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特別入学試験
試験日

令和元年12月７日（土）

一般入学試験Ⅰ
試験日

令和元年12月７日（土）

一般入学試験Ⅱ
試験日

令和２年２月１日（土）

出願期間 ※郵送必着
令和元年11月25日（月）

〜12月３日（火）

出願期間 ※郵送必着
令和元年11月25日（月）

〜12月３日（火）

試験日
令和元年12月７日（土）

試験日
令和元年12月７日（土）

合格発表
令和元年12月11日（水）
※12月10日午前中に発送

合格発表
令和元年12月11日（水）

※12月10 日午前中に発送

手続期間
令和元年12月11日（水）

〜令和２年１月31日（金）

手続期間（専願）
令和元年12月11日（水）

〜12月19日（木）
手続期間（併願）

令和元年12月11日（水）
〜令和２年１月31日（金）

出願期間 ※郵送必着
令和２年１月21日（火）

〜１月30日（木）

試験日
令和２年２月１日（土）

合格発表
令和２年２月４日（火）
※２月３日午前中に発送

手続期間
令和２年２月４日（火）

〜２月７日（金）

入学予定者説明会
令和２年２月22日（土）

入学予定者説明会
令和２年２月22日（土）

入学予定者説明会
令和２年２月22日（土）

入 試 日 程 早 見 表
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80 名（男子・女子）

令和２年３月小学校卒業見込の男子・女子

特別入学試験（奨学生試験）の成績で決定します。
【種類と特典】
育英奨学生　A：入学金免除。月額 28,000 円を奨学金として給付。
育英奨学生　B：月額 13,000 円を奨学金として給付。
育英奨学生　C：月額  ８,000 円を奨学金として給付。
※育英奨学生の期間は１年間としますが、毎年年度末に審査し良好であれば更に次年度の更
　新を行います。また、審査の結果次年度の奨学金給付停止及び待遇の変更をすることがあ
　ります。
※入学後、継続的に著しく成績が低下した場合、または育英奨学生としてふさわしくない行
　動（生徒指導上の特別指導等）をとった場合は、年度途中でも取り消しとなります。

本学園に在学する兄姉が中学生の場合、授業料のうち月額 8,000 円を奨学金として給付し
ます。ただし、育英奨学生制度との併用はできません。

①〜④が出願書類等となります。
①入学願書　※専願：本校を第１志望し、合格した場合は必ず入学します。
　　　　　　　併願：合否にかかわらず、他中学校を受験することができます。
　　　　　　※振込受領書を貼付欄に貼り付けてください。
②調査書　　保護者の方は学級担任を通じて、小学校長に作成を依頼してください。
　　　　　　※特別入学試験（12 月７日）と一般入学試験Ⅰ（12 月７日）の両方出願する
　　　　　　　場合は、１部提出してください。
③受験料　　10,000 円　
            　　※同封の振込用紙をご利用の上、コンビニエンスストアからお振り込みください。
　　　　　　※特別入学試験（12 月７日）と一般入学試験Ⅰ（12 月７日）の両方出願する
　　　　　　　場合は、それぞれ受験料が必要です。
　　　　　　※「特別入学試験」（12 月７日・午前実施）と「一般入学試験Ⅰ」（12 月７日・
　　　　　　　午後実施）の両方に出願・合格した場合、本校入学後に受験料 10,000 円を
　　　　　　　返金いたします。返金方法は、入学後事務室より連絡します。
　　　　　　※一旦受理した書類・受験料等はお返しできませんのでご了承ください。
④アンケート

【出願先】　　持参される方は、学園事務室窓口に上記の出願書類等をご提出ください。
　　　　  　  窓口受付時間　９：00 〜 16：00（土・日曜日及び祝日の窓口受付は休業）
　　　　 　  郵送の方は、同封している封筒に上記の出願書類等を封入し郵送してください。
　　　　　  ※出願期間内必着

特別入学試験（奨学生試験：併願）
 入試日 令和元年 12月７日（土）

 出願期間  令和元年 11月 25日（月）～ 12月３日（火）※郵送は必着　　※ 11月 30日（土）、12月１日（日）は窓口受付休業
 合格発表 令和元年 12月 11日（水）

入学手続き 令和元年12月11日（水）～令和２年１月31日（金）15時までに納入
　休業：土曜、日曜、祝日、12月25日（水）、12月30日（月）～1月3日（金）、1月13日（月・祝）

入学予定者説明会 令和２年２月 22日（土）

一般入学試験Ⅰ（専願・併願）
 入試日 令和元年 12月 7日（土）

 出願期間  令和元年 11月 25日（月）～ 12月３日（火）※郵送は必着　　※ 11月 30日（土）、12月１日（日）は窓口受付休業
 合格発表 令和元年 12月 11日（水）

入学手続き
専願：令和元年12月11日（水）～令和元年12月19日（木）15時までに納入
併願：令和元年12月11日（水）～令和２年１月31日（金）15時までに納入
　休業：土曜、日曜、祝日、12月25日（水）、12月30日（月）～1月3日（金）、1月13日（月・祝）

入学予定者説明会 令和２年２月 22日（土）

募集定員

応募資格

育英奨学生
制度

兄弟姉妹　　
在学生授業料
軽減制度
　　　　　　
出願方法
及び
受験料　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　

　　　　　　
　　　　　　

　　
入試関係
日程

1
2
3

4
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一般入学試験Ⅱ  （専願）
 入試日 令和２年２月１日（土）

 出願期間  令和２年１月 21日（火）～１月 30日（木）※郵送は必着
　※１月 25日（土）、１月 26日（日）は窓口受付休業

 合格発表 令和２年２月４日（火）
入学手続き 令和２年２月４日（火）～令和２年２月７日（金）15時までに納入

入学予定者説明会 令和２年２月 22日（土）
 〈窓口受付時間〉平日９：00 〜 16：00   土曜、日曜、祝日は休業

特別入試【12月 7日】 一般入試Ⅰ【12月７日】 一般入試Ⅱ【2月１日】

国語・算数・理科・社会
学力試験：国語（50分）算数（50分）
       　　 理科（30分）社会（30分）

国語・算数
及び面接

学力試験：国語（50分）算数（50分）
※専願は総合点に 20 点加点

国語・算数
及び面接

学力試験：国語（50分）算数（50分）

特別入試　日程 一般入試Ⅰ　日程 一般入試Ⅱ　日程
8：30 集　合 14：00 集　合 8：30 集　合

  8：30 ～　8：50 諸注意 14：00 ～ 14：20 諸注意    8：30 ～　8：50 諸注意
  9：10 ～ 10：00 国　語 14：30 ～ 15：20 国　語   9：10 ～ 10：00 国　語 
10：15 ～ 11：05 算　数 15：35 ～ 16：25 算　数 10：15 ～ 11：05 算　数
11：20 ～ 11：50 理　科 16：35 ～ 面　接 11：20 ～ 面　接
12：05 ～ 12：35 社　会 ※面接は専願受験者のみ ※面接は受験者・保護者

【注意事項】                               
①係員が集合場所から試験会場に誘導します。所定の場所に着席してください。入試に関す 
　る諸注意を行います。
②遅刻した場合、試験開始後 20 分以内であれば入室を許可します。ただし、試験時間の延
　長はされません。
③受験票は、当日持参し、試験中は机の上においてください。
④当日持参するものは、受験票・鉛筆（シャープペンシル可）・消しゴム・定規です。
　上履きはいりません。
⑤保護者の試験会場への立ち入りはできません。控室を用意しますのでそこでお待ちください。
⑥〈自然災害時の対応について〉
　自然災害などにより大幅に公共交通機関の運行が乱れた場合や、その事が予測される場合
　は試験開始時刻繰り下げ等の措置をとります。詳細は、本校ホームページへ試験当日掲載 
　いたしますのでご確認ください。受理した書類・受験料等はお返しできませんのでご了 
　承ください。
⑦特別入試と一般入試Ⅰをダブル受験する場合、昼食の準備をお願いします。

◇海星学園
  〒 850-8586　長崎市東山手町５-３　☎ 095-826-7321

試験方法

試験当日
の日程

試験会場

6

7  
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【特別入学試験（奨学生試験）】令和元年 12 月 11 日（水）
 ※合格発表日に到着するよう、合否通知書を 12 月 10 日（火）午前中に郵送いたします。

【一般入学試験Ⅰ】　　　　　　令和元年 12 月 11 日（水）             
 ※合格発表日に到着するよう、合否通知書を 12 月 10 日（火）午前中に郵送いたします。 

【一般入学試験Ⅱ】　　　　　　令和２年２月４日（火）             
 ※合格発表日に到着するよう、合否通知書を 2 月３日（月）午前中に郵送いたします。 

（１）受験者全員に合否通知を郵送します。※入学願書の保護者住所へ郵送いたします。
      （合格者には、入学手続き書類および今後の日程等について同封いたします。）

（２）電話によるお問い合わせにはお答えできません。
（３）掲示による発表はいたしません。

（１）入学手続きは入学金 70,000 円を納入することにより完了いたします。
（２）入学手続き方法については、合格通知発送の際、入学手続き書類等を同封いたします。
（３）期間内に入学手続きがなされない場合、入学資格を取り消します。期日後は一切受理
　　  いたしません。

（４） 特別入学試験（奨学生試験）で「育英奨学生 A」合格者は、本校入学後に入学金（70,000 円）
　　を返金いたします。

（５）一旦受理した書類・受験料・入学金等はお返しできませんのでご了承ください。

◇入学手続時に要する費用 入学金 　70,000 円
※海星高等学校に入学する際、入学金は不要です。

◇入学後の費用（1 年時）

授　業　料　　月額 22,800 円
施設設備費　　月額   2,000 円
育成会会費　　月額   2,000 円
学友会会費　　月額   1,200 円
合　　　計　　月額 28,000 円

◇調査書の作成・記入要領等のお願いについて                                     
　担任の先生を通して、小学校長に書類の作成をお願いしてください。                  
　その際、別紙の「海星中学校　調査書の作成について」を担任の先生にお渡しください。

◇小学校長より交付していただいた調査書は、出願の際に提出をお願いいたします。

　海星中学校では、入学試験にあたってご提供いただきました志願者の氏名・住所等の個人
情報は、入学試験の出願受付、実施、合格発表、さらには入学にいたる一連の手続と、中学
校生活を始めるに当たって必要となる書類・お知らせ等の送付及び入学者データの統計処理
のために使用いたしますのでご了承ください。
　なお、上記利用目的の達成に必要な範囲を超えて志願者の個人情報を利用することはあり
ません。

合格発表

入学手続

校納金
（令和元年度実績）

調査書の
作成依頼

個人情報の
保護
について
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糊付け

糊付け

振込受領書
貼　付　欄

糊付け

糊付け

受　付　印

6ページ参照

095 ○○○  ○○○○

19 9 1

私
海　星

一太郎
いち　た　ろう

海星
かい　せい

一太郎
いち　た　ろう

海星
かい　せい

父

○○○－○○○○－○○○○

同　　上
太郎
 た　ろう

海星
かい　せい

長崎市東山手町5－3
850 8586

海
星

令和２年度

令和

令和２年度

令和２年３月
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【  受 験 料 の 払 込 に つ い て  】

（注意事項）
 払込用紙に記載する箇所
はありません。何も記載
せず、コンビニにご持参
いただき、振込をお願い
いたします。

○ 願書と共に配付する払込用
紙を使用しコンビニで振込
をお願いします。

○ コンビニから受領印のある
「振込受領書」（左枠分）を
受け取り、願書の「振込受
領書貼付欄」に糊付けして
ください。（４箇所糊付け）

　※ この受領書の貼付がない場合
は願書を受理できません。

○ お客様番号の下４桁（下線
部分）を願書の「振込受領
書貼付欄」の下にある空欄
に転記してください。

願書（写真貼付欄の下）

受領印

志願者　様

下４桁を記入

４箇所
糊付け

貼 付

5 6 7 8

振込受領書
貼  付  欄

糊 付 け

糊 付 け

糊 付 け

糊 付 け

KAISEI JUNIOR HIGH SCHOOL



特別入学試験／一般入学試験Ⅰ・Ⅱ

海星中学校までの所要時間
　長崎バス新地ターミナルから　徒歩 10 分
　中央橋から　　　　　　　　　徒歩 15 分
　電鉄石橋電停から　　　　　　徒歩   5 分

観光通観光通

浜町アーケード浜町アーケード

西浜町西浜町

新地中華街新地中華街

ながさき出島バイパスながさき出島バイパス

メディカル
センター
メディカル
センター

大浦海岸通大浦海岸通

石橋石橋

大浦天主堂大浦天主堂

長崎港長崎港

至ゆめタウン夢彩都↑至ゆめタウン夢彩都↑

至野母崎↓至野母崎↓

出島ワーフ●出島ワーフ●

長崎税関●長崎税関●

●長崎県美術館●長崎県美術館
長崎
水辺の森公園●
長崎
水辺の森公園●

●長崎みなとメディカルセンター●長崎みなとメディカルセンター

●新地バスターミナル●新地バスターミナル

●活水女子大●活水女子大

●海星学園●海星学園

●●

出島出島

H

会 場

海星中学校
学校法人 海星学園 〒850-8586　長崎市東山手町 5 - 3

TEL.095-826-7321　FAX.095-820-5696
URL：http://www.kaisei-ngs.ed.jp/
E-mail：main@kaisei-ngs.ed.jp


