
パソコン、タブレット、
スマートフォンで
簡単＆便利に

生徒募集要項
インターネット出願を導入

※１ 学奨入試A日程と学奨入試B日程は連続して受験することができ、上位合格区分で入学手続ができます。
※２ 学奨入試A日程と推薦入試の受験者が学校感染症感染者の場合は、学奨入試B日程・一般入試での受験で対応します。
　　 また、学奨入試B日程・一般入試では、別室での受験となります。
※３ 新型コロナウイルス感染症者等は、当日の受験はできません。

１．募集定員

２．入学試験の流れ

３．受験日程 （開場時間は８時20分）

※１ 降雪・悪天候等で公共交通機関に遅れが生じた場合は、試験開始時間を変更する場合があります。詳細は本校ホームページに掲載します。
※２ 面接試験（1/10（日）・1/30（土））の予定は、実施日の２日前 17：00以降本校ホームページに掲載します。

入室完了 9：20　
諸注意 9：20～ 9：30
国　語 9：30～ 10：15
数　学 10：30～ 11：15
社　会 11：30～ 12：15
昼　食 12：15～ 13：15
理　科 13：15～ 14：00
英　語 14：15～ 15：00

学業奨学生入学試験  A日程（単願・併願）
2021年１月９日（土）

推薦入学試験（単願）
2021年１月10日（日）

入室完了 9：20　
諸注意 9：20～ 9：30
国　語 9：30～ 10：15
数　学 10：30～ 11：15
英　語 11：30～ 12：15
昼　食 12：15～ 13：15
面接試験 13：15～

入室完了 9：20　
諸注意 9：20～ 9：30
適性試験 9：30～ 10：30
面接試験 10：50～

学業奨学生入学試験  B日程（単願・併願）
一般入学試験（単願・併願）
2021年1月30日（土）

全日制普通科　280名（男女） 　Ⅰ類進学コース　　特別進学コース　 Ⅰ類進学コース　 Ⅱ類進学コース

受

験

生

推薦入学試験
　学業推薦（単願）
　部活動推薦（単願）
　特別推薦（単願）

2021年１月10日（日）

学業奨学生入学試験  A日程（単願・併願）

2021年１月９日（土）

学業奨学生入学試験  B日程（単願・併願）
一般入学試験（単願・併願）

2021年１月30日（土）



４．入試日程

2021年度　入学試験概要

※受験について
　１　推薦入試に出願する者は、学奨入試A日程に出願することはできません。
　２　推薦入試に合格した者は、学奨入試B日程・一般入試に出願することはできません。
　３　再受験の場合も、あらためて出願書類の提出及び受験料の納入が必要になります。

※納入された諸経費について
　１　納入した受験料は、理由の如何を問わず返還しません。
　２　納入した入学金・学園維持費は、理由の如何を問わず返還しません。

※合格の取り消しについて
　１　合格後に、生徒本人の生活・行動等の問題が発覚した場合には、合格を取り消します。
　２　本校指定の期日に入学手続がなされない場合には、合格を取り消します。
　３　本校入学手続後に、他校の再募集等に出願（応募）した場合には、合格を取り消します。

※インターネット出願環境がない場合
　１ 下記の期日に本校内で手続ができます。
　２　前日16：00までに予約して下さい。

期　日 受付時間

2

●Ⅰ類進学コース●特別進学コース
●Ⅰ類進学コース

20,000円

「コンビニ決済」「ペイジー決済」「クレジットカード決済」いずれかの方法でお支払いください
※納入した受験料は、理由の如何を問わず返還しません

受験票、筆記用具（鉛筆等HBまたはB）、消しゴム、上履き、昼食（ただし推薦入試は不要）

以下 ５.～８. に記載

●特別進学コース
●Ⅰ類進学コース
●Ⅱ類進学コース

●特別進学コース
●Ⅰ類進学コース

学業奨学生入学試験  A日程 推薦入学試験 学業奨学生入学試験  B日程 一般入学試験

インターネット出願エントリー期間
2020年12月４日（金）～12月10日（木）23：59まで

出願書類（郵送）提出期間
2020年12月14日（月）～12月17日（木）

出願書類（持参）提出期間
2020年12月14日（月）～12月17日（木）

　　本校窓口受付時間
　　9：30～16：30　※郵送を原則とします

　本校窓口受付時間
　9：30～16：30　※郵送を原則とします

2021年1月9日（土） 2021年1月10日（日） 　2021年1月30日（土） 　2021年1月30日（土）

●学科試験５教科  各45分
国語・数学・英語・社会・理科
　各100点
　国語…作文なし
　英語…リスニングあり
　マークシート方式
●書類選考

●適性検査  60分
　（国語・数学・英語）
　総合150点
　マークシート方式
●書類選考
●面接（個人）

●学科試験３教科  各45分
国語・数学・英語  各100点
　国語…作文なし
　英語…リスニングあり
　マークシート方式
●書類選考
●面接（集団）

●学科試験３教科  各45分
国語・数学・英語  各100点
　国語…作文なし
　英語…リスニングあり
　マークシート方式
●書類選考
●面接（集団）

３年生の前半までの学習範囲

明和県央高等学校

2021年1月15日（金）
中学校へ

個人宛合否通知を送付

2021年1月15日（金）
中学校へ

個人宛合否通知を送付

2021年２月5日（金）
中学校へ

個人宛合否通知を送付

●単願手続日
　2021年２月13日（土）

●単願手続日
　2021年２月13日（土）
●併願手続日
　2021年3月20日（土）

●単願手続日
　2021年２月13日（土）
●併願手続日
　2021年3月20日（土）

2021年２月5日（金）
中学校へ

個人宛合否通知を送付
●単願手続日
　2021年２月13日（土）
●併願手続日
　2021年3月20日（土）

人物および成績優秀者が
対象

人物および成績優秀者
が対象

人物および成績優秀者
が対象

インターネット出願エントリー期間
2021年１月12日（火）～1月16日（土）23：59まで

出願書類（郵送）提出期間
2021年１月19日（火）～１月21日（木）

出願書類（持参）提出期間
2021年１月19日（火）～１月21日（木）

募集区分

出願書類
提出期間

インターネット
出願期間

受験料
支払い方法

中学校が出願書類をまとめて郵送（簡易書留）もしくは本校事務室へ持参してください出願書類
提出方法

試験日の
持ち物

奨学生制度
（12.に記載）

出願資格

試験日

出題範囲

試験会場

合格発表

入学手続日

試験内容

受験料

 16：00～ 18：00

 9：00～ 11：00

 16：00～ 18：00

 9：00～ 11：00

 12月 4日（金）

 12月 5日（土）

 1月 15日（金）

 1月 16日（土）



６．推薦入学試験  《2021年１月10日（日）》

５．学業奨学生入学試験  A日程  《2021年１月９日（土）》

入学試験について

出願資格
2021年３月に中学校卒業見込みの者で次の要件を満たし、出身中学校長から推薦された者
（１）本校の教育方針を本人及び保護者が理解し、合格後は必ず本校へ入学する者
（２）人物良好で健全な中学校生活を送った者
（３）学習成績が本校で示す基準を満たす者（基準は中学校に示します）
（４）学校行事・部活動等の特別活動に積極的に参加し、協調・努力した者
（５）特別進学コースまたはⅠ類進学コースを希望する者

出願書類
・出願票
・調査書（公立高校と同一の書式）
・本校指定の推薦書
※群馬県外の応募者は、出願前に本校に連絡してください

学業推薦
（単願）

出願資格
2021年３月に中学校卒業見込みの者で次の要件を満たし、出身中学校長から推薦された者
（１）本校の教育方針を本人及び保護者が理解し、合格後は必ず本校へ入学する者
（２）人物良好で健全な中学校生活を送った者
（３）学習成績・部活動実績が本校で示す基準を満たす者（基準は中学校に示します）
（４）学校行事・部活動等の特別活動に積極的に参加し、協調・努力した者
（５）本校が指定する強化指定部活動への入部を希望し、中学校を通して事前相談を行った者
（６）Ⅱ類進学コースを希望する者

出願書類
・出願票
・調査書（公立高校と同一の書式）
・本校指定の推薦書（部活動の主な活動記録を記載する）
※群馬県外の応募者は、出願前に本校に連絡してください

部活動推薦
（単願）

出願資格
2021年３月に中学校卒業見込みの者で次の要件を満たし、出身中学校長から推薦された者
（１）本校の教育方針を本人及び保護者が理解し、合格後は必ず本校へ入学する者
（２）人物良好で健全な中学校生活を送った者
（３）学習成績・個人競技の実績が本校で示す基準を満たし、入学後もその競技で活躍が期待できる者
　　（基準・競技種目は中学校に示します）
（４）経歴を生かし４年制大学への進学を目指す者
（５）Ⅰ類進学コースを希望する者

出願書類
・出願票
・調査書（公立高校と同一の書式）
・本校指定の特別推薦書（競技実績を証明するものや活動記録を記載または添付する）
※群馬県外の応募者は、出願前に本校に連絡してください

出願資格
2021年３月に中学校卒業見込みの者で次の要件を満たす者
（１）本校の教育方針を本人及び保護者が理解している者
（２）人物良好で健全な中学校生活を送った者
（３）特別進学コースまたはⅠ類進学コースを希望する者

出願書類
・出願票
・調査書（公立高校と同一の書式）
※群馬県外の応募者は、出願前に本校に連絡してください

特別推薦
（単願）

学奨入試A日程
（単願・併願）

３



学費・就学支援金・奨学生制度・試験会場

７．学業奨学生入学試験  B日程  《2021年１月30日（土）》
出願資格
2021年３月に中学校卒業見込みの者で次の要件を満たす者
（１）本校の教育方針を本人及び保護者が理解している者
（２）人物良好で健全な中学校生活を送った者
（３）特別進学コースまたはⅠ類進学コースを希望する者

出願書類
・出願票
・調査書（公立高校と同一の書式）
※群馬県外の応募者は、出願前に本校に連絡してください

学奨入試B日程
（単願・併願）

８．一般入学試験  《2021年１月30日（土）》

９．合格区分

10．学費（予定）

４

出願資格
2021年３月に中学校卒業見込みの者、または卒業した者で次の要件を満たす者
（１）本校の教育方針を本人及び保護者が理解している者
（２）人物良好で健全な中学校生活を送った者
（３）Ⅰ類進学コースを希望する者

出願書類
・出願票
・調査書（公立高校と同一の書式）
※群馬県外の応募者は、出願前に本校に連絡してください

※１　授業料は就学支援金制度（11.に記載）に基づき大多数の家庭は減額されます。
※２ 学年活動費・生徒会費・教育振興会費・修学旅行費・模擬試験受験料・スクールバス運行協力金（利用者）等は別途徴収します。

一般入学試験
（単願・併願）

特別進学コース

Ⅰ類進学コース

特別進学コース

Ⅰ類進学コース

Ⅱ類進学コース

Ⅰ類進学コース

特別進学コース

Ⅰ類進学コース

Ⅰ類進学コース

S・A・Ｂ・C合格、D合格はⅠ類進学コース

C・D合格

S・A・Ｂ・C合格、D合格はⅠ類進学コース

C・D合格

S・A・Ｂ・C・D合格

S・A・Ｂ・C合格（D合格区分なし）

S・A・Ｂ・C合格、D合格はⅠ類進学コース

C・D合格

合格（合格区分なし）

合 格 区 分出願コース

学業奨学生入学試験　A日程

学業奨学生入学試験　B日程

一般入学試験

学業推薦

部活動推薦

特別推薦

入学手続金

入学金

120,000円 150,000円

学園維持費

270,000円

合　計

毎月の納入額

授業料

35,000円 4,000円

生徒福祉費

44,600円

合　計給食費

5,600円

推薦入学試験



１　自転車で来校する場合
　  本校職員の誘導・指示に従って駐輪してください。
２　自家用車で来校する場合
　  本校敷地内に駐車することはできません。
　  自家用車による受験生の送迎に際しては、本校職員の誘導・指示に従ってください。
　  ※試験会場周辺の案内は本校ホームページに掲載します。
３　スクールバスを利用する場合
　  「JR 新前橋駅 -本校」間をスクールバスで送迎いたします。
　  利用希望者は、中学校の先生に申し出てください。

11．就学支援金制度

12．本校の奨学生制度

13．試験会場（明和県央高等学校）

５

Ｓ奨学生

Ａ奨学生

Ｂ奨学生

Ｃ奨学生

子女奨学生

入学金・学園維持費免除、授業料負担額の全額に相当する奨学金支給

入学金・学園維持費免除、授業料負担額の半額に相当する奨学金支給

入学金・学園維持費免除

入学金免除

学園維持費の半額を免除

910万円以上の世帯

910万円未満～590万円の世帯

590万円未満の世帯

420,000円

254,880円

24,000円

210,000円

127,440円

12,000円

就学支援金118,800円と県授業料等補助金
46,320円を差し引いた額
就学支援金396,000円を差し引いた額

奨学金支給の目安（年額）
Ｓ奨学生年収の目安 Ａ奨学生 補　足

第１便　7:30発
第２便　8:30発
第１便　7:30発
最終便　8:30発（順次発車）

（順次発車）

（30分間隔で運行）

（順次発車）

第１便　7:30発
最終便　8:30発

第１便　11:15発
最終便　12:45発
第１便　15:20発
最終便　16:30発
第１便　14:00発
第２便　14:30発
第３便　15:00発

推薦入試

学奨入試A日程

学奨入試Ｂ日程
一般入学試験

スクールバス運行時刻表（予定）
（帰）本校→新前橋駅入学試験の種類 （朝）新前橋駅→本校

（※１）　私立高校（通信制）は29万7,000円、
　　　 国公立の高等専門学校（１～３年）は23万4,600円が支給上限額。
（※２）　両親・高校生・中学生の４人家族で、両親の一方が働いている場合の目安。

※１　子女奨学生とは、本校卒業生の子女を対象としたものです。
※２　奨学生は、その資格を１年毎に見直します。
※３　奨学生としての適性を欠いた場合や学籍異動等があった場合には、資格を取り消し、支給した奨学金の返還を求めることがあります。

※就学支援金の認定結果により、支給額が変動する場合があります。

2020年４月から 私立高校授業料実質無償化 がスタート！
高等学校等就学支援金（返還不要の授業料支援）の制度改正で、私立高校等に通う生徒への支援が手厚くなります！

文部科学省のwebサイトには、
各制度の詳細情報、
各都道府県担当連絡先、
2020年度以降の制度に関する
最新情報などが掲載されています。

年収約590万円未満（※２）世帯の
上限額が上がります！

引き上げ後の支援額39万6,000円

11万8,800円

29万7,000円

270万円 350万円 590万円 910万円

23万7,600円

17万8,200円

公立高校に通う場合の
支給額

私立高校（全日制）の場合
（※１）

世帯の年収目安
（※２）

支給上限額

高校生等への修学支援

新前
橋駅

スクールバス
乗降場所

東口
広場広場

主要
地方
道　
前橋
高崎
線

主要
地方
道　
前橋
高崎
線

新前橋駅
東口

キ
リ
ト
リ
線

キ
リ
ト
リ
線



姓（セイ） 名（メイ）
 年 月　 日

６

□ １月９日（土）

2021年度 明和県央高等学校　インターネット出願入力準備シート

入学試験確認表（中学校提出）A 表

出願者情報入力項目（本人控）B 表

下の項目の□にチェックを入れて入学試験の内容を確認してください。

チェックを入れた項目を、下の空欄に記入してください。

上記項目を参考に必要書類の作成をよろしくお願いいたします。
調査書は公立高校調査書でお願いいたします。

３年　　 組　 番 氏名
保護者
氏　名

担任確認印

印

①試験日 ②試験名 ③単願・併願 ④出願コース ⑤出願書類

①試験日 ②試験名 ③単願・併願 ④出願コース ⑤出願書類

□ １月10日（日）

□ １月30日（土）

□ １月30日（土）

□学業推薦入学試験

□部活動推薦入学試験

□単願

□単願

□単願

□単願
□併願

□単願
□併願

□単願
□併願

□特別進学コース
□Ⅰ類進学コース

□特別進学コース
□Ⅰ類進学コース

□特別進学コース
□Ⅰ類進学コース

出願票・調査書

出願票・調査書・推薦書

出願票・調査書・推薦書

出願票・調査書・特別推薦書

出願票・調査書

出願票・調査書

□学業奨学生入学試験A日程

□学業奨学生入学試験B日程

□一般入学試験

フ リ ガ ナ

出願者氏名

住 所

電 話 番 号

出身中学校

保護者氏名

試 験 日

試 験 名

性別

〒

（　　　　　　　） （　　　　　　　）
保　護　者
緊急連絡先

－

男 女 生年月日
（西暦）

20

中学校

（例：父　母　など）
出願者との続柄

単願・併願

出願コース

この用紙に記入された内容は個人情報を多く含みますので紛失しないように大切に保管してください。

市
村
町都

府
道
県

□Ⅰ類進学コース

□Ⅱ類進学コース

□Ⅰ類進学コース□特別推薦入学試験

受験生が自宅などで印刷する（プリントアウト）書類 ●A4用紙で印刷する●

受験票
入学試験当日に持参し
てください。

出願票（出願時提出）
・中学校が出願書類を
まとめて提出する場合
　中学校へ提出してくだ
さい。
・個人で出願書類を提
出する場合
　出願書類とともに郵
送、または本校事務室
に持参してください。

本校宛名状
個人で郵送出願する場合
のみ使用
出願書類を入れて封筒に
貼付し、簡易書留で郵送
してください。中学校でま
とめて提出する場合は使
用しません。

受験番号 氏名

簡易書留 出願手続書類在中

明和県央高等学校　行

〒370-3511
群馬県高崎市金古28

記入例

キ
リ
ト
リ
線

キ
リ
ト
リ
線

2021年度　明和県央高等学校2021年度
明和県央高等学校

受験票

受験番号受験番号

出願票

試験日 1月9日（土）

試験名

出願者氏名 フリガナ

電話番号生年月日

現住所

出身中学校

試験名

学業奨学生入学試験　A日程【単願】　特別進学コース

試験日

1月9日（土）

フリガナ保護者氏名
保護者

緊急連絡先

写真貼付

最近３ヶ月以内撮影
（カラー、白黒可）

正面上半身脱帽
タテ：４cm、 ヨコ：３cm

〈キリトリ線〉〈キリトリ線〉

〈
キ
リ
ト
リ
線
〉

〈
キ
リ
ト
リ
線
〉

〈
キ
リ
ト
リ
線
〉

〈
キ
リ
ト
リ
線
〉

〈 キリトリ線〉〈キリトリ線〉

《学業奨学生入学試験  A日程  2021年１月９日（土）》

●試験日程
入室完了 9：20　
諸注意 9：20～ 9：30
国　語 9：30～ 10：15
数　学 10：30～ 11：15
社　会 11：30～ 12：15
昼　食 12：15～ 13：15
理　科 13：15～ 14：00
英　語 14：15～ 15：00
●当日の携行品
受験票、筆記用具（鉛筆等HBまたはB）、消しゴム、上履き、昼食
●受験上の注意
・受験票は携帯し、試験会場では机上に置いてください。
・試験中の途中退場は認めません。
・携帯電話の使用は認めません。電源を切り鞄の中にし
　まってください。
・公式・英単語・漢字等のプリントされた筆記用具は使用
　できません。
・コンパス・定規・分度器は必要ありません。
・時間機能だけの腕時計は使用できます。
・この受験票は紛失しないように保管してください。

明和県央高等学校
027-373-5773

出身中学校

氏 名

フリガナ

【提出書類について】簡易書留　12月14日（月）～12月17日（木）必着
県外・個人の出願の場合は、A4サイズ封筒をご用意の上、宛名状を貼り、提出期限までに本校へご郵送ください。
□出願票(写真貼付)   　　□調査書　　　□推薦書

県央　　　学
ケンオウ

370

027 373 0000 027 373 0000

05 ４ ２

3511 群馬県高崎市金古町28番地

群馬

県央　太郎

学業奨学生入学試験  A日程 単 願

１月９日（土） 特別進学コース

父

高崎 県央

マナブ

県央　学１ １ 県央　太郎
佐
藤県

央

１月９日（土） 単願 特別進学コース学業奨学生入学試験
A日程 出願票・調査書

学業奨学生入学試験　A日程【単願】　特別進学コース



７

□ １月９日（土）

2021年度 明和県央高等学校　インターネット出願入力準備シート

入学試験確認表（中学校提出）A 表

出願者情報入力項目（本人控）B 表

下の項目の□にチェックを入れて入学試験の内容を確認してください。

チェックを入れた項目を、下の空欄に記入してください。

上記項目を参考に必要書類の作成をよろしくお願いいたします。
調査書は公立高校調査書でお願いいたします。

３年　　 組　 番 氏名
保護者
氏　名

担任確認印

印

①試験日 ②試験名 ③単願・併願 ④出願コース ⑤出願書類

①試験日 ②試験名 ③単願・併願 ④出願コース ⑤出願書類

□ １月10日（日）

□ １月30日（土）

□ １月30日（土）

□学業推薦入学試験

□部活動推薦入学試験

□単願

□単願

□単願

□単願
□併願

□単願
□併願

□単願
□併願

□特別進学コース
□Ⅰ類進学コース

□特別進学コース
□Ⅰ類進学コース

□特別進学コース
□Ⅰ類進学コース

出願票・調査書

出願票・調査書・推薦書

出願票・調査書・推薦書

出願票・調査書・特別推薦書

出願票・調査書

出願票・調査書

□学業奨学生入学試験A日程

□学業奨学生入学試験B日程

□一般入学試験

フ リ ガ ナ

出願者氏名

住 所

電 話 番 号

出身中学校

保護者氏名

試 験 日

試 験 名

性別
姓（セイ） 名（メイ）

〒

（　　　　　　　） （　　　　　　　）
保　護　者
緊急連絡先

－

男 女 生年月日
（西暦）

20  年

中学校

（例：父　母　など）
出願者との続柄

単願・併願

出願コース

この用紙に記入された内容は個人情報を多く含みますので紛失しないように大切に保管してください。

市
村
町都

府
道
県

□Ⅰ類進学コース

□Ⅱ類進学コース

□Ⅰ類進学コース□特別推薦入学試験

キ
リ
ト
リ
線

キ
リ
ト
リ
線

月　 日



〒370-3511 群馬県高崎市金古町28番地　TEL.027-373-5773（代表）

明和県央高等学校は、2021年度よりインターネット出願を導入します
インターネット出願手続の流れ（出願期間中は、平日・土日の24時間、出願手続が可能です）

本校ホームページでも
出願手続の流れについてご確認いただけます。
https://www.meiwakenou-h.ed.jp/

上記のお申し込みは、在籍する中学校の先生にご相談ください

夏の学校見学会

9/13（日）  ・  9/20（日）
9：00～、13：30～ 9：00～、13：30～

9：00～ 9：00～

秋の入試体験会

10/3（土）  ・  10/24（土）

関
越
自
動
車
道

明和県央高等学校

金古小

群馬中央中

堤ヶ岡小

イオンモール
高崎

金古

足門

三ツ寺

引間西
国府小 17

号
線

棟高東

前橋・安中線

足門・前橋線

至高崎

新前橋駅

冷水
西国分

青梨子町南金古十字路

金古

四つ角

セブン
イレブン

au 前橋・箕郷線

至前橋日新電機

群馬総社駅至渋川

「インターネット出願入力準備シート」の「　　　入学試験確認表」と「　　　出願者情報入力項目」を記入してください。
「　　　入学試験確認表」を中学校の先生と確認してください。

A表
A表

B表
１

本校ホームページにアクセス２
本校ホームページ内バナーから
「出願サイト」へアクセス

パソコン、スマートフォン、タブレット端末で
利用できます。２

３ メールアドレス登録
パスワード設定

緊急時に確認できるメールアドレスを登録
してください。３

４ 出願情報入力
出力（印刷）し中学校へ提出 ４

「インターネット出願入力準備シート」の内容
を入力し「申込内容確認書」を出力（印刷）後、
中学校に提出し最終確認を受ける。

５ 受験料納入方法の選択 ５
受験料の納入は、下段の決済方法から選択
してください（本校窓口での納入はできま
せん）。

・コンビニ決済
・ペイジー決済

６ ・クレジットカード決済 ６ 受験料の納入期限は、出願締切日の23:59
です。受験料納入には手数料がかかります。

再度「出願サイト」へアクセス７

①「受験票・出願票（出願時提出）
・本校宛名状」をA４用紙で印刷
※　 ページ下部に見本があります。

７ 受験料の納入完了後、受験番号が発行され、
受験票等の印刷が可能となります。

８ ８ ご自宅または、コンビニのマルチコピー機
等で①の書類を印刷してください。

９

受験票は本校から発送しません。
必ず事前に印刷してください。

中学校が出願書類をまとめて提出する場合

出　願　完　了

本校ホームページの「入試案内」を確認する

入学試験（「受験票」を持参）
受験料納入にご利用いただける決済方法受験料納入にご利用いただける決済方法
・クレジットカード…VISA、Master、JCB、AMERICAN EXPRESS、ダイナーズクラブ
・コンビニエンスストア…セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ
・ペイジー（Pay-easy）… Pay-easyのマークのあるATM

ご　家　庭 インターネット出願サイト 備　考

中学校へ「出願票（出願時提出）」を提出してください。
中学校の先生は「推薦書」「調査書」等の出願書類と「出願票」を簡易書留
で郵送、または本校事務室へ持参してください。

個人で出願書類を提出する場合
「推薦書」「調査書」等の出願書類と「出願票」を
簡易書留で郵送、または本校事務室へ持参して
ください。

受験料納入

６

キ
リ
ト
リ
線

キ
リ
ト
リ
線

受験番号発行
受験票発行
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