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●�国際（帰国生徒・外国籍生徒）入学試験については、「2022年度国際
（帰国生徒・外国籍生徒）入学試験要項」を別途請求してください。



⑴　本校が保有する個人情報は、「個人情報保護法」等の法令を遵守するとともに、「学校
法人立命館個人情報保護規程」および「立命館宇治中学校・高等学校　個人情報保護
方針」に基づき、保護に万全を期しています。

⑵　事前審査および出願にあたってお知らせいただいた氏名・住所その他の個人情報につ
いては、以下に提示する利用目的の範囲において利用いたします。
�入学者選抜（出願処理・選考実施）に関する業務のため
�合格発表に関する業務のため
�入学手続に関する業務のため
�入学者選抜方法等における調査・研究に関する業務のため
�およびこれらに付随する業務のため

⑶　各種業務での利用に当たっては、一部の業務を本校より当該業務の委託を受けた業者
において行うことがあります。

個人情報の取扱いについて

2022年度入試については、新型コロナウイルス感染症の影響により急遽内容が変更とな
る場合があります。
最新情報は本校ホームページにてご覧ください。
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Ⅰ　募集人員
第１学年　180人〔ＳＡプログラム、帰国生徒・外国籍生徒を含む〕
　　　　　※上記の人数は、ＩＰコース、ＩＣコースを合わせた人数

Ⅱ　試験区分
１．ＩＰコース（立命館宇治高等学校ＩＢコースへ進学するための準備コース）
　　⑴ｉ推薦　⑵一般　⑶国際（帰国生徒・外国籍生徒）
２．ＩＣコース
　　⑴自己推薦　⑵ｉ推薦　⑶ＳＡ推薦　⑷一般　⑸内申型　⑹国際（帰国生徒・外国籍生徒）
　　※�国際（帰国生徒・外国籍生徒）入学試験については、「2022年度国際（帰国生徒・外国籍生徒）

入学試験要項を別途請求してください。

Ⅲ　入学試験日程
日程 入学試験区分 試験日 WEB出願期間 合格発表日 入学手続期間

Ａ日程

自己推薦入試

2022年
1月15日（土）

2021年
12月13日（月）～

2022年
1月7日（金）

2022年
1月18日（火）
15:00

2022年
1月18日（火）～
1月21日（金）
＊入学金納入締切

1月26日（水）
＊入学手続書類
提出締切

i推薦入試

SA推薦入試

一般入試

内申型入試

Ｂ日程 一般入試 2022年
1月17日（月）

Ⅳ　出願資格
2010年４月１日以前に生まれ、以下の出願要件を満たす者。
入学試験区分 出　　願　　要　　件

自己推薦入試 2022年３月小学校を卒業見込の者で、学術・学芸、人物ともに優れ、本校の定める資
格要件を満たしているとともに、本校を第一志望とし、事前に出願資格を確認された者。

i推薦入試
2022年３月小学校を卒業見込の者で、英語運用能力、人物ともに優れ、本校の定める
資格要件を満たしているとともに、本校を第一志望とし、事前に出願資格を確認され
た者。

SA推薦入試
2022年３月小学校を卒業見込の者で、文化・スポーツ能力、人物ともに優れ、本校の
定める資格要件を満たしているとともに、本校を第一志望とし、事前に出願資格を確
認された者。

一般入試 2022年３月小学校を卒業見込の者。

内申型入試 2022年３月小学校を卒業見込の者で、小学校在学時の成績評価が高く、本校の定める
資格要件を満たす者。

国際（帰国生徒・
外国籍生徒）入試 「2022年度国際（帰国生徒・外国籍生徒）入学試験要項を別途請求してください。
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Ⅴ　入学試験概要

日程 試験日 入学試験区分 コース 試　　験　　科　　目

Ａ日程 2022年
1月15日（土）

自己推薦入試 ＩＣ 標準テスト（国語・算数・社会・理科）、個人面接

ｉ推薦入試
ＩＰ 【ＩＰ方式】小論文（英語）・算数（英語）

個人面接（保護者１名同伴）

ＩＣ 標準テスト（国語・算数・社会・理科）、個人面接

ＳＡ推薦入試 ＩＣ 標準テスト（国語・算数・社会・理科）、個人面接

一般入試

ＩＰ 【ＩＰ方式】小論文（英語）・算数（英語）
個人面接（保護者１名同伴）

ＩＣ
【４科目型】国語・算数・社会・理科・個人面接
【３科目型】国語・算数・理科・個人面接
※いずれかの試験方式を出願時に選択

内申型入試 ＩＣ 国語・算数・社会・理科・個人面接

Ｂ日程 2022年
1月17日（月） 一般入試 ＩＣ 国語・算数に加え、出願時に社会か理科のどちらか１科目

選択・個人面接

（ 1）　�「自己推薦入試」「ｉ推薦入試」「ＳＡ推薦入試」「内申型入試」については、事前に出願資格
の確認を受ける必要があります。→下記「Ⅶ　推薦入試（自己推薦/ｉ推薦/ＳＡ推薦）、内申
型入試における事前審査の申請方法」参照

（ 2）　�Ａ日程の「ｉ推薦」および「一般入試」でＩＰコースを希望する場合は、【ＩＰ方式】を選択
します。ＩＰコースでは、数学・理科・社会・英語の授業を英語で実施し、それ以外の科目
は日本語で実施します。高校のＩＢコースでの学習の準備コースとなります。

　　　�※「ｉ推薦」でＩＰ方式を選択した場合は、ＩＣコースの判定も受けることになります。

Ⅵ　選考方法

日程 試験区分 選　　　考　　　方　　　法

Ａ日程

自己推薦入試
ｉ推薦入試
ＳＡ推薦入試

学力試験の成績・個人面接および提出書類による総合評価
※IP方式は保護者同伴面接

一 般 入 試 ＩＣコース：学力試験の成績・個人面接による総合評価
ＩＰコース：学力試験の成績・保護者同伴面接および提出書類による総合評価

内申型入試 学力試験の成績・個人面接および提出書類による総合評価

Ｂ日程 一 般 入 試 学力試験の成績・個人面接による総合評価

Ⅶ　推薦入試（自己推薦/i推薦/SA推薦）、内申型入試における事前審査の申請方法
事前に確認申請書を提出し、下記の手順（１）から（５）を行い、出願資格が得られた者のみ出願を
受け付けます。

区分

手順
自己推薦／ｉ推薦／ＳＡ推薦 内　申　型

（１） 入試説明会・事前相談会に参加の上、「推薦入試申請
について」の書類を受け取ってください。

入試説明会・事前相談会に参加の上、「内申型入試申
請について」の書類を受け取ってください。

（２） WEB出願サイトにて、マイページのユーザー登録後、
事前申請の手続を行なってください。

WEB出願サイトにて、マイページのユーザー登録後、
事前申請の手続を行なってください。
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（３）

下記、①〜⑦の提出書類を指定の封筒に入れて、期
間内に書留で本校宛に郵送してください。

【提出書類】
①「自己/ｉ/ＳＡ推薦入学試験出願資格確認申請書」
②「志望理由書」（所定用紙に本人直筆）
③ 小学校５・６年生の通知票のコピー
　 （表紙を含む全ての面のコピー）
④模擬試験の結果（原本提出、後日返却）
⑤活動の証明（賞状のコピー等）
⑥ｉ推薦は英語資格証明書のコピー
⑦ＳＡ推薦は所属団体の推薦書

【WEB申請および書類送付期間】　
第１期：2021年10月５日㈫〜10月20日㈬必着
第２期：2021年10月21日㈭〜12月８日㈬必着
※必ず期間内にWEB申請と書類送付を行ってください。

下記、①②の提出書類を指定の封筒に入れて、期間
内に書留で本校宛に郵送してください。

【提出書類】
①「調査書（ 9 ページ）」［内申型入試用］
　※在学中の小学校にて発行、厳封必須
②「内申型入学試験資格確認申請書」
　※ユーザー登録後、WEB出願サイトにて印刷

【WEB申請および書類送付期間】　
2021年10月５日㈫〜12月24日㈮必着
※必ず期間内にWEB申請と書類送付を行ってください。

（４）

書類選考後、保護者同伴の面談を実施します。
面談後、「結果通知書」を本校より郵送します。

【面談実施予定日】第１期：2021年11月６日㈯
　　　　　　　　 第２期：2021年12月18日㈯

書類選考後、資格が確認された申請者は「資格確認書」
を、資格が確認されない場合は「受取証」を本校よ
り郵送します。

（５） 資格確認を得て、「自己/i/SA推薦入学試験」それぞ
れの区分で出願してください。

資格確認を得て、「内申型入学試験」区分で出願して
ください。

＜2022年度立命館宇治中学校 入試説明会・事前相談会＞
　推薦入学試験・内申型入学試験の受験を希望される場合は、以下の、いずれかの会場に必ず参加してください（事前申込必要）。
　10月 2 日㈯  午後 1 時　本校
　10月 9 日㈯  午後 2 時　TWIN21MIDタワー20階（京阪・JR京橋）
　10月16日㈯  午後 2 時　ホテル日航奈良（JR奈良駅）
　10月23日㈯  午前10時　本校（事前相談会のみ実施）
　�11月28日㈰  午前 9 時　「京都府私立中学・高校入試相談会」（京都駅前メルパルク京都）

Ⅷ　出願

1．出願方法
（ 1）　出願は、インターネットによるWEB出願システムのみ受け付けます。
（ 2）　出願手続きは、本要項６、７ページ「WEB出願の手引」を参照し、「WEB出願の流れ」step1

～ step4までを行うことで完了します。
（ 3）　ＩＰ方式の受験者のみ「調査書（11ページ）［ＩＰ方式用］」「英語資格証明書の写し」を出願

期間内に４ページの書類送付先に郵送してください。
（ 4）　試験当日に持参いただく受験票は、入金確認後、マイページより印刷が可能となります。A4サ

イズの白紙に印刷し、入試当日にご持参ください。

2．出願期間

マイページ登録期間
WEB出願期間

2021年12月13日（月） 〜 2022年 1 月７日（金）　消印有効
※IP方式の受験者のみ書類送付必要

3．検定料および納入方法
（ 1）　検定料　20,000円
（２）　納入方法

WEB出願サイトにてクレジットカード決済、もしくはコンビニエンスストア決済より選択でき
ます。本要項６、７ページを参照してください。
※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。
※検定料以外に、決済手数料が必要です。
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4．書類送付先（ＩＰ方式のみ）
・角２封筒で簡易書留にて郵送してください。
・本校窓口では受け付けません。
〒611-0031　宇治市広野町八軒屋谷33-1
　　　　　　　　　　立命館宇治中学校　入学試験係

Ⅸ　入学試験

1．試 験 会 場　　　立命館宇治中学校
2．試験時間割・選考方法

（ 1 ）　Ａ日程：2022年1月15日（土）　集合8：40

試験区分 8：50～9：00 9：00～10：20 10：35～

自己推薦入試
ｉ推薦入試
ＳＡ推薦入試

諸注意
標準テスト

（国語・算数・社会・理科）
80分・100点

個人面接

試験区分 8：50～9：00 9：00～9：50 10：05～10：55 11：10～11：50 12：05～12：45 13：00～

一般入試【 4科目型】
内申型入試

諸注意
国　語

50分・120点
算　数

50分・120点
理　科

40分・80点
社　会

40分・80点
個人面接

※国語・算数・社会・理科の合計点と国語・算数・理科の合計点を1.25倍したもののうち、高い方を採用し、
　合否判定します。

試験区分 8：50～9：00 9：00～9：50 10：05～10：55 11：10～11：50 12：05～

一般入試【 3科目型】 諸注意
国　語

50分・120点
算　数

50分・120点
理科

40分・80点
個人面接

※国語・算数・理科の合計点を1.25倍して合否判定します。

試験区分 8：50～9：00 9：00～9：25 9：25～10：20 10：35～

一般入試【IP方式】
ｉ推薦入試【IP方式】

諸注意
算数（英語）
25分

小論文（英語）
55分

個人面接（保護者１名同伴）

※算数と小論文の試験の間に休憩時間はありません。
※�小論文は、英語で２題出題され、英語で解答します。算数の出題・解答も英語で行います。
　面接は英語と日本語で実施します。

（₂）　Ｂ日程：2022年1月17日（月）　集合8：40

試験区分 8：50～9：00 9：00～9：50 10：05～10：55 11：10～11：50 12：05～

一般入試 諸注意
国　語

50分・120点
算　数

50分・120点

社　会
40分・80点

個人面接
理　科

40分・80点

※社会か理科のどちらかの科目を出願時に選択します。

3．受験上の注意事項について

WEB出願サイトにて、受験票をA4サイズの白い用紙にカラー印刷の上、入試当日にご持参くだ
さい。
注意事項は、持参していただく受験票の下部に記載していますので、必ず参照してください。
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Ⅹ　合格発表・入学手続
1．合格発表
（ 1）　発表日時　　　　Ａ日程・Ｂ日程　　2022年 1 月18日㈫　15:00
（ 2）　発表場所

本校ホームページに掲載します。本校での掲示はありません。なお、電話での照会には一切お
答えできません。（本校ホームページURL　https://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/）

（ 3）　書類交付
合格者には「合格通知書」および「入学手続のしおり」を当日最終便で郵送いたします。

2．入学手続
期間内に手続を完了してください。詳細は、合格発表の際に送付いたします「入学手続のしおり」
をご参照ください。期間内に手続が完了しない場合は、入学資格を失います。
＜入学金納入＞WEB出願サイトにて Ａ日程・Ｂ日程　2022年 1 月18日㈫〜 1月21日㈮
＜入学手続書類提出＞送付 Ａ日程・Ｂ日程　2022年 1 月18日㈫〜 1月26日㈬
※一旦納入された入学金は、理由の如何にかかわらず返還しません。

3．学費
［参考］初年度学費　2021年度現行（入学金、授業料など）

入　学　金 授業料（年額） 教育充実費（年額） 合　　　計
1 2 0 , 0 0 0 円 6 3 8 , 0 0 0 円 2 9 1 , 0 0 0 円 1 , 0 4 9 , 0 0 0 円

※�IPコースについては上記学費以外にコース費が必要です。（2021年度実績：150,000円）
※�本校では在校生を含め学費を毎年見直しており、来年度の学費は未定です。合格後改めてお知
らせします。

※�上記以外に、制服代・諸会費、学習活動に活用するWindowsタブレットPCの費用が必要です。

４．入学準備のための登校日
入学準備のためのオリエンテーション、制服採寸、英語プレイスメントテストを予定しています。
保護者同伴の上、出席してください。2022年 1 月29日（土）（予定）
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Ⅺ　WEB 出願の手引

事前準備　　下記の１～５を事前にご準備ください。

1 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

セキュリティの観点からブラウザーは最新のものにアップデートしてご利用
ください。

2 利用可能な
メールアドレス（保護者専用）

ご登録いただだいたメールアドレス宛に出願完了や入金確認のメールが届き
ます。常に受信できるメールアドレスをご用意ください。「＠candy-s.jp」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。

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

4 A4サイズをカラー印刷できる
プリンタ

受験に必要な「受験票」をカラー印刷します。A4サイズの白い紙もご用意く
ださい。パソコン、プリンタをお持ちでない方は、コンビニエンスストア等
で印刷が可能です。
※印刷の向きを「縦」に設定して印刷してください。

5 顔写真のデータ
（出願時に登録するために使用します）

写真は、5MB 以下の jpg ファイルをご用意ください。スマートフォンで撮影
した写真も使用可能です。登録時にアップロードしていただきますが、これ以
上のデータ容量の場合アップロードできません。登録画面にガイド線が出ます
ので、写真の指定枠の３分の２程度に顔が収まるように大きさを調整してくだ
さい。登録画面で写真をトリミングすることも可能です。

・出願 3ヶ月以内に撮影したもので、上半身、正面、脱帽の写真。
・背景は無地に限ります。
・個人が特定しづらいものは使用できません。
・カラーのデータを使用してください。
・顔写真が条件に合わない場合、再提出していただく場合があります。

WEB 出願 Q&A

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？

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
ストア等でも印刷が可能です。

メールアドレスがない場合はどう
すればよいですか？

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。

携帯電話のメールアドレスも
登録できますか？

登録できます。携帯電話のアドレスの場合は 
必ず下記ドメインからのメールを受信可能に
設定してください。

＠candy-s.jp

氏名や住所の漢字が登録の際にエ
ラーになってしまいます。どうす
ればよいですか？

氏名の場合は漢字の代用にチェックを入れ、
代替文字もしくは、カナを入力してくださ
い。住所の場合はそのまま代替の文字を入力
してください。本校の入学手続の際に、正し
い漢字を登録できます。

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？

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。どうしても修正が
必要な場合は立命館宇治中学校入学試験係ま
でご連絡ください。

出願完了後に出願内容を
確認できますか？

マイページの申込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。

●！



〉〉〉     

〉〉〉〉     

〉〉〉 

　
〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉〉

─ 7 ─

WEB 出願の流れ

WEB 出願サイトへアクセス
①立命館宇治中学校ホームページへアクセス。
②「WEB 出願」ボタンをクリックして WEB出願システムのトップページへ

立命館宇治中学校ホームページ
https://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/

マイページのユーザー登録
「新規ユーザー登録」ボタンをクリック後、画面の指示に従って必要項目を入力してください。
※事前に常に受信できるメールアドレスをご用意ください。
※迷惑メール対策をされている場合は「＠candy-s.jp」からのメールを受信できるように設定してください。

マイページから出願開始
マイページの「出願する」ボタンをクリック後、
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。

入学検定料のお支払い手続
クレジットカード決済またはコンビニエンスストア決済（現金支払）が選択できます。 
選択する支払い方法により以下の手順が異なります。

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。お支払い前に出願内容をしっかり確認してくだ
さい。コンビニエンスストア決済の場合、支払期限までに入学検定料のお支払いがない場合は、出願情報が無効に
なります。

お支払い完了後、マイページから受験票を印刷　当日持参
入金が確認されると登録済みメールアドレスに「出願完了メール」が届きます。マイページの「受
験票印刷」ボタンをクリックし、受験票をA4サイズの白い紙に印刷し、入試当日にご持参くだ
さい。

・受験票の記載内容を必ず確認してください。
・受験票はキリトリ線で切り離してご持参ください。
・自宅にプリンタがない方は、コンビニエンスストア等でも印刷が可能です。

出願期間：2021年12月13日㈪～2022年1月7日㈮
必ず期間内にstep1～4のWEB出願を済ませてください。

step1

step2

メールアドレスの
登録

志願者情報の
 入力

ID（メールアドレス） と
パスワード発行

マイページに
ログイン

step3

入試選択 アンケート
回答

志願者情報の
確認

出願内容の
確認

step4
クレジットカード決済を選択の場合

下記のクレジットカードを利用してネット上
で支払いが可能です。

コンビニエンスストア支払いを選択の場合

お支払い完了

下記のコンビニエンスストアで支払いが可能
です。

クレジットカードをご用意いただき、画面の指示に
従ってカード名義人、カード番号、セキュリティコー
ドを入力してください。入力データはすべて SSL
（Secure  Socket Layer）でデータ暗号化されます。

ご利用になるコンビニエンスストアを選択すると、
出願手続完了ページにて、お支払い番号と支払期限
が表示されます。コンビニエンスストアでお支払い
ください。

●！

step5

●！
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調　　査　　書
※受験番号

A

B

フリガナ
生年月日
性　　別

西暦 　　　年　　　月　　　日生

男　・　女児童氏名

Ⅰ　評　定　（□ ５段階評価（　　　）年　　　□ ３段階評価（　　　）年） ＊□欄に✓印、（　）内に学年を記入

教　科 国　語 社　会 算　数 理　科 音　楽 図画工作 家　庭 体　育 外国語 評定合計 備　考

５　年

６　年

Ⅱ　出　　欠　　の　　記　　録 Ⅲ　特別活動の記録

欠席日数 欠席の理由
（※欠席のある場合は、必ず記入してください）

５　年  日

６　年  日

Ⅳ　身体の記録（特に注意すべき事項）

【記入する先生方へお願い】
　１．※欄は記入しないでください。
　２． 出欠は評定で証明する学期まで記入してください。
　３． 内申型入試出願の場合は、５段階または３段階の評定でご記入ください。
　　　その他の入試区分につきましても、可能な限り、５段階または３段階の評定でご記入ください。
　４． この調査書は、厳封の上、保護者にお渡しください（開封無効）。

　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　日

学校名 　　

学校長氏名 　　　

記載責任者氏名 　　　

印

印

切
　
り
　
取
　
り

立命館宇治中学校

［内申型入試用］
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切
　
り
　
取
　
り

調　　査　　書
※受験番号 A

フリガナ
生年月日
性　　別

西暦 　　　年　　　月　　　日生

男　・　女児童氏名

Ⅰ　評　定　（□ ５段階評価（　　　）年　　　□ ３段階評価（　　　）年） ＊□欄に✓印、（　）内に学年を記入

教　科 国　語 社　会 算　数 理　科 音　楽 図画工作 家　庭 体　育 外国語 評定合計 備　考

４　年

５　年

６　年

Ⅱ　出　　欠　　の　　記　　録 Ⅲ　特別活動の記録

欠席日数 欠席の理由
（※欠席のある場合は、必ず記入してください）

４　年  日

５　年  日

６　年  日

Ⅳ　身体の記録（特に注意すべき事項）

【記入する先生方へお願い】
　１．※欄は記入しないでください。
　２． 出欠は評定で証明する学期まで記入してください。
　３． 内申型入試出願の場合は、５段階または３段階の評定でご記入ください。
　　　その他の入試区分につきましても、可能な限り、５段階または３段階の評定でご記入ください。
　４． この調査書は、厳封の上、保護者にお渡しください（開封無効）。

　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　日

学校名 　　

学校長氏名 　　　

記載責任者氏名 　　　

印

印

立命館宇治中学校

［ＩＰ方式用］







立命館宇治中学校・高等学校
〒611-0031　京都府宇治市広野町八軒屋谷33番1

TEL：（0774）41-3000（代表）
FAX：（0774）41-3555

ホームページアドレス　https://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/

立命館宇治中学校への交通機関

中書島

京都
河原町

祇園
四条

阪急京都線
ＪＲ京都線

京阪本線 近鉄京都線 JR奈良線

JR琵琶湖線

市営地下鉄烏丸線 京阪本線

京阪宇治線

京阪宇治

立命館宇治
中学校・高等学校

丹波橋

大久保

京都

大和
西大寺

四条
烏丸

ＪＲ
奈良

バスで

京阪宇治駅から約20分

ＪＲ宇治駅から約15分

大久保駅から約10分

新田駅から約10分

近鉄
奈良

新田

ＪＲ宇治

近鉄京都線
約15分

JR奈良線
約20分

JR奈良線
約24分

バス
約15分

徒歩
約20分

徒歩
約20分

バス
約10分

近鉄京都線
約20分

京阪本線
約35分

阪急京都線
約38分

近鉄京都線
約8分

市営地下鉄
約28分

京阪本線
約12分

京阪宇治線
約14分

バス
約20分

JR・近鉄
京都駅

近鉄
大和西大寺駅

京阪
京橋駅

JR
宇治駅

JR
新田駅

阪急
梅田駅

京阪
丹波橋駅

阪急
烏丸駅

近鉄
丹波橋駅

地下鉄
四条駅

京阪
三条駅

京阪
中書島駅

京阪
宇治駅

近鉄
大久保駅

立
命
館
宇
治
中
学
校
・
高
等
学
校


