶﾞｯｺｳﾎｳｼﾞﾝ ﾘﾂﾒｲｶﾝ 

■メール送信先： 立命館慶祥高等学校 海外入試振込連絡係 宛 mlspc-nyushi@ml.ritsumei.ac.jp  

②個人調査書（もしくは中学校 3 年間の成績を証明できる書類） 

※本要項 p6 に「個人調査書」の書式がありますので、記入した上で提出してください。なお、「個人調査書」の提

出が困難な場合は、学習の記録や、出欠の記録等が記載された通知表の写しを提出してください（日本語で記載さ

れていない場合は、必ず日本語訳を添付してください）。 

mailto:mlspc-nyushi@ml.ritsumei.ac.jp
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４．願書の記入例について（※提出用の願書は p5にあり） 

Ａ票 2017年度立命館慶祥高等学校 入学願書 [海外入学試験用] 

     

 

①本校の他にどこの高校を受験しますか。また、第１志望の高校に○印を記入してください。 

 

②あなたの兄弟・姉妹または保護者が、本校や立命館大学・ＡＰＵに在学している（していた）場合、お答えくだ

さい。差し支えなければ、氏名もご記入をお願いいたします。 

 

-----------------------------------------------（切り離さないでください）------------------------------------------------ 

Ｂ票 2017 年度立命館慶祥高等学校 入学試験受験票     [海外入学試験用] 

     

 

希望する場合、○を記入してください

○ SPコース ○ 生徒寮への入寮
受験
番号

ふりがな　　　　　　　　　　　　りつめい　　　　けいこ

氏名　　　　　　　　　　　　　　立命　　慶子　　　　　　男　・　女

住　所　　〒　11010
（合否通知の送付先）

　　2/F, 99 Soi Prompong, Sukhumvit20, Wattana, Bangkok

　　　　　　　　　　　　　　TEL（　02　　）　　　123　　－　　4567

立　○○日本人学校　中学校　2014　年　3　月卒業見込み・卒業

中学コード番号　　　※※※9999

ふりがな　　　　　　　　　りつめい　　　　しょうたろう

氏名　　　　　　　　　　　立命　祥太郎
住　所　　〒11010
　
　　2/F, 99 Soi Prompong, Sukhumvit20, Wattana, Bangkok
　　　　　　　　　　　　　　TEL（　02　　）　　　123　　－　　4567

志
願
者

出
身
中
学

保
護
者

生年月日1997年　10月　16日

●出願3ヶ月以内に撮影したもの。

●上半身・正面・脱帽

●縦7cm×横５ｃｍ

●紛失防止のため、写真裏面に
氏名を記入してください。

（眼鏡着用で受験する者は
眼鏡着用の写真を添付）

写真貼付欄

私立Ａ日程 私立Ｂ日程 公立高校 その他

学校名 ○○高校 ▲▲高校 立命館慶祥

第一志望に○印 ○

慶祥中在学 慶祥高在学 慶祥高校卒業
立命館大学・ＡＰＵ

に在学または卒業

兄弟・姉妹 現在　２　年生 現在　　　年生 （　　　　年）卒業または現在　　才 才

氏名 立命　館子

保護者が立命館大学を卒業 立命館大学（　　　　　　）学部（19　　　　年）卒業または現在　　　　才

希望する場合、○を記入してください

○ SPコース ○ 生徒寮への入寮
受験
番号

出身
中学

志

願
者

氏

名

　　　　　　　立　　　　　○○日本人学校　　　　　　　中学校

氏名　　　　　　　　立命　　慶子　　　　男　・　女

ふりがな　　　　　　　りつめい　　　　けいこ

2000 

※写真を添付し

てください。 

※ＳＰコースや入寮を希望

する方は○をして下さい。 

※ＳＰコースや入寮を希望す

る方は○をして下さい。 

※合否通知はこの欄に記入

された住所へお送りします。

必ず通知が確認できる住所

を記入して下さい。 

2016 
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５．受験上の注意について 

（1）試験会場について 

事前に会場の所在地（p2 参照）を確認しておいてください。 

 

（2）受験当日の注意 

①受験票は当日受付にてお渡しします。試験会場には 8：15 から入室できます（8：45 までに入室してくださ

い）。8：15以前の試験会場への立入はできませんのでご注意ください。 

②試験会場に入室し、自分の受験番号が貼ってある座席に着席し、受験票を机の上において静かに待っていて

ください。 

③身体の調子が悪くなったときは、試験官に申し出てください。 

④試験官の注意や指示を守ってください。 

⑤付き添いの方の待合室は準備しておりませんのでご注意ください。 

⑥その他、持参物などについては、「海外入学試験要項」を参照してください。 

 

（3）海外入試の面接について 

①海外入試の受験生は、午後より個人面接（受験生本人のみ）があります。面接については当日指示します。 

②昼食・飲み物は各自でご準備ください。 

③当日中に遠隔地へ移動、または帰国される方は、面接順の調整を致しますので、会場にてお申し出下さい。 

６．入学手続きについて 

合格者については、合格通知とともに「入学のしおり」など、入学手続き書類を送付します。「入学のしおり」な

どの内容に従って所定の期間内に入学手続きを済ませてください。 

※所定の期間内に入学金の納入がない場合は、入学の意思がないものとみなします。 

※一旦納入された入学金は返金いたしません。 

＜2016 年度実績（参考）＞ 

入学金：196,000 円 

学費：月々56,000 円（4 月のみ 66,000 円） 

 ※次年度学費については未定です。 

 ※上記以外に諸会費、制服代等が必要です。 

７．生徒寮について 

 本校には専用寮（男子寮・女子寮）があります。規律ある学習生活と健康管理、生活管理のことを考え、専用寮

への入居をお勧めします。詳しくは寮パンフレットをご覧ください。 

 専用寮への入寮を希望する受験生は、入学願書（Ａ票・Ｂ票）の入寮希望欄に○印をつけて提出してください。 

受験当日に「入寮申込書」をお渡ししますので、所定の期日までに入寮申込手続きを済ませてください。 
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Ａ票 2017年度立命館慶祥高等学校 入学願書 [海外入学試験用] 

     

 

①本校の他にどこの高校を受験しますか。また、第１志望の高校に○印を記入してください。 

 

②あなたの兄弟・姉妹または保護者が、本校や立命館大学・ＡＰＵに在学している（していた）場合、 

お答えください。差し支えなければ、氏名もご記入をお願いいたします。 

 

----------------------------------------（切り離さないでください）------------------------------------------ 

Ｂ票 2017 年度立命館慶祥高等学校 入学試験受験票 [海外入学試験用] 

     

 

 

希望する場合、○を記入してください

SPコース 生徒寮への入寮
受験
番号

ふりがな

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男　・　女

住　所　　〒
（合否通知の送付先）

　

　　　　　　　　　　　　　　TEL（　　　　　　）　　　　　　　　－

立　　　　　　　　　　　　　中学校20　　　年　　　月卒業見込み・卒業

中学コード番号　　　※※※9999

ふりがな

氏名

住　所　　〒
　

　　　　　　　　　　　　　　TEL（　　　　　　）　　　　　　　　－

志
願
者

出
身
中
学

保
護
者

生年月日19　　年　　　月　　　日

●出願3ヶ月以内に撮影したもの。

●上半身・正面・脱帽

●縦7cm×横５ｃｍ

●紛失防止のため、写真裏面に
氏名を記入してください。

（眼鏡着用で受験する者は
眼鏡着用の写真を添付）

写真貼付欄

私立Ａ日程 私立Ｂ日程 公立高校 その他

学校名

第一志望に○印

慶祥中在学 慶祥高在学 慶祥高校卒業
立命館大学・ＡＰＵ

に在学または卒業

兄弟・姉妹 現在　　　年生 現在　　　年生 （　　　　年）卒業または現在　　才 才

氏名

保護者が立命館大学を卒業 立命館大学（　　　　　　）学部（19　　　　年）卒業または現在　　　　才

希望する場合、○を記入してください

SPコース 生徒寮への入寮
受験
番号

出身
中学

志

願
者

氏

名

　　　　　　　　　　　立　　　　　　　　　　　　　　　　　中学校

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男　・　女

ふりがな
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