
2017年度入試

会場：星野高校石原キャンパス
（第2校舎）

 川越市石原町2-71-11

本川越駅

裏面がFAX送信用紙になっていますので　　

ＴＥＬ　049-222-4489 ＦＡＸ　049-223-2777

http://www.hoshino.ac.jp/

川越市石原町２丁目７１番１１ ホームページからもお申込みできます。

スクールバス乗車場所案内 発車時刻は裏面をご覧下さい

川越駅

星 野 高 等 学 校 ご利用下さい。

　個別相談会の予約は、入試説明会に出席された以降の日程をお取り下さい。説明会当日の個別相談を申し込まれる方
は、早目にご予約をお願いします。当日のお申込みですと事前のご予約者が優先しますのでご希望に添いかねることが
ありますので15：00以降の時間でお申込み下さい。ご予約は、インターネット・FAX及び電話にてお願い致します。
予約制になっておりますので必ずお申込み下さい。
※入試説明会・個別相談会には、筆記用具・上履をご持参下さい。また、個別相談会には1～３年の通知票（写し可）
及び個人の実績を示す資料をご持参下さい。

第2回入試説明会 第３回入試説明会
第5回個別相談会

第3回個別相談会 第4回個別相談会

１１月２６日 (土) １２月１７日(土) １２月２４日 (土)
第4回入試説明会 第5回入試説明会

第8回個別相談会
第6回個別相談会 第7回個別相談会

 第1回入試説明会  第1回個別相談会     第2回個別相談会

１０月２３日 (日) １１月１３日 (日) １１月１９日 (土)

星 野 高 等 学 校
共　学　部

入試説明会・個別相談会
   ９月２５日 (日) １０月  １日 (土) １０月１５日 (土)

    入試説明会 

  各日共     13：30より 
  クラブ発表 13：00より 

    個別相談会 
  各日共  13：30より 



2017年度入試

会場：星野高校末広キャンパス
（第１校舎）

  川越市末広町3-9-1

説明会当日は、平成29年度の入試要項、入試の種類等について詳しくご説明致します。また入試
説明会開始前の13:00から会場ステージにおいて、日々のクラブ活動の成果を発表しますので是非
ご覧下さい。
個別相談会では、合格の目安などにつきまして入試担当者が個別にお話し致しますので受験される

方は、必ずご予約の上、ご参加下さい。

裏面がFAX送信用紙になっていますので　　

ホームページからもお申込みできます。

ＴＥＬ　049-222-4488 ＦＡＸ　049-226-3402 駐車場はございませんので、公共の交通機関

http://www.hoshino.ac.jp/ をご利用下さい。

川越市末広町３丁目９番１

星野高校で、勉強・クラブ活動ともに一生懸命に行い
充実した学校生活を送りたいという意欲のある方は是非　
説明会、相談会にお越し下さい。お待ち致しております。

星 野 高 等 学 校 ご利用下さい。

　個別相談会の予約は、入試説明会に出席された以降の日程をお取り下さい。説明会当日の個別相談を申し込まれる方
は、早目にご予約をお願いします。当日のお申込みですと事前のご予約者が優先しますのでご希望に添いかねることが
ありますので15：00以降の時間でお申込み下さい。ご予約は、インターネット・FAX及び電話にてお願い致します。
予約制になっておりますので必ずお申込み下さい。
※入試説明会・個別相談会には、筆記用具・上履をご持参下さい。また、個別相談会には1～３年の通知票（写し可）
及び個人の実績を示す資料をご持参下さい。

第2回入試説明会 第3回入試説明会
第5回個別相談会

第3回個別相談会 第4回個別相談会

１１月２７日(日) １２月１８日(日) １２月２４日(土)
第4回入試説明会 第5回入試説明会

第8回個別相談会
第6回個別相談会 第7回個別相談会

 第1回入試説明会 第1回個別相談会 第2回個別相談会

１０月２２日(土) １１月１２日(土) １１月１９日(土)

星 野 高 等 学 校
女 子 部

入試説明会・個別相談会
　９月２４日(土) １０月　１日(土) １０月１５日(土)

    入試説明会 

  各日共     13：30より 
  クラブ発表 13：00より 

    個別相談会 
  各日共  13：30より 



2017年度入試 入試説明会・個別相談会申込・ＦＡＸ送信用紙

第２校舎 ＦＡＸ番号はお間違いのないようにご注意下さい。

A 　　　　　　立 中学校

B バス発車時刻

（　　）川越駅発 　（　　）川越駅発

（　　）本川越駅発 　（　　）本川越駅発

　（　　）南大塚駅発

　（　　）川越駅発

C 13：30～ 14：00～ 14：30～ 15：00～ 15：30～ 16：00～

① ②

③

・
希望される方の時間帯となります。

・ 個別相談会申込みのＦＡＸをして頂いて翌々日までに返信されない場合はご連絡下さい。

D

　FAX番号

ご予約の変更、取消の際は事務サービス室までご連絡下さい。

相談会当日受付にてご予約の時間と受付番号を伺います。
入試説明会のみ申込の場合、返信(回答)はいたしませんのでご了承ください。

　　　　　　　様　

記入例
入試説明会 個別相談会

  　〇月　　〇　日（　　）　 　○　

　日付　　　　月　　　　　日　　時間　　　　　時　　　　　分　　　　受付番号　　　　　　　　番

　１１月 ２６日 (土)
※個別相談会には1～３年の通知票
(写し可）及び個人の実績を示す資料
をご持参下さい。

　１２月 １７日 (土)

　１２月 ２４日 (土)

　△月　　△　日（　　）　

　の欄につきましては、入試説明会と個別相談会とが同日開催される日に、説明会に引き続いて個別相談を

  １０月 ２３日（日）  　　     相談したい

　１１月 １９日 (土)

　(　　)　単願か併願かを

　１０月 　１日 (土)  　　　   相談したい

  １０月 １５日（土） 　(　　)　併願希望として

　１１月 １３日 (日)

      　  相談して決めたい

　 相談の種類

　　９月 ２５日（日） 　(　　)　単願希望として

12時30分・50分、13時10分・40分、14時10分・40分

12時50分、13時10分・30分、14時00分・30分、15時00分

入試説明会
13：30～

個　別　相　談　会　(入試説明会に出席された方)
ご希望の日時を記入例のように①②③をお付け下さい

太枠内①～④ご記入下さい

事務室宛　(FAX ０４９-２２３-２７７７　TEL049-222-4489) 共　学　部

中学校名

ふりがな

希望日時を次のようにご記入下さい。（個別相談会は第３希望までご記入下さい）

≪個別相談会回答欄≫

12時10分～12時40分の間随時 12時50分、13時10分・30分、14時00分・30分、15時00分

12時15分～12時45分の間随時 12時55分、13時15分・35分、14時05分・35分、15時05分

第2回個別相談会(10月15日は川越まつり)

氏　　名

電話番号 当日の連絡先

第1回～５回入試説明会 第1回・3回～8回個別相談会

予約月日及び時刻 ○印をお付け下さい

説明会にも参加される方の予約欄 

説明会にも参加される方の予約欄 

説明会にも参加される方の予約欄 

説明会にも参加される方の予約欄 



2017年度入試 入試説明会・個別相談会申込・ＦＡＸ送信用紙

ＦＡＸ番号はお間違いのないようにご注意下さい。

A 　　　　　　立 中学校

　〇駐車場はございませんので、自家用車でのご来校はご遠慮下さい。

B 13：30～ 14：00～ 14：30～ 15：00～ 15：30～ 16：00～

①

② ③

・

相談を希望される方の時間帯となります。

・ 個別相談会申込みのＦＡＸをして頂いて翌々日までに返信されない場合はご連絡下さい。

C

　FAX番号

個別相談会につきまして下記の通り予約を承りました。（入試説明会はご記入いただいた日付にお越し下さい）

ご予約の変更、取消の際は事務サービス室までご連絡下さい。

相談会当日受付にてご予約の時間と受付番号を伺います。
入試説明会のみ申込の場合、返信(回答)はいたしませんのでご了承ください。

　日付　　　　月　　　　　日　　時間　　　　　時　　　　　分　　　　受付番号　　　　　　　　番

　　　　　　　様　

　△月　　△　日（　　）　

の欄につきましては、入試説明会と個別相談会とが同日開催される日に、説明会に引き続いて個別

≪個別相談会回答欄≫

記入例
入試説明会 個別相談会

  　〇月　　〇　日（　　）　 　○　

１１月１９日（土）       　  相談して決めたい

１１月２７日（日）
※個別相談会には1～３年の通知票
(写し可）及び個人の実績を示す資料
をご持参下さい。

１２月１８日（日）

１２月２４日（土）

１０月２２日（土）  　　     相談したい

１１月１２日（土） 　(　　)　単願か併願かを

１０月　１日（土）  　　　   相談したい

１０月１５日（土） 　(　　)　併願希望として

９月２４日（土） 　(　　)　単願希望として

電話番号 当日の連絡先

入試説明会
13：30～

個　別　相　談　会　(入試説明会に出席された方)
ご希望の日時を記入例のように①②③をお付け下さい

ふりがな

氏　　名

太枠内①～③ご記入下さい

予約月日及び時刻 ○印をお付け下さい 相談の種類

事務室宛　(FAX ０４９-２２６-３４０２　TEL049-222-4488) 女　子　部

中学校名

希望日時を次のようにご記入下さい。（個別相談会は第３希望までご記入下さい）

説明会にも参加される方の予約欄 

説明会にも参加される方の予約欄 

説明会にも参加される方の予約欄 

説明会にも参加される方の予約欄 


