
https://www.kurashiki .ac. jp/index.html

中学校の先生から許可をいただいた生徒のみ「STEP2」へ進んでください。

中学校の先生から許可をえた生徒のみ「STEP4」へ進んでください。

導入校19校のいずれかのオープンスクール申込時にメールアドレスを登録した方は❹へ進んでください。

※誤りや不明な点がある場合はサポートセンター0120-907-867（２４時間受付）までお問合せください。

「コンビニ印刷方法」

「コンビニ支払い方法」

「コンビニ印刷方法」

インターネット出願の流れ（中学校の先生の指示に従ってください）

生徒募集要項

KURASHIKI HIGH SCHOOL

令和5年度（2023年度）入試

〒710‒0012  岡山県倉敷市鳥羽283
TEL：（086）462-9000　　FAX：（086）462-9070



募集定員

出願資格 令和5年（2023年）３月中学校等を卒業する見込の者、及び中学校等を卒業した者

1．入試の種類（選抜１期入試・選抜２期入試）
学科試験入試または、以下の５種類のクエスト入試（特別入試）から1つ選択することができます。
※クエスト入試（特別入試）の希望者は、「入学願書」「受験票」の備考欄へ希望する入試の種類を〇で囲んでください。

３．選考方法
入試の結果、志望理由書・調査書の内容等より総合的に合否を判定します。

４．評定について
中学2年次または3年次のどちらかよい方の9教科5段階評定合計を適用します。

2．入試加点制度（選抜１期入試・選抜２期入試）

入試日程

入試について

区分
選抜1期入試

選抜2期入試
1日目 2日目

試験日 1月26日（木） 1月27日（金） 2月20日（月）

科・コース

・普通科
  特進国大（S）コース
・普通科
  進学チャレンジコース ・普通科

  総合探究コース

・普通科
  特進アドバンス（A）コース

・商業科

・普通科 特進国大（S）コース
・普通科 特進アドバンス（A）コース
・普通科 進学チャレンジコース
・普通科 総合探究コース
・商業科

出願エントリー
期間 令和5年1月30日（月）～令和5年2月8日（水）

令和5年２月１0日（金）～令和5年2月14日（火）
※平日9：00～17：00まで

令和4年12月１日（木）～令和5年1月10日（火）

令和5年1月１3日（金）～令和5年1月17日（火）
※平日9：00～17：00まで

・郵送の場合は簡易書留で出願期間内必着（「出願書類在中」と封筒に明記してください。）

出願方法

出願期間

・P.7「出願エントリーの手引き」に沿って、本校ホームページよりインターネットで出願エントリーを
 行ってください。（入学検定料の支払いも含む）

・出願書類は、P.4「❻出願手続き」をご確認いただき、出願期間内に中学校から持参または郵送で
 ご提出ください。

試験会場 倉敷高等学校

入学検定料

１３,０００円１３,０００円

選抜１期入試を受験する場合、1日分の検定料で本校の
１日目と２日目の両日受験することができます。

合格発表 2月3日（金） 2月22日（水）

入学時納付金
納付期限

専願：2月  9日（木）
併願：3月18日（土）

専願：2月28日（火）
併願：3月18日（土）

入学予定者登校日 専願：3月4日（土）　併願：3月18日（土）

入試の種類 入試内容 対象者

学科試験入試
【専願・併願】

1.学科試験：国語、数学、英語（リスニングあり） ※各教科100点満点
※数学「三平方の定理」以降の内容は出題しません。
2.「志望理由書」の記入（20分）

1.すべての学科試験を免除
2.「志望理由書」を出願時に願書と合わせて提出
※書式＜様式③＞は本校ホームページよりダウンロードしてください。

※高得点重視型入試を選択すると、30点アップとなります。

◆成績奨学生・チャレンジ奨学生希望者は学科試験の受験が必要

全科・コース

1.全科・コース
2.英検 準２級以上の取得者

特進国大（S）コース
特進アドバンス（A）コース
進学チャレンジコース

1.特進国大（S）コース
2.中学２年次または３年次いずれかの９教科の５段階
評定合計が３６以上かつ、数学は４以上の者

1.進学チャレンジコース
2.中学２年次または３年次いずれかの９教科の５段階
評定合計が２７以上の者

1.総合探究コース、商業科
2.中学２年次または３年次いずれかの９教科の５段階
評定合計が２４以上の者

⒈学科試験
免除型入試
【専願・併願】

最も高い点数の教科を２倍、その他の教科を０．５倍として合否判定し、
成績奨学生・チャレンジ奨学生の判定も行う。

数学の問題に対し記述、口頭で発表する個人面接と口頭試問
（45分程度）
◆成績奨学生希望者は学科試験の受験が必要

スポーツ・芸術・文化活動など中学校３年間で取り組んだ活動を模造
紙、パソコンなどを用いて発表する個人面接と口頭試問（30分程度）
◆チャレンジ奨学生希望者は学科試験の受験が必要

例）英語80点×   2倍＝160点
　  数学40点×0.5倍＝20点
　  国語60点×0.5倍＝30点

合計210点で判定
（通常180点）

⒉高得点
重視型入試
【専願のみ】

⒊数学思考
重視型入試
【専願のみ】

⒋プレゼン
テーション型入試
【専願のみ】

中学３年間で特に取り組んだ活動について事前に作文（200～300字
程度）をし、内容を発表する個人面接と口頭試問（15分程度）
◆チャレンジ奨学生希望者は学科試験の受験が必要

⒌活動
重視型入試
【専願のみ】

ク
エ
ス
ト
入
試（
特
別
入
試
）

加点の種類 加点内容 対象者

評定・得点加点【専願のみ】
9教科の5段階評定合計に＋２

学科試験の得点合計に＋２０点

※学科試験入試のみの制度となります。

全科・コース

総合探究コース、商業科

検定加点【専願・併願】 学科試験の得点合計に　３級＋５点、準２級＋１０点、２級＋１５点
※同一検定は、上位級を加点し、異なる検定はそれぞれ加点

1.全科・コース
2.漢検・数検・英検３級以上取得者

2 3

選抜２期入試を受験される方で、すでに本校
の選抜１期入試を受験された方も、検定料が
必要となります。

科・コース 定員

普通科

特進国大（S）コース

260名

70名

特進アドバンス（A）コース
進学チャレンジコース
総合探究コース

商業科

入試の時間帯と受験上の注意など
１．入試の時間割（予定） ※学科試験を受けられる方は、校内で受験会場配置図を受け取り、９：００までに各受験会場へ入室してください。

※クエスト入試（特別入試）のみ受けられる方は、１２：00～１２：35までに本校事務室で受付をしてください。

時　間

   ９：００～

  ９：１５～１０：００

１０：１５～１１：００

１１：１５～１２：００

１２：００～

１２：１５～１２：35

１２：５０～

出欠確認、諸注意

国　語（45分）

数　学（45分）
英　語（45分）
※リスニング含む

昼食休憩 受付・入室

個人面接等※終了時間は当日お知らせします。

休　憩

「志望理由書」記入等

－

－

学科試験入試のみ 学科試験＋クエスト入試 クエスト入試のみ



募集定員

出願資格 令和5年（2023年）３月中学校等を卒業する見込の者、及び中学校等を卒業した者

1．入試の種類（選抜１期入試・選抜２期入試）
学科試験入試または、以下の５種類のクエスト入試（特別入試）から1つ選択することができます。
※クエスト入試（特別入試）の希望者は、「入学願書」「受験票」の備考欄へ希望する入試の種類を〇で囲んでください。

３．選考方法
入試の結果、志望理由書・調査書の内容等より総合的に合否を判定します。

４．評定について
中学2年次または3年次のどちらかよい方の9教科5段階評定合計を適用します。

2．入試加点制度（選抜１期入試・選抜２期入試）

入試日程

入試について

区分
選抜1期入試

選抜2期入試
1日目 2日目

試験日 1月26日（木） 1月27日（金） 2月20日（月）

科・コース

・普通科
  特進国大（S）コース
・普通科
  進学チャレンジコース ・普通科

  総合探究コース

・普通科
  特進アドバンス（A）コース

・商業科

・普通科 特進国大（S）コース
・普通科 特進アドバンス（A）コース
・普通科 進学チャレンジコース
・普通科 総合探究コース
・商業科

出願エントリー
期間 令和5年1月30日（月）～令和5年2月8日（水）

令和5年２月１0日（金）～令和5年2月14日（火）
※平日9：00～17：00まで

令和4年12月１日（木）～令和5年1月10日（火）

令和5年1月１3日（金）～令和5年1月17日（火）
※平日9：00～17：00まで

・郵送の場合は簡易書留で出願期間内必着（「出願書類在中」と封筒に明記してください。）

出願方法

出願期間

・P.7「出願エントリーの手引き」に沿って、本校ホームページよりインターネットで出願エントリーを
 行ってください。（入学検定料の支払いも含む）

・出願書類は、P.4「❻出願手続き」をご確認いただき、出願期間内に中学校から持参または郵送で
 ご提出ください。

試験会場 倉敷高等学校

入学検定料

１３,０００円１３,０００円

選抜１期入試を受験する場合、1日分の検定料で本校の
１日目と２日目の両日受験することができます。

合格発表 2月3日（金） 2月22日（水）

入学時納付金
納付期限

専願：2月  9日（木）
併願：3月18日（土）

専願：2月28日（火）
併願：3月18日（土）

入学予定者登校日 専願：3月4日（土）　併願：3月18日（土）

入試の種類 入試内容 対象者

学科試験入試
【専願・併願】

1.学科試験：国語、数学、英語（リスニングあり） ※各教科100点満点
※数学「三平方の定理」以降の内容は出題しません。
2.「志望理由書」の記入（20分）

1.すべての学科試験を免除
2.「志望理由書」を出願時に願書と合わせて提出
※書式＜様式③＞は本校ホームページよりダウンロードしてください。

※高得点重視型入試を選択すると、30点アップとなります。

◆成績奨学生・チャレンジ奨学生希望者は学科試験の受験が必要

全科・コース

1.全科・コース
2.英検 準２級以上の取得者

特進国大（S）コース
特進アドバンス（A）コース
進学チャレンジコース

1.特進国大（S）コース
2.中学２年次または３年次いずれかの９教科の５段階
評定合計が３６以上かつ、数学は４以上の者

1.進学チャレンジコース
2.中学２年次または３年次いずれかの９教科の５段階
評定合計が２７以上の者

1.総合探究コース、商業科
2.中学２年次または３年次いずれかの９教科の５段階
評定合計が２４以上の者

⒈学科試験
免除型入試
【専願・併願】

最も高い点数の教科を２倍、その他の教科を０．５倍として合否判定し、
成績奨学生・チャレンジ奨学生の判定も行う。

数学の問題に対し記述、口頭で発表する個人面接と口頭試問
（45分程度）
◆成績奨学生希望者は学科試験の受験が必要

スポーツ・芸術・文化活動など中学校３年間で取り組んだ活動を模造
紙、パソコンなどを用いて発表する個人面接と口頭試問（30分程度）
◆チャレンジ奨学生希望者は学科試験の受験が必要

例）英語80点×   2倍＝160点
　  数学40点×0.5倍＝20点
　  国語60点×0.5倍＝30点

合計210点で判定
（通常180点）

⒉高得点
重視型入試
【専願のみ】

⒊数学思考
重視型入試
【専願のみ】

⒋プレゼン
テーション型入試
【専願のみ】

中学３年間で特に取り組んだ活動について事前に作文（200～300字
程度）をし、内容を発表する個人面接と口頭試問（15分程度）
◆チャレンジ奨学生希望者は学科試験の受験が必要

⒌活動
重視型入試
【専願のみ】

ク
エ
ス
ト
入
試（
特
別
入
試
）

加点の種類 加点内容 対象者

評定・得点加点【専願のみ】
9教科の5段階評定合計に＋２

学科試験の得点合計に＋２０点

※学科試験入試のみの制度となります。

全科・コース

総合探究コース、商業科

検定加点【専願・併願】 学科試験の得点合計に　３級＋５点、準２級＋１０点、２級＋１５点
※同一検定は、上位級を加点し、異なる検定はそれぞれ加点

1.全科・コース
2.漢検・数検・英検３級以上取得者

2 3

選抜２期入試を受験される方で、すでに本校
の選抜１期入試を受験された方も、検定料が
必要となります。

科・コース 定員

普通科

特進国大（S）コース

260名

70名

特進アドバンス（A）コース
進学チャレンジコース
総合探究コース

商業科

入試の時間帯と受験上の注意など
１．入試の時間割（予定） ※学科試験を受けられる方は、校内で受験会場配置図を受け取り、９：００までに各受験会場へ入室してください。

※クエスト入試（特別入試）のみ受けられる方は、１２：00～１２：35までに本校事務室で受付をしてください。

時　間

   ９：００～

  ９：１５～１０：００

１０：１５～１１：００

１１：１５～１２：００

１２：００～

１２：１５～１２：35

１２：５０～

出欠確認、諸注意

国　語（45分）

数　学（45分）
英　語（45分）
※リスニング含む

昼食休憩 受付・入室

個人面接等※終了時間は当日お知らせします。

休　憩

「志望理由書」記入等

－

－

学科試験入試のみ 学科試験＋クエスト入試 クエスト入試のみ



合格発表

スライド合格

奨学生制度

1.合否結果は中学校宛に通知します。校内での掲示による発表は行いません。
　また、電話での問い合わせには応じられません。

3.合格通知書について、コンピュータで処理する上で扱えない漢字は、JIS第1、第2水準の漢字で対応となります。

※出願手続きについては、在籍中学校より本校部活動顧問にお問い合わせください。

（1）条件：能力・技能・学業・人物ともに優れ、部活動での活躍が期待でき、出身中学校長の推薦が得られる者。
（2）対象の部活動：陸上競技・ラグビー・剣道・空手道・サッカー・レスリング・硬式野球・吹奏楽
（3）部活動奨学生推薦書＜様式②＞を出願の際に提出してください。様式②は本校ホームページよりダウンロードが可能です。

※郵送を希望される中学校は、出願の際にその旨をお知らせください。
※上記以外の合格通知書の受け取り方を希望される場合は、出願時に申し出てください。

1．成績奨学生（専願・併願）、チャレンジ奨学生（専願のみ）

選抜1期入試により決定 　いずれの奨学生も、入学後の資格継続については規程に基づき審査があります。
　判定結果は、奨学生資格を得られた方へのみ、入試結果とあわせて通知いたします。

２．部活動奨学生（専願のみ）

1.志望の科・コースの合格基準に満たない場合は、他の科・コースに合格できる制度です。
2.スライド合格の目安はP4.「❼合格の目安」を参照してください。
※専願者がスライド合格した場合は、併願者扱いとなります。

対象

全科・コース ９教科の５段階評定合計２２以上
中学３年次の欠席が１０日以内

２０，０００円

奨学金
（月額）

入学金
（70,000円）

教育充実費
（50,000円） 判定基準

費用等

成績SS奨学生

成績Ｅ奨学生

5０，０００円

３０，０００円

２０，０００円

２6０点

２3０点

特進国大（S）コース
特進アドバンス（A）コース

進学チャレンジコース
総合探究コース
商業科

チャレンジ奨学生

奨学金
（月額）

判定基準点
（学科試験の得点合計）種類

費用等
種類

学科試験の得点合計
上位約３％

部活動Ａ奨学生

部活動Ｂ奨学生

入学金
（70,000円）対　象 教育充実費

（50,000円）

吹奏楽部は、セレクションを実施します。
日時：第1回セレクション 11月12日（土）13：30～ 第2回セレクション 11月19日（土）13：30～

免除免除

－－

免除免除

－－

対象

特進国大（S）コース
特進アドバンス（A）コース

奨学金
（月額）

費用等
種類
成績S奨学生
成績A奨学生
成績B奨学生

４０，０００円
２０，０００円
１０，０００円

2.合格通知書は、願書を持参された中学校には、発表当日の8：00以降に本校窓口でお渡しします。
願書を郵送された中学校は、合格通知書を郵送します。

4 5

合格の目安

科・コース

商業科
（1）上記（ア）（イ）のいずれか優位となる合計、志望理由書・調査書の内容等より総合的に合否を判定します。
（2）（ア）の学科試験の得点合計は、入試加点制度の加点、高得点重視型入試の点数を反映させた点数です。
（3）過年度卒業生の評定合計による合否判定は行いません。

普
通
科

特進国大（S）コース
特進アドバンス（A）コース
進学チャレンジコース
総合探究コース

合格の目安
（ア）学科試験の得点合計

２２０点程度
１８０点程度
１５０点程度
１００点程度
１００点程度

36程度
30程度
27程度
24程度
24程度

（イ）９教科の５段階評定合計

出願手続き

①入学願書
（1）P.7「出願エントリーの手引き」をご参照いただき、出願エントリー（入学検定料の支払いを含む）を済

ませたものを印刷してください。
（2）クエスト入試（特別入試）の希望者は、「入学願書」「受験票」の備考欄へ希望する入試の種類を○で

囲んでください。

（1）各学年で年間30日以上の欠席がある場合は、「副申書」＜様式①＞を必ず提出してください。様式①は
本校ホームページよりダウンロードが可能です。

（2）部活動奨学生として推薦された場合は、部活動奨学生推薦書＜様式②＞を必ず提出してください。
　　様式②は本校ホームページよりダウンロードが可能です。
（3）英検準2級以上取得者でクエスト入試（特別入試）のうち学科試験免除型入試で出願する方は、担当

教員の署名と捺印をされた「志望理由書」をご提出下さい。＜様式③＞は本校ホームページよりダウ
ンロードが可能です。

受験番号ごとに上記①②③（③は必要な場合のみ）の順に重ねて、左上をホッチキスでとめてください。
１日目・２日目、科・コースなどの区分に関係なく 、受験番号順に重ねてご提出ください。

（1）中学校で作成してください。
（2）岡山県については、岡山県教育委員会所定の調査書、その他の都道府県は、私学所定の調査書または

教育委員会所定の調査書をご利用ください。
（3）記入上の注意等も県のものに準じます。
（4）3年次の評定については、3学期制の場合は2学期末までのもの、2学期制については12月時点のもの

を記入してください。
（5）各教科の評定が10段階の場合は、5 段階に換算して記入してください。
（6）漢検・数検・英検3級以上取得者については、「総合所見及び参考となる事項」欄に記入してください。 
（7）選抜１期入試で両日受験する場合は、調査書・副申書（必要な場合のみ）をそれぞれ2枚（１枚はコピー可）を

用意してください。
（8）選抜１期入試を受験された方が選抜２期入試で出願する場合は、調査書・副申書（必要な場合のみ）をも

う１枚ご用意ください。ただし、変更がなければコピーでかまいません。

②調査書
出願書類

③その他

出願にあたってのお願い

※提出された書類及び入学検定料は、返却いたしません。
※入学願書、受験票については、コンピューターで処理する上で扱えない漢字は、JIS第1、第2水準の漢字で対応となります。

2.受験上の注意
（1）当日は受験票、筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム）、上履きを持参してください。
（2）クエスト入試（特別入試）で、事前に資料、作文が必要な方は、忘れず持参してください。
（3）クエスト入試（特別入試）を受けられる方で、成績奨学生・チャレンジ奨学生希望のために学科試験を受験する方は、昼食を持参してください。
　学科試験入試（クエスト入試を受験しない）の方は、昼食は不要です。

（1）選抜１期入試については、両日とも入試送迎バスを運行しますのでご利用ください。
 〔運行方面〕　茶屋町方面、早島方面、児島方面、福田・福田南・新田方面、水島・連島・連島南・南中方面
  学科試験入試のみの時間に合わせて運行します。クエスト入試（特別入試）の時間では運行しませんのでご注意ください。

（2）出願エントリー時に必ず選択（利用する・しない）をお願いします。
（3）運行時間等については、対象の中学校へ別途運行予定をご案内します。
（4）帰りの運行時間は各方面によって異なります。乗車される方が全員揃い次第出発します。
（5）新型コロナウイルス感染症の状況により運行の可否を判断する場合があります。予めご了承ください。

3.試験当日の交通機関について
（1）原則、公共交通機関をご利用ください。

4.入試送迎バスについて

入学時に成績奨学生の資格を得られなかった場合も、
入学後の学業成績等により新たに以下の成績奨学生の資格を得ることができます。



合格発表

スライド合格

奨学生制度

1.合否結果は中学校宛に通知します。校内での掲示による発表は行いません。
　また、電話での問い合わせには応じられません。

3.合格通知書について、コンピュータで処理する上で扱えない漢字は、JIS第1、第2水準の漢字で対応となります。

※出願手続きについては、在籍中学校より本校部活動顧問にお問い合わせください。

（1）条件：能力・技能・学業・人物ともに優れ、部活動での活躍が期待でき、出身中学校長の推薦が得られる者。
（2）対象の部活動：陸上競技・ラグビー・剣道・空手道・サッカー・レスリング・硬式野球・吹奏楽
（3）部活動奨学生推薦書＜様式②＞を出願の際に提出してください。様式②は本校ホームページよりダウンロードが可能です。

※郵送を希望される中学校は、出願の際にその旨をお知らせください。
※上記以外の合格通知書の受け取り方を希望される場合は、出願時に申し出てください。

1．成績奨学生（専願・併願）、チャレンジ奨学生（専願のみ）

選抜1期入試により決定 　いずれの奨学生も、入学後の資格継続については規程に基づき審査があります。
　判定結果は、奨学生資格を得られた方へのみ、入試結果とあわせて通知いたします。

２．部活動奨学生（専願のみ）

1.志望の科・コースの合格基準に満たない場合は、他の科・コースに合格できる制度です。
2.スライド合格の目安はP4.「❼合格の目安」を参照してください。
※専願者がスライド合格した場合は、併願者扱いとなります。

対象

全科・コース ９教科の５段階評定合計２２以上
中学３年次の欠席が１０日以内

２０，０００円

奨学金
（月額）

入学金
（70,000円）

教育充実費
（50,000円） 判定基準

費用等

成績SS奨学生

成績Ｅ奨学生

5０，０００円

３０，０００円

２０，０００円

２6０点

２3０点

特進国大（S）コース
特進アドバンス（A）コース

進学チャレンジコース
総合探究コース
商業科

チャレンジ奨学生

奨学金
（月額）

判定基準点
（学科試験の得点合計）種類

費用等
種類

学科試験の得点合計
上位約３％

部活動Ａ奨学生

部活動Ｂ奨学生

入学金
（70,000円）対　象 教育充実費

（50,000円）

吹奏楽部は、セレクションを実施します。
日時：第1回セレクション 11月12日（土）13：30～ 第2回セレクション 11月19日（土）13：30～

免除免除

－－

免除免除

－－

対象

特進国大（S）コース
特進アドバンス（A）コース

奨学金
（月額）

費用等
種類
成績S奨学生
成績A奨学生
成績B奨学生

４０，０００円
２０，０００円
１０，０００円

2.合格通知書は、願書を持参された中学校には、発表当日の8：00以降に本校窓口でお渡しします。
願書を郵送された中学校は、合格通知書を郵送します。
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合格の目安

科・コース

商業科
（1）上記（ア）（イ）のいずれか優位となる合計、志望理由書・調査書の内容等より総合的に合否を判定します。
（2）（ア）の学科試験の得点合計は、入試加点制度の加点、高得点重視型入試の点数を反映させた点数です。
（3）過年度卒業生の評定合計による合否判定は行いません。

普
通
科

特進国大（S）コース
特進アドバンス（A）コース
進学チャレンジコース
総合探究コース

合格の目安
（ア）学科試験の得点合計

２２０点程度
１８０点程度
１５０点程度
１００点程度
１００点程度

36程度
30程度
27程度
24程度
24程度

（イ）９教科の５段階評定合計

出願手続き

①入学願書
（1）P.7「出願エントリーの手引き」をご参照いただき、出願エントリー（入学検定料の支払いを含む）を済

ませたものを印刷してください。
（2）クエスト入試（特別入試）の希望者は、「入学願書」「受験票」の備考欄へ希望する入試の種類を○で

囲んでください。

（1）各学年で年間30日以上の欠席がある場合は、「副申書」＜様式①＞を必ず提出してください。様式①は
本校ホームページよりダウンロードが可能です。

（2）部活動奨学生として推薦された場合は、部活動奨学生推薦書＜様式②＞を必ず提出してください。
　　様式②は本校ホームページよりダウンロードが可能です。
（3）英検準2級以上取得者でクエスト入試（特別入試）のうち学科試験免除型入試で出願する方は、担当

教員の署名と捺印をされた「志望理由書」をご提出下さい。＜様式③＞は本校ホームページよりダウ
ンロードが可能です。

受験番号ごとに上記①②③（③は必要な場合のみ）の順に重ねて、左上をホッチキスでとめてください。
１日目・２日目、科・コースなどの区分に関係なく 、受験番号順に重ねてご提出ください。

（1）中学校で作成してください。
（2）岡山県については、岡山県教育委員会所定の調査書、その他の都道府県は、私学所定の調査書または

教育委員会所定の調査書をご利用ください。
（3）記入上の注意等も県のものに準じます。
（4）3年次の評定については、3学期制の場合は2学期末までのもの、2学期制については12月時点のもの

を記入してください。
（5）各教科の評定が10段階の場合は、5 段階に換算して記入してください。
（6）漢検・数検・英検3級以上取得者については、「総合所見及び参考となる事項」欄に記入してください。 
（7）選抜１期入試で両日受験する場合は、調査書・副申書（必要な場合のみ）をそれぞれ2枚（１枚はコピー可）を

用意してください。
（8）選抜１期入試を受験された方が選抜２期入試で出願する場合は、調査書・副申書（必要な場合のみ）をも

う１枚ご用意ください。ただし、変更がなければコピーでかまいません。

②調査書
出願書類

③その他

出願にあたってのお願い

※提出された書類及び入学検定料は、返却いたしません。
※入学願書、受験票については、コンピューターで処理する上で扱えない漢字は、JIS第1、第2水準の漢字で対応となります。

2.受験上の注意
（1）当日は受験票、筆記用具（鉛筆またはシャープペンシル、消しゴム）、上履きを持参してください。
（2）クエスト入試（特別入試）で、事前に資料、作文が必要な方は、忘れず持参してください。
（3）クエスト入試（特別入試）を受けられる方で、成績奨学生・チャレンジ奨学生希望のために学科試験を受験する方は、昼食を持参してください。
　学科試験入試（クエスト入試を受験しない）の方は、昼食は不要です。

（1）選抜１期入試については、両日とも入試送迎バスを運行しますのでご利用ください。
 〔運行方面〕　茶屋町方面、早島方面、児島方面、福田・福田南・新田方面、水島・連島・連島南・南中方面
  学科試験入試のみの時間に合わせて運行します。クエスト入試（特別入試）の時間では運行しませんのでご注意ください。

（2）出願エントリー時に必ず選択（利用する・しない）をお願いします。
（3）運行時間等については、対象の中学校へ別途運行予定をご案内します。
（4）帰りの運行時間は各方面によって異なります。乗車される方が全員揃い次第出発します。
（5）新型コロナウイルス感染症の状況により運行の可否を判断する場合があります。予めご了承ください。

3.試験当日の交通機関について
（1）原則、公共交通機関をご利用ください。

4.入試送迎バスについて

入学時に成績奨学生の資格を得られなかった場合も、
入学後の学業成績等により新たに以下の成績奨学生の資格を得ることができます。



入学手続き

（1）入学予定者は上記日時に必ず保護者同伴で登校し、入学に関する諸手続きを行ってください。
（2）この日の出席と手続きをもって入学手続きの完了となります。
（3）学用品等の販売も行います。

※授業料等学納金は、3ヶ月分を1期として年4回での納付となります。

（1）一定の収入額未満の世帯に、国及び県からの学費支援として補助金が支給されます。
（2）支給額は、「市町村民税の課税標準額×6% ー市町村民税の調整控除の額」の保護者合計額により決定します。
 ※政令指定都市の場合は「調整控除の額」に3/4を乗じて計算する。
（3）実質負担額は、岡山県の世帯の金額です。年間での総負担額を月割で計算したものであり、各期の学納金納付額とは異なります。
（4）補助金制度の改正があった場合、補助金の支給額および実質負担額が変更となる場合があります。

1．入学金・教育充実費の納付

学納金

学費支援と学納金実質負担額（月額）

1．授業料等学納金（月額）（予定） ２．各種入会金（入学時のみ）

2．入学予定者登校日

専・併 日時

9：00～ 本校

会場入試区分

選抜１期入試
選抜２期入試

ＰＴＡ入会金

体育・文化後援会入会金

生徒会入会金

合 計

授業料

施設整備資金

教育振興費

冷暖房費

ＰＴＡ会費

生徒会費

体育・文化後援会費

合 計

世帯の年収
（目安）

32,000円

9,900円

―

納付金減免補助金（岡山県のみ）

学費支援
実質負担額

高校生等教育給付金

32,000円

15,000円

5,500円

1,000円

600円

600円

800円

55,500円

1,000円

1,000円

1,000円

3,000円

専願

併願

3月 4日（土）

3月18日（土）

入学金 教育充実費 合計 専・併 納付期限

選抜１期入試

選抜２期入試

70,000円 50,000円

70,000円 50,000円

120,000円

120,000円

専願

併願

専願

併願

2月  9日（木）

3月18日（土）

 2月28日（火）

3月18日（土）

入試区分

270万円未満

350万円未満

590万円未満

910万円未満

910万円以上

5,000円

４,000円

2,000円

―

―

4,383円～12,666円

―

―

―

―

5,834円～14,117円

19,500円

21,500円

45,600円

55,500円

出願エントリーの手引き

準備していただくもの

倉敷高等学校の出願エントリーシート（記入したもの）　※本校のホームページからも入手可能です。

インターネットに接続されたパソコン、スマートフォン、タブレットなど

プリンター　※自宅にない場合には、P.11をご覧ください。
メールアドレス（ログインID登録）　※はじめてログインID登録をされる方のみ 　※迷惑メール対策をされている場合は

「e-shiharai.net」の受信を許可してください。

パスワード（半角英数字８～16字）　※必ずメモを取り保管してください。

入学検定料＋手数料

クレジットカード　※入学検定料をクレジットカードでお支払いの方のみ

出願エントリー期間 出願期間

令和4年12月01日（木） ～ 令和5年01月10日（火）

令和5年01月30日（月） ～ 令和5年02月  8日（水）

令和5年 1月13日（金） ～ 令和5年 1月17日（火）

令和5年 2月10日（金） ～ 令和5年 2月14日（火）

選抜１期

選抜2期

※マイページをすでにつくられている方は、手順2に進んでください。 はじめての方はこちら

①本校ホームページにある「インターネット出願はこちらから」の
　バナーから、出願エントリーサイトにアクセスします。

②はじめての方は、　　　　　　　 をクリックします。

マイページをつくる

わからない事があったらここをチェック！

手順1

倉敷高等学校のネット出願へようこそ

（1）納付期限までに本校所定の振込依頼書により、金融機関から振り込みをしてください。手数料は本人負担となります。
（2）奨学生の種類により、入学金や教育充実費が免除になる場合があります。「合格通知書」にてご確認ください。
（3）上記の納付期限までに、入学金と教育充実費を納付されない場合は、入学を許可できませんのでご注意ください。
（4）納付された入学金・教育充実費などの納付金は、返金いたしません。
（5）ＡＴＭで振り込みをされる場合は、必ず入学を希望する科・コースの受験番号と生徒氏名を入力してください。

就学支援金
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出願エントリー情報入力手順2

新規申込手続きへ

④　　　はすべて入力あるいは選択し､ 　　　　　をクリック
　します。

必須 試験選択画面へ

※画面イメージはパソコン画面でのイメージです。スマートフォンでの画面では
　一部見え方が異なります。

①メールアドレス、パスワードを入力してログイン後、「志願者
　を選択」すると下の画面になりますので、　　　　　
　をクリックします。

⑤出願エントリーシートに記入した試験と一致する試験名を 
　選択し　　   をクリックします。選択

③規約同意確認の画面が表示されるので、最後までスクロール
して確認し、　　　　　をクリックします。同意して次へ

1

②入試区分を選択し　　　をクリックします。  　次へ

申込内容確認書の印刷手順3

※画面イメージはパソコン画面でのイメージです。スマートフォンでの画面では
　一部見え方が異なります。

①　　　　 をクリックします。

②申込内容を確認し、間違いがなければ画面一番下の　
　　　　　　　  をクリックします。
　※訂正する場合は「戻る」をクリックし、申込履歴ページの「続きから」を
　　 クリックしてください。

③「申込内容確認書」（PDF形式）がダウンロードされます 　
ので印刷します。

　 ※申込内容確認書の提出については、中学校の先生の指示にしたがって　   
　ください。

コンビニエンスストアでの印刷方法について
P.11を確認してください。

マイページへ⑦  　　　　　をクリックします。

申込確認

申込内容確認書

⑥出願エントリー情報の確認のため、　　　　　　   をクリック
　します。
　※「お支払い画面へ」は進まず「申込内容確認書」の印刷を続けて行います。

保存して中断する

ここまでの内容を入力した方は、「ログアウト」してください。
次の手順４に進むには、中学校の先生の指示にしたがって
ください。

ご注意

申込内容確認書

　1日目と2日目を両日受験する生徒はここで両日とも選択！

○○

○○
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※画面イメージはパソコン画面でのイメージです。スマートフォンでの画面では一部見え方が異なります。

入学検定料のお支払い手順4 ※中学校の先生と相談し、本校への出願が決定後、以下の操作を行ってください。

⑥「送信完了」になり、登録されたメールアドレスに「申込受付、
　および「検定料・受験料お支払いのお知らせ」メールが届き
　ます。
    ※クレジットカードで支払う場合は「支払い完了」メールが届きます。 

⑦【コンビニ・ペイジー支払いの場合】
　入学検定料の支払い後、「支払い完了」メールが届きます。

⑤内容をすべて確認し、　　　　　　 をクリックします。
　※これ以降はマイページからの変更が出来なくなりますので、十分ご注意
　  ください。

上記内容で申込む

続きから

①メールアドレス、パスワードを入力してログイン後、「志願者
　を選択」すると下の画面になりますので、　　　　を
　クリックします。

お支払い画面へ③試験選択画面の一番下にある　　　　　  をクリックします。

確認画面へ④「お支払い方法」を選択し、　　　　　をクリックします。
　※事務手数料は志願者の負担となります。

確認して　（チェック）
してください。

試験選択画面へ②入力画面の一番下にある   　　　　   をクリックします。

入学願書・受験票の印刷と提出

③「入学願書」と「受験票」がダウンロードされるので印刷し、
　「入学願書」を中学校へ提出します。
　※A４サイズ・白色用紙に印刷してください。
　　受験票の提出については、中学校の先生の指示にしたがってください。

以上で出願エントリーは完了です。

入学願書 受 験 票

①入学検定料の支払いが完了すると、マイページの「申込履歴」
　の右端に　　　　 ボタンが表示されるので、クリックします。

② 　　　　　　  をクリックします。「受験票」表示

受験票

「申込内容確認書」または「受験票」を印刷する方法

Wi-Fi接続や通信でのデータ送信が可能の場合、お持ちのプリンタで印刷できます。
設定方法については、プリンタの取扱説明書をご確認ください。

■コンビニエンスストアで印刷する2

■家庭用プリンタで印刷する1

①マイページの「申込履歴」の右側の受験票ボタンをクリックすると、
ダウンロード画面が出てきます。

②画面の左下にある「コンビニエンスストアでプリントする方はこちら」
をクリックします。

③プリント予約の画面の「受験票の予約へ」をクリックします。

⑥予約完了画面の「プリント予約番号」を控えて、予約したコンビニ店
舗の端末に番号を入力・印刷します。

⑤利用規約を確認し、「同意する」にチェックをしてから「プリント
を予約する」をクリックします。

④店舗選択画面で印刷するコンビニを選択し、「次へ」ボタンを
クリックします。

※画面イメージはパソコン画面でのイメージです。スマートフォンでの画面では一部見え方が異なります。

入学願書・受験票の印刷と提出手順5

10 11



※画面イメージはパソコン画面でのイメージです。スマートフォンでの画面では一部見え方が異なります。

入学検定料のお支払い手順4 ※中学校の先生と相談し、本校への出願が決定後、以下の操作を行ってください。

⑥「送信完了」になり、登録されたメールアドレスに「申込受付、
　および「検定料・受験料お支払いのお知らせ」メールが届き
　ます。
    ※クレジットカードで支払う場合は「支払い完了」メールが届きます。 

⑦【コンビニ・ペイジー支払いの場合】
　入学検定料の支払い後、「支払い完了」メールが届きます。

⑤内容をすべて確認し、　　　　　　 をクリックします。
　※これ以降はマイページからの変更が出来なくなりますので、十分ご注意
　  ください。

上記内容で申込む

続きから

①メールアドレス、パスワードを入力してログイン後、「志願者
　を選択」すると下の画面になりますので、　　　　を
　クリックします。

お支払い画面へ③試験選択画面の一番下にある　　　　　  をクリックします。

確認画面へ④「お支払い方法」を選択し、　　　　　をクリックします。
　※事務手数料は志願者の負担となります。

確認して　（チェック）
してください。

試験選択画面へ②入力画面の一番下にある   　　　　   をクリックします。

入学願書・受験票の印刷と提出

③「入学願書」と「受験票」がダウンロードされるので印刷し、
　「入学願書」を中学校へ提出します。
　※A４サイズ・白色用紙に印刷してください。
　　受験票の提出については、中学校の先生の指示にしたがってください。

以上で出願エントリーは完了です。

入学願書 受 験 票

①入学検定料の支払いが完了すると、マイページの「申込履歴」
　の右端に　　　　 ボタンが表示されるので、クリックします。

② 　　　　　　  をクリックします。「受験票」表示

受験票

「申込内容確認書」または「受験票」を印刷する方法

Wi-Fi接続や通信でのデータ送信が可能の場合、お持ちのプリンタで印刷できます。
設定方法については、プリンタの取扱説明書をご確認ください。

■コンビニエンスストアで印刷する2

■家庭用プリンタで印刷する1

①マイページの「申込履歴」の右側の受験票ボタンをクリックすると、
ダウンロード画面が出てきます。

②画面の左下にある「コンビニエンスストアでプリントする方はこちら」
をクリックします。

③プリント予約の画面の「受験票の予約へ」をクリックします。

⑥予約完了画面の「プリント予約番号」を控えて、予約したコンビニ店
舗の端末に番号を入力・印刷します。

⑤利用規約を確認し、「同意する」にチェックをしてから「プリント
を予約する」をクリックします。

④店舗選択画面で印刷するコンビニを選択し、「次へ」ボタンを
クリックします。

※画面イメージはパソコン画面でのイメージです。スマートフォンでの画面では一部見え方が異なります。

入学願書・受験票の印刷と提出手順5

10 11



https://www.kurashiki .ac. jp/index.html

中学校の先生から許可をいただいた生徒のみ「STEP2」へ進んでください。

中学校の先生から許可をえた生徒のみ「STEP4」へ進んでください。

導入校19校のいずれかのオープンスクール申込時にメールアドレスを登録した方は❹へ進んでください。

※誤りや不明な点がある場合はサポートセンター0120-907-867（２４時間受付）までお問合せください。

「コンビニ印刷方法」

「コンビニ支払い方法」

「コンビニ印刷方法」

インターネット出願の流れ（中学校の先生の指示に従ってください）

生徒募集要項

KURASHIKI HIGH SCHOOL

令和5年度（2023年度）入試

〒710‒0012  岡山県倉敷市鳥羽283
TEL：（086）462-9000　　FAX：（086）462-9070




