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「ＩＥ型」は「International English型」の略称です。以降本募集要項では「ＩＥ型」と表記します。※１

2023年入試　募集要項

星 城 中 学 校

募　集　定　員

入　試　日　程

入　試　会　場

出　　　　　　願

ｐ１

ｐ１

ｐ２

ｐ２

入　試　時　間　割

奨　学　生　制　度

弟妹入学特典制度

受　験　資　格 ｐ２

学　　　　　　　　費

合　  否 　 発  　表

ｐ３

ｐ２、３

ｐ４

入　試　日　程

入　試　区　分 入　試　日 開始時間

Ⅰ期入試
Ａ日程

4教科型(国語･算数･理科･社会)
令和５年１月７日(土) 9:00 a.m.

ｐ３

ｐ３

ｐ３

募　集　定　員

募集定員 80名（男・女）

受　　験　　料

入　試　科　目

ｐ２

ｐ２

入　学　手　続　き

インターネット出願システム

ＩＥ型(国語･算数･英語(聞き取り含む))※1

Ｂ日程 4教科型(国語･算数･理科･社会) 令和５年１月14日(土) 9:00 a.m.

Ⅱ期 4教科型(国語･算数･理科･社会) 令和５年２月11日(祝) 9:00 a.m.
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～ ～

～ ～

～ ～

～ ～

入　試　会　場

入試区分 会　場

Ⅱ期
【本校会場】 星城中学校　駐車場有※２

〒470-1161　豊明市栄町新左山20［名鉄名古屋本線「前後駅」下車］

お問い合わせ 0562-97-3121(星城中学校)　

Ⅰ期入試

Ａ日程
【本校会場】 星城中学校　駐車場有※２

〒470-1161　 豊明市栄町新左山20［名鉄名古屋本線「前後駅」下車］

Ｂ日程
【本校会場】 星城中学校　駐車場有※２

〒470-1161　豊明市栄町新左山20［名鉄名古屋本線「前後駅」下車］

出　願

出願方法 インターネット出願のみ　(詳細はｐ４をご参照ください。)

入試区分 出　願　期　間

※２ 受験生用駐車場を用意します。自家用車での来校が可能です。

Ⅱ期 令和５年１月19日(木)    0:00 a.m. ～ 令和５年２月10日(金)　1:00 p.m.

必要書類の提出
入試当日に受験生本人が持参し、点呼時に提出してください。

(事前に郵送等で提出する書類はありません。)

Ⅰ期入試
Ａ日程 令和４年12月10日(土)　0:00 a.m. ～ 令和５年１月５日(木)　1:00 p.m.

Ｂ日程 令和４年12月10日(土)　0:00 a.m. ～ 令和５年１月12日(木)　1:00 p.m.

受　験　資　格

全日程共通 令和４年３月小学校卒業見込みの児童（帰国児童含む）

※「コロナウィルス感染拡大防止についての確認書」を受験票と同時にダウンロードいただき、各自健康チェックを行い当日

提出してください。

入試区分 必要書類

Ⅰ期入試
Ａ日程 出願時点での最新の通知表の写し。

ただし、２学期または後期の通知表が発行されていない場合は手元にある最新(１学期または前期)

の通知表の写し(事前に郵送等で提出する書類はありません。)

Ｂ日程

Ⅱ期

Ⅰ期入試 14,000円
Ⅰ期Ａ日程とＢ日程は、1回の受験料(14,000円)で両日の受験ができます。

Ⅱ期入試 14,000円

受　験　料

入試区分 受験料 備　考

入　試　科　目

４教科型（Ⅰ期Ａ日程･Ⅰ期Ｂ日程・Ⅱ期）

国語 40分 100点 算数 40分 100点 理科

50分 100点 英語聞き取り試験含む 合計 300点

300点

ＩＥ型（Ⅰ期Ａ日程のみ）

国語 40分 100点 算数 40分 100点 英語

25分 50点 社会 25分 50点 合計

Ⅰ期Ａ日程(４教科型・ＩＥ型)入試時間割 

Ⅰ期Ａ日程　４教科型 Ⅰ期Ａ日程　ＩＥ型

時間 科目 時間 科目

9:15 9:55 40分 国　語 9:15

9:00 9:10 10分 点呼・諸連絡 9:00

9:55 40分 国　語

10分 点呼・諸連絡9:10

11:05 11:55 50分 理科･社会 11:05

10:10 10:50 40分 算　数 10:10

11:55 50分 英語(聞き取り含む)

40分 算　数10:50

40分 昼　食

12:45 面　接 12:45

12:00 12:40 40分 昼　食 12:00 12:40

面接終了後下校 面接終了後下校

面　接
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➡2023年入試は面接を中止します。試験後下校となりますので、昼食は必要ありません。

年間分割納入金

Ⅰ期Ｂ日程　４教科型 Ⅱ期　４教科型

Ⅰ期Ｂ日程入試時間割 Ⅱ期入試時間割

時間 科目 時間 科目

9:00 9:10 10分 点呼・諸連絡 9:00 9:10 10分 点呼・諸連絡

9:15 9:55 40分 国　語 9:15 9:55 40分 国　語

40分 算　数

11:05 11:55 50分 理科･社会 11:05 11:55 50分 理科･社会

10:10 10:50 40分 算　数 10:10 10:50

(１) Ⅰ期Ａ日程(４教科型・ＩＥ型)は、各自必ず昼食(お弁当)をご持参ください。

(２) 面接は、受験生５名のグループ面接で約20分で実施します。

(３) Ⅰ期のＡ日程とＢ日程を両日受験する場合は、Ａ日程のみ面接を実施します。

面　接

面接終了後下校
面接終了後下校

Ａ日程受験者は面接を実施しません。

12:00 面　接 12:00

(４) 面接は、原則受験番号順で実施します。面接時間割は、各入試日の前日に星城中学校ホームページ

に掲載します。

奨　学　生　制　度

奨学生選抜 Ⅰ期Ａ日程とＢ日程の各入試成績にて選抜します。(Ⅱ期は対象外)

奨学生種類

石田特別奨学生：中学・高等学校６年間授業料給付＋中学・高等学校各入学金給付

特別奨学生：中学校３年間授業料給付＋中学校入学金給付

奨学生：中学校入学金給付

新型コロナウィルス感染拡大の状況に応じ、変更する場合があります。

学　費

　入学初年度納入金(初年度のみ納入)

入学金 220,000円 後援会入会金 3,000円 生徒入会金 1,000円

弟　妹　入　学　特　典　制　度

特典対象

受験生の兄または姉が星城中学校に在籍している。(双子での入学も該当します。)

受験生の兄または姉が星城中学校を卒業して、星城高等学校に在籍している。

受験生の兄または姉が星城中学校を卒業して、星城高等学校を卒業している。

特典内容 入学金のうち１０万円を給付します。

納入方法 ３ヶ月を１期として、４期の分割で納入いただきます。

　その他

語学研修積立金 １期(３ヶ月)毎に39,000円を10期(回)に分割して、390,000円を積み立てます。

授業料(年額) 414,000円 後援会費(年額) 120,000円 生徒会費(年額) 12,000円

13：00～ 合否発表専用サイトＢ日程 令和５年１月18日(水)

Ⅱ期 令和５年２月13日(月)

発表方法 受験票控えに記載されている合否発表専用サイトにて発表します。

合否発表

入試区分 発表日 発表時間 場所

Ⅰ期入試
Ａ日程 令和５年１月11日(水)

合　否　発　表
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入　学　手　続　き　(入学金の納入)

入学金の納入
入学金の納入完了をもって入学手続き完了とします。なお、一旦納入された入学金は返

金できません。

納入方法
出願時の専用webサイトより、各入試区分毎の入学手続き締切日までに納めてくださ

い。

手続き締め切り日

入試区分 手続き締め切り日
振り込み手数料は、商慣習法

上、振込者負担にてお願い申

し上げます。

Ⅰ期入試

出願登録完了後に送信される返信メールのガイダンスに従って、

必要事項の入力を進めます。

Ａ日程 令和５年１月31日(火)

Ｂ日程 令和５年２月10日(金)

Ⅱ期 令和５年２月16日(木)

星城中学ホームページは、こちらから　⇒　

星城中学校ホームページから、以下の流れで進めます。　

出願システムで何かトラブルがあった場合は、下記のサポート窓口にお問い合わせください。

株式会社アットシステム

サポート窓口

【フリーダイアル】

  0120－47－3712
［受付時間］平日9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

ステップ

５
入試受験準備

切り取り線で「受験票」と「受験票控え」に切り離してくださ

い。「受験票控え」は、合否発表時に必要となりますので 大切に

保管してください。

ステップ

６
入試当日

切り離して準備した「受験票」と「通知表の写し」を持参し受験

します。

ステップ

３

受験料の

支払い

必要事項登録完了後、専用webサイトのガイダンスに従い、受験

料の支払い(振込み)を進めます。

ステップ

４
受験票の入手

受験料の支払い(振込み)完了後、専用webサイトから、受験票を

ダウンロードし、入試前日までに印刷します。

インターネット出願システム　～出願から受験まで～

ステップ

１
出願登録

インターネットにつながったパソコン・スマートフォン等で星城

中学校ホームページweb出願ページから登録をします。

ステップ

２

必要事項

の入力
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