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2023年度 法政大学第二高等学校 入学試験要項

書類選考 学科試験

入学試験日 2月11日（土）

募集人員 ＜男子＞180名 ＜女子＞90名 ＜男子＞70名 ＜女子＞55名

応募資格 2023年3月に中学校を卒業見込みで本校を第一志望と
する者

2023年3月に中学校を卒業見込み、または、中学校を
卒業した者

選抜方法

以下の基準に基づき、出身中学校から提出された調査書
と小論文により選考

①内申点の9教科合計が、一定水準以上の者
②�上記の基準にわずかながら及ばなくても、中学校の活
動において、優れた特徴を有する者
③�①②を満たし、小論文において一定の評価を有した者

筆記試験を実施

試験科目：国語・英語・数学
（英語はリスニングテストを含む）

帰国生・
既卒生に
ついて

筆記試験終了後、次の受験生とその保護者を対象に面接
を行います。
①�海外で1年以上中等普通教育を受け、2021年3月以
降に帰国した（2023年3月までに帰国予定含む）受験
生とその保護者
②�2022年3月以前の卒業生とその保護者

出願期間 1月24日（火）10：00～1月25日（水）20：00 締切
※調査書・小論文提出は、1月27日（金）消印有効

1月28日（土）10：00～2月3日（金）17：00 締切
※調査書提出は、2月3日（金）消印有効

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。
受験票に貼付する写真の電子ファイル（3MB未満）を出願サイトより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のプリンタで印刷し、試験当日・合格発表にお持ちください。

提
出
書
類

共通

厳封された調査書（在学または出身中学校で作成）を封筒に入れ、受験票の隣にある宛名シートを切り取って貼付し、
出願期間内に法政大学第二高等学校入学願書受付係宛に「特定記録」で郵送してください（ポストに投函せず、郵
便局窓口に出してください）。※調査書未着の場合は受験不可となります。

※調査書作成上のお願い（在籍・出身校の担当の先生にお見せください）
・調査書は各都道府県指定の公立高校用標準様式とします。
・同一校から複数の生徒が受験する場合も、生徒1名につき1通を厳封（開封無効）して交付ください。

出願種類別

小論文
※�インターネット出願完了時にmiraicompassのサイ
トにて提示する小論文を条件にしたがって作成し、
調査書と一緒にお送りください。

＜帰国生出願者のみ＞
帰国生出願の条件を満たしていることが証明できる、
海外で在籍していた学校の成績証明書や成績表のコピ
ーを調査書と一緒にお送りください。

入学検定料
30,000 円

受験料のお支払は、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。

合格発表 （インターネットのみ）
2月12日（日） 9：30 ～ 2月16日（木） 16：00

（校内掲示・インターネット）
2月13日（月） 10：00 ～ 2月18日（土） 12：00

入
学
手
続

合格証・
入学手続
書類交付

＜合格証・入学手続書類の交付はこの日時のみ＞
※必ず来校してください。
2月12日（日） 10：00～12：00

2月13日（月）～2月18日（土）
月～金：10：00～11：30 12：30～16：00
土：10：00～12：00

入学手続金
納入・芸術
科目選択

（インターネット）

2月12日（日） 12：00～2月16日（木） 16：00 2月13日（月） 10：00～2月18日（土） 12：00

注意事項

・いったん納入された入学検定料や提出書類は返還しません。
・出願後の出願取消はできません。
・�身体などに障がいがあり、受験およ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。
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選抜方法

※時刻は 24 時間表記です。1．書類選考
以下の基準に基づき、出身中学校から提出された調査書と小論文により選考します。
⑴　内申点の 9教科合計が、一定水準以上の者
⑵　上記の基準にわずかながら及ばなくても、中学校の活動において、優れた特徴を有する者
⑶　⑴⑵を満たし、小論文において一定の評価を有した者
※海外日本人学校を 2023 年 3 月卒業見込みの方は受験資格があります。
※書類選考を希望する場合は、必ず事前に中学校の先生を通じてご相談ください。
※�小論文の詳細については、インターネット出願完了時にmiraicompass のサイトを通じてお知らせいたします。
※問合せ先：入試広報委員会　電話　044 － 711 － 4354

2．学科試験
⑴　試験日
⑵　試験方法
⑶　試験科目と配点

⑷　試験会場
⑸　試験教室

⑹　当日の持ち物
⑺　時間割

2 月 11 日（土）
筆記試験を行います。英語はリスニングテストを含みます。
国語・英語・数学
① 各教科の配点は 100 点、合計 300 点。
② 合否判定は、3教科の合計点で判定します。
③ Ⅰ～Ⅲ時限のすべての教科を受験することが必要です（⑼注意事項⑦参照）。
本校時計塔本館（神奈川県川崎市中原区木月大町 6－1）
出願サイト上および本校HPに「入学試験・試験教室案内」に関するリンクを掲載し
ますので、受験前に必ずご確認ください。
�受験票、筆記用具※上履きは必要ありません。

Ⅰ　9：00 ～ 9：50 Ⅱ　10：10 ～ 11：00 Ⅲ　11：20 ～ 12：10

国 語 英 語 数 学
① 試験終了後に簡単なアンケート（10 分程度）を実施します。
② 試験監督者の指示があるまでは退出できません。
③ 退出は 12：30 以降になる予定です。

⑻　帰国生と既卒生対象の面接について
① 筆記試験終了後、次の受験生とその保護者を対象に面接を行います。

ａ．帰国生とその保護者
帰国生とは、海外で 1年以上中等普通教育を受け、2021 年 3 月以降に帰国した（2023 年 3 月までに帰国
予定含む）受験生とします。帰国時期の取り扱いについて不明な点は、本校入試広報委員会ヘご相談く
ださい（新型コロナウイルス感染拡大に伴い、海外在留に関わる特別な事情がある場合も含む）。� �
〈電話　044－711－4354〉

ｂ．既卒生（2022 年 3 月以前の卒業生）とその保護者
② 対象者は 13：15 までに時計塔本館 T221 教室に入室してください（面接開始予定時刻 13：30 ～）。
③ 面接時間が午後にかかります。昼食をご準備ください。

⑼　注意事項
① 学科試験の開門時間は 8：00、小杉門のみ開門します（住吉門・グラウンド門は閉鎖）。
② 各試験時刻はチャイムによりお知らせします。
③ 指定された試験教室に 8：50 までに入室してください。
④ �当日、受験票を忘れた場合は、腕章をつけた教員または生徒補助員に申し出てください。受験票を再交付
します。

⑤ 遅刻はⅠ時限開始後 30 分（小杉門入構時刻）まで認めます。これ以降は入構できません。
⑥ 遅刻受験の場合も試験終了時刻は時間割通りです。
⑦ �すべての科目の受験を完了した場合にのみ合否判定を行います。途中退出などですべての科目の受験が完
了しなかった場合には、受験完了科目も含めて欠席扱いとします。

⑧ 交通機関の大幅な遅れ等により、試験の開始・終了時刻を遅らせる場合があります。
⑨ �試験では電子機器類（時計に計算機能が組み込まれたもの、および通信機能を備えたものを含む）は使用
できません。携帯電話を持っている場合は、試験終了まで電源をオフにしてバッグの中に入れてください。

⑩ �保護者（付添者）は控室以外への立ち入りは厳禁とします。案内掲示にしたがって控室に入室してください。
控室は木月総合文化棟 1F食堂に設けます。なお、食堂において食事の提供は行っておりません。

⑪ �試験開始前に受験生とともに入構した保護者（付添者）は、控室で待機することができます。なお、途中
退出した場合には 11：20 まで再入構できません。

⑫ �上記⑪の場合を除き試験開始後の本校敷地内への立ち入りはできません。
⑬ �追試実施の予定はありません。
⑭ �受験の際の新型コロナウイルス感染症の安全、予防対策については、HPで提示します。受験生は必ず確
認をしてください。

⑮ �自動車・自転車等での来校はご遠慮ください。

※ 受験生送迎等による学校周辺道路への路上駐車はおやめください。近隣へのご配慮をお願いします。
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インターネット出願の流れ

2022年12月1日（木）より、本校ホームページに出願サイト（miraicompass　ミライコンパス）のバナ
ーを設置します。必ず出願期間内に出願手続を完了してください。なお、出願期間前でもユーザ ID・
顔写真・志願者情報の登録（事前準備 1～ 3）が可能です。パソコン・スマートフォン・タブレット
端末等により登録してください。登録したユーザ ID・パスワードは忘れないようメモをしてください。
※出願手続完了後の受験票印刷のため、プリンタが必要となります。

インターネット出願には、顔写真データが必要です。　詳細は、下記の「事前準備 2」をご覧ください。

ユーザ ID・顔写真・志願者情報
登録可能期間

出願期間

書類選考 2022年12月 1日（木）  0：00～
2023年 1月25日（水） 20：00

2023年 1月24日（火） 10：00～
2023年 1月25日（水） 20：00

学科試験 2022年12月 1日（木）  0：00～
2023年 2月 3日（金） 17：00

2023年 1月28日（土） 10：00～
2023年 2月 3日（金） 17：00

※�本校主催の学校説明会等、ミライコンパスを用いたイベントに参加申込をされた方はユーザ ID登録済となってお
ります。その際のユーザ IDとパスワードをご利用ください。

■事前準備　出願期間前でも操作可能

事前準備 1　　ユーザ ID（メールアドレス）とパスワードの登録

（1）�本校ホームページの「インターネット出願」のバナーをクリックして、出願サイトにアクセスしてく
ださい。本校主催の学校説明会（2022 年度開催）等、ミライコンパスを用いたイベントに参加予約
をされた方は、b【ユーザ ID登録をされている方】よりログインしてください。
ａ　【初回登録の方】
「はじめての方はこちら」より登録画面に移り、メールアドレスを登録してください。
ご登録いただいたメールアドレスは、手続き完了メール送信先、緊急連絡先等として利用いたします。

ｂ　【ユーザ ID登録をされている方】
「ユーザ ID登録がお済みの方へ」よりログインしてください。

事前準備 2　　顔写真データの登録

（1）出願サイトのトップ画面よりログインすると、マイページが表示されます。
（2）�「出願用顔写真を登録／確認する方はこちら」ボタンをクリックし、顔写真をアップロードしてください。
【写真データについて】
・正面上半身、脱帽、背景なし、服装指定なし、眼鏡使用者は着用
・出願期間開始日 3ヶ月以内撮影（カラー、白黒どちらでも可）
・画像データは 3MB未満の JPEG形式または PNG形式
・サイズ目安はタテ 4cm×ヨコ 3cm

事前準備 3　　マイページに志願者情報を入力　（顔写真データ登録後に入力可能）

（1）マイページの「新規申込手続きへ」ボタンをクリックし、入試区分を選択してください。
（2）「利用規約および個人情報の取り扱い」をご確認のうえ、「同意して次へ」をクリックしてください。
（3）画面の指示に従って志願者情報・保護者情報を誤りのないよう入力し、保存してください。
　　※なお、ここで入力した情報が、入学後の生徒・保護者情報として登録されますのでご注意ください。

　　※学科試験で帰国生・既卒生で出願される方は、次頁「出願手続 2」の注意事項をご確認ください。

　　※�帰国生に該当されない方は、「帰国生として出願しますか」の問いについては、「いいえ」を選択し

てください。
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※�「併願校」「通塾名」「志望理由」等のアンケート項目は、受験生全体の傾向を知るためのもので合否に
は関係ありません。
※�氏名等の入力時に変換されない漢字がある場合は、外字の有無で「あり」にチェックを入れ、記載可能
な簡易字体で入力してください。例：髙→高、﨑→崎
入学手続の際、標準文字（原則的に JIS2004 第二水準まで）で記載可能な範囲内の文字に変更すること
ができます。

出願期間内に、出願手続 3 以降の手続を行ってください。　（出願手続はここまでの操作では完了していません。）

■出願手続　出願期間内に入力

出願手続 1　　入試区分を選択　

出願する入試区分を選択してください。

出願手続 2　　出願情報入力

受験生及び保護者情報を入力してください。
※受験生は、調査書記載の氏名に合わせてください。
※帰国生は、帰国生としての出願の有無および海外教育歴を入力してください。
※既卒生は、在籍卒業区分にて正しい卒業年月を選択してください。

出願手続 3　　試験の選択

試験を選択してください。

出願手続 4　　受験料支払い方法を選択

�「現在選択中の試験」欄で出願内容を確認してください。確認後、「お支払い画面へ」ボタンをクリックし、�
「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（現金）」「ペイジー・金融機
関ATM（カード・通帳）」「ペイジー（ネットバンキング）」よりいずれかの支払い方法を選択してください。
※なお、支払い手数料は受験生側の負担になりますので、あらかじめご了承ください。
（1）クレジットカード支払い（即時決済）

➡ご利用可能なクレジットカード
AMERICAN�EXPRESS、VISA、Master�Card、JCB、Diners�Club
※保護者名義のカードを使用することができます。電子マネーはご利用できません。

（2）コンビニエンスストア支払い
出願登録後、「送信完了」画面または「支払方法確認」画面の案内に従い、コンビニエンスストアに
てお支払いください。お支払い後に受け取る「お客様控え」はご自身で保管してください。

（3）ペイジー支払い
ペイジーマークが表示されたATMでお支払いが可能です。また、ペイジー・ネットバンキングも可
能です。ただし、金融機関窓口ではご利用できません。

出願手続 5　　出願内容の確認

（1）�ここまでの入力内容（受験生氏名（漢字）・受験生氏名（カナ）・性別・住所・受験種別等）に誤りが
ないかを確認してください。
※�特に、性別・入試区分・受験種別の誤りにご注意ください。
※訂正がある場合は、該当箇所を訂正してください。

（2）「上記の内容で申込む」をクリックし、確定してください。
※�確定後は、ご自身で誤りを訂正できません。確定後に入力内容の誤りを見つけた場合は、�
本校事務室（電話：044-711-4321）までお問い合わせください。

�

すでに事前準備３で

入力済みの方は不要。
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出願手続 6　　受験票の印刷

（1）受験料支払い完了後、登録のメールアドレス宛に支払い完了メールが届きます。
（2）�出願サイトのマイページにログインし、ご自宅のプリンタまたはコンビニエンスストアのマルチコピー機

等で受験票を印刷してください。

※受験票見本
・�白のA4普通紙・横向きで印刷してください。�

（カラー・白黒印刷どちらでも可）

・�図①の受験票は試験当日・合格発表に必ず

ご持参ください。

出願手続 7　　書類の提出

（1）郵送準備
在学または出身中学校で作成された調査書（要厳封）を角 2サイズの封筒に入れ、宛名には上記図②の
宛名シートを切り取り、貼付してください。
※書類選考の出願者は、小論文を作成のうえ、必ず同封してください。
※�学科試験の帰国生出願者は、帰国生としての出願の条件を満たしていることが証明できる、成績証明
書や成績表のコピーを必ず同封してください（コピー提出の場合、厳封の必要はありません）。

（2）発送方法
郵便局窓口にて「特定記録」で郵送　（各出願期間の締切日消印有効）
※締切日を過ぎている消印の場合は、理由の如何を問わず受理しません。
※調査書（書類選考の方は小論文含む）未着の場合は受験不可となります。
※学科試験帰国生出願者で海外から送付される場合は、EMSで送付してください。

（3）調査書作成上のお願い（在籍・出身校の担当の先生にお見せください）
・調査書は各都道府県指定の公立高校用標準様式とします。
・�同一校から複数の生徒が受験する場合も、生徒 1名につき 1通を厳封（開封無効）して交付ください。

2023年度

（土）

2
3

諸注意など

諸
連

絡
な

ど

諸連絡など

↑図① ↑図②
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合格発表後から入学式まで

〈入学許可書・入学通知書発送〉

発送物：①入学許可書（本人保管）　
　　　　②入学通知書（出身中学校に提出）
入学金決済を完了された方に 2月 20 日（月）以降発送します。

入学手続は以下の処理を全て終えて完了となります
①　合格証、入学手続書類の受け取り
②　芸術科目の選択　※miraicompass「入学金決済画面」において選択してください。
③　入学手続金350,000円（入学申込金300,000円＋入学時教育充実費50,000円）の支払い
　　※必ず上記期間内にmiraicompassの「入学金決済画面」にて支払いをお済ませください。
　　※�お支払いは、クレジットカード、またはペイジーのご利用をお願いいたします。
④　預金口座振替依頼書の提出（本校事務室へ3月3日（金）16時までに持参または郵送必着）

本校での制服・体操着等の購入（採寸・申込・支払）　　対象：本人（保護者同伴可）
日時：2月 25 日（土）10:00 ～ 17:00、2 月 26 日（日）10:00 ～ 16:00
※延納申請者で入学手続をされた方は上記販売日での購入ができないため，別途購入日をお知らせします。

新入生登校日（中学校制服着用）　　　対象：本人
日時：3月15日（水）14:00～
　提出書類：①学籍簿・誓約書　②住民票の写し　※コピー不可
　本校から教科書販売に関する書類をお渡しします。

教科書販売　対象：本人（保護者同伴可）
日時：3月19日（日）、20日（月）　10:00～15：00

入学式
4月上旬　※日時は入学手続書類にてお知らせします。

学科試験

〈合格証、入学手続書類交付〉

（受験票を持参）
2月13日（月）～2月18日（土）
月～金：10:00～11:30、12:30～16:00

土：10:00～12:00

〈入学手続金納入 miraicompass〉
2月13日（月）10：00

～
2月18日（土）12：00

書類選考

〈合格証、入学手続書類交付〉

（受験票を持参）
2月12日（日）

10:00～12:00（厳守）

〈入学手続金納入 miraicompass〉
2月12日（日）12：00

～
2月16日（木）16：00

＜事務室＞
※平日 11:30 ～ 12:30 は昼休みのため
　閉室しています。
※原則として土曜日 12：00 以降、
　日曜日・祝日は閉室しています。

〈入学手続金納入 miraicompass〉
公立高校合格発表翌日
　　　　　　　　16：00 まで

〈公立校併願による延納手続期間〉
2月13日（月）～2月14日（火）
10:00～11:30、12:30～16:00

※ �3月 1日（水）までに合格発
表が行われるものに限ります。

※延納の申請に必要なもの
①入学手続金延納申請書
　（本校所定用紙・手続書類同封）
②�公立高校受験票（表面）のコ
ピー
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閉鎖

（受験会場）

（保護者控室）

小杉門

グラウンド テニスコート

グ
ラ
ウ
ン
ド
門

閉
鎖

受験生送迎等による学校周辺道路への路上駐車はおやめください。近隣へのご配慮をお願いします。

校舎案内図

延納について（学科試験合格者のみ）

１　延納とは
下記２に定める資格を満たす学科試験の合格者が、併願している公立高校の合格発表翌日の指定時間まで、
入学手続金（入学申込金・入学時教育充実費）の納入を延期できる制度です。
２　延納申請資格
合格発表が 2023 年３月１日（水）までに行われる公立高校に出願していること。
ただし、二次募集・二次試験等は除く。

３　延納申請方法
　⑴　提出物
　①�「入学手続金　延納申請書」（合格者に交付する入学手続書類に同封）
　②�出願している公立高校の受験票（表面）コピー

　⑵　提出締切
　　2023 年 2 月 14 日（火）16：00
⑶　提出先
　　本校　事務室窓口

４　延納申請者の入学手続について
　⑴　手続方法
　�　miraicompass の「入学金決済画面」より、入学後に履修を希望する芸術科目を選択後、入学手続金を納
入する。

　⑵　手続締切
　�　当該公立高校合格発表日の翌日 16：00 まで

　⑶　預金口座振替依頼書の提出
　�　３月３日（金）16：00 までに本校　事務室へ提出（郵送の場合は必着）

　　上記手続が行われなかった場合は入学を辞退したものとみなします。

注意事項
⑴　�いったん納入された入学手続時の費用は理由の如何にかかわらず返還しません。ただし、学科試験の入学手続
者で入学辞退を希望し、「入学辞退届（兼入学時教育充実費返還願）」（本校所定用紙）を2023年 3月31日（金）
16：00までに提出（本校事務室必着）した場合、入学時教育充実費 50,000 円を 5月中に返還します。

⑵　�期日までに入学手続（合格証・入学手続書類の受け取り、芸術科目の選択ならびに入学手続金の納入）が
完了しなかった場合は、入学辞退者として取り扱います。

⑶　提出書類の記載に事実と相違がある場合は、入学許可を取り消すことがあります。
⑷　「振り込め詐欺」「なりすまし詐欺」などにご注意ください。


