
■　2023年度　高校入試カレンダー

単願推薦 併願推薦

本校第一志望 千葉・埼玉県生のみ 併願優遇
（入試相談された方）

フリー
（入試相談されて

いない方）

併願優遇
（入試相談された方）

フリー
（入試相談されて

いない方）

1月15日
※休業日

日

1月16日 月

1月17日 火

1月18日 水

1月19日 木

1月20日 金

1月21日 土

1月22日 日

1月23日
※休業日

月

1月24日 火

1月25日 水
入学手続き　14：00締切
【インターネット手続き】

1月26日 木

1月27日 金

1月28日 土

1月29日
※休業日

日

1月30日 月

1月31日 火

2月1日 水

2月2日 木

2月3日 金

2月4日 土

2月5日
※休業日

日

2月6日 月

2月7日 火

2月8日 水

2月9日 木

2月10日 金

2月11日 土・祝

2月12日
※休業日

日

2月13日 月

2月14日 火

2月15日 水

2月16日 木

2月17日 金

2月18日 土

2月19日
※休業日

日

2月28日 火

3月1日 水

3月2日 木

3月3日 金

3月4日 土

3月5日
※休業日

日

3月6日 月

3月7日 火

3月8日 水

3月9日 木

3月10日 金

3月11日 土

3月12日
※休業日

日

3月13日 月

3月14日 火

3月15日 水

4月7日 金

（※）日曜・祝日・1月23日（月）は、休業日の為、本校事務室受付での窓口業務は行っておりません。
　　　ただし、1月22日（日）、2月11日（土・祝）は高校入試の為、業務を行っております。

推薦入試

0：00～　インターネット出願開始

試験日
インターネット発表　15：00

16：00　出願書類必着　締切日　＊郵送のみ

0：00～　インターネット出願開始

入学手続き　14：00締切【インターネット手続き】
『入学金の延納を希望しない』にチェックをされた方

1月22日（日）

一般入試

第2回

入　　学　　式

試験日
インターネット発表　19：00

入試区分
日程

神奈川県：延納入学手続き　14：00締切【インターネット手続き】

第2回新入生ガイダンス参加者：百貨店での制服採寸と購入手続き締切日

第2回　新入生ガイダンス／英語アチーブメントテスト／学用品販売

～

16：00　出願書類必着　締切日　＊郵送のみ

～

千葉県・埼玉県：延納入学手続き　14：00締切【インターネット手続き】

東京都：延納入学手続き　14：00締切【インターネット手続き】

試験日
インターネット発表　19：00

2月11日（土・祝）

第1回

2月10日（金）

第1回新入生ガイダンス参加者：
百貨店での制服採寸と購入手続き締切日

第1回　新入生ガイダンス／英語アチーブメントテスト
／学用品販売



■　出願Ｑ＆Ａ
Ｑ-1

Ａ-1

Ｑ-2

Ａ-2

Ｑ-3

Ａ-3

Ｑ-4

Ａ-4

Ｑ-5

Ａ-5

Ｑ-6

Ａ-6

Ｑ-7

Ａ-7

Ｑ-8

Ａ-8

Ｑ-9

Ａ-9

Ｑ-10

Ａ-10

単願推薦で入学手続きをしたのですが、特待生を目指して一般入試を受験することはできますか？

いいえ、入学手続きを完了された方は、特待生を目指すための再受験はできません。

なお、総合コースで入学手続きをされた方が、特進コースを目指すための再受験は可能です。ただし、その際は再度出願書類・受験
料が必要になります。

出願書類は、直接持って行ってもいいですか？

いいえ、郵送のみとなります。インターネットでの出願が完了している方は、『レターパックプラス』で必着日に間に合うようにご
郵送ください。

調査書用紙は受験生がもらいに行くのでしょうか？

いいえ、中学校の先生にお渡ししますので、担任の先生から本校へご請求をお願いいたします。
東京私立中学高等学校協会標準様式もしくは、公立用のいずれかとなります。

総合コース・併願優遇で入試相談をしたのですが、本当は特進コースを希望しています。特進コースで出願をしてもよいのでしょう
か？

いいえ、入試相談の通りに総合コースで出願いただきます。
その際に、『特進コースへのスライド合格を希望する』を選択の上、出願してください。当日の結果次第で、総合コースから特進
コースへスライド合格することがあります。
結果は合格発表にてご確認いただけます。

出願完了後に、変更することはできません。

一般入試で2月10日（金）と2月11日（土・祝）、両方受験したいと思っているのですが、調査書も2部必要ですか？

推薦書用紙はどのようにしてもらえますか？　　【※推薦入試（単願推薦・併願推薦）の方対象】

本校ホームページより印刷してください。
中学校長より、推薦印を受けてください。（埼玉県在学の方を除く）

他の学校も受験するので、入学手続きを延期したいのですが、どのようにしたらいいですか？

インターネット出願操作中に、入学金の延納を選択する項目がありますので、『入学金の延納を希望する』を選択してください。

2月10日（金）と2月11日（土・祝）の一般入試（併願優遇含む）を受験される方で、2月15日（水）の入学手続き締切日以降に他校の
発表を待って入学手続きをされる方は、必ず『入学金の延納を希望する』を選択してください。

『入学金の延納を希望しない』を選択された場合は、2月15日（水）14：00が入学手続き締切となります。

ただし、1月22日（日）の併願推薦（千葉・埼玉県生のみ）を受験される方の入学手続き締切日は、併願校の合格発表日の翌日ですの
で、選択項目はありません。

窓口で直接出願はできますか？

いいえ、できません。インターネットでの出願のみとなります。

もし、操作方法等でご不明な点がありましたら、miraicompassサイトより24時間対応のサポートセンターへお問い合わせください。
https://www.mirai-compass.jp.net/nygk/

≪ご自宅に、出願できる環境がない方≫

出願・入学手続き期間中は、本校のパソコン・プリンターをご利用いただくことが可能です。
操作にはお支払いが伴いますので、クレジットカード支払いの場合はカードをご準備の上、保護者の方がお越しください。
その場で出願を完了することができます。

ご希望される場合は、事前にお電話でご予約の上、本校事務室窓口までお越しください。

事務室　03-5996-3131　（平日・土曜　9：00～16：00）

インターネット出願の入力は、出願期間より前でもできますか？

はい、1月10日（火）10：00から受験料お支払いより前の部分までの途中入力・一時保存が可能です。しかし、この状態では出願は完
了していませんのでご注意願います。
各出願期間になりましたら、受験料をお支払いいただき、出願を完了させてください。

はい、それぞれでご準備をお願いいたします。

併願優遇をもらっていますが、都立の推薦入試を受けて合格した場合は、出願しなくてもいいですか？

はい、出願する必要はありません。
なお、他校合格の際は、お手数ですがご連絡をお願いいたします。

事務室　03-5996-3131　（平日・土曜　9：00～16：00）



Ｑ-11

Ａ-11

■　試験当日Ｑ＆Ａ

Ｑ-1

Ａ-1

Ｑ-2

Ａ-2

Ｑ-3

Ａ-3

Ｑ-4

Ａ-4

Ｑ-5

Ａ-5

Ｑ-6

Ａ-6

Ｑ-7

Ａ-7

Ｑ-8

Ａ-8

Ｑ-9

Ａ-9

災害時の対応はどのようになっていますか？

受験料の支払いで、コンビニを選択した場合、支払いには何を持って行くのでしょうか？すぐにコンビニに行かないといけません
か？

コンビニでの支払いを選択した場合は、入力完了後に払込みに必要な番号が画面に表示されます。お支払いの際に必要になりますの
で、メモや印刷などのご準備をお願いいたします。

お支払いは、出願期間内であれば可能ですが、未払いの間は出願が完了していませんので、お早めにお済ませください。

お支払い完了後に受験番号が発番されます。支払い完了メールが届きますので、その後、出願サイトのマイページから『受験票・
写真票（学校提出用）』の印刷が可能となります。

お支払いにならないまま出願締切時間が過ぎた場合は、未出願の状態となりますので、ご注意ください。

なお、選択されるコンビニによって端末操作などお支払いまでの流れが異なりますので、詳しくは出願サイト（miraicompass）内、
「よくある質問」-「支払いについて」-「支払方法について知りたい」をご確認ください。

マスクはつけたまま受験してください。写真票と照合する時のみマスクをはずしていただきます。

受験中マスクはどうしたらいいですか？

車で行ってもいいですか？

いいえ、校内に駐車場はございませんので、公共の交通機関をご利用ください。

自転車で行ってもいいですか？

はい、大丈夫です。中高駐輪場（東門）をご利用ください。

一般入試フリーで両日受験した際は、面接も両日ありますか？

はい、両日あります。

保護者も一緒に行った方がいいのでしょうか？

控室がありませんので、ご遠慮いただくか、必要な場合は本校東門までのお付き添いでお願いいたします。

【入学試験の実施に影響がないと思われる程度の災害が発生したとき】
本校ホームページのトップページに表示される「緊急情報」及び本校東門にて、入学試験の実施状況についてお知らせいたします。

【入学試験の実施が困難と思われる広範囲の災害が発生したとき】
都内私立学校全体での対応になることがあります。東京私立中学高等学校協会ホームページ・本校ホームページのトップページに表
示される「緊急情報」及び本校東門にて、入学試験の実施状況についてお知らせいたします。

遅刻の場合はどうしたらいいですか？

ご連絡をお願いいたします。事務室　03-5996-3131  試験開始後15分以内の到着であれば、受験ができます。

欠席する場合の連絡は必要ですか？

ご連絡をお願いいたします。事務室　03-5996-3131

新型コロナウイルス感染症に罹患している場合、または濃厚接触が判明している場合（自宅療養・待機期間、ＰＣＲ検査が陰性の場
合を含む）は、受験は可能ですか？

受験していただくことはできません。必ず事前にご連絡ください。
インフルエンザ等の感染症に罹患されている方も、同様にご連絡をお願いいたします。特別措置として振替（追入試）を実施いたし
ます。再出願は不要です。
詳しくは本校ホームページの「高校入試コロナ対応」をご覧ください。（12月頃公開）



■　合格発表／入学手続き締切

単願推薦 併願推薦

本校第一志望 千葉・埼玉県生のみ 併願優遇
（入試相談された方）

フリー
（入試相談されて

いない方）

併願優遇
（入試相談された方）

フリー
（入試相談されて

いない方）

※私立併願の方は、併願校の合格発表日翌日14：00が手続締切です。（2次・補欠合格は対象外）
※電話での合否等のお問い合わせにはお答えできません。
※各合格発表日以降の事務室窓口受付時間は、9：00 ～ 16：00 です。（平日・土曜）

■　合格発表
本校ホームページ「合格発表・入学金決済」よりご確認ください。　

https://mk.mejiro.ac.jp 　　　　　

■　合格発表Ｑ＆Ａ

Ｑ-1

Ａ-1

■　入学手続き
インターネットでの手続きとなります。

入学手続き書類を取得・ご確認の上、入学金決済サイトの指示に従って、納入手続きを行ってください。

■　納入金額
※入学手続き時に、教育充実資金（1口10万円、1口以上）の寄付をお願いしております。（任意）
　入学手続き時の決済画面で選択できます。
　≪寄付金控除の対象にはなりません。予めご了承ください。≫

※クレジットカード決済・コンビニエンスストア・金融機関ＡＴＭ（ペイジー）でのお支払いと
　なります。
　別途手数料がかかりますので、予めご了承ください。

≪ご自宅に、入学手続きができる環境がない方≫
出願・入学手続き期間中は、本校のパソコン・プリンターをご利用いただくことが可能です。
操作にはお支払いが伴いますので、クレジットカード支払いの場合はカードをご準備の上、保護者の方がお越しください。
その場で入学手続きを完了することができます。
ご希望される場合は、事前にお電話でご予約の上、本校事務室窓口までお越しください。

※一旦納入された入学金は返金いたしかねます。予めご了承ください。

事務室窓口受付時間は、9：00 ～ 16：00 です。（平日・土曜）
ただし、1月22日（日）、2月11日（土・祝）は高校入試の為、業務を行っております。

いいえ、窓口でお渡しする書類はありません。
入学手続きのご案内・必要書類は、合格発表サイトよりご案内する『入学手続き書類ダウンロードページ』から
取得・ご確認をお願いいたします。

入学金の延納を希望しない場合　2月15日（水）14：00

入学金の延納手続者は、併願校の合格発表日翌日14：00

※公立高校を併願する方で、出願時『入学金の延納を希望する』に
チェックされた方の手続き締切日

■神奈川県立　3月 1日（水）14：00
■東京都立　　3月 2日（木）14：00
■埼玉県立　　3月 4日（土）14：00
■千葉県立　　3月 4日（土）14：00

　（いずれも2次・補欠合格は対象外）

入学手続き
締切

併願校の合格発表日
翌日14：00

（2次・補欠合格は対象外）

1月25日（水）
14：00

インターネットで合格発表を確認した後、学校に書類を受け取りに行くのでしょうか？

　　 本校ホームページへ

合格発表
（インターネット発表のみ）

2月10日（金）19：00

入試区分
日程

推薦入試 一般入試

1月22日（日） 2月10日（金） 2月11日（土・祝）

第1回 第2回

2月11日（土・祝）19：001月22日（日）15：00

入学金

200,000 円

https://mk.mejiro.ac.jp/


■　入学手続き後Ｑ＆Ａ

Ｑ-1

Ａ-1

Ｑ-2

Ａ-2

Ｑ-3

Ａ-3

Ｑ-4

Ａ-4

■　入学辞退

辞退につきましては、本校事務室 03-5996-3131 へご連絡をお願いいたします。

■　制服購入

合格発表サイトよりご案内する『入学手続き書類ダウンロードページ』でご確認をお願いいたします。

≪第1回新入生ガイダンス参加者≫
　3月2日（木）までに指定の百貨店に直接お申込みください。（3月下旬にご自宅に届きます）

≪第2回新入生ガイダンス参加者≫
　3月15日（水）までに指定の百貨店に直接お申込みください。（4月上旬入学式前にご自宅に届きます）

本校教務部主任　斎藤までご連絡をお願いいたします。　事務室　03-5996-3131

いいえ、申し訳ございませんが、クレジットカードはお使いいただけません。
学用品は、代金引換でのお取り扱いとなっておりますので、商品がご自宅に届いた際にお支払いください。
ただし、ガイダンス当日一部現金でのお支払いを必要とするものもありますので、詳しくは『入学手続き書類ダウン
ロードページ』でご確認をお願いいたします。

いいえ、金額は合格発表サイトよりご案内する『入学手続き書類ダウンロードページ』でご確認いただけます。

インターネットで入学手続きを済ませましたが、その後の流れがよくわかりません。

入学手続き後は、新入生ガイダンスにお越しいただきます。
ガイダンス当日に、ご提出いただきたい書類がありますので、事前にご準備をお願いいたします。
詳しくは、合格発表サイトよりご案内する『入学手続き書類ダウンロードページ』から取得・ご確認をお願いいたし
ます。

≪ご自宅に、印刷できる環境がない方≫

本校事務室までご連絡をお願いいたします。

事務室　03-5996-3131　（平日・土曜　9：00～16：00）

新入生ガイダンスに、どうしても参加することができないのですが、どうしたらいいですか？

新入生ガイダンスで学用品等を購入する際に、クレジットカードは使えますか？

新入生ガイダンスで学用品販売と書いてありますが、金額はその日にならないとわかりませんか？

※一旦納入された入学金は返金いたしかねます。予めご了承ください。



■　新入生ガイダンス／英語アチーブメントテスト／学用品販売

会場（予定） 対象

研心館2階 新入生と保護者

佐藤重遠記念館講堂 新入生と保護者

本校 新入生のみ

研心館2階 新入生と保護者

会場（予定） 対象

研心館2階 新入生と保護者

佐藤重遠記念館講堂 新入生と保護者

本校 新入生のみ

研心館2階 新入生と保護者

※ご都合により、どうしてもガイダンスに出席できない場合は、ご連絡ください。03-5996-3131   担当：教務部主任 斎藤

なお、新型コロナウイルスの影響により、開催内容に変更が生じる可能性があります。
最新情報は本校ホームページでお知らせいたします。

■　入学式

なお、新型コロナウイルスの影響により、開催内容に変更が生じる可能性があります。

春休み中の学習や入学に際しての心構えについて、新入生ガイダンスを実施いたします。
また、高等学校で使用する学用品の販売もいたしますので、必ずご参加ください。

第1回   2月18日（土）

内容

11：30 ～ 13：30   学用品販売①

14：00 ～ 14：40   新入生ガイダンス

対象：1月31日（火）までに入学手続きを完了された方

対象：2月1日（水）～3月4日（土）に入学手続きを完了された方

11：30 ～ 13：30   学用品販売①

（学用品販売は、①・②のいずれかにお越しください。）

入学式の時間・場所等の詳細は、新入生ガイダンスでお知らせいたします。

15：00 ～ 16：00   英語アチーブメントテスト

日   程：2023年4月7日（金）

16：00 ～ 17：00　 学用品販売②

第2回   3月11日（土）

内容

14：00 ～ 14：40   新入生ガイダンス

15：00 ～ 16：00   英語アチーブメントテスト

16：00 ～ 17：00　 学用品販売②

（学用品販売は、①・②のいずれかにお越しください。）


