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【 出願から入学までの流れ 】

特別入学試験 一般入学試験 公立高校

育成試験
（３教科課題型試験）

奨学生試験
（５教科型試験） 一次試験 二次試験 前期試験 後期試験

インターネット入力・決済
令和４年12月１日㈭～令和４年12月26日㈪

出願書類の提出期間
令和４年12月26日㈪～令和４年12月28日㈬
令和５年 1月 4日㈬～令和５年 1月12日㈭
　　　　　　　　※１月７日～１月９日は学校休業日

試験実施日
令和５年

３月18日㈯

インターネット入力・決済

令和４年12月１日㈭　　
～令和５年１月27日㈮

出願書類の提出期間

令和５年１月23日㈪　　
～令和５年２月２日㈭

出願期間
書類出願のみ

令和５年
３月13日㈪

～
令和５年

３月17日㈮

入学願書受付
１月12日㈭

～
１月18日㈬

入学願書受付
２月16日㈭

～
２月22日㈬

前期試験
２月１日㈬
２月２日㈭

後期試験
３月７日㈫
３月８日㈬

合格発表
２月８日㈬

合格発表
３月15日㈬

試験実施日

令和５年２月７日㈫

合格発表
令和５年２月10日㈮

入学手続
専　　願

入学手続
併　　願

令和５年
２月10日㈮

～
令和５年

２月17日㈮

令和５年
２月10日㈮

～
令和５年

３月15日㈬

合格発表日
令和５年１月23日㈪

入 学 手 続
推薦・専願

入 学 手 続
併　　　願

令和５年１月23日㈪　
～令和５年１月27日㈮

令和５年１月23日㈪　
～令和５年３月15日㈬

入学予定者登校日・保護者オリエンテーション

令和５年３月18日 ㈯

◎　入学予定者学力試験、制服・学用品等の採寸・販売を行います。

試験実施日
令和５年１月17日㈫ 試験実施日

令和５年１月18日㈬

合格発表 ･
手続は試験
日当日です。
採寸につい
ては、入学
手続きの際、
案内します。

制服採寸
令和５年２月18日㈯
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1 入学試験概要

試験 受験区分 対象コース 出願区分 出願資格 試験に
関すること

優遇制度等
（※詳細はP.6を参照）

特
別
入
学
試
験

奨学生試験
１月17日㈫

ステラ・マリス
エラン

専願
併願

〇�令和５年３月中学校卒業見
込みの者

〇成績基準なし

☆５教科
　（国・英・数・理・社）
　※�英語リスニング

あり

専願者優遇

検定有資格者優遇

スライド合格

育英奨学生

育成試験
１月18日㈬

ステラ・マリス
エラン
フロンティア

特別推薦

〇�令和５年３月中学校卒業見
込みの者

〇中学校長が推薦する者
　※�成績基準については中学校へお

尋ねください。

☆３教科
　（国・英・数）
　※�英語リスニング

なし

◎�育成試験対策
問題集から
　60～70％
　出題
　※�ただし、数学は

数値を変えて出
題します。

☆面　接

推薦者優遇

検定有資格者優遇

スポーツ・文化活動
実績者優遇

育英奨学生ステラ・マリス
エラン
フロンティア

部活動推薦
〈スポーツ・文化〉

〇�令和５年３月中学校卒業見
込みの者
　
〇中学校長が推薦する者
　※�成績基準については中学校へお

尋ねください。

〇�本校の学校長が推薦候補者
として依頼した者

エラン
フロンティア

専願
併願

〇��令和５年３月中学校卒業見
込みの者

〇成績基準なし

専願者優遇

検定有資格者優遇

スポーツ・文化活動
実績者優遇

スライド合格

育英奨学生

一
般
入
学
試
験

一次試験
２月７日㈫

ステラ・マリス
エラン
フロンティア

専願
併願

〇�令和５年３月中学校卒業見
込みまたは中学校卒業の者

〇成績基準なし

☆３教科
　（国・英・数）
　※�英語リスニング

なし

☆面　接

専願者優遇

検定有資格者優遇

スライド合格

育英奨学生

再チャレンジ
（受験料は不要）

二次試験
３月18日㈯

ステラ・マリス
エラン
フロンティア

専願
〇�令和５年３月中学校卒業見
込みまたは中学校卒業の者

〇成績基準なし

☆３教科
　（国・英・数）
　※�英語リスニング

なし
　　
☆面　接

スライド合格

（出願区分について）
　特別推薦・部活動推薦・専願……合格した場合、必ず入学する。
　併　願………………………………他校を受験することができる。本校に入学する者は期間内に入学手続をする。
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2 募集定員

3 試験日程・会場

4 出　　願

☆募集定員：全日制・普通科340名（内部進学を含む）
ステラ・マリス 男子・女子 奨学生試験、育成試験（推薦のみ）、一次試験、二次試験

エラン 男子・女子 奨学生試験、育成試験、一次試験、二次試験

フロンティア 男子・女子 育成試験、一次試験、二次試験

【特別入学試験】
試　験　区　分 試　験　日 試　験　会　場
奨 学 生 試 験�
〈５教科型試験〉 令和５年１月17日㈫

　①本校　②五島会場　③上五島会場
育　成　試　験�

〈３教科課題型試験〉 令和５年１月18日㈬

【一般入学試験】
試　験　区　分 試　験　日 試　験　会　場

一　次　試　験 　令和５年２月７日㈫
①本校（海星高等学校）

二　次　試　験 　令和５年３月18日㈯

【試験会場】
会　　　　　場 所　在　地 電話番号

①本　　　校�
　（海星高等学校） 　長崎市東山手町５-３ 095-826-7321

②五�島�会�場�
　（カンパーナホテル） 　五島市東浜町１丁目１-１ 0959-72-8111

③上五島会場�
　（新上五島町離島開発総合センター） 　南松浦郡新上五島町榎津郷488-１ 0959-54-1111

　⑴受験料 　10,000円　※決済手数料は別途必要です。
　 ※再チャレンジは受験料不要です。

　⑵出願情報登録 　インターネット利用……令和４年12月１日㈭�開始
　※ただし、一般入学試験二次試験については、中学校へお問い合わせください。

【出願書類の提出期間】
特別入学試験
（奨学生・育成）

　令和４年12月26日㈪～令和５年１月12日㈭
　※12月29日～１月３日および１月７日～９日は学校休業日のため受付しておりません。

一般入学試験（一次） 　令和５年１月23日㈪～令和５年２月２日㈭

一般入学試験（二次） 　令和５年３月13日㈪～令和５年３月17日㈮　※書類出願のみ

　　受付時間…平日９：00～ 16：00

【提出書類】
①入学志願票（本校HPのインターネット出願サイトから出力したもの）
②調査書（公立高校用、またはそのコピー）
③推薦者一覧（本校所定のもの）　※中学校ごとに作成し、出願の際提出してください。
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5 合格発表

6 入学手続

奨 学 生 試 験 令和５年１月23日㈪　13：00

育　成　試　験 令和５年１月23日㈪　13：00

一般入学試験（一次） 令和５年２月10日㈮　13：00

一般入学試験（二次） 令和５年３月18日㈯　15：00　校内掲示のみ
・�特別入学試験および一般入学試験（一次）は、合否発表サイトより、結果をご確認ください。確認方法については13ペー
ジをご参照ください。なお、校内への掲示および電話等によるお問い合わせには対応しかねます。
・書面による合否通知等を中学校長様宛に郵送いたします。この書面をもって正式な合否通知といたします。

【手続方法】
入学金100,000円を期限までに納入
合格通知に同封の振込依頼書をご使用ください。
※特別推薦者および育英奨学生に選抜された者は、下記の手続きをとってください。

特別推薦者
入学確約書を提出
期限までに本校事務室窓口へ持参もしくは郵送（必着）してください。奨 学 生 Ｓ

奨 学 生 Ａ

奨 学 生 Ｂ
入学金50,000円を期限までに納入

奨 学 生 Ｃ

【手続期間】　　　
期限までに入学手続きがなされない場合は、入学資格が取り消しとなります。

奨学生試験

専　　　　願 令和５年１月23日㈪～令和５年１月27日㈮

併　　　　願 令和５年１月23日㈪～令和５年３月15日㈬　15：00まで

育成試験

推薦・専願 令和５年１月23日㈪～令和５年１月27日㈮

併　　　　願 令和５年１月23日㈪～令和５年３月15日㈬　15：00まで

一次試験

専　　　　願 令和５年２月10日㈮～令和５年２月17日㈮

併　　　　願 令和５年２月10日㈮～令和５年３月15日㈬　15：00まで

二次試験

専　　　　願 令和５年３月18日㈯　16：00まで

※いったん受理した書類および受験料・入学金などは、納入後どのような理由があってもお返しすることができません。
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7 受験スケジュール
入試区分 特別入学試験 一般入学試験

受験区分 奨学生試験 育成試験 一次試験 二次試験

インターネット
入力・決済 令和４年12月１日㈭～令和４年12月26日㈪ 令和４年12月１日㈭～

　令和５年１月27日㈮ ※書類出願のみ

出願書類の
提出期間

令和４年12月26日㈪～令和５年１月12日㈭
※12月29日～１月３日および１月７日～９日は学校休業日

令和５年１月23日㈪～
　令和５年２月２日㈭

令和５年３月13日㈪～
　令和５年３月17日㈮

試験日 令和５年1月17日㈫ 令和５年１月18日㈬ 令和５年２月７日㈫ 令和５年３月18日㈯

試験会場

本校（海星高等学校）
本　校

（海星高等学校）
本　校

（海星高等学校）五島会場（カンパーナホテル）

上五島会場（新上五島町離島開発総合センター）

入試日程

集　合 8：30～ 集　合 8：30～ 集　合 8：30～ 集　合 8：30～

諸注意 8：45～ 諸注意 8：45～ 諸注意 8：45～ 諸注意 8：45～

国　語 9：10～10：00�� 国　語 9：10～10：00 国　語 9：10～10：00�� 国　語 9：10～10：00��

英　語 10：15～11：05 英　語 10：15～11：05 英　語 10：15～11：05 英　語 10：15～11：05

数　学 11：20～12：10 数　学 11：20～12：10 数　学 11：20～12：10 数　学 11：20～12：10

（昼食） 12：10～13：00 面　接 12：30～ 面　接 12：30～ 面　接 12：30～

理　科 13：00～13：50

社　会 14：05～14：55

試験内容

　〇筆記試験
　　※英語リスニングあり

　〇筆記試験
　　※英語リスニングなし
　　�※育成試験対策問題集から
　　　60～70％出題
　　��※ただし、数学は数値を変
　　　えて出題します。

　〇面接
　　��面接官２名、受験生３名の
　　　グループ面接でおこないます。

　〇筆記試験
　　※英語リスニングなし

　〇面接
　　��面接官２名、受験生３名の
　　　グループ面接でおこないます。

　〇筆記試験
　　※英語リスニングなし

　〇面接
　　��面接官２名、受験生１名で
　　　おこないます。

携行品

①受験票

②筆記用具…鉛筆（シャープペンシルも可）、消しゴム、定規（三角定規も可）、コンパス

　※奨学生試験のみ昼食を各自でご準備ください。（学校食堂は営業しません。）

　※感染予防のため不織布製のマスクを着用してください。

　※上履きは不要です。

出願方法 インターネット利用
（ご家庭にインターネット環境がない場合、本校でも出願できます。事前にご相談ください。）

書類のみ
※中学校へお問い合わせください。

合格発表 令和５年１月23日㈪ 令和５年２月10日㈮ 令和５年３月18日㈯

入学手続き

推薦・専願 専願 専願

令和５年１月23日㈪～令和５年１月27日㈮ 令和５年２月10日㈮～
　令和５年２月17日㈮

令和５年３月18日㈯併願 併願

令和５年１月23日㈪～令和５年３月15日㈬ 令和５年２月10日㈮～
　令和５年３月15日㈬
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8 優遇制度について

9 校納金　令和 5 年度予定

⓾ 入学金等

【加点制度】
種　　　類 内　　　容 適用される試験

推薦者優遇 出願区分で「特別推薦」または「部活動推薦」を選択した者は、
15点の加点 育成試験

専願者優遇 出願区分で「専願」を選択した者は、15点の加点 奨学生試験・育成試験
一次試験

検定有資格者優遇

｢実用英語技能検定（S-CBT含む）｣ ｢日本漢字能力検定｣ ｢実用数
学技能検定｣ の３級以上の有資格者には、本試験において、英検は
英語、漢検は国語、数検は数学にそれぞれ５点の加点
　※出願にあたり「合格証書の写し」を中学校に提出してください。
　※インターネット出願画面上で、「検定有資格」設問に回答してください。

奨学生試験・育成試験
一次試験

スポーツ・文化活動
実績者優遇

スポーツ・文化活動で実績がある受験者は、活動実績に応じて加点
　※インターネット出願画面上で、「スポーツ・文化活動実績」設問に回答してください。 育成試験

【スライド合格制度】　※出願したコースに不合格となり、他のコースへ合格することをスライド合格といいます。
コ　ー　ス 内�　　　容 適用される試験

ステラ・マリスコース

受験をして、ステラ・マリスコースは不合格で、エランコースに合
格 奨学生試験

一次試験・二次試験受験をして、ステラ・マリスコースは不合格で、フロンティアコー
スに合格

エランコース 受験をして、エランコースは不合格で、フロンティアコースに合格 奨学生試験・育成試験
一次試験・二次試験

※専願で出願した者が、他コースへスライド合格になった場合は、併願合格として扱います。（入学手続きは併願出願者と同じ手続き期間となります。）

【再チャレンジ制度】
　再チャレンジ制度とは、特別入学試験（奨学生試験・育成試験）を受験した者が一次試験を受験する制度です。（受験料は不要）
　※一次試験出願時に再度入学志願票・調査書を提出してください。
　☆再チャレンジの場合、一次試験で出願できるコースは、特別入学試験で出願したコースのみとなります。コースを変更する場合は受験料が必要となります。
　以下の①～③に該当する者が対象です。　
　　①�特別入学試験で不合格だった者
　　②�特別入学試験でスライド合格だった者
　　③�特別入学試験で合格し育英奨学生制度のランクアップを希望する者

◆授業料は、就学支援金の支給額によって下記のように異なります。
費目

年収目安
（あくまでも目安です）

※　　　　　　
就学支援金号数
（支援金額）

※　　　　　
長崎県補助金 授業料

（33,000円）

諸経費 校納金の
実納付額
（41,200円）

施設設備費 育成会会費 学友会会費
（5,000円）（2,000円）（1,200円）

5９0万未満の世帯実納付額 １号（33,000円） 0円 5,000円 2,000円 1,200円 8,200円
７20万未満の世帯実納付額
　※保護者が長崎県在住の場合のみ ２号（ ９,９00円）対象（6,600円） 16,500円 5,000円 2,000円 1,200円 24,７00円

９10万未満の世帯実納付額 ２号（ ９,９00円） 23,100円 5,000円 2,000円 1,200円 31,300円
９10万以上の世帯実納付額 ３号（ 0円） 33,000円 5,000円 2,000円 1,200円 41,200円
※就学支援金および長崎県補助金は、令和４年度の実績です。

入学金 100,000円 入学手続き期間内に納入
教育整備費 30,000円 入学後に納入（入学時の４月のみ）
学友会入会金 1,000円 入学後に納入（入学時の４月のみ）
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� 育英奨学生制度

� 育英奨学生の適用基準について

㊟�就学支援金の申請を必ずおこなっていただき、受給可能な就学支援金（国）および授業料軽減補助金（県）を受けた上で、
授業料に対し奨学生制度の特典を適用します。

【育英奨学生について】
　１）育英奨学生の期間は原則３年間継続とします。　
　２）育英奨学金の返還は不要です。
　３）育英奨学生としてふさわしくない行動をとった場合、原則として奨学生の資格は取り消しとなります。��
　４）�授業料枠の奨学金給付については、授業料上限（33,000円）までとします。授業料上限を超えての奨学金の支給はあり

ません。
　　　�なお、必ず就学支援金申請をおこなっていただき、就学支援金受給金額を含んだ上で、授業料上限までの支給となり

ます。

種　　別 特　　典

奨学生Ｓ

◎入学金、教育整備費の全額（130,000円）を免除する。
◎授業料の全額（月額33,000円）、施設設備費の全額（月額5,000円）を給付する。
◎次のⅠまたはⅡのいずれかを選択し、適用する。
　Ⅰ…通学費を月額10,000円を上限として給付
　Ⅱ…本校の寮に入寮した場合、入寮金（50,000円）を全額免除および寮費補助（月額22,000円）

奨学生Ａ ◎入学金、教育整備費の全額（130,000円）を免除する。
◎授業料の全額（月額33,000円）を給付する。

奨学生Ｂ ◎入学金、教育整備費の半額（65,000円）を免除する。
◎授業料の半額（月額16,500円）を給付する。

奨学生Ｃ ◎入学金、教育整備費の半額（65,000円）を免除する。
◎授業料の３分の１（月額11,000円）を給付する。

特別入学試験 奨学生試験 国語・英語・数学・理科・社会　※英語リスニングあり

適用試験 特別入学試験 育 成 試 験 国語・英語・数学　　　　　　　※英語リスニングなし

一般入学試験 一 次 試 験 国語・英語・数学　　　　　　　※英語リスニングなし

適用区分 ⑴特別推薦　　　⑵部活動推薦〈スポーツ・文化〉　　　⑶専願　　　⑷併願

適用基準

合格者の中から以下の下記①、②の基準で有利な方を適用します。

①　５教科（国語・英語・数学・理科・社会）の３年間の５段階評定値の合計

②　奨学生試験、育成試験、一次試験のそれぞれの試験の選考基準により判定　（次頁参照）
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適　用　基　準　①
５教科の３年間の５段階評定値の合計

※小数点第二位以下四捨五入

合計　70以上 合計　60以上 合計　55以上 合計　52以上

※（平均4.7以上）※（平均4.0以上）※（平均3.7以上）※（平均3.5以上）

奨学生Ｓ 奨学生Ａ 奨学生Ｂ 奨学生Ｃ

【ステラ・マリス】
奨学生試験〈専願・併願〉
育 成 試 験〈特別推薦・部活動推薦〉
一 次 試 験〈専願・併願〉

【エラン】
奨学生試験〈専願・併願〉
育 成 試 験〈特別推薦・部活動推薦・専願・併願〉
一 次 試 験〈専願・併願〉

【フロンティア】
育 成 試 験〈特別推薦・部活動推薦・専願・併願〉
一 次 試 験〈専願・併願〉

合格

適　用　基　準　②
奨学生試験（５教科型試験）

育成試験（３教科課題型試験）

一次試験（３教科型試験）

試験合計得点（500点満点＋加点）

420点以上 350点以上 300点以上 250点以上

奨学生Ｓ 奨学生Ａ 奨学生Ｂ 奨学生Ｃ

試験合計得点（300点満点＋加点）

奨学生選考の得点基準は非公表

奨学生Ｓ 奨学生Ａ 奨学生Ｂ 奨学生Ｃ

試験合計得点（300点満点＋加点）

奨学生選考の得点基準は非公表

奨学生Ｓ 奨学生Ａ 奨学生Ｂ 奨学生Ｃ

【ステラ・マリス】
専願・併願

【エラン】
専願・併願

【ステラ・マリス】
特別推薦・部活動推薦

【エラン】
特別推薦・部活動推薦・専願・併願

【フロンティア】
特別推薦・部活動推薦・専願・併願

【ステラ・マリス】
専願・併願

【エラン】
専願・併願

【フロンティア】
専願・併願

合格

合格

合格

� 育英奨学生適用基準
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� その他の特典 ・ 奨学制度 ・ 補助金制度
◆以下の①～⑥の制度はすべて給付金のため、返済の必要はありません。
①【推薦者特典】

②【兄弟姉妹同時在籍奨学制度】
　同時に兄弟姉妹が本学園に在学する場合、兄姉の方に毎月授業料の半額（月額16,500円）を給付します。
　ただし、育英奨学生との併用はできません。
　※兄姉が育英奨学生の場合、有利な制度を適用します。
　※�この奨学制度は、授業料上限（33,000円）までとします。授業料上限を超えての支給はありません。なお、必ず就学支

援金申請をおこなっていただき、就学支援金受給金額を含んだ上で、授業料上限までの支給となります。

③【交通費補助制度】
　遠方より通学する生徒に対して交通費補助を行います。入学後、就学支援金申請書類とともに、申請書を配布します。該
当される方は、お申し込みください。対象は下記の校区です。

　　・大村市内中学校校区（10,000円補助）　・諫早市内中学校校区（5,000円補助）　・西海市内中学校校区（8,000円補助）
　　・琴海中学校校区（7,000円補助）　　　・野母崎中学校校区（7,000円補助）　・三重中学校校区（6,000円補助）
　・三和中学校校区（5,000円補助）　　　・香焼中学校校区（4,000円補助） 　　・横尾中学校校区（3,000円補助）
　・長与町立中学校校区（3,000円補助）　・時津町立中学校校区（3,000円補助）・外海中学校校区（8,000円補助）
　・日吉中学校校区（5,000円補助）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※すべて月額

④【大学進学支援奨学制度】
　卒業時に下記の大学に進学した場合、入学準備金（500,000円）を給付します。

　　　東京大学 ・ 京都大学 ・ 大阪大学 ・ 名古屋大学 ・ 東北大学 ・ 北海道大学 ・ 九州大学 ・ 一橋大学
　　　東京工業大学 ・ 国公立大学（医学部医学科）

⑤【マリア会奨学金】
　本校独自の奨学金制度で、高校２年次に募集し、高校２年次および高校３年次の２年間が対象です。
　マリア会奨学生には月額10,000円の奨学金を給付します。

⑥【セント・ジョゼフ奨学金】
　本校の経営母体であるマリア会の奨学金制度で、高校１年次に募集し、月額20,000円が３年間を上限に給付されます。

「特別推薦」で出願

　特別推薦の合格者は、入学金の全額（100,000円）が免除されます。また、入学試験の結果により育英奨学生として
合格した場合、育英奨学生制度の入学金以外の奨学金も受けることができます。

「部活動推薦」で出願

　部活動推薦の合格者は、事前にお知らせする育英奨学生となります。また、入学試験の結果により育英奨学生のラン
クがアップすることもあります。

9



� インターネット出願の流れ（中学校の先生の指示に従ってください）

　ステップ１　　　志望コースと受験方法の確認

　ステップ２　　　本校ホームページから出願サイトにアクセス　　　　　　（12月1日～）

　ステップ３　　　受験料の支払い（中学校の確認後）

　ステップ４　　　受験票・入学志願票の印刷と提出（中学校の先生へ）

＊初回のみ

※手数料が別途必要です。

＊２回目以降

＊振り込みの前に必ず申込内容確認書を中学校の先生にチェックしてもらってください。

「はじめての方はこちら」からメールアドレスを登録します。
※メールアドレスの変更や志願者の追加については、マイ
ページ上部より変更が可能です。

「インターネット出願用下書き」に沿って志願者情報を入力し、入試日程等を選択してください。入力後
一時保存して、申込内容確認書を印刷し、中学校の先生に提出してください。

※受験料支払い方法は次の３つです。
①クレジットカードによるオンライン決済：志願者の保護者名義のクレジットカード使用可。
　◆利用可能なクレジットカード

②コンビニエンスストアでの決済：申込完了画面（またはメール）に表示される番号を控え、支払い。
　◆利用可能なコンビニエンスストア

③ペイジーでの支払い：パソコンやスマートフォン、ATMから手続き。
　※ATM利用の場合は「収納機関番号・お客様番号・確認番号」をメモし、金融機関から支払い。
　◆ペイジーでの支払いが可能な銀行

　　ゆうちょ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・千葉銀行・
　　三菱UFJ銀行・横浜銀行・関西みらい銀行・広島銀行・福岡銀行・十八親和銀行・東和銀行・
　　熊本銀行・京葉銀行・南都銀行・足利銀行・七十七銀行・JAバンク

受験料お支払い後、支払い完了メールが届きます。出願サイトに再度ログインし、マイページより「受験�
票・入学志願票」をＡ４サイズの白い紙に印刷して、切り取り線で切り離してください。
入学志願票は中学校の先生へ提出、受験票は試験当日に忘れずに持参してください。
なお受験料支払い完了後に訂正が生じた場合は、中学校の先生に相談してください。

「mc共通ID」をお持ちの方、または
イベント予約をされた方は、同じIDを
ご利用ください。

三者面談等で志望コースと受験方法を決めた後、最終ページの「インターネット出願用下書き」を記入し、
中学校の先生にチェックしてもらってください。

ID（メールアドレス）登録

出願情報入力・申込内容確認書の印刷

受験料支払い方法選択

受験票・入学志願票印刷

ログイン
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「インターネット出願」入力の流れ
※アクセスは12月１日から可能です。中学校の先生の指示に
　従って手続きを進めてください。

　本校ホームページよりクリック ⇧
詳細は【インターネット出願】
使い方ガイド参照

　ID（メールアドレス）登録① 　出願情報入力③

　顔写真データアップロード（任意）②

本校ホームページより出願サイトへアクセスできます。「はじめ
ての方はこちら」をクリックしてメール登録をしてください。登
録したメールに送られる認証コードを入力し、「本登録完了」の
メールが届いて、ID登録完了です。次回からは「ログイン」をク
リックしてください。
※�受験料支払いや緊急連絡等に利用しますので保護者のアドレス
が望ましいです。スマホ等携帯端末のメールアドレスも可能で
すが、ショートメールには対応していません。
※PCメール受信拒否設定になっていないか確認してください。
※�申込内容確認書や受験票はPDFデータで出力されます。予め
“acrobat”等PDFデータ対応アプリをインストールしてください。
※�一つのメールアドレスで複数の志願者が登録できます。ただし
同一のメールアドレスで登録したすべての志願者の情報が閲覧
できますのでご注意ください。

詳細は【写真アップロード手順】の使い方ガイド参照

ここをクリックし、画面の指示に
従って参照したい顔写真データの
ファイルを選択してください。一
度登録しておけば、受験票に自動
で印刷されます。

入力が終了したら「試験選択画面へ」をクリック

登録した情報は表示されますので、それ以外の欄を入力してくだ
さい。「必須」の表示がある欄は必ず入力、それ以外は任意です。
※漢字が出ない場合は簡易字体で入力してください。

「特別入学試験」か「一般入学試験」を選択し「次へ」をクリック。
「規約同意確認」を最後までお読みいただき、「同意して次へ」を
クリックしてください。
下の「出願情報入力」のページが表示されます。

マイページから、「新規申込手続きへ」をクリック
クリック

登録済みの方　

クリック
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　試験・志願コースを選択する。④

　「申込内容確認書」を印刷して中学校の先生に提出⑤

　受験料支払い方法選択⑥

　受験票・入学志願票印刷⑦

ダウンロードした「申込内容確認書」を印刷し、支払いの前に必
ず中学校の先生に確認してもらってください。
※PDFの印刷ができない場合は、画面上の「申込内容確認書PDF
の表示・印刷について」または「ダウンロードできない方はこち
ら」「コンビニエンスストアでプリントする方はこちら」をクリッ
クしてご参照ください。

画面の指示に従ってお支払い手続きを進めます。申込内容を確
認し、間違いがなければチェック（⃞✓）の上「上記内容で申込む」
をクリックしてください。
※クリックした後は内容の変更ができません。
※�いずれの支払い方法でも受験料とは別に手数料がかかりますの
で、ご了承ください。
※登録したメールアドレスに通知が届いていれば、操作は完了です。

※上記はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

お支払い完了後、マイページに「受験票」ボタンが表示されます。
クリックして ｢｢受験票｣ 表示｣ から印刷してください。

詳細は【受験票印刷手順】の使い方ガイド参照　　　

マイページの「申
込確認」のボタン
から「申込内容確
認書」をクリック
してダウンロード

「保存して中断する」をクリックすると保存完了画面が表
示されるので、「マイページへ」をクリックしてください。

「入試区分」には、
③で選択した試験が
表示されます。
試験日から受験地ま
ですべて選ぶと「選
択」ボタンが表示さ
れます。
確認して、クリック。

マイページから
「続きから」をクリック

画面下部の「お支払い画面へ」をクリック

お支払方法を選択し「確認画面へ」をクリック

ク
リ
ッ
ク

見　本

【受験後の流れ】

☆合否照会の流れ
①�「WEB合否照会システム」
へアクセス
②「結果を見る」ボタンを押す
③�受験番号とパスワードで
「ログイン」
　⇒合否結果が表示されます

☆入学手続について
①�入学手続きの書類は「合格通
知」に同封されています
②�入学金を期日までに納入す
ることで、入学手続は完了
します
③�提出書類はそれぞれの期日
までに提出をお願いします

試験当日
持参してください

中学校に提出して
ください
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上記画面はイメージであり、実際の画面とは異なる場合があります。

01 WEB合否照会システムへアクセス

02 WEB合否照会システムへログイン

03 合否結果の表示

①ログインIDは受験番号
　パスワードは生年月日
　（例：20210402）

　を入力して ログイン
　してください

受験生ごとの合否結果が
表示されます

アクセス方法については、別途お知らせします

WEB合否照会システムでの
合否結果確認方法（　　　）パソコン

スマートフォン

①
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インターネット出願用下書き
組 番 氏

名
登録用メールアドレス

志願者氏名（漢字）※外字は簡易字体に代えて入力してください

姓 名

志願者氏名（カタカナ）

セイ メイ

受験区分選択（あてはまるものを「○」で囲んでください）

奨学生試験（専願） 奨学生試験（併願） 一次試験（専願） 一次試験（併願）

育成試験（特別推薦） 育成試験（部活動推薦） 一次試験再チャレンジ（専願） 一次試験再チャレンジ（併願）

育成試験（専願） 育成試験（併願） 特別入学試験受験番号記入⇨

緊急連絡先の名称　　　　　　　　　　（例）父の携帯電話

受験希望コース（あてはまるものを「○」で囲んでください）

ステラ・マリス　　　　エラン　　　　フロンティア

保護者氏名（漢字）

姓 名

試験選択（あてはまるものを「○」で囲んでください）
試
験
日 　　　　月　　　　日 会

場 本校会場　　　　　五島会場　　　　　上五島会場

緊急連絡先

電話番号

保護者氏名（カタカナ）

セイ メイ

併願校（任意）　※特別推薦・部活動推薦は、記入しないでください

公立 私立

郵便番号　※ハイフンは入れません 住所　※インターネット上の見本はハイフン（－）を使っていますが、住民票どおりに正確に記入してください

電話番号

　　　　　　　―　　　　　　　　―　　　　　　　

出身中学校

立　　　　　　　　　　　　　　中学校

在籍卒業区分（あてはまるものを「○」で囲んでください）

在学中　　　　・　　　　卒　業

生年月日
西
暦 年 月 日

活動内容 部活動 校外クラブ その他 競技名

主な成績�※ベンチメンバーも含む （例）①令和４年度長崎県中総体　②令和３年度長崎市新人大会　ベスト８

市・町　大会出場 大会名・成績

都道府県　大会出場 大会名・成績

ブロック・九州大会出場 大会名・成績

全国大会出場 大会名・成績

その他 大会名・成績

【検定有資格について】：3 級以上取得している者は、下記の欄に「○」をしてください（該当者のみ）

実用英語技能検定（S-CBT 含む） 日本漢字能力検定 実用数学技能検定

【スポーツ・文化活動実績】：該当する欄に「○」をしてください。育成試験受験者のみ記入してください
※大会名は、主要なものを１つ、年度がわかるように記入してください
※複数の活動をしている場合は、活動内容は複数に「○」をして競技名を複数記入してください
　成績は、どの競技か記入の上、それぞれの大会で主要なものを１つ記入してください



H

至  ゆめタウン夢彩都

　　　　 学校法人 海星学園

　海星高等学校
〒850-8586  長崎市東山手町５番３号
TEL.095-826-7321 FAX.095-820-5696
URL　https://www.kaisei-ngs.ed.jp/
E-mail　m a i n @ k a i s e i - n g s . e d . j p


