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平成３０（２０１８）年度

明星高等学校
生徒募集要項
（一般入試）

１．はじめに（必ずお読みください）
（１）本科入試とＭＧＳ入試について
本校では、本科クラスとＭＧＳクラス（Meisei Global Science）の募集をそれぞれ行ないます。
本科は基礎学力を重視し大学進学を目指す生徒を対象としたクラス、ＭＧＳは難関国公立・
私立大学への進学を目指す生徒を対象としたクラスとなります。本科入試に比べ、ＭＧＳクラス用
の入試問題は難易度が高くなります。出願者の皆様は次の「ＭＧＳの留意点」をお読みいただき、
本科またはＭＧＳのいずれかを選択し、出願してください。
（２）ＭＧＳの留意点
①ＭＧＳ受験の場合、ＭＧＳが不合格であっても本科で合格になる場合があります。
②ＭＧＳの合格者のうち、特に優秀な成績を収めた方を奨学金の対象とします。
※Ａ特待生：入学金及び授業料（1年間）が減免されます。
※Ｂ特待生：入学金が減免されます。

２．入試日程
第１回一般入試
区分

Ａ志望
（第1志望優遇）

Ｂ志望
（一般試験）

試験日
実施時間
集合時間
定員

第２回一般入試
Ｃ志望
（併願優遇）

Ａ志望
（第1志望優遇）

2月10日（土）
午前

Ｂ志望
（一般試験）

2月12日（月・祝）

午前
8:30
95

午前

午前

午前
8:30
10

国語・数学・英語

選考
方法
面接（受験生本人のみ）・調査書
<インターネット出願>

面接（受験生本人のみ）・調査書

調査書
<インターネット出願>
1月25日（木）9:00
～2月2日（金）12:00

1月25日（木）9:00
～2月8日（木）18:00

<インターネット出願>
1月25日（木）9:00
～2月11日（日）18:00

※入力・検定料支払は、 ※入力・検定料支払は、
1月9日（火）9:00より
1月9日（火）9:00より可能
可能

※入力・検定料支払は、
1月9日（火）9:00より可能

期間
＜窓口での対応＞

※本校にご来校いただき、ご自身でご入力いただきます。

第１回一般入試Ａ志望・Ｂ志望・・・1月25日（木）～2月8日（木）
第１回一般入試Ｃ志望
・・・1月25日（木）～2月2日（金）
第２回一般入試Ａ志望・Ｂ志望・・・1月25日（木）～2月11日（日）

出
願

平日･･･10:00～16:00 土曜･･･10:00～14:00 日曜・祝日は除く
（ただし、2月11日（日）は10:00～14:00まで可能です）

22,000円
インターネット出願（ＷＥＢ入力・検定料支払）

検定料
方法
入学願書・調査書

入学願書・調査書
※2月9日（金）まで必着/簡易書留・速達にて
ご郵送もしくは試験日当日にご持参ください。

提出 ※出願締切日の翌日まで必着／簡易書留・速達にて
書類
ご郵送ください。

３．出願資格をご確認ください。

資格
合 日時
格
発 ＷＥＢ
表 校内

2月11日（日）

入学金
支払
方法

中学校・高等学校

校舎１階

入学手続時納入金（入学金240,000円＋施設拡充費160,000円＝合計400,000円）
ペイジー・銀行振込 いずれかの方法でお支払いください。

期限 2月12日（月） 16:00

入学者
初回登校日

2月12日（月） 16:00

インターネット出願手続のＷＥＢサイト・本校ＷＥＢサイトより確認

掲示

入
学
手
続

11:00

居住地の公立高校の一般入試第一次発表日の16:00
もしくは居住地の公立高校の追試験合格発表日の16:00

・2月17日（土）：学用品販売

／

2月13日（火）

16:00

居住地の公立高校の一般入試第一次発
表日の16:00、もしくは居住地の公立
高校の追試験合格発表日の16:00

・3月10日（土）：クラス分けテスト・入学準備説明会

３．出願資格
試験区分

第１回一般入試

第２回一般入試

出願資格

Ａ志望
（第1志望優遇）
Ｂ志望
（一般試験）
Ｃ志望
（併願優遇）

＜共通＞
①本校の教育理念に賛同するもの。
＜A志望のみ＞
②合格した場合は必ず本校に入学すること。
＜C志望のみ＞
③第１志望に進学しない場合は、必ず本校に入学すること。
④入試相談で上記条件及び下記基準を備えていると認められること。
※右下の枠内をご確認ください。

Ａ志望
（第1志望優遇）
Ｂ志望
（一般試験）

＜C志望（併願優遇）の基準＞
・MGS：5教科内申20以上で9教科に1がないこと、もしくは
9教科内申36以上で9教科に1がないこと
・本科：5教科内申18以上で9教科に1がないこと、もしくは
9教科内申33以上で9教科に1がないこと
※加算条件：英語検定・漢字検定・数学検定
3級取得 各1点、準2級以上取得 各2点
（最大6点）
※欠席条件：3年次における欠席が原則6日以内
ただし、止むを得ない理由の場合は事前にご相談ください。

４．試験当日について
【試験時間帯等】
◆本科・ＭＧＳ共通
集合・点呼
アンケート
国
語
数
学
英
語
昼食（Ｃ志望を除く）
面接（Ｃ志望を除く）

8:30
8:30 ～ 8:40
8:50 ～ 9:40
9:55 ～ 10:45
11:00 ～ 12:00
12:00 ～ 12:40
12:40 ～

一般入試C志望の受験については、中学校の担任の先生を
通して入試相談日にご相談ください。（埼玉県は除く）
・入試相談日（中学校の先生）
12月15日（金）・16日（土）
8:30～17:00（要予約）
・埼玉県確認日（保護者）
12月25日（月）・26日（火）
8:30～16:00（要予約）

【当日の注意事項】
※ 9：05以降の遅刻者は受験できません。
ただし交通事情等による遅刻は電話でご連絡ください。 ＴＥＬ：042-368-5201（入学広報室）
※ 当日の持ち物
・受験票・筆記用具・昼食（Ｃ志望を除く）
※ 試験会場にはすべての電子機器類は、試験開始前に必ず電源とアラームを切ってしまってください。
※ 上履きは要りません。下履きのまま試験会場（教室）に入れます。
【保護者の皆様へ】
※ 駐車場はございませんので、お車でのご来校はお控えください。
※ 保護者控え室は8：00よりご利用になれます（温かいお茶等を用意しておりますのでご利用ください）。
【その他の注意事項】
※ 一般入試（Ｂ志望・Ｃ志望）の合格者の皆様へ
・入学手続の最終期限は、居住地の公立高校の一般入試第一次発表日の16：00
もしくは居住地の公立高校の追試験合格発表日の16:00までです。
従いまして、延納手続きは必要ありません。
公立高校の一般入試第一次発表日は、以下になります。
東京都は3月1日（木）／神奈川県は2月27日（火）／埼玉県は3月9日（金）
・他校に合格及び進学のため、本校を辞退する場合はご連絡ください。

５．出願方法について
◆インターネット出願の場合
【インターネット出願の概要】
（１）平日・土日・祝日24時間出願手続きができます。
（２）自宅で出願手続きができます。
（３）検定料についてはコンビニエンスストア・金融機関ＡＴＭ（ペイジー）・銀行振込での
お支払い方法が選択できます（お支払いには別途手数料が発生します）。
【出願手続きの手順】
本校ホームページ
↓
出願サイト
↓
ID（メールアドレス）の登録
↓

募集期間が近づきましたら本校ＨＰに出願サイトのバナーを設置します。

出願情報の入力・
顔写真データの登録
↓

志願者情報、出願する試験区分等を入力してください。また、入学願書・
受験票に使用する顔写真データも併せて登録（アップロード）できます。
※ 志望理由については、入力前にご準備の上、ご入力ください。

検定料支払方法の選択
↓

コンビニエンスストア・金融機関ＡＴＭ（ペイジー）・銀行振込のいずれかの
お支払い方法を選択してください(お支払いには別途手数料が発生します）。
※銀行振込の場合
所定の銀行振込用紙を本学ＷＥＢサイトよりダウンロードし、お支払い
ください。また、振込後、振込連絡票を試験当日にご持参下さい。

受験票の印刷
↓

検定料の入金確認が取れ次第、支払完了メールが届きます。出願期間中に
受験票の印刷が可能になりますので、試験当日に持参してください。
※銀行振込の着金確認は、入金後２日後（土日祝日は含まず）になります。
確認が間に合わない方は、受験票・入学願書の印刷が出来ません。
試験当日、受付窓口にて振込連絡票と引き換えにそれらを発行いたします。
※顔写真データを登録していない場合は、写真を2枚準備し、1枚を受験票に
貼り、もう1枚を入学願書に貼ります。

提出書類の郵送

入学願書・調査書をご郵送ください。

パソコン・タブレット端末・スマートフォンのいずれかをご用意ください。
メールアドレスをＩＤとしてご登録いただきます。なお、このアドレスは
出願後の連絡に使用しますので、直ぐに確認できるアドレスを
ご登録ください。

◆本校へ来校しての出願の場合
ご自宅等にインターネット環境がない場合は、来校いただきＷＥＢで出願手続きをしていただきます。
※パソコン・タブレット端末・スマートフォンで出願が可能となります。
上記の環境がある場合は、そちらから出願ください。
手続きの流れは、インターネット出願の場合と同様の手順となります。
必要書類をご準備の上、お越しください。
〔本校での出願対応期間〕
第１回一般入試Ａ志望・Ｂ志望・・・1月25日（木）～2月8日（木）
第１回一般入試Ｃ志望
・・・1月25日（木）～2月2日（金）
第２回一般入試Ａ志望・Ｂ志望・・・1月25日（木）～2月11日（日）
平日･･･10:00～16:00 土曜･･･10:00～14:00 日曜・祝日は除く
（ただし、2月11日（日）は10:00～14:00まで可能です）

６．合格発表・入学手続について
合格発表
↓

ＷＥＢサイトもしくは掲示
※インターネット出願手続のＷＥＢサイト・本校ＷＥＢサイト・掲示にてご確認ください。

入学手続
↓

ＷＥＢサイト
※インターネット出願手続のＷＥＢサイトより、入学手続きを行います。
※入学手続時納入金（入学金240,000円＋施設拡充費160,000円＝合計400,000円）を
お支払いください。
※支払方法は、ペイジー・銀行振込のいずれかの方法でお支払いください
（お支払いには別途手数料が発生します）。
※銀行振込の場合
所定の銀行振込用紙を本学ＷＥＢサイトよりダウンロードし、お支払いください。

入学許可証

【留意点】

郵送
※入学手続時納入金の納入を確認後、入学許可証を発送いたします。
所定の期間内に入学手続を完了されない場合は、手続を辞退されたものとして
取り扱います。
他校の合格及び進学のため、本校を辞退する場合はご連絡ください。

【個人情報の取扱いについて】
出願等にあたって入力いただいた個人情報については、入学試験運営及び出願者情報の集計・統計の目的以外には
使用いたしません。

＜お問い合わせ先＞
明星中学校・高等学校 入学広報室
TEL
042-368-5201（直通）
FAX
042-368-5872（直通）
URL
http://www.meisei.ac.jp/hs/
E-mail pass@pr.meisei.ac.jp

