OKAYAMAGAKUGEIKAN HIGH SCHOOL

令和５年度 海外帰国子女入試生徒募集要項
岡山学芸館高等学校 入試広報部
※こちらの要項は、2023 年 4 月入学希望者の為の生徒募集要項です。
編入を希望の方は、随時お問い合わせください。（岡山学芸館高等学校 086-942-3864）

１．科コースの特徴
科・コース

特徴と卒業後の進路目標

医進サイエンスコース
普

スーパーV コース

通
特別進学コース

科

進学コース

国公立大学の医 歯薬系学 部や東大・京大・阪 大など最難関の国立大 学の理系学
部を目指す少数精鋭のコースです
難関国公立大学（東大・京大・阪大・広大・岡大など）や最難関私立大学（早稲田・慶應・上
智・同志社・関西学院・立命館・関西大など）を目指すコースです
国公立大学及び関学,関大,同志社,立命館等の有名私大を目指します
２年次に文理選択を行い、部活動と両立しやすい週５日制を導入しています
大学・専門職大学、短期大学、専門学校、就職などの幅広い進路を目指します
２年より進路に応じた選択授業があり、部活動と両立しやすい週５日制をしています
クラス全員がオーストラリアやカナダなどの本校が指定する高校に 1 ヵ年留学し、3 年間で

英

語

科

卒業資格が得られます。早稲田・慶應・上智・MARCH など難関私立大学や国公立大学の人
文系、社会科学系、国際系を中心とした学部への進学を目指します

２．出願条件および入試について

※インターネット出願システムは使用しませんのでご注意ください。

海外在留期間が 1 年以上で、2023 年 4 月に満 15 歳以上となる日本国籍を有する者
かつ、次の(1)(2)のいずれかの条件に合致する者
(1) 日本人学校、海外の現地校、インターナショナルスクールを 2023 年 3 月までに卒業した
出願資格・条件

者、または卒業見込みの者
(2) 帰国後 2 年以内で岡山県に所在する中学校以外を 2023 年 3 月までに卒業した者、ま
たは卒業見込みの者
※帰国後、岡山県内中学校に在籍している方は選抜 1 期・2 期入試を受験して下さい

出願書類

入試内容
出願期間
入学後の指導体制
について

(1) 海外帰国子女入試用願書（本校指定用紙を本校 HP よりダウンロード。）
(2) 調査書（現地校、インターナショナルスクールの場合は成績証明書）
(1) 入試日程

・2023 年 1 月 7 日（土） ※時間帯は別途ご案内します

(2) 試験内容

英語・国語・数学及び保護者同伴面接

2022 年 12 月 1 日（木）～12 月 21 日（水）の期間に、E メールでの出願を終えること
(1)文部科学省ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊｲｽｸｰﾙの指定（5 年間）を経てグローバル教育を推進している
(2)必要な生徒には、本校の国際教育センター内で日本語の授業を計画的に実施する
・上記日程以外で受験を希望の方は随時対応します。

備

考

お問い合わせ下さい(info@gakugeikan.ed.jp)
・帰国子女入試の出願条件に合致し、帰国後に岡山県内中学校に在籍している生徒の中で、
入試科目（国語等）で配慮が必要な場合は、本校まで事前にお問い合わせください
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３．出願書類
□ 書式 A-1 入学願書① （受験者の基本情報）
□ 書式 A-2 入学願書② （Educational History）
□ 書式 B

入学願書③

（志望理由：本人記入）

□ 調査書もしくは現地校の成績証明書（在籍校の進路担当者等からパスワードを付けた上で E メール添付提出）
※郵送する場合には、厳封の上、「岡山学芸館高等学校 入試広報部」へ送付
※書式 A・B については全て A４サイズに印刷し、黒のボールペンで記入して下さい
□ 英語外部検定試験のスコア【写しも可】 （該当者のみ）

４．書式 A-2 入学願書②（Educational History）の記入上の注意
・誕生から現在までの期間について、すべて記入して下さい
・幼稚園等に相当する学校の在籍期間を、以降の期間と区分して記入して下さい
・学校に在籍していない期間については、「居住地」と「期間」のみ記入して下さい
・休暇中だけの短期の学校など（サマースクール）は記入不要です
※１ 個人留学として在籍した場合は、該当箇所に○を付けてください
※２ 現地校は LS、インターナショナルスクールは IS、日本人学校は JS と記入して下さい
※３ 補習校などに通っていた場合は併せて記入してください
５．出願方法
・出願書類一式を PDF 形式で添付し、E メールで出願してください。
・宛先：info@gakugeikan.ed.jp
・件名：海外帰国子女入試の出願
・内容：志願者本人名、出身学校名、希望する科コースを明記してください。（書式は自由）
・受験日を別日で希望する場合は、まずメール等でお問い合わせください。その後、出願についてお伝えします。
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６．入試内容について （出身校区分によって入試内容が異なります）
出身校区分

内容
＜入試内容＞
・英語・国語・数学（各 45 分）及び保護者同伴面接（約 20 分）を実施します
・学科試験の時間は各４５分です
＜学科試験の詳細＞
・英語の設問１はリスニング問題です。設問及び解答は主に日本語です。

【A】日本人学校出身者
【B】現地校・インターナ
ショナルスクール出身者

・数学の出題範囲から『三平方の定理』と『標本調査』を除きます
＜面接について＞
・保護者同伴面接の個別面接を実施します
・志望理由、教育環境歴に関して、入学後の展望、卒業後の進路目標など
・使用する言語は主に日本語ですが、英語科は本人への英語面接を含みます
※やむを得ず、保護者の帰国がかなわない場合は保護者同伴面接を
オンライン面接で実施しますので、ご相談ください
・いずれの出願区分の受験生も、英語外部検定試験においてランク A 以上のスコア

英語外部検定試験に関
わる優遇措置

のコピーを提出できる者は、英語の筆記試験を免除します。
・また、ランク B 以上のスコアを提出できる者は 15 点を加算します。
（ただし、英語の点数 100 点を上限）

７．英語外部検定試験のスコアについて
評価

英検(CSE)

TOEFL iBT

TOEIC L&R

TOEIC (L&R＋S&W)

国連英検

ランク A

2300

55

750

990

B級

ランク B

1950

42

550

790

C級

８．合格基準の目安とスライド合格について
科コース

合格の基準（目安）
・国語・英語（各 100 点）・数学（200 点）の計 400 点満点のうち、約 80％の

医進サイエンスコース

得点率を目安とします、
※理系に特化するコースの為、数学の点数を 200 点として判定します。

スーパーV コース

特別進学コース

進学コース

・国語・英語・数学（各 100 点）を受験し、計 300 点満点のうち、約 70％の得
点率を合格目安とします。
・国語・英語・数学（各 100 点）を受験し、計 300 点満点のうち、約 60％の得
点率を合格目安とします。
・国語・英語・数学（各 100 点）を受験し、計 300 点満点のうち、約 40％の得
点率を合格目安とします。
・国語・数学（各 100 点）、英語（200 点）の合計 400 点のうち、約 60％の得

英語科

点率を合格目安とします。
※海外への 1 ヵ年留学を伴う為、英語の点数を 200 点として判定します。

※出願した科・コースの得点に満たなかった場合は他の科・コースへのスライド合格となる場合があります。
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(1)専願受験者には、20 点を加算して、合格判定を行います。
(2)「専願」とは、合格した場合に本校に入学することを確約することを指します。他の学校との併願を妨げません
９．その他
(1)受験料 13,000 円は受験日当日にお釣りの無いように持参して下さい。
(2)受験時は原則として制服でお越し下さい。制服が無い学校の出身の場合は任意となります。
(3)海外帰国子女入試を受験・合格した方でも選抜 1 期入試などの入試日程で再受験することができます。
より上位の科コースの合格を目指す、もしくは成績奨学生を目指して受験ができます。
(4)入学金および教育振興費などの入学時に必要な経費、授業料、その他会費などについては、令和 5 年度
生徒募集要項（一般生向け）を参考にしてください。
(5)制服などの物品の購入については、本校ホームページをご覧ください。
http://www.gakugeikan.ed.jp/prospective/index.html

１０．過去の入試結果（海外帰国子女）
年度

出願者（帰国生）

合格者

令和 4 年度

英語科 2 名

英語科 1 名

令和 3 年度

英語科 1 名

英語科 1 名

医進サイエンスコース 1 名

医進サイエンスコース 1 名

英語科 2 名

英語科 2 名

医進サイエンスコース１名

医進サイエンスコース 1 名

スーパーV コース 2 名

スーパーV コース 2 名

英語科２名

英語科２名

スーパーV コース１名

スーパーV コース１名

英語科２名

英語科２名

スーパーV コース２名

スーパーV コース２名

英語科１名

英語科１名

スーパーV コース２名

スーパーV コース２名

令和 2 年度

平成３１年度

平成３０年度

平成２９年度

4

