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一般入試出願 
 

試験名 第１回 第２回 第３回 

試験日 ２０１８年２月１日（木） ２０１８年２月２日（金） ２０１８年２月４日（日） 

募集人数 ８０名 ６０名 ３０名 

受験科目 国語・算数・理科・社会の４科目 

出願期間 
１月２０日（土）  ０：００ から 

１月３０日（火） ２３：５９ まで 

１月２０日（土）  ０：００ から 

２月 １日（木） ２３：５９ まで 

１月２０日（土）  ０：００ から 

２月 ３日（土） ２３：５９ まで 

 
● 帰国生入試については、４ページをご参照ください。 
 

 

 

２０１８年３月に小学校を卒業予定であり、高等学校卒業後は大学への進学を希望している者 

 

 

  １回分のみ出願     ２５，０００円 

  ２回分に出願      ３０，０００円 

  ３回分に出願      ３５，０００円 

受験料お支払いにおいて手数料(自己負担)がかかります。また、お支払いいただいた受験料は返金いたしません。 

 

 

● 本校ホームページのインターネット出願サイトにて必要事項を入力し、受験料をクレジットカード決済またはコンビニ

エンスストアで現金にてお支払い下さい。出願サイトではメールアドレスの登録が必要となります。本校からの連絡が確

認できるメールアドレスをご登録ください。 

● 受験料の入金確認後、出願完了メールが送信されます。案内に従って志願票・受験票をプリントアウトしてください。

マイページからもプリントアウトできます。 

● 志願票には写真（白黒またはカラー・４cm×３cm・試験前３か月以内に撮影した上半身無帽のもの）を貼付し、受験

当日お持ちください。複数回に出願した場合、志願票は初回の受験日のみ提出してください。 

● マイページから、後日出願を追加することもできます。その場合は、受験料の差額をお支払いいただきます。 

 

 

〈インターネット環境・印刷環境のない方のための校内対応〉 

● 本校事務窓口にて出願用のパソコンおよびプリンタをご用意します。出願期間中の月～土 ９：００～１５：００ にご

利用ください。受験料をクレジットカード決済で支払う方はクレジットカードを、コンビニエンスストアで支払う方は必要な

受験料をお持ちください。 

出願資格 

受験料 

出願方法 
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試験当日 
 

 

７：００以降本校記念館講堂でお待ちいただけます。受験生は ８：３０ までに試験場に入室してください。 

  １．国語（１００点）   ８：５０～ ９：４０ （５０分） 

  ２．算数（１００点）   ９：５５～１０：４５ （５０分） 

  ３．理科（６０点）   １１：００～１１：３０ （３０分） 

  ４．社会（６０点）   １１：４５～１２：１５ （３０分） 

 

 

受験票、志願票（複数回受験の場合、初回のみ提出）、筆記用具、上履き 

 

 

● 横浜・町田方面からの受験生のためにスクールバスを運行します。乗車の申し込みは不要です。 
 

    発車場所  橋本駅北口・三菱東京 UFJ銀行前（橋本駅北口から徒歩３分・本校ホームページ参照） 

    発車時間  ７：２０ ～ ７：５０ （最終） 
 

  係教員の指示に従いご乗車下さい。なお、一旦お戻りになる保護者のために ８：３５，４０ に学校発橋本行き、お迎

え用として １１：４０ に橋本発学校行きのスクールバスを運行いたします。 

 また、試験終了後は、スクールバスを １２：２５～１２：４５ に順次運行します。 
 

● JR・京王線の高尾駅からは、京王の路線バスをご利用下さい。当日は構内直通バスが下記の時間で運行されま

す。乗り場は高尾駅南口②番バス乗り場です。なお、通常の路線バスも利用可能です。 
 

    高尾駅南口発 穎明館構内行  ７：２０，３０，４０，４５，５０ 
 

 試験終了後は、穎明館構内発高尾駅南口行の直通バスを順次運行します。 
 

● 構内に自家用車を駐車することはできませんので、公共の交通機関をご利用下さい。ただし送迎のための乗り入

れは可能です。お迎えの際はスクールバス配置の都合上、１２：００ 以降にお入りください。近隣の迷惑となりますの

で、周辺道路への駐車はしないでください。 
 

● 受験生は入室後、試験終了まで保護者と会うことはできません。試験終了までお待ちになる方は、記念館講堂をご

利用ください。 
 

● 受験生の上履きは普段使用しているもので構いません。保護者は上履き不要です。 
 

● 試験中、机の上に置けるものは、鉛筆（シャープペンシル）・消しゴム・時計のみです。ただし、必要であれば、テ

ィッシュペーパーは出しておいて構いません。筆記試験場には、正面に時計があります。定規・コンパス・分度器は

使用できません。 
 

● 自然災害等により交通機関が乱れた場合は、試験時間を繰り下げることもあります。 
 

● 緊急時連絡先     穎明館中学高等学校 ０４２－６６４－６０００ 

時間割 （各回共通） 

持ち物 

ご案内 
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合格発表・入学手続 
 

 

● 各回とも、試験当日の１９：００ から翌日の１１：００ まで、本校ホームページ上で合格者番号を発表します。また、

試験翌日の１０：００ から校内にも掲示発表します。 

● 本校への電話等による合否に関する問合せは、間違いを防ぐため、一切応じません。 

● 一度合格した受験生が、その後の回の受験をすることはできません。 

● 合格発表掲出期間においても、アクセスの履歴が残っている場合、以前のデータが表示されることがあります。最

新の情報に更新し、確認をお願いします。更新方法は各端末のマニュアルでご確認ください。 

 

 

● 入学手続き受付 

  第１回 ‥‥‥ ２月２日（金）～２月３日（土）  １０：００～１５：００ 

  第２回 ‥‥‥ ２月３日（土）～２月４日（日）  １０：００～１５：００ 

  第３回 ‥‥‥ ２月５日（月）～２月６日（火）  １０：００～１５：００ 

● 合格者は、入学手続き受付期間内に、学校事務窓口に受験票を提示して、合格証・入学手続き書類を受け取り、

入学手続きを行ってください。その際お支払いいただくものは、 

   入学金   ３００，０００円 

です。 

 

 

● 学費 

   授業料     ４８０，０００円 （４月・７月・１０月・１月の４期分納） 

   施設・設備費   １００，０００円 （４月・７月・１０月・１月の４期分納） 

 ◇ 授業料、施設・設備費の納入方法は入学手続きの際にご案内します。 

● 初年度授業料免除制度について 

 ◇ 第１回から第３回までの各入学試験で、成績優秀者を、初年度授業料免除対象の候補とします。候補者には合

格発表時に直接、電話でお知らせします。 

 ◇ 初年度授業料免除対象の候補者が本校に入学した場合、初年度授業料（４８万円）を１年間、全額免除いたしま

す。入学金（３０万円）、施設・設備費（１０万円）については納入していただきます。 

 ◇ 一度合格した後で、この制度を志望して再受験することはできません。 

 ◇ この制度は、本校入学後の学校生活を拘束するものではありません。また、免除者に関する情報は非公開としま

す。 

● 穎明館育成基金について 

 ◇ 本校の教育活動の充実振興を目的として、新入生と卒業生の保護者にご支援（寄付）をお願いしています。 

 ◇ ご支援（寄付）は任意のものです。一口一万円とさせていただきます。 

 ◇ 本校に入学が決定したのち、詳細を家庭通信にてお知らせし、改めてお願いを申し上げます。 

● 堀越克明奨学金について 

 ◇ 本校の教育目標を達成するために、本校生徒を対象に奨学金を授与しています。 

 ◇ 学業および人物優秀な生徒各学年１名を選出し、第３学期終業式で表彰するとともに、次年度の授業料を免除し

ています。 

合格発表 

入学手続 

学費等 



4 

 

帰国生入試募集要項 
 

試験日 ２０１８年１月６日（土） 

募集人数 １０名 

選抜方法 国語 算数 面接（英語圏の受験生及び希望者は英語面接を含む） 

出願資格 

・ ２０１８年３月に小学校を卒業予定であり、高等学校卒業後は大学への進学を希望している者。 

・ 保護者の在留に伴って外国で教育を受けた者で、原則として海外滞在が１年以上で帰国後３年

以内。 

出願期間 ２０１７年１２月１日（金） ９：００ ～ ２０１７年１２月１４日（木） １５：００ 

出願方法 インターネット出願のみ。一般入試と同様です。１ページをご参照ください。 

受験料 ２５，０００円 

提出書類 

・海外における在学証明書 ・海外における成績証明書 ・海外在留証明書 

英語に関わる証明（英検の合格証など）をお持ちの方は、コピーをご提出ください。出願が完了す

ると郵送用の宛名ラベルが出力できます。これを封筒に貼り、簡易書留にて郵送してください。ま

た、学校事務窓口に直接お持ちいただいても構いません。 

当日の時間割 

集合時間       ８：３０ 

１．国語（１００点）  ８：５０～ ９：４０ 

２．算数（１００点）  ９：５５～１０：４５ 

  面接       １１：００～ （１人１０分程度） 

持ち物 受験票、志願票、筆記用具、上履き 

合格発表 ２０１８年１月６日（土） １５：００  本校ホームページで合格者番号を発表します。 

入学手続 

受付期間  ２０１８年１月９日（火）～１０日（水）  １０：００～１５：００ 

上記期間内に学校事務窓口に受験票を提示して、合格証・入学手続書類を受けとり、 

入学金 ３００，０００円をお支払いください。 

 

● 本校への電話等による合否に関する問合せは、間違いを防ぐため、一切応じません。 

● 不合格者が、一般入試を受けることは可能です。その場合、受験上の優遇措置はありません。 

● 学費、初年度授業料免除制度、穎明館育成基金、堀越克明奨学金については、一般入試と同様です。３ページを

ご参照ください。 

          〈帰国生入試に関するお問い合わせ先〉   

             穎明館中学高等学校  ０４２－６６４－６０００  E-mail：eimeinosato@triton.ocn.ne.jp 

              副 校 長    橋本好広  

              入試広報部長  名倉利行 

              国際交流部長 秋山美和

mailto:eimeinosato@triton.ocn.ne.jp
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出願手続の流れ 
 

 

 

 

パソコン、スマートフォン、タブレット端末よりご利用

いただけます。 

 

本校からの連絡が確認できるメールアドレスをご登

録ください。 

 

本校窓口でのお支払いはできません。 

コンビニ支払の場合、店頭での現金のお支払いが

済んで初めて出願完了となります。 

 

 

 

 

 

 

出願完了後、志願票・受験票の印刷が可能となりま

す。出願後は「マイページ」にて出願内容の確認・追

加出願などができます。 

 

白黒またはカラー・４ｃｍ×３ｃｍ 

 

志願票・受験票をお持ちください。 

 複数回受験の場合、志願票は初回のみの提出とな

ります。 

 

 

 

インターネット出願の詳細については、２０１７年１１月１日（水）より、本校ホームページにてご案内いたします。 

 

本校ホームページ 

出願サイト 

出願情報入力 

受験料支払い方法選択 

 クレジットカード支払    コンビニ支払い 

帰国生入試に出願の場合 

海外在籍証明書・海外成績証明書・海外在留証明書

を簡易書留にて郵送 

志願票・受験票を印刷 

志願票に写真貼付 

試験当日 


