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明法中学・高等学校 -「少数精鋭」「文武両道」の進学校 令和5年度入試用
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優遇制度が適用されると…

高校受験生には、内申基準を優遇します。

詳しくは入試広報部にお問い合わせください。

#Soft tennis

#Soccer

#Baseball

部活動などで頑張っている

中学生の「頑張り」を

高く評価します！

優遇
制度
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#Baseball

#Soccer

#Soft tennis

#ソフトテニス部

全中・インターハイ出場！

#硬式野球部

東京都大会出場！

#サッカー部

地区決勝出場！



強化指定部は選手強化における費用の一部補助があります。

一方で、学習道場 (自習室) での学習への参加 が義務づけられます。

強化指定部優遇制度で入学する生徒を歓迎します！
また、部活動特待生を募集します！

強化指定部優遇制度(高校入試)とは

○ 対象は、本校の強化指定部であるソフトテニス部 (男女)・サッカー部 (男子)・硬式野球部 (男子)になります。

○ 中学時代の対象競技での「継続的な努力」を評価する制度です。
対象競技の活動を中学時代 (3年間) に継続して取り組み、本校に入学した際には、対象の強化指定部に入部し、
引退まで学習と部活動を両立して努力し、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。

＊この制度は併願でも利用できます。優遇制度の適用は出願や入学を強制するものではありません。

① 2023年3月卒業見込みの中学3年生であること。 ＊注

②対象の競技に、原則として中1から中3引退時まで継続して取り組んできたこと。

③ 本校に入学した場合、必ず対象の強化指定部に入部し、原則引退時まで活動を継続すること。
また、学習道場での学習 (主に部活後) に参加すること (週3日以上かつ週3時間以上) 。

＊注：サッカー部・硬式野球部も女子生徒の入部が可能です。その場合、上記資格要件や入学後の義務の対象にはなりません。

◎ 総合進学コースの合格の目安となる内申基準 (5科15は応相談)

＊検定3級・生徒会役員・部長などの実績が必要です。優遇内容などの詳細は部活動顧問・入試広報部までご相談ください。

合格の目安となる内申 ＋1ポイント優遇条件 その他の条件

単願 5科16以上 (2ポイント優遇) 5科15以上 (＊欄外参照) 中3次2学期までの欠席が
原則10日以内。

9科に1がないこと。併願 5科18以上 (2ポイント優遇) 5科17以上 (＊欄外参照)

強化指定部優遇制度の資格条件

強化指定部優遇制度の優遇内容

強化指定部優遇制度 ～申請から入試までの流れ～

❶ 申請 2022年11月21日(月)まで

❷ 活動報告書の作成・提出

❸ 事前相談 実技審査・面談などを含む

❹ 審査結果の連絡 ※メールにてご連絡いたします

12月の個別受験相談会で
合格の可能性などを相談

→受験適
用
後

入試広報部または
部活動顧問教員あて



本校に入学し、当該の強化指定部に入部して、学業と両立させながら高3 (中3＊)引退時期まで活動を
継続すること。

① 以下の基準に該当し、当該強化指定部顧問の推薦を受けること (大会実績・実技審査・人物評価による推薦)
＜実績に関する基準＞

＜顧問推薦の条件＞部活動特待生としての入学に関する誓約書を提出すること

② 欠席日数や成績に関する基準

次の a または b のどちらかを満たすこと

a. 中3時・1学期末までの欠席日数が5日以内であること。
かつ中3・1学期の評定で9科に1・2がなく、5科 (国数理社英) 内申合計が18以上であること。

b. 中3時・2学期末までの欠席日数が10日以内であること。
かつ中3・1学期2学期総合の評定で9科に1・2がなく、5科 (国数理社英) 内申合計が17以上であること。

小6時の2学期期末までの欠席日数が原則10日以内であること。
かつ、原則2月1日以降の一般入試に出願し、加点優遇措置を受けた上で合格点に達すること。
＊ソフトテニス部のみ。

「文武両道」を引っ張る強化指定部
明法が掲げる「文武両道」の先頭に立って活動する部です

集団的活動：次のいずれかを満たすこと 個人的活動：次のいずれかを満たすこと

a. 関東大会以上の上位大会に出場した正選手としての実績
b. 都道府県大会でベスト16以内に入賞した正選手としての実績
c. 選抜チームに選ばれた正選手としての実績
d. 上記a～cに準ずる実績

a. 関東大会以上の上位大会に出場した正選手としての実績
b. 選抜チームに選ばれた正選手としての実績
c. 上記a～bに準ずる実績

部活動特待制度 (対象となる部は強化指定部のみ)

条件

インターハイ出場 (2019～2022)

全国中学校大会出場 (2017)

ソフトテニス部
地区決勝出場 (2021)

ユースリーグ3部1位 (2021)

サッカー部
春季東京都本大会 (2021)
秋季東京都本大会 (2020)

硬式野球部

※相談会日程が合わない場合はご相談ください。
※新型コロナウィルス感染症関連で相談会日程に変更が生じる場合には本校ホームページでお知らせします。

入学金・授業料・施設設備費・教育充実費の実質金額または半額支給 (審査を経て、原則3年間継続可能)優遇

＊ソフトテニス部のみ、中学受験生も対象となります。

選考の基準

高校

中学

- 部活相談会日程 -

8/1
月 AM

8/6
土 AM

8/22
月 PM

8/27
土 PM

10/8
土 PM

10/29
土 PM

11/19
土 PM

- 部活相談会日程 -

8/5
金 AM

8/8
月 AM

8/12
金 AM

9/3
土 PM

10/8
土 PM

11/26
土 PM

- 部活相談会日程 -

練習体験会に参加したい方は、
右のQRコードより
Google Formsにご入力ください。
ご予約は随時可能です。
(6～11月)



強化指定部スタッフプロフィール

西武新宿線「久米川駅」南口からバス7分

JR「立川駅」北口からバス28分

西武拝島線「東大和駅」からバス11分

西武国分寺線・拝島線「小川駅」より徒歩18分

JR武蔵野線「新小平駅」より自転車10分

明法学院前
下車

徒歩1分

〒189-0024  東京都東村山市富士見町2丁目4-12 TEL: 042-393-5611(代) FAX: 042-391-7129 [お問合せ先]入試広報部

明法中学・高等学校
MEIHO Junior & Senior High School

https://www.meiho.ed.jp/

総監督：鈴木 邦彦

静岡県生まれ。浜松北・東京学
芸大 (軟式) 。大学では東日本大
会ベスト4進出。1部リーグで首
位打者や打点王・ベストナイン
(5回) を獲得した。大学卒業後
に明法中・高へ着任し高校野球
部監督となる。2018年11月から
総監督に就任。保健体育科教諭。

監督：相良 祐典

福岡県生まれ。福岡大大濠-駒沢
大 (軟式) 。大学院 (修士課程)
修了後に明法中・高へ着任し、
2005年から明法中にて野球部監
督。中学野球部を最高成績都大
会ベスト16に導く。2018年11月
から明法高校野球部監督に就任。

コーチ：阪本 大典

東京都生まれ。帝京高校野球部
出身。駿河台大学を卒業し中学
社会及び高校公民科教員免許を
取得。現在は星槎大学に在学し
中学・高校保健体育科教員免許
を取得中。2018年から明法高校
硬式野球の外部コーチに就任。

硬式野球部 (高校) ソフトテニス部 (中高) サッカー部 (高校)

顧問：國谷 周作

競技歴は宮城県一般男子個人
ダブルス第5位、埼玉県一般男子
個人シングルス第5位など。
筑波大学体育会ソフトテニス部
出身。ソフトテニスコーチ2。
ソフトテニス技術等級1級。
ソフトテニス1級審判員。

トレーナー：中野 道治

ソフトテニス競技を中心に数々
の強豪チームのトレーナーとし
て指導にあたる。
トレーニング指導とコンディ
ショニングのスペシャリスト。

コーチ：森川 拓海

筑波大学体育会ソフトテニス部
出身。ポジションは前衛。関東
甲信越国公立大会優勝。

監督：谷口 侑暉

日本サッカー協会公認C級コーチ
日本サッカー協会4級審判員

顧問 (部長)：敷地 将史

数学科教諭
日本サッカー協会公認D級コーチ
日本サッカー協会4級審判員

コーチ：河野 隼人

大宮アルディージャJr. ユース
ユースU-16 日本代表候補
国体埼玉県選抜
Jリーグユース選抜

コーチ：荒井 佑久也

［選手歴］FCベガ / 武蔵野FC / 大宮
アルディージャJr.Y / 大宮アルディー
ジャY / COEDO KAWAGOE F.C
［指導歴］大宮アルディージャアカデ
ミー / 狭山ヶ丘高校（元教員）

コーチ：桑田 直徹

［選手歴］ FCアビリスタ / 大宮アル
ディージャJr.Y / 大宮アルディージャ
Y / 東洋大学
［指導歴］エレガンテサッカースクー
ル / 川越東高校 / クラブドラゴンズ
柏 / 狭山ヶ丘高校

400mトラックや両翼95mの野球場
FIFA公認のサッカーコートがとれる第1グラウンド

全面人工芝の第2グラウンド 明法ハウス(宿泊型学習施設)

4面ある人工芝テニスコート
(照明設備完備) トレーニングルーム

広大なキャンパスと充実の施設

Access


