
　４　心身の健康に注意を払い、自律的な生活を送る意欲のある生徒

２０２３年度

（令和５年度）

募集定員　男女計　120名

特待生制度あり〈支給型・在学中（進級時）もあり〉

入学者受入の方針（アドミッションポリシー）

入 学 試 験 要 項

一般入試で第一志望・併願優遇制度あり
東京都・神奈川県の公立中学生以外はB(併願)推薦もあります

（併願は公私立とも可）

ＧＳＰ入試〈特別進学コース・総合進学コース　推薦/一般〉実施

GSP特待制度あり

強化指定部優遇制度・部活動特待生制度あり

奨学生制度あり

帰国生入試の詳細ついては別途お問い合わせください

ソフトテニス部は本入試から女子も優遇対象になります。

明 法 高 等 学 校

　 明法中学・高等学校は、建学の精神（「世界の平和に貢献できる人間の育成」）

　 に基づき、主体性・多様性・社会貢献の精神を育む教育を行っている学校です。

　 本校では、次のような生徒の皆さんの入学を心よりお待ちしています。

　１　自分や自分が属する集団の未来を、自らの行動で切り拓いていくための強い

　　　意志と努力の精神を持った生徒

　３　幅広い分野に興味・関心を持ち、将来のキャリア目標（社会貢献）を探求し

　　　つつ、日々の学習に意欲的に取り組むことのできる生徒

　２　他者の考えや意見を尊重し、仲間と協力して課題解決にあたることのできる

　　　生徒
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※学校長の推薦状を必要としない推薦入試は、東京都、神奈川県の公立中学校の生徒は出願できません。

　詳細はP.3「推薦入学試験、GSP推薦入学試験について」をご覧ください。

22:00　専用サイト 22:00　専用サイト 18:00　専用サイト
合 格 発 表

特待生

特待生の選考については、P.5

【推薦入試合格者が特待生を目指

す場合】をご覧ください。

発表は第２回にまとめて行います。

1月25日(水) 2月14日(火)手続

締切日

詳細

東京都在住　3月  6日(月)

埼玉県在住　3月  9日(木)

納 入 期 間

1月22日(日)

学力試験(国語 数学 英語)

面接

GSP入試はスピーキングテストあり(英検準２級以上の取得者は免除)

適性検査(国語 数学 英語)

面接

3月3日(金)

2月25(土)～3月1日(水)　1月17日(火)～2月6日(月)12月20日(火)～1月16日(月)

P.4をご覧ください。 P.7をご覧ください。

試 験 科 目

第3回合格者

 21:00　  専用サイト

公立発表日の翌日 公立発表日の翌日

2月11日(土)

　合格発表後から手続締切当日の13:30までにクレジットカード決済、コンビニエンスストアまたはペイジー(金融機

　関ATM)で入学金240,000円(予定)を納入してください。入学金の納入をもって入学手続完了とします。

Ａ(単願)およびＣ(第一志望)推薦 手続延期を申請していない場合

Ｂ(併願)推薦 手続延期を申請した場合

クレジットカード決済、コンビニエンスストアまたはペイジー(金融機関ATM)で納入

（第1回・第2回　同時出願の場合　合計23,000円）
23,000円 23,000円

23,000円

2月10日(金) 2月11日(土)

　　　　そのほかの提出書類は本校ホームページからダウンロードしてください。

2月25日(土)～3月1日(水)12月20日(火)～1月16日(月) 1月17日(火)～2月6日(月)

Ａ(単願)・Ｂ(併願)

C(第一志望)

※郵送のみの受付となります。〈出願期間内必着〉　窓口では取り扱っておりません。

①入学願書　　　　　②調査書

（②は公立高校受験用のものでも可）

　※入学手続延期を希望する場合には、必要な情報を入力してください。

男女 合計約60名

(うちGSP 男女合計15名)

男女 合計約60名

(うちGSP 男女合計15名)

　特別進学コース（GSP・特別進学コースも含む）受験の場合、全ての入試回で

　総合進学コースへのスライド合格制度があります。

2月25日(土)～3月2日(木)1月16日(月)～1月17日(火) 1月25日(水)～2月7日(火)

2023年度　入学試験　要項概要　

特別進学(含特待生)

・総合進学

特別進学(含特待生)

・総合進学

特別進学(含特待生)

・総合進学

推薦入学試験
第1回 第2回

一般入学試験

第3回

特別進学・総合進学

試　験　日

2月10日(金)

手続方法

募集定員

受験料

　　　　　　　　　　　「①入学願書」は専用サイトから入力後に印刷してください。

男女 合計 約120名

郵

送

　①入学願書

　②推薦書(A・CⅠ推薦のみ)

　③エントリーシート

　④調査書

  (④は公立高校受験用のものでも可)

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

出

願

提

出

書

類

入力期間

出

願

（

書

類

提

出

）

3月3日(金)

※GSP出願者で英検準2級以上の取得者は合格証明書コピー

1月22日(日)
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一般入試〔第３回〕：2月25日(土)～3月2日(木)

　市販の角2封筒(A4用紙を折らずに入るサイズ)に、提出書類を封入し、

データをアップロード

写真(4㎝×３㎝)を貼付

OR

 ※貼付の場合、裏面に受験生の氏名を記入

・

試験当日に持参

  ※本校からは発送

  　しません

顔写真

(ﾓﾉｸﾛ可)

受験票 入学願書

推薦入試：1月16日(月)～1月17日(火)

一般入試〔第１回、第２回〕：1月25日(水)～2月7日(火)

インターネット出願についてのお問い合わせは、出願専用サイト上でご確認いただけます。

インターネット出願方法

　　印刷した宛名ラベルを貼る→「簡易書留」で郵送〔出願期間内に必着〕

miraicompassの出願専用サイトから出願いただけます

◆出願手続きの流れ

◇土日、祝日を問わず、２４時間出願手続きが可能です。

◇個人のＰＣなどから出願手続きができます。

◇クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー(金融機関ATM)での受験料お支払いが選べます。

　本校ＨＰにある　　　　　　　　　　　　　　　をクリック

　STEP１　ID登録【メールアドレスをIDとして登録】

　　　　　　※すでにイベント予約の際にIDを登録した方は、そのIDを

　　　　　　　ご使用ください。

　　　　　　　なお、出願後の連絡のため、緊急時にもご確認いただける

　　　　　　　アドレスをご登録ください。

　STEP２　個人情報の入力【出願に必要な情報を入力】

　　　　　　※入力期間はP.1「入学試験　要項概要」でご確認ください。

　クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー(金融機関のATM)を

　ご利用ください。なお、納入には別途手数料がかかります。

　　　　　　※納入期間はP.1「入学試験　要項概要」でご確認ください。

支払い完了メールを受信後、出願期間内に受験票等の印刷が可能となります。

Ａ４、白い紙で印刷してください。下記の3点が1枚に印刷されます。

【〈キリトリ線〉にそって3枚に切り離してください】

出願専用サイトに

アクセス

出願専用

サイト

受験料納入

印刷

推薦入試は１/9(月)から、

一般入試はそれぞれの

入力期間内でプリント

アウト出来ます

出願サイトから自宅またはコンビニエンスストア等で印刷

提出書類一式について、詳細は「入学試験要項」の
以下のページをでご確認ください。

推薦入試：Ｐ.３ 一般入試：Ｐ.６

提出へ 郵送する
封筒に貼付

書類の提出

【郵送】

宛名
ラベル

2
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◆ 募集定員

◆

※

◆

第一志望
男女

計約45名

　GSP・ＢⅠⅡ総合進学コース

推薦入試区分

×GSP併願 ○

第一志望

 BⅡ総合進学コース

 BⅠ総合進学コース

（2）基準や条件

○

推薦入試区分(全てGSPを含む)

単願

併願

 CⅡ総合進学コース

 CⅠ総合進学コース

５科20以上で９科に１がないこと

単願

A、BIについては各種検定や強化指定部優遇制度(P.10参照)などで内申に最大３ポイントの優遇を利用できます 。

詳しくは入試広報スタッフまでお問い合わせください。

×

GSP単願

英検準２級以上

取得者

(※)

○ ○
　GSP・ＢⅠ特別進学コース

　GSP・CⅠ総合進学コース

推薦入学試験、GSP推薦入学試験について

エントリー

シート

○

○

　　・さらに以下の「内申基準」および「志望の条件」をともに満たす生徒

５科17以上で９科に１がないこと

３科13以上かつ５科22以上

９科に１がないこと

５科15以上で９科に１がないこと

５科18以上で９科に１がないこと

３科13以上かつ５科20以上

内申基準

　　　＊９科とは「国語・社会・数学・理科・音楽・美術・保健体育・技術家庭・英語」のことです。

出願時の提出書類の内訳

調査書
中学校長の

推薦書

×

　BⅠ総合進学コース

併願

募集定員

GSP第一志望

GSP併願

　CⅡ総合進学コース

　本校を第一志望とし、

　在学中学校長が推薦

　する生徒

○

×

英検の合格証明書

コピー

　BⅡ総合進学コース

○
第一志望

入学願書推薦入試区分

GSP

第一志望

○

　A特別進学コース・総合進学コース

　CⅠ総合進学コース

○○○

○ ○

○

　GSP・CⅡ総合進学コース

　　・中学3年次において、12月末までの欠席日数が原則として10日以内であること

（1）本校のアドミッションポリシーを理解する、保護者のもとから通学可能な2023年3月中学校卒業見込みの男女

出願資格

　　・人物、学力ともに優秀であり、特別活動などに積極的であること

 A特別進学コース 
９科に２以下がないこと

 BⅠ特別進学コース 
９科に２以下がないこと

志望の条件

　本校を第一志望とする生徒

○

　　　＊５科とは「国語・社会・数学・理科・英語」のことです。

　本校以外を第一志望と

　する生徒

(書類の詳細については、P.1の「提出書類」の欄をご参照ください)

×

○

　BⅠ特別進学コース

　GSP・Ａ特別進学コース・総合進学コース

○

○

○

○○

※GSP出願者で英検準２級以上の取得者は合格証明書のコピーを提出してください。スピーキングテストが免除になります。

単願
 　A総合進学コース

 　GSP・Ａ総合進学コース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
GSP単願

 　A特別進学コース

 　CⅠ・CⅡ総合進学コース

 　BⅠ特別進学コース

 　BⅠ・BⅡ総合進学コース

 　GSP・Ａ特別進学コース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　GSP・CⅠ・CⅡ総合進学コース

 　GSP・ＢⅠ特別進学コース

 　GSP・ＢⅠ・BⅡ総合進学コース

○○

男女

計15名

※ＡとCⅠ、CⅠとＣⅡ、ＢⅠとBⅡ

　の違いは入試広報スタッフにお問

　い合わせください。

【注意】

　　東京都・神奈川県の公立中学生

　　はＢI、ＢII、ＣII推薦に出願で

　　きません。

○

併願

○

○○

 A総合進学コース

　　　＊内申基準の数値は、公立高校に提出する第3学年の５段階評定のことです。
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◆ 入学試験

◆

◆

納入期限 公立高校発表日(※)の翌日の13:30まで合格発表後から1月25日(水)　13:30まで

Ａ総合進学コース(GSP含む)

ＢⅠ特別進学コース(GSP含む)

ＢⅠ･ＢⅡ総合進学コース(GSP含む)

　　◇特待生(GSP特待生・部活動特待生を除く)については、P.5「推薦入試合格者が特待生を目指す場合」をご覧ください。

ＣⅠ総合進学コース(GSP含む)

手続方法
　下記の納入期限内にクレジットカード決済、コンビニエンスストアまたはペイジー（金融機関ATM)で入学金を納

　入してください。入学金の納入をもって、入学手続完了とします。

　　　英　　語　　　　9:00 ～   9:30

　　　国　　語　　　　9:50 ～ 10:20

　　　数　　学　　     10:40 ～ 11:10

　　　面　　接　　     11:30 ～

（6）選考

　　　◇面接

　　　　　　＊AおよびC推薦入学試験は「本人のみの個人またはグループ面接」

　　　　　　＊B推薦入学試験は「本人のみのグループ面接」

（5）時間割

　　　集　　合　　　　8:45

（1）期　日　1月22日(日)　

（2）会　場　本校

（3）持ち物　受験票・筆記用具(鉛筆、消しゴム)・上ばき

（4）試　験

　　　◇適性検査(英語、国語、数学　各30分　各100点)　スピーキングテスト(GSP)

　　◇GSP特待生についてはP.5「GSP推薦入試合格者が GSP特待生を目指す場合」をご覧ください。

　　◇電話などによる合否の問い合わせにはお答えできません。

　　　　　参考：2022年度入学金　240,000円

３．いったん納入された入学金はお返しできません。

　　　◇選考は提出書類、適性検査、面接の総合判定によります。

　　　◇GSP出願者は面接後にスピーキングテスト(英検準2級以上の取得者は免除)

１．上記の日時に入学手続を完了して下さい。手続をしない場合は入学資格を失います。

２．2023年度の入学金の金額は11月上旬に決定します。

合格発表　1月22日(日)　21:00　合格発表専用サイト

入学手続

〈※諸注意〉

ＣⅡ総合進学コース(GSP含む)

※公立高校発表日とは、各道府県公立高校入学試験のうち合格発表日が3月8日(水)以前のものを対象とします。

　例えば、埼玉県公立高校の場合、合格発表日が3月8日(水)ですので、手続期間の最終日は3月9日(木)となります。

区分
Ａ特別進学コース(GSP含む)
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◆

推薦入試合格者(特別進学コース合格者を除く)は、特別進学コースへの編入のために、改めて2月10日(金)、2月11日(土)にお

こなうの特別進学コース一般入学試験に出願することができます。(受験料は不要)

ただし、ＡおよびＣ推薦入学試験での合格者は、入学手続完了後に限ります。

【推薦入試合格者が特待生を目指す場合】

◇P.1「入学試験　要項概要」にある「インターネット出願」の出願期間内に「特別進学コース一般入学試験」に出願してく

　ださい。その際、推薦入試の受験番号を必ず入力してください。

◇調査書などの提出書類は不要です。印刷した入学願書を簡易書留で本校まで郵送してください。〔2月7日(火)必着〕

　　

【GSP推薦入試合格者がGSP特待生を目指す場合】

GSP推薦入試合格者は、GSP特待生資格を取得するために、改めて2月10日（金）、2月11日（土）におこなう特別進学コース

一般入学試験を受験する必要があります。(受験料は不要)

ただし、GSPのＡおよびＣ推薦入学試験での合格者は、入学手続完了後に限ります。

◇P.1「入学試験　要項概要」にある「インターネット出願」の出願期間内に「特別進学コース一般入学試験」に出願してく

　ださい。その際、推薦入試の受験番号を必ず入力してください。

◇調査書などの提出書類は不要です。印刷した入学願書を簡易書留で本校まで郵送してください。〔2月7日(火)必着〕

【推薦入学合格者が特別進学コースを目指す場合】

◇調査書などの提出書類は不要です。印刷した入学願書を簡易書留で本校まで郵送してください。〔2月7日(火)必着〕

推薦入試合格者を対象とした一般入試における特待生・特別進学コース生の選考について(チャレンジ入試)

　コース・制度の詳細はP.8「５　特別進学クラスについて」およびP.9「８　特待生制度・奨学生制度について」を

　ご覧下さい

推薦入試合格者が特待生資格を取得するためには、改めて2月10日(金)、2月11日(土)におこなう特別進学コース一般入学試験

を受験する必要があります。(受験料は不要)

ただし、ＡおよびＣ推薦入学試験の合格者は、入学手続完了後に限ります。

◇P.1「入学試験　要項概要」にある「インターネット出願」の出願期間内に「特別進学コース一般入学試験」に出願してく

　ださい。その際、推薦入試の受験番号を必ず入力してください。
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4

◆

◆

◎

◎

◆

併願Ⅱ型　総合進学コース

・入学手続延期を希望する場合には、必ず必要な情報を入力してください。

　　・GSP出願者で英検準２級以上の取得者は合格証明書コピーをご提出ください。スピーキングテストが免除になります。

※推薦合格者を対象とした「チャレンジ入試」についてはP.5をご覧ください。

　　　　①は専用サイトから入力後印刷してください。

　　　　②は本校ホームページからダウンロードしてください。(公立高校受験用のものでも可)

　　①入学願書　　②調査書

出願時の提出書類

一般入学試験・ＧＳＰ一般入学試験について

募集定員

第１回　2月10日(金)

特別進学コース

総合進学コース

第２回　2月11日(土) 第3回　3月3日(金)

特別進学コース出願の場合は総合進学コースへのスライド合格制度あり

男女　計約45名

　推薦入学試験にGSPで出願して資格を得られなかった受験生が、一般入試でGSPに再挑戦することはできません。

・本校のアドミッションポリシーを理解する、保護者のもとから通学可能な2023年3月中学校卒業見込みの男女。

・中学3年次において、12月末までの欠席日数が原則として10日以内であること。

＊GSP一般入試第1回に不合格となった場合、GSP一般入試第2回ではGSPの合否判定は行いません。

第一志望優遇制度：一般入学試験において、本校を第一志望とする生徒を学力試験で加点する優遇制度です。

男女　計約15名

特別進学コース出願の場合は総合進学コースへのスライド合格制度あり

出願の資格

GSP・特別進学コース

GSP・総合進学コース

　　＊９科とは「国語・社会・数学・理科・音楽・美術・保健体育・技術家庭・英語」のことです。

※併願Ⅰ型と併願Ⅱ型の違いは入試広報スタッフにお問い合わせください。

※併願Ⅰ型は各種検定や強化指定部優遇制度(P.10参照)などで内申に最大3ポイントの優遇を利用できます 。

　詳しくは入試広報スタッフまでお問い合わせください。

・適用の基準：５科15以上で９科に１がないこと。(数値は公立高校に提出する第3学年の５段階評定)

・入学手続の延期はできません。

・詳細は本校の学校説明会でお問い合わせ下さい。

　　＊内申基準の数値は、公立高校に提出する第3学年の５段階評定のことです。

　　＊５科とは「国語・社会・数学・理科・英語」のことです。

併願優遇制度：一般入学試験において、本校を併願する生徒を対象とした優遇制度

３科13以上かつ５科22以上　９科に２以下がないこと

５科20以上で９科に１がないこと

５科17以上で９科に１がないこと

内申基準

併願Ⅰ型　特別進学コース

区分(GSP含む)

併願Ⅰ型　総合進学コース

6
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～
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～

◆

◆

上記納入期限日の13:30まで

合格発表後から2月14日(火) 13:30まで

3月  6日(月)東京都在住

埼玉県在住 3月  9日(木)

8:45

9:00

10:10時間割   国　語

  数　学

面接 13:00

11:20

会場

試験

◎諸注意

入学手続

合格発表専用サイト

選考

期日
　3月3日(金)　18:00

　◇特待生(GSP特待生含む)については第1回・第2回分をあわせて２月11日(土)に発表します。

　◇電話などによる合否の問い合わせにはお答えできません。

　2月10日(金)　22:00

総合進学コース

集合

  英　語

12:10

　　〈昼食〉

　2月11日(土)　22:00

入学試験

合格発表

　◇選考は、提出書類・学力試験・面接の総合判定によります。

　◇特待生の選考は第１回・第２回で行います。第３回では選考しません。

2月11日(土) 3月3日(金)

　本　校

　受験票・筆記用具(鉛筆・消しゴム)・上ばき・昼食を持参してください。

　◇学力試験(英語、国語、数学　各50分各100点)

　◇面接(本人のみのグループ面接)

区分 第１回
特別進学コース

第２回

持ち物

第３回
総合進学コース

期日

区分

特別進学コース
第２回

手続方法
　納入期限内にクレジットカード決済、コンビニエンスストアまたはペイジー（金融機関ATM)で入学金を納入

　してください。入学金の納入をもって、入学手続完了とします。

注意

第１回 第２回
特別進学コース

総合進学コース

特別進学コース

総合進学コース

特別進学コース

特別進学コース

総合進学コース
第３回

面接後、GSP出願者はスピーキングテスト(英検準２級以上取得者は免除)

  9:50

11:00

総合進学コース

２．2023年度の入学金の金額は11月上旬に決定します。

３．いったん納入された入学金はお返しできません。

　　　　※公立高校発表日とは、各都道府県公立高校入学試験のうち合格発表日が3月8日(水)以前のものを対象とし

　　　　　ます。例えば、都立高校の場合、合格発表日が3月1日(水)ですので、手続期間の最終日は3月2日(木)とな

　　　　　ります。

総合進学コース

特別進学コース

2月10日(金)

第３回
特別進学コース

総合進学コース

特別進学コース

総合進学コース

　　＊第１回、第２回の合格者は出願時に入学手続延期手続きを済ませていれば、公立高校発表日(※)の翌日の13:30

　　　まで入学手続を延期できます。

１. 上記の日時に入学手続を完了して下さい。手続をしない場合には入学資格を失います。

区分 第１回

納入期限
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7 学費等諸納入金について

※

※

985,200円合計

　父母の会会費 6,000円   (    6,000円×　  1回)

　副教材費※ 240,000円   (240,000円×  　1回)

　生徒会会費 7,200円   (    7,200円×　  1回)

　教育充実費 48,000円   (    4,000円×12ヶ月)

　積立金※ 120,000円   ( 10, 000円×12ヶ月)

  (    2,000円×12ヶ月)

◇各入学試験で「特別進学コース」に合格した生徒のみで編成されます。

◇「特別進学クラス」は英語、数学の授業では習熟度が最も高いグループに属することになり、高度な授業が行われます。

　　また、特別進学クラス生は長期休業中の講習に必ず参加することになります。

　　グローバル・スタディーズ・プログラム(GSP)とは３年間の国際教育プログラムです。「発信できる英語力」と「21世

　　紀型の教養・スキル(問題発見・解決力)」を身につけることがプログラムの目的です。

　　プログラムに含まれる行事(カナダでの約３ヶ月間のターム留学予定)及び講座(「英語で学ぶ日本文化」、英検取得講座)

　　への参加です。

　　ただし、入学後プログラムが求める条件を満たせない場合には、プログラムに参加できなくなる場合もあります。行事

　　及び英検講座に関する費用は別途有料となります。

◇詳細は入試広報にお問い合わせください。

　１．目的

　２．定員　　男女　計30名(推薦入試 男女 計15名　　一般入試 男女 計15名)

　３．内容

１．入学時の納入金(入学金)　240,000円

２．入学後の納入金(年額)

特別進学クラスについて

積立金は、修学旅行などの経費に使われます。

なお、2年次では月額5, 000円程度の予定で、3年次での納入はありません。卒業時に精算の上返金します。

副教材費は、問題集等の経費に使われます。学年によって違いがありますが卒業時に精算の上返金します。

　※入学後に新たにGSPに参加することはできません。

グローバル・スタディーズ・プログラム(GSP)について

　　（参考）2022(令和4)年度の学費等納付金

　　　2023(令和5)年度の金額は11月上旬(積立金・副教材費は入学手続き時まで)に決定します。

　授業料 444,000円   (   37,000円×12ヶ月)

　施設設備費 96,000円   (    8,000円×12ヶ月)

　冷暖房費 24,000円
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　(国および都の助成制度について)

　　詳しくは東京都私立中学高等学校協会の公式サイトをご覧ください。

【部活動特待生制度】

人物・学業ともにすぐれ、授業料などの支弁が困難と認められる生徒に対し、授業料などの全額または一部を支給する制度です。

この制度は、返還不要の給付型の制度で、１年ごと更改制です。入学後に申請・審査を経て決定します。また、入学後の世帯収

入急変にも対応し、支給の対象となることがあります。いずれも人数制限があります。

特待生制度・奨学生制度について

・特待生は、大学入試において難関大学の一般入学試験を受験し、合格することを目指します。

【特待生制度】

・特待生は、１年次では特別進学クラスに編入されます。

　　　基準①　一般入学試験で３科270点以上の得点をした受験生

　　　基準②　下記の内申基準を満たした特待候補生のうち、一般入学試験の得点が上位3位以上の受験生

　　　　　　　(内申基準の数値は公立高校に提出する第３学年の５段階評定）

　　　　　　　　　単願　５科24以上かつ９科43以上　９科に２以下がないこと

　　　　　　　　　併願　５科25かつ９科43以上　９科に２以下がないこと

・選考は、提出書類、入学試験および面接の総合判定によります。(推薦入試合格者の面接は免除)

【GSP特待生制度】

・人物・学力ともに優秀な生徒を特待生とし、入学後に奨学金 100 万円を支給します。

　入学試験において本校の定める基準①、基準②のいずれかを満たした場合は、合格発表時に特待生として発表されます。

・特待生を希望する受験生(推薦入試合格者も含む)は、一般入学試験の第１回、第２回で実施される「特別進学コース」または

　「GSP特別進学コース」のいずれかを受験して下さい。

GSP一般入学試験において一定の基準を満たし優秀な成績で入学したGSP生にはターム留学費用のうち50万円を支給します。

(男女合計6名以内)　この制度と特待生制度との重複適用も可能です。

＊入学後は、年度末の学業成績などの審査を経て継続選考や新規選考される制度があります。(年額 50 万円支給)

　＊在住の自治体が授業料などの軽減措置をとっている場合、この制度は適用されません。

【入学支度金貸付制度】

強化指定部(ソフトテニス部・硬式野球部・サッカー部)において、活動実績・人物面とも高く評価でき、率先して文武両道の体

現をめざす生徒に対し、入学金・授業料・施設設備費・教育充実費の実質全額または半額を支給する制度です。ただし、人数制

限があります。部活動特待生の詳細については当該部の顧問教員にお問い合わせください。（硬式野球部・サッカー部は男子のみ対

象）

【明法学院奨学生制度】

　　授業料の負担軽減として国の就学支援金と、都の授業料軽減助成金をあわせて年469,000円(最大)の助成を受けるこ

　　とができます。授業料以外の負担軽減として都の奨学給付金、年152,000円(最大)もあります。(2022年度実績)

保護者が東京都に居住する場合は、「東京都私立高等学校入学支度金貸付制度」(2022年度は一律20万円、無利息)を利

用できます。
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入学試験に関する個人情報の取り扱い

　　合格者名簿作成の上で必要となる場合に限ります。

１．出願時に提出された個人情報は、本校にて厳重に管理し、その利用に関しては入学試験および入学手続、

　　　　　11月14日(月)　  9:00　申込受付開始　　24時間入力可能

　　◇日程　　12月  2日(金)　16:00～　　　　12月  7日(水)　16:00～　　　　12月24日(土)　10:30～

　　　　　　　12月  3日(土)　10:30～　　　　12月  9日(金)　16:00～　　　　1  月  7日(土)　14:00～

　　　　　　　12月  4日(日)　10:30～　　　　12月10日(土)　10:30～　　

２．合否の結果については、専用サイトを通じてパスワードで保護されます。

　　※推薦入試に出願する場合および一般入試で優遇制度の適用を希望する場合は必ずお申し込みください。

◇個別受験相談会は予約制です。事前に予約専用フォームからお申し込みください。

個別受験相談会について

強化指定部優遇制度について

　※強化指定部優遇制度の申請は原則11月21日(月)までとなります。優遇制度適用の条件および手続きについては入

・対象は、本校の強化指定部であるソフトテニス部(男･女)、サッカー部(男子)・硬式野球部(男子)になります。

・中学時代の対象競技での「継続的な努力」を評価する制度です。 対象競技の活動に中学時代(３年間)継続して取

　り組み、本校に入学した際には、対象の強化指定部に入部し、引退まで学習と部活動を両立して努力し、充実した

　学校生活を送る意志のある受験生のための優遇制度です。

・この制度が適用された受験生には入試の際の「合格の目安」となる内申基準を通常より通常＋２(最大＋３)優遇し

　ます。

　　試広報スタッフにお問い合わせ下さい。

　全ての入学試験での合格可能性・加点優遇などについて12月から行われる「個別受験相談会」で相談を承ります。

　　※特待生候補の確認の際には、「校長との面接」が必ず行われます。

　　　　　　　12月  5日(月)　16:00～　　　　12月17日(土)　10:30～　　

10



11

【新型コロナウイルス・インフルエンザなどの感染症で本校の入試を受験できなかった場合】

12

一般入試（第２回) 一般入試（第３回)

受験可

　入試日直前(３日前以内)に、本校の生徒や教職員に新型コロナウイルス感染症の罹患者が一定数出た場合、その日程での

　入試は中止とし、別の日程に変更して実施いたします。(変更する日程は下の表を参照)

　受験当日、新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症に罹患された受験生の方は、他の受験生への影響を考慮

　し、受験をお控えください。

　感染症(感染が確認または濃厚接触者に指定）により、出願したすべての日程が受験できなくなった場合、以下のように

　対応し、別日程で受験していただけます。

　※これはあくまでも、通常の入学試験を感染症を理由に受験できなかった、本校に出願している受験生を対象とする入

　　試です。なお、感染症でない場合(例えば、一般的な風邪や腹痛など)には、別室で受験できる態勢を整えています。

・入試当日までに在学する中学校経由で、お電話でご連絡ください。

・下記の日程のうち、医師より受験が許可された日から最も早い日程を受験していただきます。

・「感染症罹患による受験日変更届」を作成いただき、入学試験当日に提出していただきます。この提出をもって出

　願といたします。「感染症罹患による受験日変更届」は本校ホームページからダウンロードして下さい。

・願書や調査書などの出願に必要な書類は、すでに提出いただいている出願書類を用います。改めて提出いただく必

　要はありません。また、新たな受験料も必要ありません。

入試直前に本校で感染者が出た場合の対応

受験可

特別日程

2月15日(水)に

感染症罹患の場合

　　感染症により出願した入試日に受験できなかった場合の別日程
2月11日(土) 2月15日(水) 3月3日(金)

一般入試第１回
2月15日(水)

2月10日(金)

　　本校で感染者が出た場合の変更となる日程

※罹患者の人数が多くなった場合など、不測の事態が生じた場合

　には、左記の日程がさらに変更される可能性もあります。

　その際には、本校ホームページでご連絡します。

一般入試第２回
2月16日(木)

2月11日(土)

入学試験

推薦入試
1月25日(水)

1月22日(日)

変更する日程
変更となった

受験できない場合

受験可

受験

できなかった

入学試験

推薦入試 2月11日(土)、15日(水)

ともに受験できない場合

受験可

2月11日(土)に

受験できない場合

受験可

一般入試

2月10日(金)

2月11日(土)

1月22日(日)
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