
 
 
 
 

 
 
 
 

留学生募集要項 
 

入学時期 

2023 年度 4 月 

2023 年度 9 月 
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1. 出願スケジュール 

  

出願（書類〆切 2022 年 11 月 12

日） 

入学試験（2022 年 11 月 19 日） 

在留資格認定証明（COE）申請 

学校説明会 

入学 

留学費用の納付 

留学 VISA 申請 

（月）

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

４月入学者 9 月入学者 

学校説明会 

出願（書類〆切 2023 年 5 月 26

日） 

入学試験（2023 年 6月 3 日） 

在留資格認定証明（COE）申請 

入学必要書類の提出 

留学費用の納付 

留学 VISA 申請 

入学（2023 年 9 月） 

入学必要書類の提出 
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2. 試験日程・〆切など 

※試験日程は地域によって異なる場合がありますので、international@meikei.ac.jp までご確認

ください。 

 

3. 出願手続き 

１）出願資格（MG/IB/1 年留学共通） 
・2008 年 4 月 1 日以前に生まれた者 
・2023 年入学日までに中学校を卒業した（または、する見込みの）者 
・2023 年入学日までに 9 年間の教育を終えた（または、する見込みの）者 
※12 カ月の日本語学習歴があることが望ましい。 

 
２）出願書類（◆は必ず提出。◇はあれば提出） 
◆願書 
・PC で書式に入力してください。 

◆留学目的および進路計画 
・PC で書式に入力してください。 

◆中学校の成績証明書 
・出願時に高校に在籍中の人は、中学校の成績証明書と高校の成績証明書の両方が必要です。 

◇語学能力を証明する公式書類（日本語能力試験、TOEFL、IELTS、TOEIC 等） 
・一定の英語力があれば、英語の試験が免除される場合があります。英語力の証明として、公式

スコアを提出してください（目安となるスコアやレベルは、表のとおりです）。英語の試験を免

除するかは、英語力や言語背景、学歴などから判断します。 

Course CEFR TOEFL iBT IELTS 
MG B2 70 5.5 
IB C1 95 7.0 

◇パスポートコピー 

  
３）出願方法 
・書類を本校または現地代理店に郵送するか、PDF 形式で下記アドレスに送付してください。 
・問い合わせ／書類送付先： 

茗溪学園高等学校 留学生センター 留学生入試担当者 international@meikei.ac.jp  

入学時期 出願書類の提出 入学試験 合否発表 
2023 年 4 月 2022 年 10 月 1 日（土）～ 

2022 年 11 月 12 日（土） 
2022 年 11 月 19 日（土） 入学試験後 

約 2 週間以内 

2023 年 9 月 2023 年 4 月 17 日（月）～ 
2023 年 5 月 26 日（金） 

2023 年 6 月 3 日（土） 入学試験後 
約 2 週間以内 

mailto:international@meikei.ac.jp
mailto:international@meikei.ac.jp
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4. 入学試験（筆記＋面接） 

１）試験内容 
入学試験では、筆記試験と面接を行います。 

 
筆記試験 

・筆記試験は、各国や地域の指定された試験会場で実施します。 
・出願するコースによって、必要な科目が異なります。 

コース 試験の有無 

 英語 数学 日本語 

MG あり* あり あり 

IB あり* あり なし 
１年留学 あり* なし あり 

 
英語（50 分 100 点） 
*十分な英語力があると証明できれば、英語試験は免除されることがあります。前セクションの

「出願書類」を参照し、出願時に公式スコアを提出してください。 
*英語で教育を行っている学校（インターナショナルスクール等）出身の人は、英語の試験が免除

される場合があります。 
数学（50 分 100 点） 
・数学の設問には英語で補足説明があります。 
・１年留学コース出願者は、数学の試験は不要です。 
日本語（50 分 100 点） 
・日本語試験の点数は皆さんの日本語力を測るためだけに使われ、合否の判定には関係しません。 

 
面接試験 

・面接は約 30 分で、皆さんの語学力に応じて英語か日本語で行います。 
・国や地域の指定された学校または現地代理店で、オンライン（Skype や Zoom を使用）また

は対面で行います。 
・原則として、面接には保護者の方がご同伴ください。 

 
２）選考料 
・選考料は出願者１名¥20,000 です。筆記試験までにお支払いください。 

 
３）合格発表 
・試験日から約２週間以内に、メールで結果を通知します。 
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5. 入学手続き 

合格通知をもらったら、以下の書類を茗溪学園または代理店にできるだけ早く提出してください。 

 
① 経費支弁書（原本） 

 
② 経費支弁者の在職証明書（3 か月以内に発行された原本） 

 
③ 経費支弁者の収入証明書（3 か月以内に発行されたもの。原本が望ましい） 

 
④ 経費支弁者と出願者の関係を証明する公的な証明書（原本） 

 
⑤ 経費支弁者の「銀行残高証明書」（3 か月以内に発行された原本） 
・1 年間の留学費用（学費や寮費など）を支払える残高が必要です。 

 
⑥ 経費支弁者の銀行口座の「出入金記録（過去１年分）」 

 
⑦ 出願者の写真 4 枚（4cm×3cm、6 か月以内に撮影されたもの） 
・上半身、無帽子、無背景で撮影してください。 

 
⑧ 最終学校の「卒業証明書」または現在の学校の「在籍証明書」（3 か月以内に発行された原本） 
・現在高校に在籍している場合は、中学校の卒業証明書と高校の在籍証明書の両方が必要です。 

 
⑨ 最終学校の成績証明書（原本） 
・学校長の押印または署名が必要です。 
・現在高校に在籍している場合は、中学校と高校の両方の成績証明書を提出してください。 

 
⑩ 最低 12 カ月の日本語学習歴を証明する書類（原本） 
・学校名、学習期間、履修したコースの内容が明記されていること。 
・学習歴がない、または 12 か月より短い場合はお問い合わせください。 

 
⑪ パスポートコピー 
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6. 留学費用 

１）留学費用一覧 

 
〔入学時のみ納入する費用〕 

費用（入学時のみ） （4 月入学・9 月入学共通） 
入学納入金 ¥650,000 

制服代等 ¥120,000 

選考料 ¥20,000 

 
〔年間費用〕 

費用（年間） 

１年分 
（12 カ月分、 

2023 年 4 月～2024 年 3 月） 

半年分 
（7 カ月分、 

2023 年 9 月～2024 年 3 月） 
MG コース IB コース MG コース IB コース 

授業料 ¥994,800 ¥1,564,800 ¥580,300 ¥912,800 
教材費 ¥120,000 ¥120,000 
寮費 ¥684,000 ¥399,000 

寮食費 ¥330,000 ¥192,500 
寝具レンタル ¥28,000 ¥16,500 
国民健康保険 ¥17,000 ¥10,000 

合計 ¥2,173,800  ¥2,743,800  ¥1,210,300  ¥1,542,800  

 
２）留学費用内訳 

 
A) 入学時納入金（登録料） ¥650,000 
・登録料は初年度だけ必要です。 
・支払いが必要なのは、茗溪学園に入学・転編入学し卒業認定を受ける、または IBDP の認定を

受ける場合です。交換留学など、1 年間だけの留学生は支払い不要です。 
・入学時納入金（登録料）¥650,000 の内訳は以下の通りです。 

 

・入学金（¥250,000）は合格後 10 日以内にお支払いください。入金が確認でき次第、在留資

格認定の手続きをします。それ以外の費用は授業料等と一緒にお支払いください。 
・入学時納入金（登録料）は、入学前に入学を辞退する場合を除いて、返金できません。 

入学金 ¥250,000 
施設費 ¥160,000 
入寮費 ¥240,000 

合計（入学時納入金） ¥650,000 
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B) 制服代（トレーニングウェア等も含む） ¥120,000 
・制服代は初年度のみお支払いいただきます。 
・費用には以下が含まれます。 
制服ジャケット、ズボン（またはスカート）、Y シャツ、夏用ポロシャツ、セーター、ベスト、

ネクタイ（またはリボン）、校章、指定靴、上履き、トレーニングウェア（上下）、運動用 T シャ

ツ、ハーフパンツ、水着、ラグビーユニフォーム（男子）または剣道着（女子）、白衣。 
・追加で注文する場合は、自己負担になります。 

 
C) 選考料 ¥20,000 

 
D) 年間授業料 MG コース：¥994,800  IB コース：¥1,564,800 
・2023 年度の年間授業料です。在留資格認定後、10 日以内にお支払いいただきます（在留資

格の認定には、受験後約 30 日～70 日かかります）。 
・入学後の返金はできません。 

 
E) 寮費 ¥684,000 
・2023 年度の年間寮滞在費用です。 
・部屋は原則として 2 人部屋です。寮には、学習机、本棚、ベッド、卓上金庫が個人の備品と

して貸与されます。共用設備として、冷蔵庫、電子レンジ、エアコン、給湯器、冷水器、トイレ

（洋式）、シャワー棟（大浴場、個室シャワー、ヘアドライヤー完備）、アイロンを使用できます。 

 
F) 寮食費 ¥330,000 
・8 月を除く 2023 年度の寮での年間給食費（朝、昼、夕 3 食）です。 
・8 月は夏季休暇です。残寮する場合には、食堂での食事数に応じた食費を別途請求します。 
・年度途中で退学する場合のみ、退学月の翌月分以降を返金します。 

 
G) 寮寝具レンタル代 ¥28,000 
・1 年間の寝具レンタル代です。 
・1 週間に 1 回シーツの交換があります。年間 3 回寝具の交換があります。自分で購入した寝

具を持ち込むことも可能です。ただし、電気毛布等、電気を使用する寝具は使用できません。 

 
H) 教材費 ¥120,000 
・2023 年度の年間教材費です。 
・MG コース、IBDP コース共通です。ただし IB コースは別途追加になる場合があります。 
・年度途中で退学する場合のみ、残金をご返金します。 

 
I) 国民健康保険 ¥17,000 
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・2023 年度の年間国民健康保険料です。授業料等と一緒にお支払い頂きます。 

 
３）お支払い方法 

お支払いは、下記の銀行へお振込みください。カード決済は扱っておりません。 

 
４）その他任意の費用 

 
A) 研修旅行参加費 
・高校 2 年生は研修旅行があります。高２在籍の留学生は学年の研修旅行に同行するか、留学

生のための日本国内研修旅行に参加するか、どちらかを選択できます。 

 
B) 外部試験の受験料 
・年間数回、大学入試模試などの外部試験があります。留学生も希望者すれば受験することがで

きます。受験料は個人負担です。 

 
C) 夜間特別個別指導 
・希望に応じて、日本語など、様々な科目の個別指導を受けることができます。主に筑波大学院

生が指導します。受講費用は個人負担です。 

 
D) 長期休暇中のホームステイ手配費用 
・希望に応じて、長期休暇中のホームステイの手配を有料で行うことができます(手配業者：㈱

ネクステージ Homestay in Japan)。時期等に応じて費用が異なります。 

  

BANK NAME: SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION 
(SWIFT: SMBCJPJT) 

BRANCH NAME: TSUKUBA BRANCH 
BANK ADDRESS:5-19, Kenkyugakuen, Tsukuba-shi, Ibaraki, 305-0817 
Japan 
TEL: +81-29-855-9621 
ACCOUNT NAME: MEIKEI HIGH SCHOOL 
ACCOUNT NO.: 244-0146545 
ADDRESS: 1-1, Inarimae,Tsukuba-Shi, Ibaraki, 305-8502 Japan 
TEL: +81-29-851-6611 
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５）保険制度 

 
A) 国民健康保険 
・日本に 3 か月以上滞在する留学生は、国民健康保険に加入します。医療費は 70％が保険でカ

バーされ、30%が自己負担です。 

 
B) 学校活動中のケガによる保険 
・学校では、学校活動中でのケガに対する保険金を支払います（保険料は教材費から徴収しま

す）。ただし、母国で加入する任意の医療、傷害保険に加入することを強くお勧めします。 

 
６）就学支援金、奨学金 

 
A) 就学支援金 
・2 年間以上在籍する正規留学生は、日本政府から「就学支援金」を受けることができます。在

籍期間中、月額¥9,900 が支給されます。入学後すぐに申請し、約３か月後から受給します。 

 
B) 奨学金制度 
・日本国内には高校生を対象とする公的な奨学金制度はありません。 
・茗溪学園としての奨学金は、特別な場合を除いては支給していません。 

 

7. お問い合わせ（ご質問・書類提出など） 

茗溪学園高等学校 留学生センター  

住所：〒305-0061 茨城県つくば市稲荷前 1-1 

E メール：international@meikei.ac.jp 

電話：+81-29-851-6611 

Fax：+81-29-856-5455 

mailto:international@meikei.ac.jp

