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１．2020年度 生徒募集要項（仮） 
（1）文京方式・得意型文京方式・特別チャレンジ 

試験区分 文京方式(第１回) 得意型文京方式 文京方式(第２回) 文京方式(第３回) 特別チャレンジ 得意型2科入試 

試験日 2月1日（土） 2月2日（日） 2月３日（月） 2月4日（火） 2月10日(月) 

集合時間 午前8時40分 午後2時40分 午後2時40分 午後2時40分 午後2時40分 午前8時40分 

開始時刻 午前9時00分 午後3時00分 午後3時00分 午後3時00分 午後3時00分 午前9時00分 

募集人数 70名 15名 10名 5名 5名 若干名 

試験会場 本校進学棟 

出願資格 2020年3月に小学校を卒業見込みの者 

出願方法 「web」、「窓口」 

出願書類 本校所定の入学願書（複数回受験の場合は、本校で複写いたしますので、１通の提出で構いません。） 本校所定の入学願書 

出
願
期
間 

web 

本校HPより出願してください。12月20日(金)より入力ができます。※受験票出力は1月10日より可能です。 2月5日より出力可能 

～1月31日（金） 

午後１時まで 

～1月31日（金） 

午後１時まで 

～2月2日（日） 

午後2時40分まで 

～2月3日（月） 

午後2時40分まで 

～2月4日（火） 

午後2時40分まで 

～2月9日(日) 

午後1時まで 

窓口 

1月10日（金）～ 

1月31日（金） 

午後1時まで 

1月10日（金）～ 

2月2日（日） 

午後2時40分まで 

1月10日（金）～ 

2月3日（月） 

午後2時40分まで 

1月10日（金）～ 

2月4日（火） 

午後2時40分まで 

2月5日(水)～ 

2月9日(日) 

午後1時まで 

月～金 午前9時～午後6時    土・日 午前9時～午後4時 

受験料 

23,000円（複数回受験も23,000円のみ） 

振込による納入は1月６日（月）より、現金による納入は1月10日（金）より受け付けます。 

※web出願の場合は、銀行振込や窓口での現金納入はできません。 

クレジットカードまたはコンビニで決済してください。 

23,000円 

振込による納入は1月６

日（月）より、現金によ

る納入は1月10日（金）

より受け付けます。 

複数回出願 

について 

(1) 1回の受験料で複数回の受験が可能です。 

(2)文京方式 第1回と得意型文京方式、文京方式第1回と思考力入試A日程または IEE Exam A、特別チャレンジと

思考力B日程または IEE Exam B は同日の試験ですが、重複受験が可能です。 

(3) 合格を得た以降の回を受験することはできません。 

 

試験科目 

＜２科＞・＜２科＋選択＞ ＜４科＞ ＜２科＞ 

【２科入試】国語(100点)・算数(100点)の200点満点 

【２科＋選択入試】国語(100点)、算数(100点)、選択(理科2題、社会2題、英語2題 

     の計6題から2題以上を選択、各題25点。）の250点満点 

＜得意型文京方式＞２月１日 午後 

【２科入試】国語(100点)・算数(100点)の200点満点 

【２科＋選択入試】国語(100点)、算数(100点)、選択(理科2題、社会2題、英語2題 

の計6題から2題以上を選択、各題25点。）の250点満点 

*国語または算数のどちらか高い得点を2倍にし、200点満点で判定します。 

※試験時間(各回共通)：国語50分、算数50分、選択は40分 

国語(100点)・算数

(100点)・理科(50

点)・社会(50点)の

300点満点 

 

※試験時間： 

国語50分、算数50

分、理科・社会は合

わせて40分 

【２科入試】国語(100

点)・算数(100点)の

200点満点 

 

*国語または算数のどち

らか高い得点を2倍に

し、200点満点で判定し

ます。 

英検取得者に

ついて 
P.4「2. 英検取得者について」をご覧ください  

 

合格発表 
2月1日（土） 

午後9時30分 

2月2日（日） 

午後9時30分 

2月3日（月） 

午後9時30分 

2月4日（火） 

午後9時30分 

2月10日(月) 

午後1時 

発表方法 インターネット※手続き書類のお渡しは合格発表の翌日となります。 

入学手続 
2月2日（日） 

午前9時～午後6時 

2月2日（日）～ 

2月3日（月） 

午前9時～午後6時 

2月3日（月）～ 

2月4日（火） 

午前9時～午後6時 

2月4日（火）～ 

2月5日（水） 

午前9時～午後6時 

2月5日（水）～ 

2月6日（木） 

午前9時～午後6時 

２月10日(月)～ 

2月11日(祝) 

午前9時～午後１時 

*10日は午後6時まで 

特待生基準 P.4「5. 特待生制度について」をご覧ください 

特待生の 

認定および 

合格後の 

受験について 

(1) 文京方式第１回から特別チャレンジ入試のすべてで、基準に達した者を特待生に認定します。 

(2) 文京方式第3回までの入試(得意型文京方式含む)で合格し、手続きを完了した者については特別チャ

レンジ入試の再受験を認め、基準に達した場合 には特待生の追加認定を行います。 

基準に達した者を特待生

に認定します。 

その他 ※文京方式第1回または得意型文京方式の受験者(付き添いの方含む)は、昼食のご用意もございます。  

生徒募集要項の決定版は、９月下旬頃から配布予定です。 

ご出願の際は、必ず決定版をご確認ください。 



- 2 - 

 

 

（2）グローバル思考力・サイエンス思考力・スポーツサイエンス思考力入試 

試験区分 A日程 B日程 C日程 

試験日 2月1日（土） 2月4日（火） 2月10日（月） 

集合時間 午後2時40分 午前8時40分 午前8時40分 

開始時刻 午後3時00分 午前9時00分 午前9時00分 

募集人数 10名 

試験会場 本校進学棟 

出願資格 2020年3月に小学校を卒業見込みの者 

出願方法 「web」、「窓口」 

出願書類 本校所定の入学願書（複数回受験の場合は、本校で複写いたしますので、１通の提出で構いません。） 

出
願
期
間 

web 

本校HPより出願してください。12月20日(金)より入力ができます。※受験票出力は1月10日より可能です。 

～1月31日（金） 

午後１時まで 

～2月4日（火） 

午前8時40分まで 

～2月10日（月） 

午前8時40分まで 

窓口 

1月10日（金）～ 

1月31日（金） 

午後1時まで 

1月10日（金）～ 

2月4日（火） 

午前8時40分まで 

1月10日（金）～ 

2月10日（月） 

午前8時40分まで 

月～金 午前9時～午後6時    土・日 午前9時～午後4時 

※２月９日は窓口での出願はできません。 

受験料 

23,000円（複数回受験も23,000円のみ） 

振込による納入は1月6日（月）より、現金による納入は1月10日（金）より受け付けます。 

※web出願の場合は、銀行振込や窓口での現金納入はできません。クレジットカードまたはコンビニで決済してください。 

複数回出願 

について 

(1) 1回の受験料で複数回の受験が可能です。 

(2) 文京方式第1回と得意型文京方式、文京方式第1回と思考力入試A日程または IEE Exam A、特別チャレンジと思考

力B日程または IEE Exam B は同日の試験ですが、重複受験が可能です。 

(3) 合格を得た以降の回を受験することはできません。 

試験科目 

＜グローバル思考力＞  

思考力総合問題（50分・100点）・面接（10分程度） 

 

＜サイエンス思考力＞ 

サイエンス実験（50分）・レポート（50分・100点）・面接（10分程度） 

 

＜スポーツサイエンス思考力＞ 

スポーツ科学実験（50分）・レポート（50分・100点）・面接（10分程度） 

英検取得者

について 
P.4「2. 英検取得者について」をご覧ください 

合格発表 
2月1日（土） 

午後9時30分 

2月4日（火） 

午後9時30分 

2月10日（月） 

午後1時00分 

発表方法 

インターネット 

※手続き書類のお渡しは合格発表の翌日となります。 

ただし、C日程は2月10日午後1時～午後6時にお渡しいたします。 

入学手続 

2月2日（日）～ 

2月3日（月） 

午前9時～午後6時 

2月5日（水）～ 

2月6日（木） 

午前9時～午後6時 

2月10日（月）～ 

2月11日（火祝） 

午前9時～午後1時 

公立一貫校 

との併願に 

ついて 

P.4「3. 公立一貫校との併願について」をご覧ください  

特待生の 

認定および 

合格後の 

受験につい

て 

思考力A日程、B日程で合格し、手続きを完了した者については特別チャレンジ

入試の再受験を認め、基準に達した場合には特待生の追加認定を行います。 

ただし、公立一貫校との併願による「延納届」を提出した場合は、受験すること

はできません。 

 

その他 
※思考力A日程受験者(付き添いの方

含む)は、昼食のご用意もございます。 
  



- 3 - 

 

 

（３）インタラクティブ英語入試（IEE） 

試験区分 Exam A Exam B Exam C 

試験日 2月1日（土） 2月4日（火） 2月10日（月） 

集合時間 午後2時40分 午前8時40分 午前8時40分 

開始時刻 午後3時00分 午前9時00分 午前9時00分 

募集人数 10名 

試験会場 本校進学棟 

出願資格 2020年3月に小学校を卒業見込みの者 

出願方法 「web」、「窓口」 

出願書類 本校所定の入学願書（複数回受験の場合は、本校で複写いたしますので、１通の提出で構いません。） 

出
願
期
間 

web 

本校HPより出願してください。12月20日(金)より入力ができます。※受験票出力は1月10日より可能です。 

～1月25日（金） 

午後１時まで 

～1月28日（火） 

午後１時まで 

～1月31日（金） 

午後１時まで 

窓口 

1月10日（金）～ 

1月25日（金） 

午後1時まで 

1月10日（金）～ 

1月28日（火） 

午後1時まで 

1月10日（金）～ 

2月3日（月） 

午後1時まで 

月～金 午前9時～午後6時    土・日 午前9時～午後4時 

受験料 

23,000円（複数回受験も23,000円のみ） 

振込による納入は1月6日（月）より、現金による納入は1月10日（金）より受け付けます。 

※web出願の場合は、銀行振込や窓口での現金納入はできません。クレジットカードまたはコンビニで決済してください。 

複数回出願 

について 

(1) 1回の受験料で複数回の受験が可能です。 

(2) 文京方式第1回と得意型文京方式、文京方式第1回と思考力入試A日程または IEE Exam A、特別チャレンジと思考

力B日程または IEE Exam B は同日の試験ですが、重複受験が可能です。 

(3) 合格を得た以降の回を受験することはできません。 

試験科目 
＜インタラクティブ英語＞ 

ネイティブスピーカーと受験生複数名による英語活動（50分・100点） 

英検取得者

について 
P.4「2. 英検取得者について」をご覧ください 

合格発表 
2月1日（土） 

午後9時30分 

2月4日（火） 

午後9時30分 

2月10日（月） 

午後1時00分 

発表方法 

インターネット 

※手続き書類のお渡しは合格発表の翌日となります。 

ただし、Exam Cは2月10日午後1時～午後6時にお渡しいたします。 

入学手続 

2月2日（日）～ 

2月3日（月） 

午前9時～午後6時 

2月5日（水）～ 

2月6日（木） 

午前9時～午後6時 

2月10日（月）～ 

2月11日（火祝） 

午前9時～午後1時 

特待生の 

認定および 

合格後の 

受験につい

て 

IEE Exam A、Exam Bで合格し、手続きを完了した者については特別チャレン

ジ入試の再受験を認め、基準に達した場合には特待生の追加認定を行います。 
 

その他 
※IEE Exam A受験者(付き添いの方含

む)は、昼食のご用意もございます。 
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2．英検取得者について 
 英検を取得されている場合には、取得級に応じて、以下の考慮事項があります。 

試験区分 2科＋選択 思考力入試 IEE 

5級 選択問題25点分に換算   

4級 
選択問題50点分に換算（選択問題

の免除） 

  

3級 

選択問題50点分に換算（選択問題

の免除）及び合格した場合はB特待

候補 

合格した場合はB特待候補 合格した場合はB特待候補 

準2級 

選択問題50点分に換算（選択問題

の免除）及び合格した場合はD特待

候補 

合格した場合はD特待候補 合格した場合はD特待候補 

2級以上 

選択問題50点分に換算（選択問題

の免除）及び合格した場合はS特待

候補 

合格した場合はS特待候補 合格した場合はS特待候補 

 

3．公立一貫校との併願について（思考力入試A日程、B日程のみ対応） 
 公立一貫校を受験の方で「延納届」をご提出の場合は、入学手続が2月10日（月）締切となります。 

 ※「延納届」をご提出の場合は、特別チャレンジを受験することはできません。 

 

4．特待生制度について 
 文京方式第1回～第3回(得意型文京方式含む)、特別チャレンジの入学試験における成績優秀者は、特待生に認定されます。 

2月4日実施の特別チャレンジについては、文京方式第1回～第3回(得意型文京方式含む)や思考力入試A日程・B日程、IEE Exam 

A・Exam Bに合格して手続きを完了した者には再受験を認め、特待生基準を満たした場合には特待生の追加認定を行います。得

点に応じて下記の金額が免除となり、2，3 年次は授業料が全額免除となります。ただし、2 年次以降は、前年度末の資格審査に

よって認定されます。詳細は担当者までご相談ください。 

 

試験区分 2科 2科＋選択 4科 
免除内容 

満点 200点 250点 300点 

Ｓ特待 180点以上 225点以上 260点以上 
入学金、教育充実費 

（385,000円） 

Ｄ特待 170点以上 215点以上 250点以上 
入学金 

（250,000円） 

Ｂ特待 160点以上 200点以上 240点以上 
教育充実費 

（135,000円） 

5．入学にかかる費用（2019年度実績） 

項  目 納入時期など 金  額 備  考 

① 入学金 入学手続時 250,000円  

② 教育充実費 入学時 135,000円  

③ 後援会入会金 入学時 30,000円  

④ 生徒会入会金 入学時 1,000円  

⑤ 副教材他 入学時 115,992円 副読本・校章など含む 

⑥ 通学かばん他 入学時 33,970円 指定体操服・シューズ含む 

⑦ 制服（冬） 入学時 43,448円  

⑧ 制服（夏） 入学時 22,140円  

合  計 631,550円  

※材料費の価格高騰により価格変動の可能性があります。 

※文京学園の校友会（同窓会組織）会員の孫、子女、妹、姪、従姉妹及び本校または文京学院大学の在校生の姉妹、従姉妹は入学金の50% 

 が免除されます。 


