
学校法人　三木学園

令和５年度（２０２３年度）

生徒募集要項

今後、新型コロナウイルス感染症対策のために、要項の内容を変更する可能性があります。
その場合には、本校ホームページで告知いたしますので、出願に際し必ずご確認ください。

〒７０９-０７１５　岡山県赤磐市勢力588
                     TEL ０８６-９９５-１２５５（代）
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１令和５年度　生徒募集要項

岡 山 白 陵 中 学 校  
募集人員 中高6カ年一貫コース　160名（男・女）

受験資格 令和5年3月　小学校卒業見込者

受験型
【出願時に選択】 ４教科型 ３教科型

学力試験科目 国語 算数 理科 社会 国語 算数 理科

試験時間 50分 50分 40分 40分 50分 50分 40分

配点 100点 100点 80点 80点 100点 100点 80点

出願期間
　　　　　　　　　　　 令和4年12月12日（月）9：00～12月19日（月）23：59

 【出願書類受理期間】 令和4年12月12日（月）～12月27日（火）必着

出願方法 Web出願のみ　※本校HPより行ってください。

試験日 令和5年1月5日（木）

合格発表 令和5年1月7日（土）10：00予定　本校HPの専用ページ上で発表
※電話によるお問い合わせには一切応じません。

出願費 受験料15,000円（専願予納金30,000円）

入学金 150,000円

入学手続
【専　願】　令和5年1月7日（土）～1月12日（木）

【非専願】　令和5年1月7日（土）～2月13日（月）

※岡山白陵高等学校への入学時には改めて入学金を納入していただきます。

２施設整備費及び本校専用iPad端末代金の納入について
入学後、施設整備費（250,000円）及び教材として使用する本校専用iPad端末代金（約75,000円）を納入していただきます。

３出願の方法「Web出願の流れ」を参照ください。
1．Web登録期間に志願者情報を入力し、出願費を納入してください。
2． 出願費支払い完了メールを確認後、｢入学願書｣ ･ ｢受験票｣を印刷し、｢入学願書｣は ｢調査書｣と合わせて宛先ラベルを利用し
て、出願書類受理期間内に、本校へ簡易書留にて郵送してください。

 （｢受験票｣は保管し、入試当日に持参してください。）
3． ｢調査書｣は通知簿の写し（6年生1･2学期分または6年生前期分の通知簿の表紙から裏表紙までの全項写し・用紙サイズはA4
又はA3）でも可能です。

 ｢調査書｣用紙は本校HPよりダウンロードして出身学校長に作成を依頼してください。
4．｢入学願書｣･｢受験票｣にはそれぞれ顔写真（4cm×3cm）を貼付してください。
 （サイト上でアップロードしておき、印刷することも可能です。）

４出願者に対する注意
1．専願希望者は、入学願書内の専願届欄への自筆記入と捺印が必要です。
2．出願費は、専願の場合45,000円（専願予納金30,000円含む）、非専願の場合15,000円となります。
3． 専願合格者は発表時より令和5年1月12日（木）15：00までに入学金を納入してください。
 期限までに納入しない場合は、入学資格を取り消します。
4．専願不合格者には受領書と引き換えに専願予納金（30,000円）を返却します。
5． 専願合格者の専願予納金（30,000円）は入学後の施設整備費（250,000円）の一部に充当します。
6．専願不合格者の専願予納金を除き、既納の諸費は一切返還いたしません。
7．専願を希望しない場合は５の「専願を希望しない場合の注意事項」をご了解のうえ出願してください。
8． 出願書類作成のため入力されました情報は、個人情報保護法に関する規定に基づき、厳重に保管・管理し、入試に関する業務
の範囲内において適切に利用します。

9．氏名等の漢字は、できるだけ常用漢字で入力してください。
 （JIS漢字コードの第1・第2水準以外の文字を含む場合は、その文字が他の文字に置き換えられることもあります。）

Web登録期間及び
出願費納入期間【 】



５専願を希望しない場合の注意事項
1．願書入力時に「専願を希望しない」旨を表示してください。※専願を希望しない場合は、専願予納金（30,000円）は不要です。
2．合格最低点は専願者より10％程度高くなります。
3． 専願を希望しない非専願合格者の入学金納入期限は、令和5年2月13日（月）15：00です。
 期限までに納入しなかった場合は、入学資格を取り消します。
4．前項3の期限以降は、非専願合格者も専願合格者と同様に扱います。

６受験上の注意
試験当日の詳細については本校HPでお知らせしますので、必ずご確認のうえお越しください。
【試験当日の日程　　令和5年1月5日（木）】
【4教科型】

8：50 点　呼
9：10～10：00 第1限 国語 （50分）
10：20～11：10 第2限 算数 （50分）
11：30～12：10 第3限 理科 （40分）
12：10～12：55 昼休み （45分）
12：55～13：35 第4限 社会 （40分）

【3教科型】
8：50 点　呼

9：10～10：00 第1限 国語 （50分）
10：20～11：10 第2限 算数 （50分）
11：30～12：10 第3限 理科 （40分）

【持ってくるもの】
①受験票 顔写真を貼付すること（サイト上でアップロードした場合は、印刷されています）
②筆記用具 コンパスと定規を必ず持ってくること
③健康調査票 本校HPサイト上：本校所定の様式のもの

④その他
マスクを必ず着用してください。校舎内は上履きが必要です。
時計は各自必要ですが、計算機能・辞典機能・通信機能つきのものは禁止です。 
受験教室内には、受験票・筆記用具・時計以外の持ち込みはできません。

７合格決定について
【4教科型受験生の場合】
4教科型受験生は、以下の①～③の得点のなかで最も高得点になるものを使用します。
①国語、算数、理科、社会の得点を足した360点満点の得点
②国語、算数、理科の得点を足した280点満点の得点を7分の9倍した得点（小数点第一位四捨五入）
③国語、算数、社会の得点を足した280点満点の得点を7分の9倍した得点（小数点第一位四捨五入）
【3教科型受験生の場合】
国語、算数、理科の得点を足した280点満点の得点を7分の9倍した得点（小数点第一位四捨五入）
を使用します。
4教科型、3教科型受験生共に合格最低点は同じです。

８入学手続について
1． 合格者は、合格発表の専用ページから入学手続に関する書類をダウンロードしていただき、必要書類を合格者招集日に提出
してください。※合格者招集日の日時は合格発表時にお知らせします。

2． 入学手続期間内に入学金（150,000円）を納入してください。期限内に入学手続を完了されなかった方は、本校への入学意志
がないものとして入学資格を取り消します。

９学費の概要及び入寮案内について（但し令和4年度）

10入寮申込について
1． 入寮希望者は、志願者情報を入力する際に「碧翠寮（男子寮）」・「茜寮（女子寮）」を選択してください。
  入学手続後、所定の用紙をダウンロードしていただき、期限内に本校へ申し込んでください。選考結果は、本人宛に通知します。
2． 自宅通学が困難な遠隔地からの女子入学者は、「茜寮」か学校近辺にある「本校女子専用下宿」かを希望選択いただきます。
  選考については、双方共専願合格者から成績順に決定してまいりますが、予定の人数を超えた場合は、茜寮・下宿共に収容で
きなくなりますのでご承知おきください。

私学にはそれぞれ学校の特色がございます。その独自性を十分研究され、よくご理解をいただいたうえ受験してください。

●学費について
授　 業　 料 月額　　34,000円
校　　　　費 月額　　18,000円
育 友 会 費 月額　　 3,000円
環境整備費外 月額　　 4,200円
生 徒 会 費 月額　　   700円

●寄宿舎概要について
碧翠寮（男子） 茜寮（女子）

収容人数 220名 1室（3～4名） 65室 48名 1室4名 12室
入寮金 50,000円 70,000円

寮費月額（1日3食付） 73,100円 79,900円
寮債 1口 200,000円（1口以上）退寮時償還



■Web出願の流れ

出願手続の方法

出願費のお支払い完了後、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、コンビニで
印刷してください。

※顔写真をアップロードしている方は貼付は必要あり
　ません。

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。

個人情報等を入力してください。

受験票をお持ちのうえ、試験会場にお越しください。

本校ホームページ
QRコード

出願後のご連絡のため、緊急時にもすぐご確認いた
だけ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。
入学願書と受験票に顔写真が印刷されます。※任意

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

Web出願サイトへアクセス

マイページをつくる

本校ホームページ

顔写真アップロード

出願情報の入力

出願費の支払い方法の選択

払込番号の確認

支払い完了メールの確認

入学願書・受験票の印刷

顔写真を貼付して切り離す

入学願書・調査書を郵送

受験票を試験当日に持参

コンビニ
支払いを選択

ペイジー金融機関
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
で出願費が支払える！

24時間対応の
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 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）

※受験票は本校から郵送いたしません。

●出願の手引きについては、11月中旬に本校ホームページで案内します。
●入試説明会にて、出願方法についてのご説明もいたします。

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）
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印刷された「入学願書」・「受験票」に受験者の写真
（4cm×3ｃｍ）を貼付してください。


