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2023 年度　文京学院大学女子高等学校　生徒募集要項
１．募集人数、応募資格、成績の目安

入試形態

推薦・A 推薦 併願優遇・B 推薦 一般入試
特別入試

理数 T（特進）
国際 T（特進）

理数 A（進学）
国際 A（進学）
スポーツ科学

理数 T（特進）
国際 T（特進）

理数 A（進学）
国際 A（進学）
スポーツ科学

全コース・クラス

募集人数 １２５名（推薦６１名、一般６４名）
理数 T：２５名、理数 A：２５名、国際 T：２５名、国際 A：３０名、スポーツ科学：２０名

応募資格
中学校卒業（見込み）の女子

推薦：東京都、神奈川県で本校第一志望
A 推薦：東京都、神奈川県以外で本校第一志望

併願優遇：東京都、神奈川県の受験生
B 推薦：東京都、神奈川県以外の受験生

成績の目安

３科１２
または

５科２０

３科１０
または

５科１７

３科１３
または

５科２１

３科１１
または

５科１８

理数 A、国際 A、スポーツ科学は以下のような組み合わせが可能です。
３科（国英数）または（国英数から２科＋その他から１科）

５科（国英数理社）または（国英数理社から３科＋その他から２科）

２．活動評価点　個別相談でご確認ください
３科で１点、５科で２点まで評定に含めることができます。

・英検、漢検、数検３級以上
・生徒会長
・専門委員長
・都大会、県大会出場
・部活動部長
・継続的な部活動経験者

・精皆勤（３年間で欠席３日以内）
・生徒会役員
・学級委員
・継続的なボランティア活動の経験
・受験生の親族や親戚の方が本校在学生または卒業生

他

３． 特待生制度　全てのコース・入試形態で対象です。特待生を希望する場合は、事前に
個別相談を受けてください。

種類 内容 いずれかに該当 備考

T １００ ３年間全額免除 ５科２２
かつ模試成績

制服等、教科書類、後援会
費、生徒会費、教材費、修
学旅行積立金を除く

T ３ ３年間免除 ５科２２
かつ模試成績 入試点９０％以上 英検準１級

１年次は入学金と教育充実
費、２年次以降は授業料を
免除

T １ 入学金・教育充
実費の免除

５科２２
かつ模試成績 入試点８５％以上 英検２級 ２年次以降、資格審査あり

T ０ 入学金免除 ５科２０
かつ模試成績 入試点８０％以上 英検準２級 入学金の免除

※評定は３年生の１学期または２学期の成績で、活動評価点は含みません。
※模試試験結果などの条件があります。基準は T100、T ３、T １、T ０で異なります。



４．出願、入試日程、科目など

推薦・A 推薦 B 推薦 一般入試（併願優遇含む）・特別入試

入試日 １月２２日（日）
[ 第１回 ]

１月２２日（日）
[ 第２回 ]

１月２３日（月）

[ 一般第１回 ]
２月１０日（金）

[ 一般第２回 ]
２月１１日（土）

[ 一般第３回 ]
[ 特別入試 ]

２月１６日（木）

出願

１月１５日（日）
～１月２１日（土）

午後１時

１月１５日（日）
～１月２１日（土）

午後１時
１月２５日（水）～２月８日（水）

午後１時
１月２５日（水）
～２月１５日（水）

午後１時

web 出願＋提出書類郵送

入力開始：１２月２０日（火）
受験票発行：１月入試は１月１５日（日）以降、２月入試は１月２５日（水）以降
受験料：２３，０００円（クレジットカードまたはコンビニ決済）
提出書類：①調査書（公立様式で可）
　　　　　②本校所定の推薦書（推薦・A 推薦のみ必要。ただし埼玉県の受験生は不要）

試験

集合　８時４０分

面接
（本人のみ）

集合時刻はコース
ごとに設定予定

適性検査
(国語、英語、数学) 学科（国語、英語、数学）

一般入試：
学科（国・英・数）
特別入試：
学科（英語また
は数学１科）

発表

１月２２日 ( 日 )
午後６時

１月２３日 ( 月 )
午後６時

２月１１日 ( 土）
午後８時

２月１６日 ( 木）
午後５時

合格発表速報は本校ホームページで行います。発表翌日に速達郵便にて受験生宛に通知書を
発送します。

入学手続

１月２５日（水）
～１月２６日（木）

１月２５日（水）
～１月２６日（木）２月１５日（水）～２月１８日（土） ２月１８日（土）

～２月１９日（日）

合格通知書に同封される入学手続要項に沿って、お振り込みください（クレジットカードま
たはコンビニ決済）。

２月１１日に学
力診断テストを
行います。テス
ト結果はクラス
分けの資料とし
ます。A クラス
の成績上位者は
T クラスに編入
される場合があ
り ま す。 ま た、
成績優秀者は特
待生に認定され
ます。

※国立、公立、私立高校を併願受験し、出願時に申請した場合は、その併
願校の合格発表翌日の午後３時まで（併願校発表翌日が土曜日の場合は午
後１時まで）、入学手続（入学金納入）の延期を認めます。延納金の必要
はありません。
併願校の合格発表が金曜日の午後３時以降または土曜日の場合は、月曜日
の午後３時までとします。なお、公立・私立の２次募集は延期の期間に含
みません。

※ A クラスの成績上位者は T クラスに編入される場合があります。また、
成績優秀者は特待生に認定されます。

※インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症などによる追試験は、個別に設定する予定です。



５．学費など  *2022 年度実績
項目 金額 納入時期

①入学金 ２５０，０００円 入学手続時に納入
＊一度受け付けた納付金は、理由にかかわらず返金できません。

入学時のみ納入 入学後１１回に分けて各月に納入
②教育充実費 １３５，０００円 ⑤授業料 年額　４０２，０００円
③後援会入会金 　３０，０００円 ⑥維持管理費 年額　１１４，０００円
④生徒会入会金 　　１，０００円 ⑦後援会費 年額　　１２，０００円

⑧教材費 年額　　４４，０００円
⑨生徒会費 年額　　　４，８００円
⑩タブレット端末回線使用料 ( 概算 ) 年額　　３６，０００円

＊②～⑩の納入方法については、入学手続時の配付資料にてお知らせします。
　⑨の生徒会費のみ４月当初に年額を一括納入となります。なお、修学旅行の費用は行先によって異なるので、記載しておりません。

⑪特別施設費 120,000 円 　　第２学年次および、第３学年次に分割して納入。
＊⑪の特別施設費は、施設・設備を充実させるために充当させていただきます。
＊入学に際し、このほかの寄付・学債等は一切ありません。
＊学用品販売日：2023年 3月予定　※詳細は入学手続き時の配布資料にてお知らせします。

学費補助制度（2023 年度用）

併設大学への優先入学制度

学校説明会等日程

就 学 支 援 金 生徒が安心して勉学に打ち込めるよう、授業料の一部に充てる費用として「就学支援金」
を国が学校に支払い、家庭の負担を軽減する制度です。世帯収入等により額が異なります。

授業料軽減助成金 私立学校に通う生徒の保護者の経済的負担を軽減するために、都が授業料の一部を助成す
る制度です。世帯収入等により額が異なります。（東京都民対象）

奨 学 給 付 金
私立学校に通う生徒の保護者を対象に、授業料以外の教育費（修学旅行、教科書費等）の
負担を軽減する制度です。返済不要で、就学支援金、授業料軽減助成金、東京都育英資金
との併用が可能です。（東京都民対象）

入学支度金貸付制度
東京都から貸付金制度（25 万円、無利子、高校３年次 12 月までに返済）が実施されて
います（東京都民対象）。この制度を希望する場合は、入学金を振り込む前に本校に申し
出て下さい。

奨 　 学 　 金 島田依史子記念奨学金・埼玉県奨学金・千葉県奨学資金・神奈川県奨学資金・東京都育英
資金・交通遺児育英奨学金

入 学 金 減 免
文京学院の校友会（同窓会組織）会員の孫、子女、妹、姪、従姉妹及び、文京学院大学女
子中学校 高等学校、文京学院大学の在校生の姉妹、従姉妹を入学金減免の対象とします。
* 入学金の 2 分の 1 を減免します。

　本校生を対象とした併設大学（経営学部 ･ 人間学部 ･ 外国語学部・保健医療技術学部）への優先入学制度があり
ます。また、他大学との併願も可能です。

　学校説明会は受験生と保護者の方を対象に全体説明会を実施し、全体説明会終了後、希望者の方には、個別相
談でご質問にお答えいたします。説明会の内容は実施日によって異なります。また、説明会実施日以外の日でも
校舎見学および個別相談を受けつけていますので、事前に電話（03-3946-5301）または e-mail（jrgaku@bgu.
ac.jp）でお問い合わせのうえご来校ください。（日曜日・祝日・年末年始の 12 月 28 日～ 1 月 4 日を除く）

●秋の相談会　10 ／１（土）
●学校説明会　10 ／１（土）、10 ／ 16（日）
●授業が見られる説明会　１１／５（土）
●夜から説明会　11 ／ 18（金）
●文女祭（学園祭）　10 ／ 29（土）、30 日（日）
●入試解説　12 ／４（日）
※全ての回で予約が必要です。ＨＰからお申込ください。上履きの必要はございません。
※日程、内容は変更、中止となる場合がございます。最新版はホームページでご確認ください。
※上記日程以外にも１２月の土日に説明会を行う予定です。 学校HP




