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ตารางสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปทีี่ ๑ 
โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 

วันเสาร์ ที ่๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

วัน  เดือน  ปี วิชา เวลาสอบ คะแนน 
 

๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 
 

ประชุมช้ีแจง ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - 
สอบความรู้ทางวิชาการ ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๒๕๐ 

 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหาร 

สอบสัมภาษณ์ 
 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๕๐ 

 
เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบความรู้ทางวิชาการ และการสัมภาษณ์ 

๑. การสอบความรู้ทางวิชาการ 
 

ท่ี วิชา จ านวนข้อ คะแนน 
๑ คณิตศาสตร์ ๒๐ ๕๐ 
๒ วิทยาศาสตร์ ๒๕ ๕๐ 

๓ ภาษาอังกฤษ ๒๕ ๕๐ 

๔ สังคมศึกษา ๒๕ ๕๐ 

๕ ภาษาไทย ๒๕ ๕๐ 

รวม ๒๕๐ 
 
๒. การสอบสัมภาษณ์ 

 

ท่ี                              เกณฑ์ คะแนน 
๑ บุคลิกภาพ ๑๕ 
๒ เจตคติต่อแผนการเรียนท่ีเลือก ๑๕ 

๓ ผลงาน (Portfoiio) 
     - ระดับชาติ   ๒๐  คะแนน 
     - ระดับภาค   ๑๕  คะแนน 
     - ระดับเขต   ๑๐  คะแนน 
     - ระดับโรงเรียน  ๕  คะแนน 

๒๐ 

รวม ๕๐ 
 
 


