法政大学国際高等学校
2021 年度 1 年次転編入学試験募集要項
1. 募集コースおよび定員

IB コース（全日制課程・普通科） 若干名

2. 出願資格
(1)2006 年 4 月 1 日以前に出生の者
(2)IB ディプロマの取得を強く希望する者
(3)実用英語技能検定 2 級以上、旧 TOEIC Bridge 152 以上（～2019 年 3 月）
、新
TOEIC Bridge L&R83 以上（2019 年 6 月～）
、TOEIC L&R 520 以上、TOEFL iBT 57
以上、IELTS （アカデミック・モジュール）4.0 以上のいずれかを満たす者。ま
たは、これらの英語資格と同等あるいはそれ以上の英語運用能力を有する者。な
お、スコア等の提示が出来ない場合にはその判断の根拠を書いてください（この
場合、家族以外の第三者の証明に限る）
。※書式自由

3. 出願書類
(1)厳封された調査書または成績証明書（出身中学校で作成）
(2)在学証明書（現在日本の高等学校に通われている方）
(3)自己 PR カード（本校所定）※1
(4)英語技能証明書貼付用紙（本校所定）※2
(5)写真票
※1※2…インターネット出願用サイト「miraicompass」から印刷してください。

https://mirai-compass.net/usr/hoseiksh/common/login.jsf

4. 入学検定料
25,000 円
受験料のお支払いは、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、ネット
バンキング）をご利用ください。本校窓口でのお支払いはできません。
【注意事項】
・いったん納入された受験料や提出書類は返還しません。
・出願完了後の出願取消はできません。
・身体などに障害があり、受験及び入学後の修学に特別な配慮を要する場合には、出願前にその旨
をお申し出ください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
氏名文字（外字等）の取り扱いについて
氏名などの漢字に、パソコンで表示できない文字を含む場合は、簡易な字体に置き換えて入力をして
ください。合格通知書他、入学許可証については類字（類似字体、標準文字にもっとも近い文字）で
記載させていただきます。あらかじめご了承願います。
5. 出願方法
【インターネット出願】
出願サイト画面の指示に従って、志願者情報を入力してください。受験票用写真の電子ファイル（3MB
未満）を出願サイトへアップロードしてください。受験票はご自宅やコンビニエンスストア等で A4 サイ
ズの白い紙に印刷し、試験当日及び合格発表にお持ちください。
6. 出願期間
7 月 5 日（月）～7 月 16 日（金）
【必着】
7. 試験日時
7 月 22 日（木）
【祝】 9：00～
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試験当日は時間に余裕をもってお越しください。また、試験は午後までかかります。昼食をご持参く
ださい。

8. 選考方法
日本語小論文、英語小論文、数学能力適性検査、面接試験（英語）
、書類審査により IB コースへの適
性を判定します。
注）
実用英語技能検定準 1 級以上、TOEIC L&R785 以上かつ S&W310 以上、IELTS6.0 以上、TOEFL iBT76 以
上のいずれかの資格を有する方は、英語小論文、面接試験（英語）が免除されます。なお、免除対象
の方は昼食をご持参いただく必要がありません。
9. 合格発表
7 月 26 日（月）9：00～13：00
Web サイト（合否照会用）にて合格発表を行います。詳細につきましては、試験当日書面にてお知ら
せします。なお、WEB 上での発表のみで掲示は行いません。
10. 入学手続
7 月 26 日（月）10:30～15:00 ※11:30～12:30 は事務室の休憩時間のため、対応いたしかねます。
7 月 27 日（火）9:30～11:30
入学手続きは、以下の流れとなっております。
1)事務室受付窓口まで合格通知書を受け取りにいらしてください。
2)書類を受け取られましたら金融機関にて入学金のお支払いを行ってください。
3)金融機関で受け取った振込受領証を事務室受付窓口までご提出ください。
11. 授業開始日
9 月 9 日（木）
12. 学費等
(1)入学手続時に要する費用 入学金 330,000 円
(2)入学後に要する費用
授業料 325,000 円（年額 650,000 円/2）
教育充実費 110,000 円（年額 220,000 円/2）
実験実習料 25,000 円（年額）
※上記の他に次の諸費用がかかります。
■PTA 会費 入会金 2,000 円、会費 12,000 円
■生徒会費 入会金 4,000 円、会費 3,000 円（年額 6,000 円/2）
■タブレットを含む教材費
■研修旅行の積立金として、約 12 万円費用がかかります。
■IB コースは外部評価の試験受験料が約 10 万円別途かかります。

13. 高等学校就学支援金について
高等学校等の授業料の支援として、保護者の年収が約 910 万円未満の世帯に「就学支援金」が支給
されます（※）。就学支援金の額は、月額 9,900 円（年額 118,800 円）です。また、保護者におい
て、一定の所得以下の場合には加算支給分が上乗せされるため、月額 33,000 円（年額 396,000 円）
の支給が受けられます。手続きの詳細は、本校転学後に事務室までご確認ください。
注）
就学支援金は、保護者の「市町村民税の課税標準額×6％－市町村民税の調整控除の額」の合計額
が、304,200 円未満の世帯が対象です。※政令指定都市の場合は、「調整控除の額」に 3/4 を乗じます。

14. 備考
高等学校卒業資格を得られる時期はこれまでの履修経歴によって異なる場合があります。
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インターネット出願について
①平日・土日・祝日 24 時間出願手続きができます。
②ご自宅で出願手続きができます。
③各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジー（金融機関 ATM、ネットバンキング）での
お支払い方法が選べます。

【出願手続きの方法】
本校ホームページへ

募集期間が近くなりましたら、本校ホームページに出願サイトバナ
ーを設置します。
http://kokusai-high.ws.hosei.ac.jp/

アクセス

出願サイトへアクセス

ID（メールアドレス）

パソコン・スマートフォン・タブレット端末のいずれかをご利用く
ださい。

メールアドレスを ID として登録してください。なお、出願後の連絡
のため、緊急時にもすぐご確認いただけるようメールアドレスをご
登録ください。

登録

出願情報入力

志願者情報を入力してください。受験票用写真の電子ファイル（3MB
未満）をアップロードしてください。

【出願期間前でも操作可能】
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受験料の支払い方法
クレジット

コンビニ

ペイジー

カード支払い

支払い

支払い

受験料のお支払いは、クレジットカード、コンビニエンスス
トア、ペイジーをご利用ください。本校窓口でのお支払いは
できません。なお、お支払いには別途手数料がかかります。

受験票印刷

受験料のお支払い完了後、支払い完了メールが届き、出願サ
イトから受験票の印刷が可能となります。ご自宅やコンビニ
エンスストア等で印刷（A4 サイズ・白い紙）してください。

提出書類郵送

写真票、厳封された調査書または成績証明書、自己 PR カー
ド、英語技能証明書貼付用紙、在学証明書（現在日本の高等
学校に通われている方）を封筒に入れ、受験票の隣にある宛
名シートを貼付し、簡易書留で郵送してください。

【提 出 書 類 の 郵 送 期 間】
7 月 5 日（月）～7 月 16 日（金）
【必着】

入試当日

受験票をお持ちの上、来校してください。

※受験票は本校から発送しませんので、必ずご自宅、コンビニエンスストア等で印刷し試験当日お持ち
ください。
※インターネット出願についてのお問い合わせ先は、出願サイト上でご確認ください。

個人情報保護
本校の入学試験にあたってご提供いただいた氏名、住所等の個人情報は、本校入学試験及びこれらに
付随する業務以外の目的には使用いたしません。
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