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募集要項
試験日 ����年１月��日（日）　８：��集合来校型入試 ����年１月�１日（土）オンライン型入試

募集人員 男女合わせて��名　一般入試第１回募集人員に含む 若干名

WEB出願期間 ��月��日（月）�：�� ～�月��日（火）��：��まで

受験料 ��，���円 
【納入方法】 「クレジットカード」「ペイジー」または「コンビニエンスストア払い※海外からはご利用頂けません」

出願資格

プレインタビュー
実施日

�月��日（土）（��分程度）
〈北米在住者〉��：�� ～ ��：��  〈日本・アジア・オセアニア・欧州在住者〉��：�� ～ ��：��

プレインタビューは、オンライン（Zoom）で実施します。指定された日時でのプレインタビューが難しい場合はご相談ください。

出願書類
提出締め切り １月��日（木）必着

合格発表 １月��日（月）��：�� ～１月��日（火）��：��　
合格発表専用サイトで発表します。なお、発表時間は変更になる場合があります。

入学手続き

・英語力測定試験/��分
・ライティング（英語によるエッセイ）/��分
・日本語作文（または日本語能力に応じた試験）/��分
・本人面接（英語）/��分程度
※英語力測定試験については、以下の英語検定試験結果を提出した場合、免除といたします。
　実用英語技能検定準１級以上または、同等の英語力の証明があること。ただし、２年以内に
　受検した検定試験であること。出願時「英語力測定試験免除」を選択してください。
※試験の結果、一般英語クラスとなる場合があります。

試験科目

英語型

日本語型

外国語型

・国語、数学、英語/各��分

オンライン型 ・学習言語による作文/��分
・本人面接（学習言語、日本語）/各��分程度

・外国語（学習言語）作文/��分
・日本語作文（または日本語能力に応じた試験）/��分
・本人面接（外国語）/��分程度

１月��日（月）��：�� ～１月��日（火）��：��
入学金：���,���円
納入方法：「クレジットカード」または「ペイジー」
入金確認後、合格書類を交付します。ただし、公立高校を受験する合格者は別スケジュールとなります。
詳しくはP�をご覧ください。

※納入後、受験料・入学金は理由の如何を問わず返金いたしません。

➀保護者あるいは保護者に準ずる者のもとから通学できる者
➁本校の教育方針を理解する者
➂次のいずれかの要件に該当する者
　１． １年以上海外に滞在し、原則として帰国後３年以内の者、あるいは１年以上の海外在住の後、帰国
　　  する予定の者 　
　２．国内インターナショナルスクールに２年以上在籍している者
　３．多言語環境にある者 　
　４．１年以上合法的に滞在できる外国籍の者

➃入学試験日において海外在住で来校による受験が困難な者
➄本学園が定める環境での受験が可能な者

オンライン型入試
受験の方のみ

日時はすべて日本時間（JST）です

�.�� sat
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FLOW / REGISTRATION

Web出願サイトへアクセス

▼

本学園ホームページのバナーから出願サイトにアクセスできます。
出願サイトは、パソコン、タブレット端末、スマートフォンに対応しています。

ID（メールアドレス）登録

マイページへログイン

▼

▼

画像アップロード 顔写真のアップロードは必須です。

出願情報入力 受験者情報を入力し、出願する試験を選択してください。

▼
入学願書・受験票印刷

▼

受験料の納入

出願書類の準備/郵送

▼
プレインタビュー

▼
試験/合格発表

→ P.�「出願書類の準備と郵送」を参照

→ P.�「プレインタビュー」を参照

→ P.�「入学試験当日/合格発表」を参照

ご登録メールアドレスでログインするとマイページが表示されます。ご登録メールアドレスでログインするとマイページが表示されます。

緊急時にもすぐご確認いただけるメールアドレスをIDとしてご登録ください。
※イベント予約等ですでにメールアドレス（mcID）をご登録済みの場合は、
そのIDをご使用ください。

「クレジットカード」「ペイジー」または「コンビニエンスストア払い」にて
受験料を納入してください。
納入の際には別途手数料がかかります。
※「コンビニエンスストア払い」は海外からはご利用頂けませんのでご注意ください。

受験料の納入完了後、マイページから入学願書・受験票を取得し、出願
期間中に印刷（A４サイズ・白い紙）してください。

受験までの流れと登録・操作

［ システムに関するお問い合わせ / 月～金（祝祭日、年末年始（��/��～�/�）除く）９：��～��：�� ］
miraicompass（ミライコンパス）サポートセンター（運用委託会社：三菱総研DSC株式会社）/出願サイト（miraicompass）画面
右下の「お問合せ先」をご参照の上、お問い合わせください。
お問い合わせの際は、お問合せ対象の「（コード）学校名」→「（����）啓明学園高等学校」と「お名前」をお伝えください。
※営業時間外の受付につきましては、ご質問内容によりご回答が翌営業日になることがございます。
※miraicompassサポートセンターでは、入試内容・出願内容に関するご質問にはお答えできません。

インターネット環境がない場合には、啓明学園　国際教育センターまでお問い合わせください。
TEL：���-���-����（代表）　本校でのWEB 出願を希望される際は事前にご予約ください。
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APPLICATION DOCUMENTS

出願書類の準備と郵送

書類の準備

書類の郵送

出願書類は、本校ホームページよりダウンロードできます。

必須書類（全員）

1 願書（WEB出願後、印刷したもの）

2

2 4 5

国際生履歴データ

3 中学１年生１学期～中学３年生２学期までの通知表の写し
▶ 補習校通学者は、補習校の成績証明書または通知表の写しもご提出ください

追加書類（該当者） 複数に該当する場合は、該当する書類をすべてご用意ください。

4

▼ 海外現地校、国内外インターナショナルスクールに在籍している場合

在籍学校からの推薦書

5

▼ 帰国子女の場合

海外在留証明書

6

▼ 自己PRができる資格・表彰等がある場合

資格・表彰状などのコピー

7

▼ 英語型受験で、英語力測定試験免除対象者（英検準１級以上）

英語検定試験結果のコピー（受検後２年以内のもの）

8

▼ 外国籍生徒の場合

有効なパスポートおよび在留資格を証明するもののコピー

は、本校指定のフォームに記入が必要ですのでご注意ください。

指定フォーム

指定フォーム

指定フォーム

出願書類一式を角２封筒（A４用紙が入る封筒）にいれて、簡易書留*でご郵送ください。　
送付の際には、受験票と一緒に印刷される「宛名用紙」を封筒に貼付してください。
＊海外から郵送される場合は、追跡可能な国際郵便でご郵送ください。

宛名用紙
貼付

書類一式

角２封筒
（A４用紙が入る封筒）

簡易書留で郵送

〈郵送先〉〒���-���� 東京都昭島市拝島町�-��-��　啓明学園国際教育センター 国際入試担当宛

１月��日（木）必着
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受付

点呼

�：�� ～ �：��

�：�� ～ �：�� �：�� ～ �：�� �：�� ～ �：��

�：�� ～ ��：��

�：�� ～ �：��

�：�� ～ �：��

試験

日程

■   プレインタビュー　※プレインタビューは必須/予約制です。予約の上、必ず受けてください。

■   入学試験日程　※次ページの注意事項を必ずお読みください

PRE INTERVIEW / ENTRANCE EXAMINATION

プレインタビュー/入学試験スケジュール

１月��日（土）

来校型入試 １月��日（日） �：��集合

オンライン入試 １月��日（土） お住いの地域との時差を考慮し、個別にご案内いたします。

所要時間 
＊上記日程でプレインタビューを受けることが難しい方は、ご相談ください。

��分程度

英語型試験型 外国語型英語力測定試験免除型 日本語型

英語力測定試験 外国語作文国語

面接（英語）

日本語作文又は
日本語能力に応じた試験

ライティング

�：�� ～ ��：��

��：�� ～ ��：��

��：�� ～

面接（英語）

��：�� ～

面接（外国語）

��：�� ～

ライティング 数学

英語

日本語作文又は
日本語能力に応じた試験

�：�� ～ ��：��

日本語作文又は
日本語能力に応じた試験

�：�� ～ ��：��

��：�� ～ ��：��

予約方法 出願完了メールに記載のURLより、プレインタビューをご予約ください。
ご予約には、受験番号が必要です。
プレインタビュー当日のZoom URLは、予約完了メールにてお知らせいたします。

当日 予約時間までに、指定のURLよりログインしてください。
プレインタビューでは、今までの学習歴・言語環境などをうかがいます。

〈北米在住者〉��：�� ～ ��：�� 
〈日本・アジア・オセアニア・欧州在住者〉��：�� ～ ��：��
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注意事項

オンライン入試
受験環境

1 受験生は、受付にて受験票をご提示ください。

2 係員の指示で受験生は試験会場に移動してください。
保護者の方は、保護者控室をご用意しております。

3 面接を終えた受験生は、試験監督の教員の指示に従ってご帰宅ください。

4

5

6

7

8 当日体調がすぐれない場合は、左記問い合わせ先にご連絡ください。

9

合格発表 １月�� 日（月）��：�� ～１月��日（火）��：��
合格発表専用サイトで発表します。なお、発表時間は変更になる場合があります。

NOTES

入学試験注意事項/合格発表について

ご来校の際は、電車・バスなど、公共の交通機関またはスクールバスをご利用ください。ス
クールバスをご利用の場合は、本校ホームページで詳細をご確認ください。

降雪等による自然災害で交通機関が乱れて入学試験に影響が出る場合、試験開始時間
を遅らせる等の対応を行います。試験開始時間の変更は、Web出願時にご登録いただい
たメールアドレス宛にメールをお送りいたします。

文部科学省及び東京都教育委員会の指針に基づいた新型コロナウイルス感染拡大防止
対策に取り組みます。来校前には検温を、来校の際にはマスク着用と手指消毒を行ってく
ださい。

インフルエンザに罹患した場合等は、事前に学園までご連絡ください。治癒後の試験日時
を指定します。その際に、医師によるインフルエンザの罹患・治癒証明書の提出が必要とな
ります。新型コロナウイルスに感染された場合も、事前に学園までご連絡ください。インフ
ルエンザ同様の対応をします。

緊急事態宣言発令時、あるいは社会状況の変化により、入学試験の日程あるいは試験形
態を変更せざるを得ない場合が発生することも考えられます。その際は事前にご連絡させ
ていただきます。

10 降雪等による自然災害で交通機関が乱れて入学試験に影響が出る場合、試験開始時間
を遅らせる等の対応を行います。本校ホームページをご確認ください。

〈震災時の対応について〉
東京都と神奈川県の私学協会では、万一の場合に備え、皆さんが安全にそして安心して受験できる体制を準備しました。本学園では、協
会の方針に基づき下記の通りの対応をしております。

入学試験と震災対応についての基本方針（東京私立中学高等学校協会）
➀軽微な地震によって電車が遅れた時には、試験の時間を変更するなどして対応することがあります。
➁ほぼ全ての電車が止まり、動き出す見込みがたたないような地震が起こった時には、東京都と神奈川県の全ての私立中学校・
高等学校は、予定されていた入試を全て中止にし、後日、一斉に繰り下げて再開することで、皆さんが混乱しないようにします。

持ち物持ち物

朝�:��より受付

042 - 541-1003（代表）

当日の連絡先当日の連絡先

受験票

筆記用具
鉛筆・シャープペンシル可

消しゴム

上履き

• 安定したインターネット環境があること
• 個室での受験が可能なこと
• 事前に解答用紙を印刷できること
• 解答用紙をスキャンまたは写真撮影し、Eメールで送信が可能なこと
• Zoomが利用可能であること
• 試験中の様子がわかるようカメラ、マイクがパソコンに内蔵されている、あるいは外付けで
  利用可能な環境にあること
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●学校納付金 ●奨学金・助成金制度

●国際学級指導費

授業料

ADMISSION PROCEDURE / SCHEDULE / PAYMENT & SCHOLARSHIP

入学手続き/合格後の予定/学校納付金と貸付制度、奨学金について

【入学手続期間】１月��日（月）��：�� ～１月��日（火）��：��　
【入学金】���,���円
【納入方法】「クレジットカード」または「ペイジー」

＊入金確認後、合格書類を�月�日（水）に発送します。帰国日が未定の方は、国際教育センターまでご連絡ください。
＊入学金納入後は、理由の如何を問わず返金いたしません。
＊公立高校の合格及び進学のために本校の入学を辞退する場合はご連絡ください。

教育充実費

親の会費

生徒会費

冷暖房費（年額一括払い）

施設費（年額一括払い）

合計

国際学級の指導を受ける場合

英語・外国語指導のみの場合

���,���円

��,���円

��,���円

�,���円

��,���円

���,���円

���,���円

���,���円

���,���円

別途修学旅行積立金を１、２年次に納めていただきます。
記載の金額は����年度のものです。諸般の事情により変更することがあります。
学費・諸会費等は、年額納入（５月）が原則となりますが、分割払いを選択すること
もできます。

以下の奨学金制度、助成金制度があります。
詳細については入学後にご案内いたします。

全国一律の制度として、生徒の授業料に
充てる「高等学校等就学支援金」を支給
し、家庭にかかる経済的負担を軽減してい
ます。保護者の所得状況により、支給額お
よび加算支給が決定されます。

都内に在住で、私立高等学校に通う生徒
の授業料の一部を助成する制度です。

高等学校等就学支援金

東京都私立高等学校等
授業料軽減助成制度

在学中、人物、学業共に良好で、かつ翌年度も
引き続き就学予定の者を対象とした減免制度啓明学園スカラーシップ

在学中、経済的理由で本学園の学業継続
が困難になった者を対象とした減免制度
です。詳細については学園事務室にご相談
ください。

啓明学園一般育英資金

新入生制服採寸、新入生事前登校日、新入生説明会には新入生と保護者（１名）でご出席ください。
新入生制服採寸 　　�月��日（土）
新入生事前登校日　 �月�日（土）
新入生説明会 　　　�月��日（月）

■   学校納入金と奨学金について

■   入学手続き

■  合格後の予定

■  東京都私立学校入学支度金貸付制度について

本校第一
志望の方

【入学手続期間】１月��日（月）��：�� ～公立高校一般入試および帰国生対象入試発表日の翌日��：��まで
【入学金】���,���円
【納入方法】「クレジットカード」または「ペイジー」

財団法人東京都私学財団の入学支度金貸付制度があります。この貸付制度は入学手続時に東京都在住の保護者に対し、���,���円を
無利息で貸し付け、３ヶ年以内（在学中）に返済する制度です。ご希望の方は、入学金納入前に本校事務室にお問い合わせください。

公立高校を
受験する方

※公立高校を受験する方は入学手続後に伊勢丹立川店�F スクールユニフォーム売り場にて採寸してください。



kokusai_info@keimei.ac.jp

出願等に提出いただいた住所、氏名、生年月日等の個人情報は、本校での入試のみに利用し、それ以外の利用はいたしません。
また、個人情報の管理は厳重にいたします。

個人情報の取り扱いについて

〒196-0002  東京都昭島市拝島町5丁目11番15号   TEL：042-541-1003（代） www.keimei.ac.jp/global/

JR立川駅 路線バス乗り場

■ 拝島駅バス乗り場■JR八王子駅・京王八王子駅バス乗り場 ■ JR立川駅バス乗り場

八王子駅スクールバス乗り場 拝島駅スクールバス乗り場

■商工中金

■東京海上日動
■八十二
　銀行

■ヨドバシ
　カメラ

■八王子市
　保健所

■JTB

■東日本銀行

■
京王プラザ
ホテル

子安神社

JR八王子駅

京王八王子駅

■

西口

北口

スクールバス乗り場❸

【拝島駅南口】

「立川駅北口」行き▶「啓明学園」下車

「拝島循環」行き▶「やまのかみ会館」下車

路線バスで、約10分

【JR八王子駅】

● スクールバスで、約30分

●

■ビックカメラ

■フロム中武

■三菱UFJ銀行路線バス乗り場

行
銀
友
住
井
三

■
丹
勢
伊

■

みずほ銀行
　　　　■

JR立川駅 至国立
至日野

至拝島

至登戸

北口

路線バスで、約25分

【JR立川駅北口】

北口バスターミナル

「拝島駅」または「拝島操車場」行き▶「啓明学園」下車

10 番乗り場より南口ロータリー 3 番バス乗り場より
● スクールバスで、約6分
路線バス乗り場 ①②より

南口スクールバス乗り場 ①②より

【京王八王子駅】

途中、乗降場数カ所あり

スクールバスで、約20分
西口より徒歩3分でバス乗り場へ

駅
北
川
立

南口

中央口

スクールバス乗り場 ■南多摩中等教育学校

JR 横浜線
JR 相模線 京王相模原線

京王井の頭線

西武池袋線JR 青梅線
JR 川越線

小田急線

小田急多摩線
新百合ケ丘

北朝霞

所沢

海老名

厚木

高尾大月

登戸

明大前

池袋

高田馬場

新宿

渋谷

経堂

多摩都市
モノレール

※単位は「分」です。立川駅までの所要時間 八王子駅までの所要時間拝島駅までの所要時間
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国際教育センター

ACCESS

← 一方通行

駐車場

スクールバス乗り場①

スクールバス乗り場② ※一方通行の通りを進み、
突き当たりを左に曲がったところ

駅前
ロータリー


