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インターネット出願について〈推薦・帰国生・一般入学試験共通〉
名古屋高等学校では，インターネット出願を導入しています。

出願の際は，名古屋高等学校Webサイト（https://www.meigaku.ac.jp/）
から，Web出願サイトにアクセスして出願登録を行ってください。

詳しくは募集要項5ページを確認してください。

Webでの 2022年 2022年2023年 2023年

上記名古屋高等学校Webサイトから， 調査書等の各種様式をダウンロードできます
＜中学校の先生方へ＞

※インターネット環境がないなどインターネット出願をご利用いただけ
　ない方については， 12月1日以降に電話でお問い合わせください。

入学手続き等について

公的学費補助制度の概要

ここでは入学金および入学後の学費についてのみ記載します。
詳しくは出願サイトからダウンロードできる「入学のしおり」を参照のうえ手続きしてください。

　国および愛知県では，私立高校生の負担を軽くするため「就学支援金」「授業料軽減」
「入学金減免」制度を実施しています。

〈入学金〉
この他，入学後の初回引き落とし時に，生徒会入会金2,000円および
PTA入会金1,000円を徴収します。納入金額

200,000円入学金

〈入学後の学費〉
※左表の内容は2022年度のものです。
※この他，教科書・教材・副教材・模試費，制服・
体操服・水泳着代，学年会費（学年共通費用）・
進路費・修学旅行費などが必要です。

※上表の「所得基準額」は，保護者の課税総所得金額の6%から，市民税の調整控除額（政令指定都市の場合は調整控除額
の４分の３）を差し引いた金額（保護者が2名（父母）の場合はその合計）です。また，「年収の目安」はあくまでも目安ですので，ご
家庭の状況や扶養親族の数により大きく変わることがあります。

※市町村民税所得割が非課税の場合は，別途国から「奨学給付金」（年額52,600円～152,000円）が給付されます。
※本人または保護者が愛知県に在住していない場合は，就学支援金のみの給付となります。
※名古屋市では，上記所得区分の「その他」に該当またはいずれにも該当しない名古屋市内在住の生徒のうち，保護者の市民
税および県民税所得割額の合計が一定範囲内の生徒に対し年額４４,000円または2７,000円の補助金が給付されます。

　この他にも，各市町村において奨学金制度や授業料補助制度・入学納付金補助制度を実施している市町村があります。

月　　額
36,000円授業料

2,000円施設・維持費
1,000円PTA会費

800円PTA特別会費

600円生徒会費

40,400円

年　　額
432,000円
24,000円
12,000円
9,600円
7,200円

484,800円合　計

所得基準額（年収の目安）

154,500円未満（590万円以下）
甲

212,700円未満（720万円以下）

270,300円未満（840万円以下）乙

304,200円未満（910万円以下）

就学支援金（国）
本校における給付年額

396,000円

118,800円

118,800円

118,800円

授業料軽減（県）

303,600円

92,400円
̶

合　計

422,400円

211,200円

118,800円

入学金減免（県）
給付額

200,000円

100,000円

̶その他

所得区分

　※2022年度の内容です。

26,400円
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■募集定員「文理コース」男子243名（文理選抜クラス含む）※募集定員には内部進学者を含みません。

●推薦入学試験について

帰国生入試推薦入試〈推薦入試の募集人数は，募集定員の30％です。〉

出願資格
①2023年3月中学校卒業見込の者。
②学業成績・人物ともに優れ，中学校長の推薦があり，本校に合格した場合必ず入学する者。

出 願 登 録

受験票印刷

2022年1２月1２日（月）～2023年1月13日（金）  （最終日は16時まで）
インターネット出願サイトで出願手続きをし， 受験料をお支払いください。

2023年1月11日（水） 16時～2023年1月16日（月）
インターネット出願サイトから受験票をダウンロードして印刷してください。

出願上の注意 同時に一般入試に出願することはできません。

試験日時 2023年1月17日（火）午前8時30分 集合〈試験教室入室完了〉

試験会場 本校 （地下鉄名城線「砂田橋」駅 ③番出口すぐ）

選考方法 3教科合計得点と面接試験により判定します(各教科の合格最低点はありません)。

試験日の注意
受験票，筆記用具を必ず持参してください（上履き，定規，コンパスは不要）。
携帯電話，電子計算機類などは使用できません。

試験内容
学力試験 ： 国語・数学・英語（リスニングテストあり） ※各教科記述式100点満点
面接試験 ： 受験生3名ずつのグループ面接

試験時間
①国語 8：45～9：25（40分）　②数学 9：40～10：30（50分）　③英語 10：45～11：35（50分）
　面接 11：55～12：50

提出書類

〈合 格 発 表〉2023年1月18日（水）　午前9時
合否発表サイトで発表します。 詳細は募集要項6ページをご確認ください。
　※電話，Eメール等による問合わせには応じられません。

〈登録日と登校日〉登録日　2月4日（土）  午前10時30分から（保護者同伴のこと）
登校日　3月11日（土）
　　　　  ※登校日の時間詳細については，合格者に別途通知します。

〈入学手続き〉2023年1月26日（木）までに， 入学金200,000円を出願サイトのご案内にしたがって
クレジットカード， コンビニ決済， ペイジー（ATM， インターネットバンキング）， 銀行窓口
振込のいずれかで納入してください。
　※期日までに入学金の納入がない場合は入学資格を失います。
　※納入された入学金は理由の如何を問わず返金できません。

以下の①および②を， 2023年1月13日（金）までに本校事務局に提出してください。
①出身中学校長の推薦書（本校指定の用紙）
②調査書（愛知県私立学校共通様式， 愛知県外の学校は他の様式でも可）
※調査書管理システムを導入されている中学校については， ②は不要です。

受  験  料

13,000円
インターネット出願サイトでの出願の際， クレジットカード， コンビニ決済， ペイジー（ＡＴＭ，  
インターネットバンキング）のいずれかでお支払いください。
受験料のお支払いに係る手数料は受験生の負担となります。 
いったん納入された受験料および手数料はお返しできません。

出願資格

2008年4月1日以前に生まれ，海外に勤務あるいは在住する保護者に同伴して海外の学校で
就学した（次のアからウまでのいずれかに該当する）者で，日本の義務教育期間における海外
就学期間が2年以上（2学年以上修了）で本校を志望する者。
 ア．文部科学大臣の認定を受けた海外の日本人学校（全日制）の中学部を2023年3月までに卒業
    見込の者。
  イ．外国の学校教育における9年間の課程を修了した者。または2023年3月までに修了見込の者。
  ウ．帰国後1年未満で日本国内の中学校を2023年3月までに卒業見込の者。
　　※他の国立・公立・私立高等学校と併願することも可能です。

出 願 登 録 2022年1２月1２日（月）～2023年1月13日（金）  （最終日は16時まで）
インターネット出願サイトで出願手続きをし， 受験料をお支払いください。

受験票印刷 2023年1月11日（水） 16時～2023年1月16日（月）
インターネット出願サイトから受験票をダウンロードして印刷してください。

〈合 格 発 表〉2023年1月18日（水）　午前9時
合否発表サイトで発表します。 詳細は募集要項6ページをご確認ください。
　※電話，Eメール等による問合わせには応じられません。

〈入 学 試 験〉推薦入学試験と同じ日程・内容で行います（募集要項1ページ参照）。

〈登　録　日〉3月11日（土）  保護者同伴のこと
※時間等詳細については， 合格者に別途通知します。
※帰国日等の都合で登録日に出席できない場合は，合格後に申し出てください。

〈入学手続き〉2023年2月2日（木）までに， 入学金（前納金）20,000円を出願サイトのご案内に
したがってクレジットカード， コンビニ決済， ペイジー（ATM， インターネットバンキング）， 
銀行窓口振込のいずれかで納入してください。
　※前納金以外の納付金については， 出願サイトに記載のご案内にしたがってください。
　　［後納金締切は3月13日（月）］
　※期日までに入学金の納入がない場合は入学資格を失います。
　※納入された入学金は理由の如何を問わず返金できません。

以下の①～③を，  2023年1月13日（金）までに本校事務局に提出してください。
①調査書（出願資格ア・ウに該当する場合）
②海外で就学した学校の成績証明書（出願資格イ・ウに該当する場合）
③海外で就学した学校の在学証明書（出願資格イに該当する場合）
※出願資格ウに該当する場合で，出身中学校が調査書管理システムを導入されている場
　合は， ①は不要です。

受  験  料

13,000円
インターネット出願サイトでの出願の際， クレジットカード， コンビニ決済， ペイジー（ＡＴＭ，  
インターネットバンキング）のいずれかでお支払いください。
受験料のお支払いに係る手数料は受験生の負担となります。 
いったん納入された受験料および手数料はお返しできません。

受験票以外の

提出書類
受験票以外の

出願上の注意 同時に一般入試に出願することはできません。



●一般入学試験について

※A方式受験について
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一般入試

試験日時 20２3年1月23日（月）午前8時45分 集合〈試験教室入室完了〉

試験会場

試験内容

本校 （地下鉄名城線「砂田橋」駅 ③番出口すぐ）

選考方法 5教科合計得点により判定します（各教科の合格最低点はありません）。

試験日の注意
受験票，筆記用具，昼食を必ず持参してください(上履き，定規，コンパスは不要)。
携帯電話，電子計算機類などは使用できません。

学力試験 ： 国語・数学・社会・理科・英語（リスニングテストあり） 
※各教科記述式100点満点

試験時間
①国語   9：00～  9：50（50分）　
②数学 10：10～11：00（50分）
③社会 11：20～12：00（40分）
　昼食 12：00～12：45
④理科 12：50～13：30（40分）
⑤英語 13：50～14：40（50分）

〈合 格 発 表〉2023年1月25日（水）　午前１１時
合否発表サイトで発表します。 詳細は募集要項6ページをご確認ください。
　※電話，Eメール等による問合わせには応じられません。

〈登　録　日〉3月11日（土）  保護者同伴のこと
※時間詳細については，合格者に別途通知します。
※Ａ方式受験者は， ２月4日（土）が登録日， 3月11日（土）が登校日となります。 

〈スカラー合格制度〉 一般入学試験合計得点で，全受験者の上位15％を「スカラー合格」として発表し， 
さらに全受験者の上位5%を「特別スカラー合格」として発表します。
スカラー合格者および特別スカラー合格者には，本校入学後に奨学金を給付します。

〈入学手続き〉2023年2月2日（木）までに， 入学金（前納金）20,000円を納入してください。
　※前納金以外の納付金については， 出願サイトに記載のご案内にしたがってください。
　　［後納金締切は3月13日（月）］
A方式受験で志望クラス・コースに合格した場合， 2023年2月2日（木）までに入学金
200,000円を納入してください。
入学金の納入にあたっては， 出願サイトのご案内にしたがってクレジットカード，コンビニ
決済， ペイジー（ATM， インターネットバンキング）， 銀行窓口振込のいずれかで納入し
てください。
　※期日までに入学金の納入がない場合は入学資格を失います。
　※納入された入学金は理由の如何を問わず返金できません。

出願資格

2023年3月中学校卒業見込の者。または，中学校をすでに卒業した者（中学校をすでに
卒業した者は12月15日（木）までに本校事務局へ問い合わせが必要）。
中学校の内申成績とは関係なく出願できます。また，事情があって欠席日数の多い者も
出願できます。

受  験  料

13,000円
インターネット出願サイトでの出願の際， クレジットカード， コンビニ決済， ペイジー（ＡＴＭ，  
インターネットバンキング）のいずれかでお支払いください。
受験料のお支払いに係る手数料は受験生の負担となります。 
いったん納入された受験料および手数料はお返しできません。
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出願登録 2022年1２月1２日（月）～2023年1月19日（木）  （最終日は16時まで）
インターネット出願サイトで出願手続きをし， 受験料をお支払いください。

受験票印刷 2023年1月13日（金） 16時～2023年1月22日（日）
インターネット出願サイトから受験票をダウンロードして印刷してください。

出願上の注意

・文理選抜クラス志望の場合，文理選抜クラスの合格点に満たなくても，文理コースの合 
格点を満たしていれば自動的に文理コースに合格となります。
・A方式受験で合格した場合は必ず本校に入学していただきます。詳細は後
述の「A方式受験について」を参照してください。
・A方式受験を希望しない場合（他の国立・公立・私立高等学校を第１志望とする場合）は，
志願者登録時に「A方式受験」の項目で必ず「希望しない」を選択してください。

文理選抜クラス
志望の場合

文理選抜クラスに合格した場合，その後の受験をせず本校に必ず入学する意志のある人
が対象です。
◎文理選抜クラスへの強い入学意志を加味し，合格基準を定めます。
◎文理選抜クラスの合格点に満たなかった場合でも，文理コースの合格点に達していれ
　ば自動的に文理コースに合格となりますが，この場合は，他校の受験・入学に対する制限
　はありません。
◎文理選抜クラスのA方式受験者は，文理コースについてもA方式受験をすることができま
　す。
◎一般合格者と登録日・登校日の日程が異なります。
　登録日　２月４日（土）　　登校日　３月１１日（土）

文理コース
志望の場合

文理コースに合格した場合，その後の受験をせず本校に必ず入学する意志のある人が対
象です。
◎文理コースへの強い入学意志を加味し，合格基準を定めます。
◎一般合格者と登録日・登校日の日程が異なります。
　登録日　２月４日（土）　　登校日　３月１１日（土）

調査書を， 2023年1月19日（木）までに本校事務局に提出してください。
※調査書管理システムを導入されている中学校については， 提出不要です。提出書類

受験票以外の
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名古屋高等学校　インターネット出願手順

１ 志願者登録と出願

① 空メールを送信して手続き開始

※手続きにはメールアドレスが必要となります。お持ちでない方は事前に
　Google, iCloud, Yahoo! 等でメールアドレスを取得してください。

メールの宛先：
meigaku_h@ckip.jp
（出願手続き期間中のみ有効）

スマホ等で右のバーコードを
読み取ると，メール送信ができます

空メールを送信後、自動的に送信される
メールを確認してください。
※メールが届かない場合は、「ckip.jp」を受信可能な
　ドメインに追加してください。 
　また迷惑メールフォルダもご確認ください。

①で返信されるメールの記載
内容に従い、出願サイトに
アクセスする際に必要な
アカウント（ＩＤとパスワード）を
作成してください。

② 出願サイトの
アカウント作成 ③ 出願サイトに

アクセス

アクセス方法

②の手続き後に返信される
メールに記載の出願サイト
URLからアクセスする

または

本校Webサイトにある
「高等学校出願サイト」
バナーからアクセスする

出願サイトが表示されましたら、②で作成したアカウント
（ＩＤ・パスワード）で出願サイトにログインしてください。

④ 志願者情報等の入力 ・ 出願の登録

個人情報保護方針に同意のうえ、出願に必要な事項を
入力し登録してください。

⑤ 受験料のお支払い

出願の登録が完了すると、お支払い画面に遷移します。
次のいずれかの方法で受験料をお支払いください。
・ クレジットカード
・ コンビニ決済
・ ペイジー（ＡＴＭまたはインターネットバンキング）

お支払いに関する詳細は、次ページの「納入方法」
をご確認ください。

※いったん納入された受験料は、理由のいかんを
　問わずお返しいたしません。

３ 受験票の印刷

操作方法にご不明の点がある場合は、
右記サポート窓口へお問い合わせください。

１） 自宅のプリンターで印刷する ２） コンビニで印刷する
　　※スマホ等で登録した場合は、出願サイトから
　　メールで受験票のデータをＰＣ等に転送できます。

　※出願サイトから、コンビニのコピー機で印刷（有料）
　　するための番号を取得できます。
　　詳細は出願サイトでご確認ください。

受験票の印刷可能期間になりましたら、各自で受験票を印刷してください。

※出願手続き、受験料のお支払いが完了していない場合は、受験票の印刷ができません。

２ 必要書類の提出
募集要項に記載の「受験票以外の提出書類」をご用意のうえ， 提出期限までに本校事務局に郵送
または持参してください。  提出にあたっては在籍する中学校の指示にしたがってください。

　※印刷される際は、Ａ４横向きで印刷してください。

アットシステム
サポート窓口

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

4 入学試験当日
印刷した受験票をキリトリ線で切り離し、入学試験会場にお持ちください。
切り離した「受験票控え」は、合格発表の際に必要になりますので大切に保管してください。

５ 合格発表

① 合格発表日時以降に
合格発表サイトにアクセス

受験番号と出願時に使用した
アカウント（ＩＤとパスワード）、
生年月日を入力してログイン
します。

② 受験番号等の入力 ③ 合否を確認

合格発表サイトのアドレス、スマホ等
からのアクセス用のバーコードは
「受験票控え」に記載されています。

入学試験の合否が表示されます。
合格者には入学手続きについて
のご案内が表示されます。
入学金のお支払いは出願サイト
から期限までに行ってください。

受験料・入学金の納入方法
 恐れ入りますが手数料はご負担ください。 支払方法によって手数料は異なります。

① クレジットカード決済
出願サイトから直接お支払いが可能です。

② コンビニ決済
出願サイトでコンビニを選択後、コンビニ毎の支払い方法をメールにてご案内します。

③ ペイジー （ＡＴＭまたはインターネットバンキング）
ペイジーマークのあるＡＴＭ、または銀行のインターネットバンキングより支払いが可能です。

＜ＡＴＭで利用できる銀行（一部）＞
・ 三菱ＵＦＪ銀行　　・ ゆうちょ銀行
・ 三井住友銀行　　・ りそな銀行

④ 銀行窓口でお支払い （入学金のみ）
出願サイトから、専用の振込用紙がダウンロードできます。印刷のうえ銀行窓口にご持参ください。

インターネットバンキングについては
各金融機関にお問い合わせください。

＜ＡＴＭでのご利用方法＞
1. 左記マークのついた項目（税金・料金払込 等）を選択
2. お客様番号、確認番号を入力
3. 支払い方法を選択（現金・キャッシュカード）
※10万円を越える場合は現金でのお支払いができません。
※現金でのお支払いができないＡＴＭもあります。
※現金払いの場合別途手数料が必要となる銀行もあります。

Visa / mastercard / Diners / American Express / JCB

※上記のマークがついているカードがご利用になれます。


