
平成30年度（2018年度）

～入試日程～

第１回　２月１日（木）午前

第２回　２月１日（木）午後

第３回　２月２月（金）午前

第４回　２月２日（金）午後

第５回　２月５日（月）午前

（広報部）TEL 03-5996-3133　FAX 03-5996-3186　E-MAIL jhkoho@mejiro.ac.jp

〒161-8522  東京都新宿区中落合4-31-1
http://mk.mejiro.ac.jp/
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中学入試　生徒募集要項 



一般入試要項

第2回 第3回 第4回 第5回

2月5日（月）

午後 午前 午後 午前

25 5 5 5

2科
（国算）

2 科・4科
(国算）・（国算社理）

2科
（国算）

2科
（国算）

2月4日（日）
23：59   締切

15：00 8：30 15：00 9：30

20:00～ 14:40～ 20:00～ 14：00～

2月6日（火）13：00まで

2月2日（金）9：00～16：00 14:40～16：00 2月3日（土）9：00～16：00 14：00～16：00

●　事務室窓口受付時間は、9：00～16：00です。（平日・土曜）

●　一旦納入された受験料・入学金は、返金致しかねます。予めご了承ください。

●　受験料・入学金のお支払いには、別途手数料がかかります。予めご了承ください。

複数回受験の場合、同時出願に限り、23,000 円

2月3日（土）13：00まで

各試験掲示発表以降～2月10日（土）23：59

合格者は、本校事務室窓口にて受験票を提示の上「合格通知書」・「入学手続き書類」を2月6日（火）までに必ずお受け取りくださ
い。「合格通知書」は各試験ごとにお渡しします。

掲示発表の場所は、本校正面玄関です。

14:40～16：00

同時出願されない場合：1回　23,000円

2月2日（金）13：00まで

14：40～

8：30

【支払方法】クレジットカード決済・コンビニエンスストアまたは金融機関ＡＴＭ（ペイジー）

第1回

※本校ホームページ、出願サイトバナーより画面の指示に従って、志願者情報等を入力してください。
※受験票・写真票（学校提出用）はお手元のプリンターで印刷してください。
※写真票（学校提出用）に写真を貼って試験当日にエントランス専用受付へご提出ください。
※加点対象となっている英検・TOEFL Primary取得者は合格証のコピーを試験当日にエントランス専用受付へご提出ください。
   提出された方は加点の対象になります。

全日程インターネット出願

1月31日（水）23：59   締切

1月20日（土）0：00～

3年間特待・S特待・A特待

国語：50分（100点）・算数：50分（100点）・社会：25分（50点）・理科：25分（50点）

2 科・4科
(国算）・（国算社理）

平成30年3月小学校卒業見込みの者（保護者のもとから通学できること）

60

午前

2月1日（木） 2月2日（金）

2月1日（木）23：59   締切

合格発表

合格通知書

HP

掲示

手続き期間

出願方法

受験料

集合時間

試験科目

受験資格

定員

試験日

出願期間

特待

試験時間/配点

2月11日（日）　午前予定

※特待生手続には、ご印鑑が必要です。2月10日（土）16：00までに本校事務室窓口へお越しください。

教育充実資金 入学手続き時、1口10万、1口以上の寄付をお願いしています。（任意）

入学金の支払いをもって入学手続きは完了です。　※入学準備に関する書類は、新入生ガイダンスでお渡しします。

　・支払方法：クレジットカード決済・コンビニエンスストアまたは金融機関ＡＴＭ（ペイジー）
　・入学金：200,000円

手続き方法

新入生ガイダンス
学用品購入
制服採寸



加点制度 対象：一般入試受験者のみ（英語スピーチ及びQ&A入試は対象外です。）

30点 15点 10点 5点

2級 3級 4級 5級

227-230 210-217 204-209 202-203

試験当日
写真票（学校提出

用）回収
集合及び諸注意 算数 社会 理科

午
前

第1回　2月1日
第3回　2月2日

7：30～8：30
エントランス

8：30～8：35 9：55～10：45 11：00～11：25 11：35～12：00

午
後

第2回　2月1日
第4回　2月2日

14：00～15：00
エントランス

15：00～15：05 16：25～17：15

午
前 第5回　2月5日

7：30～8：30
エントランス

9：30～9：35 10：55～11：45

特待生制度 対象：全受験者 （平成 29 年度参考：変更になる場合があります。）

合格基準・得点率

90% 合計　2,126,000 円

80% 合計　842,000 円

70% 合計　370,000 円

※ 2 年次・3 年次にも単年ごとに特待生を認定しております。

中学1年次納入金 （平成 29 年度参考：変更になる場合があります。）

金額

200,000 円

170,000 円

550,000 円

124,790 円

1,044,790 円 ※　制服代・学用品代は、含まれていません。

◇　中学3年次のカナダ修学旅行およびSEC語学研修積立金は、中学1年次より分割で別途委託徴収します。

　　『特進コース、総合コース』カナダ修学旅行：計44万円／『SEC』語学研修：計44万円

◇　『SEC』では、高校2年次に海外留学を予定しており、費用は高校1年次より分割で別途委託徴収します。（計約90万円）　修学旅行はありません。

授業料減免制度

入学後家計が急変し、納入が困難になった方を対象に授業料等を減免する制度があります。（審査会で審査の上、決定いたします）

経済的支援制度

平成29年度より、国が私立中学校に通う生徒に年額10万円を支援する制度が開始されました。
所得制限がありますので、詳細は事務室にお問い合わせください。

英検

TOEFL Primary 218-226

準2級

20点

種類

施設設備費

入学金

項目

A 特待

S 特待

年額

8：50～9：40

国語

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校生活全般に関わる費用）、　PTA会費、生徒会費、林間学校

※　その他納入金・・・教育諸活動費（学校行事、進路指導、学習支援センター補助等

※　学費・・・授業料、実験実習費、英語特別指導費

内訳

9：50～10：40

15：20～16：10

入学金・施設設備費・授業料を3年間免除

入学金・施設設備費・授業料を1年間免除

入学金・施設設備費を免除

免除内容

その他納入金

学費

3 年間特待

試験会場への持ち物

1.受験票

2.筆記用具（シャープペンシル可、定規不要）

ただし、格言などが書かれている鉛筆は不可。

※上履きは不要です。

※試験会場への時計以外の機能を持つ腕時計の持ち込みは禁止です。

※携帯電話、辞書、電子機器の持ち込みは禁止です。

注意事項

◇本校の開場時刻は、7：30です。

◇試験会場への入室開始時刻までは保護者・受験生ともに保護者控室

（本校カフェテリア）にてお待ちいただきます。

◇試験終了後は、保護者控室（本校カフェテリア）まで受験生を誘導しま

す。お待ち合わせはこちらでお願いします。

カフェテリアの営業について

2月1日と2日は、11：00～13：30の間、営業しています。

昼食時、ご利用ください。なお、お持ちいただいたお弁当などもお召し上

がりいただけます。

写真票（学校提出用）提出について

◇午前入試は7：30～、午後入試は14：00～、エントランスにて回収を

させていただきます。写真の貼り忘れがないようご確認をお願いい

たします。

◇英検・TOEFL Primary合格証コピーをお持ちの場合は、同時にご提

出をお願いいたします。



インターネットによる出願の手引

●　インターネット出願及び手続きは、本校ホームページ上のリンク「mirai compass」（ミライコンパス）のサイトで行います。

●　平日・土日・祝日24時間出願手続きができます。

●　ご自宅で出願手続きができます。

●　各種クレジットカード・コンビニエンスストア・金融機関ATM（ペイジー）でのお支払方法が選べます。

※お支払いには別途手数料がかかります。予めご了承ください。

出願の方法

パソコン・スマートフォン・タブレット端末のいずれかをご利用ください。

志願者情報を入力し、出願する試験を選択してください。

クレジットカード
支払

コンビニ
支払

ペイジー
支払

受験票及び写真票（学校提出用）をお持ちの上、来校してください。

インターネット出願についてのＱ＆Ａ

●　インターネット出願の使い方は、以下のURLをご参照ください。

      http://www.mirai-compass.jp.net/nygk/

●　インターネット出願を行う環境について

　 　インターネット接続する環境及びプリンターをお持ちでない場合は、本校のパソコン・プリンターをご利用いただけます。

　 　出願期間中に本校窓口へお越しください。（日曜・祝日を除く9：00～16：00）

※11月以降、本校ホームページに入試当日から新入生ガイダンスまでの詳細をご案内いたします。

本校の入学試験にあたってご提供いただいた氏名、住所等の個人情報は本校入学試験および付随する業務以外の目的には使用いたしません。

◇個人情報保護について

本校ホームページ

入試当日

写真貼付

受験票・写真票（学校提出用）印
刷

受験料の支払方法選択

出願情報入力

出願サイト

ID（メールアドレス）登録

出願期間が近くなりましたら、本校ホームページに出願サイトバナーを設置します。

メールアドレスをIDとして登録してください。なお、出願後の連絡のため、緊急時にもすぐに
ご確認いただけるメールアドレスをご登録ください。
※すでに「mirai compass」で共通IDを登録済みの場合は、そのIDをご使用になれます。

受験料のお支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関ATM（ペイジー）を
ご利用ください。
お支払いには別途手数料がかかります。本校事務室窓口でのお支払いはできません。

受験料のお支払い完了後、支払完了メールが届き、出願サイトから受験票・写真票（学校提出
用）の印刷が可能となります。ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷してください。

印刷された写真票（学校提出用）に顔写真（4ｃｍ×3ｃｍ）を貼付してください。
顔写真データをアップロードされた方は写真票（学校提出用）などの写真貼付欄に印刷されま
す。


