
School Mission（奈良市立一条高等学校附属中学校がめざす教育） 

アクティブシティズンであり、自由に生きることができる「個人」の育成 

 

⚫ 教科融合Arts STEM教育により、文理融合型の「考える力」を身に付ける 

⚫ アクティブな外国語教育により、世界を舞台に議論できる「英語力」を養う 

⚫ 主体的・自律的な活動を経験することにより、「人間性」を高める 

 

令和５年度入学者選抜の主な日程 

 事項 期間 提出者等 提出先・実施場所等 

① 入学志願許可申請書の受付 
１月 ５日（木）～ 

１月13日（金） 

奈良市外志願者

の保護者 

奈良市教育委員会事務局 

教育部学校教育課 

② 

入学願書等の受付 

（郵送による受付） 

※県外在住の方で持参が困難な

場合 

１月16日（月）～ 

１月19日（木） 

 ※19日消印有効 
志願者の保護者 

奈良市立一条高等学校附属中学校 

（受検票を本人宛てに郵送しま

す。） 

入学願書等の受付 

（持参による受付） 

１月20日（金） 

１月23日（月） 

１月24日（火） 

奈良市立一条高等学校附属中学校 

（その場で受検票を交付します。） 

③ 検査の実施 １月28日（土） 志願者本人 奈良市立一条高等学校附属中学校 

④ 合格者の発表 ２月 ２日（木）  

Web ページ（奈良市教育委員会事務

局及び奈良市立一条高等学校附属

中学校）に掲載 

⑤ 入学者選抜合格通知書の交付 
２月 ２日（木）～ 

２月 ３日（金） 
合格者の保護者 

奈良市役所 

※詳細については出願者に別途連

絡します。 

⑥ 入学予定の届出 
２月 ２日（木）～ 

２月 ３日（金） 
合格者の保護者 

奈良市役所 

※詳細については出願者に別途連絡します。 

※奈良市外に居住している場合は、当該市町村教

育委員会に手続をご確認ください。 

 

検査会場 

奈良市立一条高等学校附属中学校 〒630-8001 奈良市法華寺町1351番地 

 

お問い合わせ 

奈良市教育委員会事務局 

教育部学校教育課 

〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目１番１号 奈良市役所北棟３階 

TEL 0742-34-4763 

奈良市立一条高等学校附属中学校 
〒630-8001 奈良市法華寺町1351番地 

TEL 0742-33−7075 
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令和５年度奈良市立一条高等学校附属中学校入学者選抜実施要項 

 

令和５年度奈良市立一条高等学校附属中学校入学者選抜については、この要項に基づいて実施します。 

 

１ 応募資格 

奈良市立一条高等学校附属中学校及び奈良市立一条高等学校で６年間学ぶ意志があり、保護者（親権者又は未

成年後見人をいいます。以下同じ。）とともに奈良市内に居住している者で、次の(1)又は(2)に該当する者としま

す。ただし、「９ 奈良市外からの出願」により承認を受けた者は、奈良市内に居住している者とみなします。 

(1) 小学校、義務教育学校前期課程又はこれに準ずる学校（以下「小学校」という。）を令和５年３月に卒業又は

修了する見込みの者 

(2) 外国に所在する学校（現地校）において日本の６年の義務教育相当の教育を受け、かつ、平成22年４月２日

から平成23年４月１日までの間に出生した者 

 

２ 募集人員 

80人 

 

３ 通学区域 

奈良市全域 

 

４ 出願手続 

(1)  専願による出願のみを受け付けます。専願による出願とは、合格した場合は必ず入学することを前提とし

て出願することです。 

(2) 入学を志願する者（以下「志願者」という。）は、次のアからウまでの書類等を奈良市立一条高等学校附属

中学校長に提出してください。 

 

提出書類等 備考 

ア 入学願書（様式１） 

必要事項を記入し、入学考査料納付証明書（入学願書貼付用）と、出願前３か

月以内に撮影した志願者の上半身正面の写真（二箇所・同一のもの）を貼り付

けてください。 

イ 入学考査料納付証明書

（入学願書貼付用） 

入学考査料 2,200 円を指定された金融機関窓口で出願までに納入し、領収印

が押印された入学考査料納付証明書（入学願書貼付用）を、入学願書の指定場

所に貼り付けてください。 

ウ 調査書（様式２） 
在籍している小学校の校長（以下「小学校長」という。）が「10 調査書作成

要領」に基づいて作成し、厳封したものとします。 

(3) 提出方法 

  ア 窓口に持参する場合（奈良市立一条高等学校附属中学校に保護者が持参してください。） 

令和５年１月20日（金）・23日（月）・24日（火）の午前９時から午後３時まで 

イ 郵送による場合（県外在住の方で持参が困難な場合） 

令和５年１月16日（月）から令和５年１月19日（木）まで（令和５年1月19日の消印有効） 

出願書類を郵送する場合は、受検票返送用封筒（定形郵便物用長形３号（12.0cm×23.5cm）の封筒に受検

票を送付する自宅等の宛先を記入し、簡易書留料金を含む404円分の切手を貼ったもの）を簡易書留・速達

で下記宛てに送付してください。また、郵送と同時に電話で、奈良市立一条高等学校附属中学校に、出願者

氏名等、必要な事項を連絡してください。 

    〒630-8001 奈良市法華寺町1351番地 奈良市立一条高等学校附属中学校 

(4) 出願後、入学願書の取下げはできません。 
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(5) 受検票の交付 

   奈良市立一条高等学校附属中学校長は(2)の書類を受け付けた後、受検票を交付します。 

(6) 提出書類及び入学考査料の取扱い 

提出書類及び入学考査料の返還はしません。また、提出書類は、他の目的に利用・提供することなく適切に

管理します。 

 

５ 検査 

(1) 実施日及び会場 

令和５年１月28日（土）に、奈良市立一条高等学校附属中学校で実施します。 

(2) 内容等 

適性検査Ⅰ、適性検査Ⅱ及び面接を行います。なお、適性検査の出題範囲は、小学校学習指導要領（平成29

年３月文部科学省告示）に基づくものです。 

検査 内容 時間 配点 

適性検査Ⅰ 
文章や資料を読み解き、課題を整理して適切に表現する力や、

自らの考えを事実に基づいて表現する力を測る。 
45分 100点満点 

適性検査Ⅱ 
身近な自然現象やグラフ、図、データ等を分析し考察する力や、

課題解決に向けて論理的に思考・判断し表現する力を測る。 
45分 100点満点 

面接 集団面接とし、入学や学校生活への意欲と適性等を判定する。 20分程度 30点満点 

(3) 日程 

検査等 時刻 

集合 ８：３０ 

点呼、諸注意、検査会場への入場 ８：３０～ ９：１５ 

適性検査Ⅰ（45分間） ９：１５～１０：００ 

休憩 １０：００～１０：２０ 

適性検査Ⅱ（45分間） １０：２０～１１：０５ 

諸連絡、昼食 １１：０５～１２：２５ 

面接 １２：２５～ 

※面接終了後、随時解散となります。 

(4) 持参品 

受検票、鉛筆（シャープペンシルも可）、消しゴム、直定規（折りたたみタイプは不可）、昼食、上靴、下靴

入れ、時計 

※角度の測定・計算機能・辞書機能付きの用具・時計類、検査内容に関わる文字や柄のある用具類、その他

検査に不要なものは、検査時に所持・使用できません。 

※通話やインターネットが可能な情報端末（携帯電話等）を所持している場合は、集合時の指示に従ってく

ださい。 

(5) 受検上の留意事項 

ア 検査開始の時刻までに入室しない場合は、原則として受検を認めません。 

イ 検査中、受検票は必ず机の上に置いてください。 

ウ 出願者が検査当日に欠席した場合、当該出願者の保護者は、速やかに欠席届（様式３）を奈良市立一条高

等学校附属中学校長に提出してください。なお、受検しなかった検査がある場合も欠席扱いとしますので、

欠席届を提出してください。 

(6) 追検査 

検査当日に欠席した者に対する追検査は実施しません。 
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６ 入学者の選抜 

(1) 奈良市立一条高等学校附属中学校長は、調査書の記載事項並びに適性検査Ⅰ、適性検査Ⅱ及び面接の結果に

より、出願者の意欲や適性等を総合的に判断して合格者を決定します。 

(2) 調査書は20点満点とし、各教科の学習の記録（評定）を合計して判定の資料とします。また、総合的な学

習の時間の記録、資格・特技の記録を選抜の資料とします。 

(3) 調査書及び検査の事務処理等は、合否の判定が終わるまで、出願者の氏名及び受検番号以外の記号等で行い

ます。 

(4) 出願者数が募集人員に満たない場合でも、検査を行い選抜します。 

 

７ 合格発表 

(1) 令和５年２月２日（木）午後1時に、奈良市教育委員会事務局のWebページ及び奈良市立一条高等学校附属

中学校のWebページで受検番号により発表します。 

(2) 合格者の保護者は下記の期間に奈良市役所にて受検票を提示し、入学者選抜合格通知書の交付を受けてく

ださい。なお、交付場所については、出願時に別途連絡します。 

令和５年２月２日（木）午後1時から午後４時まで 

令和５年２月３日（金）午前９時から午後４時まで 

 

８ 入学予定の届出 

(1) 奈良市内に居住している者は、「７ 合格発表 (2)」に定める手続時に、奈良市教育委員会から郵送される

就学通知書を持参の上、奈良市教育委員会事務局教育部教育総務課に、奈良市立一条高等学校附属中学校に進

学する旨を届け出てください。 

(2) 奈良市外に居住している者は、居住地の市町村教育委員会に、奈良市立一条高等学校附属中学校に進学する

旨を届け出てください。手続内容については、当該市町村教育委員会に確認してください。 

 

９ 奈良市外からの出願 

出願当時は奈良市外（他の都道府県及び海外を含む。）に居住しているが、奈良市立一条高等学校附属中学校入

学日までに保護者とともに奈良市内に居住し、入学後も引き続き奈良市内に居住することが確実である者が入学

を志願する場合は、出願に先立って、奈良市教育委員会教育長の承認を得てください。 

なお、この申請手続を行う場合は、あらかじめ奈良市教育委員会事務局教育部学校教育課に連絡してください。 

(1) 申請 

承認を受けようとする者は、小学校長の証明を受けた入学志願許可申請書（様式４）に必要な書類を添えて

申請してください。 

(2) 必要な書類 

ア 志願者及び保護者の申請時の住民票の写し 

イ 住居について証明する書類 

   ・建築中の場合…建築確認通知書（写）及び工事請負契約書（写） 

   ・売買の場合…売買契約書（写）及び物件の登記簿謄本 

   ・自宅の場合…登記簿謄本 

   ・賃貸借の場合…賃貸借契約書（写） 

   ※親族の住居に同居する場合は、下記の書類の提出が必要です。 

   ⅰ同居同意書（様式５） 

   ⅱ親族の住居について証明する書類（住民票の写し等） 

ウ 志願資格等の確認のため、上記以外の書類が必要となる場合があります。 

(3) 受付 

ア 場所 奈良市教育委員会事務局教育部学校教育課 

イ 期間 令和５年１月５日（木）から令和５年１月13日（金）までの午前９時から午後５時まで 
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(4) 出願手続 

承認を受けた者には、入学志願許可申請書に承認印を押して交付します。交付された入学志願許可申請書

は、入学願書等を提出する際に必ず添付してください。その他の手続は「４ 出願手続」に準じてください。 

 

10 調査書作成要領 

調査書については、この要領に基づいて小学校長が厳正に作成してください。 

(1) 一般事項 

ア 小学校児童指導要録等に基づいて作成してください。 

イ 奈良市教育委員会事務局の Webページからファイル（PDF形式又は Word形式）をダウンロードして作成

することもできます。Word形式のファイルを利用して作成する場合は、様式を変更しないでください。 

ウ 用紙はＡ４判とし、PPC用紙を使用してください。 

エ 以下の(2)から(4)までの記録は、第５学年及び第６学年の評価等を記入してください。なお、第６学年に

ついては、第１学期及び第２学期の評価等を十分参考にして、令和４年12月23日（金）現在における児童

の評価等を記入してください。 

オ 令和４年12月23日（金）以降の日付を記入してください。 

カ ※欄は記入しないでください。 

キ 作成後、記載者の私印及び小学校長の公印を押してください。 

ク 定形郵便物用長形３号（12.0cm×23.5cm）の封筒に厳封し、封筒に児童名を記載（ゴム印可）してくださ

い。 

(2) 各教科の学習の記録（評定） 

各教科の目標に照らして、その実現状況を総括的に評価し、３、２、１の３段階で記入してください。 

(3) 総合的な学習の時間の記録 

総合的な学習の時間に行った学習活動及び各学校が定めた評価の観点に照らして、児童の学習状況の特徴

的な事項を記入する等、児童にどのような力が身に付いたかを文章で記述してください。 

(4) 資格・特技の記録 

取得している資格や特技について簡単に記入してください。また、学校外のスポーツや文化に関する大会等

に出場して表彰を受けた経歴や顕著な実績等がある場合は、それらについて簡単に記入してください。なお、

記入する事項が特にない場合は、空欄にせず、「斜線」を記入してください。 

 

11   その他 

 (1) 様式３から様式５については、必要に応じて、奈良市教育委員会事務局のWebページからダウンロードして

ください。 

 (2) 小学校長は、身体に障害がある等、受検の際に特別の配慮が必要と判断される児童がいる場合は、速やかに

奈良市立一条高等学校附属中学校長に申し出てください。奈良市立一条高等学校附属中学校長は、小学校長か

ら申し出を受けた場合、速やかに奈良市教育委員会事務局教育部学校教育課長と協議してください。 

 (3) 奈良市内の居住を証するものとして、入学後に住民票の写しの提出が必要です。 

(4) この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



入学願書記入例 

 

 
〈記入上の注意〉 
１ ※欄は記入しないでください。 
２ 黒のボールペンを用いて、楷書で正確に記入してください。 
３ 氏名・住所等は、住民票の記載に基づいて記入してください。 
４ 保護者の現住所が志願者と同じ場合は、「志願者の欄と同じ」と記入してください。 
５ 訂正は、黒の二本線で消し、その上に記載者（保護者等）の印を押し、上部等へ正しいものを記入して
ください。 

奈良
な ら

 太郎
たろう

 

奈良 花子 

〇〇〇-〇〇〇〇 

〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 

〇〇 〇〇 〇〇 

志願者の欄と同じ 

〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇 

〇〇立〇〇学校 

奈良

な ら

 太郎

たろう

 

〇〇立〇〇学校 

奈良 太郎 

自署でご記入ください。 

市・郡から記入してください。た

だし、県外の場合は、都道 

府県から記入してください。 

検査当日、また諸手続の際に確実

に連絡が取れる電話番号を記入し

てください。連絡先を２つ記入す

ることもできます。 

記入しないで

ください。 

記入しないで

ください。 

記入しないで

ください。 

氏名を記入し

てください。 

（自署） 


