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2022年度国際入試（海外在住者対象） 

立命館宇治中学校 特別（オンライン）国際入学試験要項 

 

Ⅰ 第１学年を対象とした入試 

 

1. 募集対象の学年・コース、募集人員 

第1学年4月・9月入学 ICコースおよびIPコース   40人 

（※本特別入試、2021年 11月 27日（土）、2022年1月15日（土）の国際入試の合計） 

 

2. 試験日程 

WEB登録期間 2021年 10月25日（月）～11月1日（月） 

書類提出期間 2021年 10月25日（月）～11月8日（月）必着 

インターネット接続確認作業 2021年 11月14日（日） 

面接試験 2021年 11月14日（日） 

筆記試験 2021年 11月21日（日） 

合格発表 2021年 12月3日（金） 

 

3. 出願資格 

以下の(1)及び(2)のいずれも満たす者 

(1) 出願・受験時に海外に在住し、かつ、海外で就学している者 

(2) 本校の国際入試の出願資格を満たす者 

（出願資格については「2022 年度国際入学試験要項」をご参照ください） 

https://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/common/file/admission/document/2022_junior_webkokusai.pdf 

 

※「特別国際入学試験」は2021年 11月 27日（土）の国際入試と同時に出願することはできません。  

※「特別国際入学試験」を受験し不合格となった場合、2022年 1月15日（土）の国際（帰国生徒・

外国籍生徒）入学試験への出願は可能です。 

※「特別国際入学試験」で不合格となり、1月に再度、受験する場合、原則すべての必要書類の提出

が必要です。ただし、成績や英語資格証明について更新がなく、11月入試で提出した書類を引き

続き 1 月入試で使用を希望する場合は、その旨、志願者身上書の備考欄に記載することでそれが

可能となります。 
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4. 試験区分・方式 

筆記試験・面接をすべてオンラインで実施します。 

■第1学年 

コース 試験区分 方式 試験科目 

IC 

コース 

国際自己推薦 オンライン一般方式 
小論文（日本語または英語）・面接（保護者1名同伴） 

国際 
オンラインA方式 

オンラインB方式 小論文（日本語または英語）・算数・面接（保護者1名同伴） 

IP 

コース 

国際自己推薦 
オンラインIP方式 小論文（英語）・算数（英語）・面接（保護者1名同伴） 

国際 

(1) 試験区分「国際自己推薦」について 

国際自己推薦区分での受験を希望の方は出願に先立ち、「国際自己推薦区分出願資格確認」を受けるために申

請が必要です。→「12.出願に先立つ事前の資格確認について（国際自己推薦区分希望者のみ）」参照のこと 

(2) オンラインA方式について 

「オンラインA方式」は1ページに記載のある「3.出願資格」に加え、下記の①または②に該当する者が 

選択できます。 

①日本における小学校6年間の課程のうち、海外現地校（日本人学校を含まない）またはインターナショルス 

クールにおいて3年以上履修した者。 

②日本における小学校4年生から6年生の3年間に相当する課程のうち、海外現地校（日本人学校を含まない） 

またはインターナショナルスクールにおいて1年6カ月以上履修した者。 

(3) 第二志望について 

オンラインA方式を選択できる者がオンラインIP方式を第一志望として出願する場合、ICコース（一般

授業※１）に入ることを第二志望とし、オンラインA方式の判定を受けることができます。 

※１ 一般授業は日本語で行われ、英語の授業はグレード別で実施されます。また、オンラインA方式の入

学者は国語・社会・数学・理科の放課後補習授業を受けることができます。 

 

5. 選考方法 

コース 選考方法 

オンライン一般方式 提出書類、筆記試験〔小論文（日本語または英語）〕、面接による総合判定 

オンラインA方式 提出書類、筆記試験〔小論文（日本語または英語）〕、面接による総合判定 

オンラインB方式 提出書類、筆記試験〔小論文（日本語または英語）・算数〕、面接による総合判定 

オンラインIP方式 提出書類、筆記試験〔小論文（英語）・算数（英語）〕、面接（英語）による総合判定 

 

6. インターネット接続確認作業 

2021年 11月14日（日）   第一部 10：00（日本時間）以降 30分間 

         第二部 16：00（日本時間）以降 30分間 

 ※第一部もしくは第二部、どちらかの時間帯で設定します。実施時間については、11月10日（水）頃出

願時に登録いただいたメール宛に連絡します。希望制ではありません。 

  ※インターネット接続確認作業時は、保護者が同室いただいても構いません。   
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7. 面接試験 

11月 14日（日）、インターネット接続確認作業に引き続いて順番に実施します。面接試験の時間は11月10日

（水）頃、出願時に登録いただいたメールアドレスに連絡します。 

※最初に志願者本人へ面接を行います。この時保護者の同室は認めません。その後、面接官の指示に従って

保護者1名に入室していただき、保護者同伴の面接を行います。 

 

8. 筆記試験時間割（日本時間） 

2021年 11月21日（日） 

方式 9:30～9:50 9:50～10:00 10:00～11:00 11:00～11:20 11:20～11:40 

オンライン一般方式 
オンラインA方式 

接続準備 諸注意 小論文 答案送信 - 

オンラインB方式 接続準備 諸注意 小論文 算数 答案送信 

オンラインIP方式 接続準備 諸注意 小論文 算数 答案送信 

【注意事項】 小論文と算数の試験の間に休憩時間はありません。 

面接試験、筆記試験は出願時に記載した在住国・地域で受験してください。 

 

9. インターネット接続確認作業までの準備 

インターネット接続確認作業および特別国際入学試験では、Zoom Video Communicationsが提供するWEBビデ   

オ会議サービス「ZOOM」を利用いたします。そのために以下の環境が必要になります。 

(1) インターネットに常時接続できる環境 

(2) 個室などの試験時間帯に周囲との連絡が遮断できる静寂な環境 

(3) WEBカメラ、マイク、スピーカーの環境が整ったパソコン 

・WEBカメラとマイクはパソコン内蔵または外付け製品いずれでも構いません。 

  ・パソコンは電源ケーブルを接続して使用してください。 

・周囲の状況および受験生の様子を確認するため、試験監督がWEBカメラの角度や方向の変更を指示する 

場合があります。 

(4) カメラまたはカメラ機能付きのスマートフォンやタブレット（筆記試験後、答案用紙をスキャンまたは撮

影し、そのデータを送信するため） 

(5) PDF データを A4 サイズ紙に印刷できる環境（事前にメールで送信される答案用紙の PDF データを試験当

日までにA4サイズ紙に印刷するため） 

 

10. 受験上の注意事項及び禁止・不正行為 

・マスクを外した状態で受験すること。 

・受験時には、受験票を手元に用意すること。 

・試験に利用するパソコン、受験票・筆記具以外のものは、手元や机上に置かないこと。 

・原則、試験中は退室できません。体調不良等の場合は、試験監督に申し出ること。 

・他者による、なりすまし受験やカンニング行為、試験時間中の第三者との会話や連絡、使用する機器以外の 

機器を操作する行為などの不正行為は行わないこと。 

・不正行為があった場合、即時に試験中止を命じ、試験を無効とします。 
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・試験当日、万が一通信状況が乱れるなどの理由によってオンライン試験が受験できない事態が発生した場合 

は、慌てずに本校まで電話で連絡すること。 

・試験当日または後日に違反する事案等が判明した場合、合格を取り消すことがあります。また、入学試験に 

関わる業務のみに使用することを目的として、本校が試験の様子を録画する場合があります。 

 

11. 合格発表 

(1) 合格発表 

2021年 12月3日（金）15：00 本校ホームページにて発表 

※電話での照会には一切お答えできません。 

(2) 入学手続期間 

入学金納入 ：2021年 12月 3 日（金）～12月17日（金）（WEB出願サイトへアクセス）  

入学手続書類提出： 2022年 1 月 18日（火）～ 1 月 26日（水） 

※一旦納入された入学金は、理由の如何にかかわらず返還いたしません。 

※期間内に手続が完了しない場合は、入学資格を失います。  

(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120,000円  授業料（年額）638,000円  教育充実費（年額）291,000円 

合計 1,049,000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タブレットパソコンの費用が必要です。  

(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） 

 

12. 出願に先立つ事前の資格確認について（国際自己推薦区分希望者のみ） 

国際自己推薦区分での出願希望者は、特別国際入学試験の出願に先立ち、事前に資格確認を申請し資格が確認 

される必要があります。 

【国際自己推薦区分での出願までの流れ】 

提出書類の郵送→書類審査→審査結果の通知→資格が確認された場合、国際自己推薦区分での出願を行う 

(1) 出願資格  

① 学業、人物ともに優れ、本校を第一志望とする者。 

② 2009年 4月2日～2010年 4月1日の間に生まれた者。 

※詳しい基準については本校入試センターまでお問い合わせください。 

(2) 申し込み方法 

次の①～③の書類を準備の上、本校宛に申請期間内に郵送してください。郵送はDHLや EMS等記録の残る 

国際郵便を使用してください。 

① 国際自己推薦入学試験出願資格確認申請書（本校ホームページより書式をダウンロード） 

② 小学校4年生、5年生、6年生の通知表のコピー（最終学年のものは一部でもよい） 
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③ 志望理由書 

※上記に加えて、学力資料や英語資格をお持ちの場合はそのコピーも同封すること 

(3) 推薦審査書類の提出期間 

2021年 9月6日（月）～2021年 10月12日（火）必着 

(4) 資格確認結果の通知 

本校より郵送します。 

(5) その他 

国際自己推薦区分の資格確認を受けた場合、試験区分「国際自己推薦」にて出願してください。資格が 

確認されなかった場合、試験区分「国際」にて出願が可能です。 

 

13. 出願方法 

(1) 出願方法 

出願はWEB登録を行い、その後出願書類一式を郵送することで完了となります。 

※WEB登録期間初日に本校ホームページのトップページに出願用バナーが設置されます。バナーからWEB

出願サイトにアクセスのうえ、出願してください。 

※WEB登録期間と書類郵送期間は異なりますのでご注意ください。 

＜本校ホームページ＞https://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/ 

      

  【出願期間】 

    WEB登録期間：2021年 10月 25日（月）〜11月1日（月） 

    書類郵送期間：2021年 10月 25日（月）～11月8日（月）必着 

【出願書類送付先】 

〒611−0031 京都府宇治市広野町八軒屋谷33番1 立命館宇治中学校・高等学校 国際入試係宛 

※出願書類は、WEB出願サイトにて入学願書宛名ラベルを印刷し、角2封筒（240㎜×332㎜）程度の表 

書きに貼り付け、本校に期間内に郵送ください。郵送はDHLや EMS等記録の残る国際郵便を使用して 

ください。 

 

(2) 提出書類 

●印のすべての書類を提出してください。また、△印は該当者のみ提出してください。 

出願書類  備考 

①入学願書 ● WEB 出願サイトにて印刷 

②志願者身上書 ● WEB 出願サイトにて印刷 

③成績証明書補足調書・修学状況報告書 △ 該当者のみ「2022 年度国際入学試験要項」綴込みを使用 

④成績証明書 ● 
過去 3 年分。最終学年のものは、その学年の一部でも 

よい。コピー不可。 

⑤在学証明書 △ 
該当者のみ、「2022 年度国際入学試験要項」を参照。 

コピー不可。 

⑥英語資格証明書の写し △ 
IP コース出願者は要提出。（TOEFL・TOEFL junior・
TOEIC・IELTS・Cambridge・英語検定） 
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(3) 検定料および納入方法 

20,000円 

WEB出願サイトにてクレジットカード決済をご選択ください。 

(4) 受験票について 

WEB登録後、マイページにて出力が可能です。受験時に手元にあるよう準備してください。 
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Ⅱ 編入学試験 

1. 募集対象の学年・コース、募集人員 

・第2学年4月入学 ICコースおよびIPコース編入 若干名 

・第3学年4月入学（IPSプログラム含む）編入  若干名 

 ※各コースの概要については、学校パンフレットでご確認ください 

http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/ 

 ※IPSプログラムについては、国際入試係にお問い合わせください。 

2. 試験日程 

WEB登録期間 2021年 10月25日（月）～11月1日（月） 

書類提出期間 2021年 10月25日（月）～11月8日（月）必着 

インターネット接続確認作業 2021年 11月14日（日） 

面接試験 2021年 11月14日（日） 

筆記試験 2021年 11月21日（日） 

合格発表 2021年 12月3日（金） 

 

3. 出願資格 

1ページ目に記載のある「3.出願資格」を満たすことに加えて、下記の①および②に該当する者が出願で 

きます。 

① 本校の2022年度の入試を受験していないこと。 

② 出願する編入学試験の直前の編入学試験日より前に国内の中学校に在籍していないこと。 

 

4. 試験区分・方式 

・筆記試験・面接をすべてオンラインで実施します。 

 ・就学経歴にかかわらず下記のいずれかの方式で受験してください。 

■第2学年 

ICコース オンラインA方式 小論文（日本語または英語）・面接（保護者1名同伴） 

IPコース オンラインIP方式 小論文（英語）・数学（英語）・面接（保護者1名同伴） 

 

■第3学年 

「一般授業」※１ オンラインA方式 小論文（日本語または英語）・面接（保護者1名同伴） 

IPSプログラム オンラインIP方式 小論文（英語）・数学（英語）・面接（保護者1名同伴） 

 ※1  ２ページ 目「4.試験区分・方式」の※１をご確認ください。 

5. 選考方法 

コース 選考方法 

オンラインA方式 提出書類、筆記試験〔小論文（日本語または英語）〕、面接による総合判定 

オンラインIP方式 提出書類、筆記試験〔小論文（英語）・数学（英語）〕、面接（英語）による総合判定 
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6. インターネット接続確認作業 

   2ページ目「6.インターネット接続確認作業」をご確認ください。 

 

7. 面接試験、 

3ページ目「7.面接試験」をご確認ください。 

 

8. 筆記試験時間割（日本時間） 

 2021年 11月21日（日） 

 9:30～9:50 9:50～10:00 10:00～11:00 11:00～11:20 11:20～11:40 

オンラインA方式 接続準備 諸注意 小論文 答案送信 - 

オンラインIP方式 接続準備 諸注意 小論文 数学 答案送信 

【注意事項】 小論文と数学の試験の間休憩時間はありません。 

    面接試験、筆記試験は出願時に記載した在住国・地域で受験してください。 

 

9. インターネット接続確認作業までの準備 

3ページ目「9.インターネット接続確認作業までの準備」をご確認ください。 

 

10. 受験上の注意事項及び禁止・不正行為 

3ページ目「10.受験所の注意事項及び禁止・不正行為」をご確認ください。 

 

11. 合格発表 

   4ページ目「11．合格発表」をご確認ください。 

 

12. 出願方法 

   5ページ目「13．出願方法」をご確認ください。 

 

以上 


