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生徒募集要項

啓 明学園高等 学 校
K eimei G ak uen S enior High Sc hool

国際入学試験
試 験 日

１月22日（水） ８：30集合

募集人員

男女合わせて50名

出願資格

①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
②本校の教育方針を理解する者
③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
出願資格確認のため、プレインタビューを必ず受けてください。
期
予

一般入試第１回募集人員に含む

間
約

12月24日（火）～ 28日（土） １月７日（火）～ 11日（土） 日曜・祝日は除きます。
プレインタビューは予約制です。予約については国際教育センターに電話またはE-mailで連絡して
ください。
TEL：042-541-1003 学園事務室から国際教育センターに取り次ぎます。
プレインタビュー
E-mail：kokusai_info@keimei.ac.jp
面談時間 ９:00 ～ 15:30 30 ～ 60分程度
一時帰国受験の方で、上記期間内に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。
出願書類は、郵送してください。
（プレインタビュー前日必着）
郵送先：〒196-0002 東京都昭島市拝島町5-11-15 啓明学園国際教育センター
出願書類は本校ホームページよりダウンロードしてください。
①入学願書
②国際生履歴データ
③志望理由・自己PR・活動記録書
④過去３年間の成績を示すもの
・今まで在籍した学校の成績証明書または通知表の写し
３年間分
・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 ３年間分
出願書類

国際入試担当宛

該当者のみ追加書類
⑤海外現地校、国内外インターナショナルスクール在籍の場合は在籍学校からの推薦書、または国内中学校
在籍の場合は調査書（公立高校提出調査書と同じ用紙を使用してください）
⑥帰国子女の場合、海外在留証明書
⑦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
⑧英語型受験で、筆記試験の代わりにTOEFLスコアを提出する場合、TOEFLスコアのコピー
⑨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
⑩入学手続延長願（希望者）
公立高校一般入学試験または公立高校帰国生対象入試を受験するため入学手続期間の延長を希望する者は
提出してください。
※①～③、⑤、⑥、⑩は本校指定のフォームにご記入ください。

出願期間

12月24日（火）～ 28日（土） １月７日（火）～ 11日（土） ９：00 ～ 16：00

出願方法

プレインタビュー後、学園事務室窓口にて出願手続をしてください。

受 験 料

23,000円
出願の際に現金にて納入してください。
納入後、理由の如何を問わず受験料は返却いたしません。
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試験科目

英  語  型：英語筆記試験（リスニングあり）120分（TOEFLスコアを提出した場合は免除）
英作文40分
日本語作文40分（または日本語能力に応じた試験40分程度）
本人面接（英語・日本語）各５分程度
日本語型：国語50分
数学50分
英語50分
本人面接（日本語）５分程度
外国語型：外国語（学習言語）作文40分
日本語作文40分（または日本語能力に応じた試験40分程度）
本人面接（外国語・日本語）各５分程度

合格発表

１月23日（木）９：00 ～１月24日（金）16：00

本校ホームページ

１月23日（木） １月24日（金） ９：00 ～ 16：00
入学金300,000円を下記口座に納入してください。
振込先：三井住友銀行昭島支店 普通預金4026038
振込依頼人名：NS 受験番号 受験者氏名 ※受験番号の前に必ず「NS」と記載してください。
入学金を振込後、受験票と「振込を証明するもの」を持参の上、学園事務室にて入学手続を行ってください。
入学手続延長願を提出した合格者には、
合格書類を１月25日（土）に発送します。入学手続は公立高校一般入試・
公立高校帰国生対象入試発表日の翌日12：00までに入学金300,000円を上記口座に納入してください。

入学手続

なお、入学金を振込後に「振込を証明するもの」を持参の上、以下の手続日に来校してください。
〔公立高校別手続日〕
東京都立高校を受験した場合
３月３日（火）及び ３月４日（水）9：00 〜 16：00
東京都立高校帰国生対象入試を受験した場合
２月19日（水）及び ２月20日（木）9：00 〜 16：00
埼玉県立高校を受験した場合
３月10日（火）及び ３月11日（水）9：00 〜 16：00
神奈川県立高校を受験した場合
２月29日（土）及び ３月２日（月）9：00 〜 16：00
※公立高校の合格及び進学のために本校の受験を辞退する場合は連絡してください。
国際入学試験についての問い合わせは国際教育センターへ電話または E-mail で連絡してください。
TEL：042-541-1003

学園事務室から国際教育センターに取り次ぎます。

E-mail：kokusai_info@keimei.ac.jp

─2─

入学試験当日について
①受験生は、受付にて受験票を提示してください。
②係の教員の指示で受験生は受験室に移動してください。保護者の方は、保護者控室を用意していますので、ご利用いただくことがで
きます。
③試験当日の時間割は次の通りです。
英語型

日本語型
受付   

７：40 ～ ８：30

点呼   

８：30 ～ ８：40

英語筆記試験

８：45 ～ 10：45

国語

８：45 ～ ９：35

英作文

11：00 ～ 11：40

数学

９：45 ～ 10：35

日本語作文
11：50 ～ 12：30
又は日本語能力に応じた試験

英語

10：45 ～ 11：35

面接

11：40 ～

昼食

12：30 ～ 13：00

面接

13：00 ～

外国語型

外国語作文

８：45 ～ ９：25

日本語作文
９：35 ～ 10：15
又は日本語能力に応じた試験

面接

10：20 ～

④持ち物は、受験票、筆記用具（鉛筆・シャープペンシル可）
、消しゴム、上履きです。英語型受験者は昼食もご準備ください。
⑤面接を終えた受験生は、試験監督の教員の指示に従って帰宅してください。
⑥合否は合格発表専用サイトで発表します。
⑦入学手続で来校する際にも受験票を必ず持参してください。
⑧学園内に駐車場はありません。電車・バスなど、公共の交通機関またはスクールバスを利用してください。
スクールバス利用の場合は、本校ホームページで詳細を確認してください。
⑨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、本校ホームページにて掲載します。

＜震災時の対策について＞
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）
①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。
②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。
地震等が起こったらあわてずに、まずは本校ホームページを確認してください。
⑩インフルエンザに罹患した場合等は、事前に学園まで連絡してください。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。
⑪当日体調がすぐれない場合は、受付時に申し出てください。別室受験の対応を準備しています。
当日問い合わせ（朝 7：30 ～）TEL.042-541-2842（中高職員室直通）
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公立併願優遇について
公立併願優遇は公立高校との併願のみに適用されます。
（私立高校との併願には適用されません）
また、公立併願優遇の方は、出願書類とあわせて、必ず入学手続延長願を郵送してください。
入学手続延長願は本校ホームページよりダウンロードできます。

公立併願優遇の入学手続について
公立併願優遇の方には合格書類を１月 25 日（土）に発送します。入学手続は公立高校一般入試発表日の翌日 12：00 までに入学金
300,000 円を下記口座に納入してください。
振込先：三井住友銀行昭島支店
振込依頼人名：NS

受験番号

普通預金4026038
受験者氏名

※受験番号の前に必ず「NS」と記載してください。
入学金を振込後に「振込を証明するもの」を持参の上、以下の手続日に来校してください。
公立高校別手続日
東京都立高校を受験した場合

３月３日（火）及び ３月４日（水）9：00 〜 16：00

東京都立高校帰国生対象入試を受験した場合

２月19日（水）及び ２月20日（木）9：00 〜 16：00

埼玉県立高校を受験した場合

３月10日（火）及び ３月11日（水）9：00 〜 16：00

神奈川県立高校を受験した場合

２月29日（土）及び ３月２日（月）9：00 〜 16：00

学校納付金について
授

料

438,000円

教育充実費

業

78,000円

親 の 会 費

18,000円

生 徒 会 費

8,400円

冷 暖 房 費（年額一括払い）
施

設

合
国際学級
指導費

15,000円

費（年額一括払い）

150,000円

計

707,400円
国際学級の指導を受ける場合

288,000 円

英語・外国語指導のみの場合

168,000 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 2019 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。

東京都私立学校入学支度金制度について
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、250,000 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。
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高等学校等就学支援金について
私立高等学校に通う生徒が安心して勉学に打ち込めるよう、国の法律に基づく全国一律の制度として、
「高等学校等就学支援金」を学
校に交付し、家庭の教育負担を軽減しています。保護者の所得の状況により、就学支援金の支給及び加算支給が決定されています。
申請時期については、入学後にご案内いたします。

東京都私立高等学校等授業料軽減助成制度について
都内に在住で、私立高等学校に通う生徒の保護者の経済的負担を軽減するために、授業料の一部を助成する制度です。
申請時期については、入学後にご案内いたします。

奨学金について
以下の奨学金制度、助成金制度があります。詳細については学園事務室に相談してください。
奨学金制度
啓明学園一般育英資金
在学中、経済的理由で本学園での学業継続が困難になった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、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

合格後の予定について
新入生制服採寸

２月 15 日（土）

		

※公立併願優遇の方は入学手続後に伊勢丹立川店 7F スクールユニフォーム売り場にて採寸してください。

新入生説明会		

３月 26 日（木）

		

※受験生と保護者（１名）で出席してください。

個人情報の取り扱いについて
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。
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国際入試説明会

※全ての説明会で帰国生・国際生のための個別相談を行います。

啓 明学園高等 学 校

啓明学園高等学校

検索

K eimei G ak uen S enior High Sc hool

〒 196-0002 東京都 昭島市 拝島町 5-11-15

TEL 042-541-1003（代表） TEL 042-541-1045（広報）

【ACCESS】 「拝島駅」からスクールバスで６分/「JR八王子駅」からスクールバスで30分
「京王八王子駅」からスクールバスで20分/「立川駅」から路線バスで25分

スクールバスについては
HPでご確認ください

