
出願手続 

（出願期間、試験会場、合格発表等についての詳細は本校 2021年度入試要項をご覧ください。） 

（１） 出願情報入力・受験料支払い 

▪本校ホームページから「出願サイト」にアクセスしてください。 

▪ログイン IDを登録の上、出願情報を入力し、入学検定料支払い手続を行ってください。 

▪入学検定料の支払いは、以下のクレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジー（金融 

機関ＡＴＭ）をご利用いただけます。 

 

 

▪入学検定料 25,000円（1回の振込みで全ての入試が受験できます。） 

※取扱い手数料が別途かかります。 

▪出願についての詳細は本校「入試要項」をご覧ください。 

（２） 受験票等印刷 

▪入学検定料支払い後、「出願サイト」のマイページより受験票・入学願書・宛名ラベルを 

Ａ４の用紙にプリントアウトしてください。 

（３） 入学願書に写真貼付 

▪写真はカラー４ｃｍ×３ｃｍ、直近３か月以内に撮影したもの１枚。 

アップロードまたは貼付してください。（貼付される場合、裏面に志願者氏名を記入してくだ

さい。） 

（４） 書類郵送提出（必要な方のみ） 

▪書類の提出が必要な方 

英検加点制度利用者：出願情報に入力した級の合格証をＡ４サイズにコピーし、宛名ラベルを

任意の封筒に貼付し、初回試験日の２日前までに本校に到着するように「簡易書留」にて郵送

してください。 

▪複数回に出願する場合でも書類の提出は１部のみとします。 

（５） 追加出願・出願変更等について 

会場の変更も含め追加出願、出願変更は原則できませんのでご了承願います。 

（最初から受験が見込まれる場合は極力当初より５回全て出願してください。） 

（欠席されても他の試験の結果には影響しません。） 

（６） インターネット環境のない方 

▪出願用のパソコンをご用意しておりますので、本校までご連絡ください。 

＊お支払い後の入力内容の変更や、一旦受理した書類の内容変更・返却はできません。 

＊一旦お支払いされた受験料は、理由の如何を問わず返金できません。 

＊出願システム・操作に関するお問合せは、出願サイトの「お問合せ先」をご覧ください。 

＊クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジー（金融機関ＡＴＭ）でのお支払い手順に

ついての詳細は、出願サイトの「よくある質問」をご覧ください。 

 



 

入学試験 

（１） 試験時程 

 

※受験票の内容が上記と合致しない場合は、本校までご連絡をお願い致します。℡049‐223‐2888  

                                                                                                                                               

【試験時間割】 

 

（２）持ち物 

▪受験票、入学願書（初回の受験日のみ・受験票と切り離す）、鉛筆またはシャープペンシル、

消しゴム、上履き、靴袋、時計（計算機能や辞書機能のないもの） 

上記以外のものは学科試験で使用できません。 

▪1/10,1/11に午前と午後の両方を本校会場で受験する受験生・保護者のみ昼食会場をご用意し

ております。（大宮会場は受験生のみ昼食会場がございます。） 

 

総合選抜
入試

進学クラス
入試

試験日

本校

TKP大宮駅西口
カンファレンスセンター

本校

8時00分

第２回 第２回

1月10日(日） 1月10日（日） 1月11日（祝） 1月11日（祝） 1月14日（木）

第1回

理数選抜
入試

進学クラス
入試

理数選抜
入試

試験会場

本校

TKP大宮駅西口
カンファレンスセンター

第1回

受付開始 8時00分 13時30分 8時00分 13時30分

14時00分 9時00分

試験開始時間 9時20分 14時10分 9時20分 14時10分 9時20分

集合時間 9時00分 14時00分 9時00分

四
教
科

三
教
科

三
教
科

12時25分
11時40分

から
12時10分

国語 算数 理科・社会 理科 退出予定英語

10時30分
から

11時20分

11時40分
から

12時40分
12時55分

理数選抜入試第１回
14時10分

から
15時00分

15時20分
から

16時10分

16時30分
から

17時10分
17時30分

理数選抜入試第2回
総合選抜入試

（４教科）

9時20分
から

10時10分

総合選抜入試
（３教科）

9時20分
から

10時10分

10時30分
から

11時20分

16時30分

二
教
科

進学クラス入試第1回
総合選抜入試

（2教科）

9時20分
から

10時10分

10時30分
から

11時20分

進学クラス入試第２回
14時10分

から
15時00分

15時20分
から

16時10分

11時40分



（３）川越駅・本川越駅からのスクールバスの運行について 

・午前入試（1/10進学クラス第１回、1/11理数選抜クラス第２回、1/14総合選抜入試） 

川越駅西口ウェスタ川越発 

７：５０～８：２０ 

本川越駅東口（蔵のまち口）発 

７：５５～８：２５ 

・午後入試（1/10理数選抜クラス第１回、1/11進学クラス第２回） 

川越駅西口Ｕ－ＰＬＡＣＥ（東武ホテル）前発 

１３：００～１３：２０ 

本川越駅東口（蔵のまち口）発 

１３：１０～１３：３０ 

なお、帰りの便は試験終了後随時運行いたします。 

（４）熊谷駅からのスクールバスの運行について 

・午前入試（1/10進学クラス第一回、1/11理数選抜クラス第二回、1/14総合選抜入試） 

熊谷駅南口６：５２発のスクールバスにご乗車できます。ご利用をご希望の方は事前に本校

までご連絡願います。℡049‐223‐2888 

帰りの便は以下の時間に運行いたします。 

    1/10 午前入試終了後１２：００、午後入試終了後１７：４５ 

    1/11 午前入試終了後１３：３０、午後入試終了後１６：４５ 

   1/14 午前入試終了後１３：３０  

（５）英検加点制度 

▪英検資格取得者：出願時に所定の手続きを行った英検３級以上の取得者は、級数に応じて受験

回毎に加点します。 

（３級：１０点、準２級：１５点、２級：２０点、準１級：２５点、１級：３０点） 

（６）試験実施上の諸注意と追入試について 

・試験当日、体調不良の方はその旨係員にお申し出ください。 

・試験 1 週間前から検温を実施する等健康観察を行ってください。また、試験日当日は必ず検

温してご来校ください。 

・発熱・咳等の症状の有無にかかわらず、必ずマスクを着用願います。 

・休憩時間や昼食時、他者との接触や会話等は極力控えるようお願い致します。 

・感染拡大防止のため保護者のご来校は 1名でお願い致します。 

・1月 10日、11日、14日の入試を発熱等の理由により受験できない場合、2021 年 1月 28日(木) 

追入試を実施します。（午前 9時集合、会場:本校のみ） 

受験科目：2教科(国・算)、3教科(国・算・英)、4 教科(国・算・理・社)が選択できます。  

 当日試験を欠席した受験生を対象に追入試を希望する場合は、「追入試受験願書」を 2021年 

1月 26日（火）必着で郵送願います。 

送付先：〒350-0824  川越市石原町２-７１-１１ 星野学園中学校 入試事務局 

（特に診断書、証明書等は必要ありません。「追入試受験願書」書式等含め詳細は１２月中旬

より本校ＨＰに掲載します。） 



 

なお、本試験を受験できない方は以下に該当する方です。 

□ 新型コロナウイルス感染症に罹患し、試験日までに治癒の見込みがない。 

□ 試験当日発熱（37.5℃以上）・風邪等の症状がある。 

□ 保健所の調査を受けて濃厚接触者と判断された。 

□ 14日以内に海外から帰国した。 

 

合格発表と入学手続き 

（１） 合格発表 

▪本校ホームページから「合格発表サイト」にアクセスしてください。 

ログイン ID：受験番号（５桁） パスワード：出願時に登録した西暦の生年月日（８桁） 

▪校内掲示発表は行いません。 

▪入試結果について、電話等による問合せは、できませんのでご了承願います。 

（２） 入学手続 

▪「合格発表サイト」にログインし、「入学手続金決済サイト」へアクセスしてください。 

▪クレジットカード・ペイジー（金融機関ＡＴＭ）をご利用いただけます。 

（コンビニエンスストアでのお取扱いは、金額制限のためご利用いただけません。） 

▪入学手続（入学手続金の納入）を期日までに行わない場合、入学を辞退したものとみなします。 

▪一旦お支払いされた入学金は、理由の如何を問わず返金できません。 

（止むを得ず入学辞退される場合は、施設費について返金いたします。） 

▪入学時納入金と支払締切日 

 

    

 

 

 

納入金支払締切日 入学金 施設費 合　計 備考

1月１８日（月） 250,000円 150,000円 400,000円

２月５日（金） 250,000円 150,000円 400,000円
延納金及び延納手
続き書類の提出は
必要ありません。

卒業生及び在校生の兄弟・姉
妹優遇制度ご利用の方含む

理数選抜入試第１回
進学クラス入試第１回
本校第一希望の方

理数選抜入試第2回
進学クラス入試第2回
本校第一希望の方

1月１５日（金） 250,000円 150,000円 400,000円

総合選抜入試
本校第一希望の方

上記以外の方

種　　類

1月１５日（金） 250,000円 150,000円 400,000円

「兄弟・姉妹優遇制
度」ご利用の方は、
2月6日までに入試事
務局にお申出下さ
い。返金の手続き書
類をお渡しします。



▪「兄弟・姉妹優遇制度」について 

星野高等学校・川越東高等学校・星野学園中学校・星野学園小学校に在学中または卒業した

兄弟姉妹がいらっしゃる方で、本校を第一志望として第 1回入試に合格し、1月１５日(金）

までに入学手続きをされた場合、入学金を半額免除致します。 

(双子等同時入学の場合 1人の方のみとし、他の方は上級学校入学時に入学金を半額免除とし

ます。）対象の方は、2 月 6 日(土）までに入試事務局にお申出下さい。返金の手続き書類を

お渡しします。 

 

（３）合格者には「入学手続きの手引き」、「誓約書・保証書」等入学手続き書類をお送りいたします。 

初年度学納金について（2020年度入学生実績） 

入 学 金          250,000円 （入学手続時に納入） 

施 設 費  年額    150,000円 （入学手続時に納入） 

授 業 料  年額   360,000円 

施設維持費  年額   120,000円 

図 書 費  年額    6,000円 

その他、諸費用、修学旅行積立金、指定用品購入費がかかります。 

 

個人情報の取り扱いについて 

個人情報にかかわる法律に基づき慎重に取り扱っております。本校では、ご入力ご記入いた

だいた氏名、住所、生年月日等の個人情報は、入学手続及びその他の付随する業務を処理する

ためにのみ使用します。 

また、その処理業務の一部は本校より業者に委託しておりますが、当該業者から個人情報が 

第三者に渡されることは一切ありません。  

 

 

 

 


