
　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

2022年度

（令和4年度）

入　学　試　験　要　項

入学者受入の方針（アドミッションポリシー）

　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

　　◯帰国生入試については別途お問い合わせください。

　　◯感染症対策入試についてはP.6をご覧ください。

第3回入試（2/5午前・午後）を新設

改定版（11/5）

明　法　中　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。

　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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送

窓
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21:00頃 21:15頃

◇合格発表専用サイトにて発表いたします。

◇電話による合否のお問い合わせはできません。

　2/7（月)～

　 ２/10(木)16:30

　2/7(月)～

　２/10(木)16:30

　1／11(火)

　　～2／4(金)必着

　1／11(火)

　　～2／4(金)必着

2／5(土)のみ

8:50～9:00

2／5(土)のみ

8:50～14:30

受験料を納入のうえ、以下の書類を簡易書留で郵送してください。（窓口での受付は第２回・第３回入試の当日出願のみ）

・入学願書　 ※専用サイトからダウンロード

・通知表コピー（６年生１・２学期または６年生前期の記載内容および表紙）

・英検4級以上の合格証明書のコピー（※英検優遇制度利用の場合）

２月５日（土） ２月５日（土）

明法中学校　　

男子　合計１０８名

第３回午前 第３回午後

２月５日（土） ２月5日（土）

9:10 2科14:40・1科15:408:10 2科14:40・1科15:40

2科・算数1科選択
２科・４科選択

適性検査型(Ⅰ・Ⅱ)
入

　

学

　

試

　

験

期   　日

特待生選考

アドバンス生

選考

学業・人物ともに特に優秀な生徒に対して、入学後に奨学金 100 万円を支給します。午後入試（第１回、第２回・第３回とも）の国算２

科、適性検査型入試(第１回のみ）において、本校の定める基準を満たした者は、合格発表時に特待生として発表します。

＊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）。

＊強化指定部であるソフトテニス部を対象とした部活動特待生制度があります。

　詳しくはソフトテニス部顧問教員にお問い合わせください。

各入試回での算数の得点上位者は、入学段階で数学習熟度別授業の上位クラス(アドバンス)に編入されます。

２科 2科・算数1科選択

男子若干名

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

出

願

提出書類

受験料

諸注意

　1／11(火)

　　～1／31(月)必着

　1／11(火)

　　～1／31(月)必着

　1／11(火)

　　～2／1(火)必着

　1／11(火)

　　～2／1(火)必着出願期間

(書類提出)
取り扱いなし 取り扱いなし

2／2(水)のみ

7:50～8:00

2／2(水)のみ

7:50～14:30

・出願１回あたり23,000円

＊複数回を同時出願する場合には割引制度があります。

　・第1回・第2回　→2回分同時出願28,000円　３回・４回分同時出願：32,000円

　・第3回　→2回分同時出願28,000円

　　＊第1回・第2回と第3回をまたぐ複数回同時出願の割引制度はありません。

＊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（手数料はご負担下さい）

◇出願の流れはP２を確認してください。

◇出願後、願書の試験区分を変更することはできません。

入力・

受験料入金

期間

　12／20(月)

　　　～1／30(日）

　12／20(月)

　　　～1／30(日)

　12／20(月)

　　　～2／1(火)

　12／20(月)

　 ～2／2(水)14:00

出願資格 保護者のもとから通学可能な2022年3月小学校卒業見込みの男子

　12／20(月)

　　　～2／4(金)

　12／20(月)

　 ～2／5(土)14:00

合

格

発

表

発表予定

時刻

２月１日（火） ２月１日（火）

備　　考

２月２日（水） ２月２日（水）

20:00頃2科･4科
23:00頃

入

学

手

続

2科･4科

　2/2(水)～

　　2/3(木)16:30

適性検査型

　2/2(水)～

　　2/10(木)16:30

入学

手続

入学金

　2/2(水)～

　 ２/10(木)16:30

　2/3(木)～

　 ２/10(木)16:30

　2/3(木)～

　 ２/10(木)16:30

受付時間

入学手続

期間

　合格発表後から締切時間の30分前までにクレジットカード決済、ペイジー(金融機関ATM)で入学金を納入したうえで、

　受験票を本校窓口に提出し入学手続を行ってください。（コンビニエンスストア不可）

　平日　9：00～16：30　土曜日　9：00～13：30（日曜日を除く）

300,000円（予定）

◇いったん納入された入学金はお返しできません。

2022年度　入学試験　要項概要

21:00頃適性検査型
23:30頃 20:00頃

男子７２名 男子３６名

第２回午後

募集定員

２月１日（火） ２月１日（火） ２月２日（水） ２月２日（水）

8:10 2科14:40・1科15:40

区　　分 第１回午前 第１回午後 第２回午前

集　　合

２科・算数1科選択 ２科・４科選択学   　科

1
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◆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。

　　　　　　※入金期間はP.1「入学試験　要項概要」でご確認ください。

入学願書

・

試験当日に持参

  ※本校からは発送

  　しません

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。

　　※第２回・第３回の当日出願のみ事務窓口で出願を受け付けます。

　第１回午前・午後→１月３１日（月）

　第２回午前・午後→２月　１日（火）

　第３回午前・午後→２月　４日（金）

必着

インターネット出願の方法 miraicompassの出願専用サイトから出願いただけます

　　取り扱い時間　第2回　午前　7:50 ～  8:00　午後入試　7:50 ～14:30

　　　　　　　　　第3回　午前　8:50 ～  9:00　午後入試　8:50 ～14:30　

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】

受験票

　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、

　印刷した宛名ラベルを貼る。→郵便窓口より「簡易書留」で郵送

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

顔写真

(ﾓﾉｸﾛ可)

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

１/９(日)から

プリントアウトでき

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

宛名
ラベル

提出書類一式は「入学試験要項」Ｐ.１でご確認ください。

提出へ 郵送する

封筒に貼付

書類の提出

【郵送】

入学願書

通知表のコピー

ほか
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時

間

割

国語　40分 100点 国語　40分 100点

9:45～10:25 15:15～15:55

算数　40分 100点 算数　40分 100点 算数　40分 100点

10:45～11:25 16:15～16:55 16:15～16:55

集合 9:10 14:40 15:40

入室完了 9:30 15:00 16:00

第3回午前 第3回午後

２　科 ２　科 算数１科

集合 8:10

8:45～9:35

入室完了

第１回午前

２科・４科 適性検査型

選択 （Ⅰ・Ⅱ）

8:45～9:30

8:10

国語　50分 100点

8:30 8:30

適性Ⅰ 45分 100点

入室完了

理科　30分 60点

10:55～11:25

社会　30分 60点

11:45～12:15

時

 

間

 

割

8:45～9:25

算数　40分 100点

9:45～10:25

第１回午後

２　科

14:40

15:00

16:15～16:55

国語　40分 100点

15:15～15:55

算数　40分 100点

算数１科

15:40

16:00

第2回午後

２　科

14:40

算数　50分 100点

11:15～11:45

8:30

国語　40分 100点

第2回午前

２科・４科

8:10

理科　30分 60点

適性Ⅱ 45分 100点

9:55～10:45 10:00～10:45

2022年度　入学試験　各入試回時間割

15:00 16:00

算数　40分 100点 算数　40分 100点

国語　40分 100点

15:15～15:55

16:15～16:55

算数　40分 100点

16:15～16:55

集合

時

 

間

 

割

12:05～12:35

社会　30分 60点

16:15～16:55

15:40

算数１科

３
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①文化スポーツ優遇制度

実用英語検定4級以上の資格を所持していれば、すべての入試回で入試得点に加点する優遇措置をとります。

各入試回において、明法中学校の合否選考に加えて、サイエンスGEプログラムの合否選考も行います。（合格基準点は

サイエンスGEプログラムの方が高くなります）。サイエンスGEプログラムにも合格した場合には、手続時までにプログ

ラムへの参加･不参加を判断してください。このプログラムに参加した場合、授業料などの納付金が異なります。通常の

授業カリキュラムに加えて、週２時間+特別活動週間のGE講座に参加することになります。また、GE講座と関連する外

部の大会に出場することもあります。（大会への参加費用等は別途有料となります）

※出願時に合格証明書（コピー）を提出して下さい。

各入試回での算数の得点上位者は、入学後の数学習熟度別授業において上位クラス（アドバンス）に編入されます。

サイエンスGEプログラムの選考について

数学アドバンス選考について

※文化スポーツ優遇制度と英検優遇制度は併用できません。

これまで続けてきた文化・スポーツ活動で培ってきた力を活かして、大学入試に向けた学習と部活動などを両立さ

せて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。すべての入試で得点に加算する優遇措置を

とります。優遇制度適用には事前の相談が必要です。（申請は12月18日(土)まで）詳細は入試広報にお問い合わせ

ください。

②英検優遇制度

入試における優遇制度について

4
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サイエンスGE

※積立金は校外宿泊行事の経費に、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、

8

入学試験に関する個人情報の取り扱い

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、

　　合格者名簿作成の上で必要となる場合に限ります。

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。

（  46,000円×12ヶ月）

明法

授業料 468,000円 （39,000円×12ヶ月） 授業料 552,000円

施設設備費 96,000円 （  8,000円×12ヶ月）

冷暖房費 24,000円 （  2,000円×12ヶ月）

※世帯収入が400万円未満：授業料全額支給（入学時特例）

【明法学院奨学生制度】（サイエンスGEプログラムを除く）

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年ごとの更改制です。

受験前に受給の可否をお知らせしますので、学校事務窓口にてご相談ください。また、入学後に世帯収入が急変し

た場合、支給の対象となることがあります。ただし、人数制限があります。

父母の会会費 6,000円 （  6,000円×      1回） 父母の会会費 6,000円 （    6,000円×      1回）

合計　818,200円 合計　922,200円

　精算の上中学卒業時に返金します。入学手続き時までに金額を決定します。

強化指定部（ソフトテニス部）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

生徒を対象とした制度です。（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顧問教員にお問い合わせください。

特待生制度・奨学生制度
【特待生制度】

105,000円 （105,000円×      1回）

生徒会会費 7,200円 （    7,200円×      1回）7,200円 （  7,200円×      1回）

副教材費※ 85,000円 副教材費※

施設設備費 96,000円 （    8,000円×12ヶ月）

冷暖房費 24,000円 （    2,000円×12ヶ月）

学業・人物ともに特に優秀な生徒に対して、入学後に奨学金 100 万円を支給します。第１回午前入試の適性検査

型、第１回午後入試、第２回午後入試および第３回午後入試の国算２科の受験生の中で、本校の定める基準を満た

した者は、合格発表時に特待生として発表します。

＊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）。

【部活動特待生制度】

教育充実費 48,000円 （    4,000円×12ヶ月）

積立金※ 84,000円 （    7,000円×12ヶ月）

教育充実費 48,000円 （  4,000円×12ヶ月）

積立金※ 84,000円 （  7,000円×12ヶ月）

（85,000円×      1回）

生徒会会費

　　　2022(令和4)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。

　　（参考）2021(令和3)年度の学費等納付金

１．入学時の納入金(入学金)　300,000円

２．入学後の納入金(年額)

学費等諸納入金について
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　※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、上記日程がさらに変更される可能性も

　　あります。その際には、本校公式ＨＰでご連絡します。

入試直前に本校で感染者が出た場合の対応

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出た場合、本校舎での入試を

取りやめ、特別教室棟３階・第１視聴覚室で実施いたします。日程・時程の変更は一切ありません。

なお、第１視聴覚室は、上記のような状況に備え、入試日から起算して３日前から完全封鎖し、万全の感染対策をとりま

す。当日も、感染予防対策を徹底します。

感染症罹患の場合

【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】

受験当日に新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症で受験ができなかった受験生向けに、以下のような対

応をとります。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。

◆第１回（2/1）・第２回（2/2）・第３回（2/５）入学試験（午前・午後とも）を受験できなかった場合

　→2月11日に実施する特別日程入学試験を受験

ただし、新型コロナウイルス感染症に罹患し、医師の診断で2月11日の特別日程入学試験が受験できない場合に

は、2月16日の特別日程入学試験(第２回)を受験。

〈注意〉

・感染症でない場合（例えば、一般的な風邪や腹痛など）には、別室で受験できる体制を整えています。

・上記の2月11日（これも受験出来ない場合は16日）に実施される特別日程入試は、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。それ以外の受験生

　は対象とはなりません。

・感染症により、出願した日程の受験ができなくなった場合には、入試当日までにお電話で連絡して下さい。

・特別日程入学試験を受験する場合は、「感染症罹患による受験日変更届」を作成いただき、入試当日に提出し

　ていただきます。この提出をもって出願といたします。すでに提出いただいている願書および通知表コピーを

　用いますので、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。「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。
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