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2022年度　文京学院大学女子中学校　生徒募集要項
　1.
試験区分 ポテンシャル①

（文京方式）
ポテンシャル②
（得意型２科）

ポテンシャル③
（文京方式）

ポテンシャル④
（文京方式）

特待チャレンジ
（４科）

試験日 2月1日（火）
午前

2月1日（火）
午後

2月2日（水）
午後

2月3日（木）
午後

2月4日（金）
午後

集合時刻 午前8時40分 午後2時10分 午後2時10分 午後2時10分 午後2時10分

募集人数 ６０名 １５名 １０名 ５名 若干名

試験会場 本校本部棟

受験料 ２３，０００円
※23,000円で複数回の出願が可能（教科型入試、適性検査型入試、科学実験プレゼン型入試、英語インタラクティブ入試）

出願資格 2022年3月に小学校を卒業見込みの者

出願期間
インターネット出願　　※12月20日（月）より入力可能、受験票は1月10日（月）より出力可能。

～1月31日（月）
午後1時まで

～2月2日（水）
午後2時10分まで

～2月３日（木）
午後2時10分まで

～2月4日（金）
午後2時10分まで

複数回出
願につい
て

（１）2月1日、2月4日は同日午前午後の出願が可能。
（２）�複数回出願の場合、合格を得た以降の回を受験することはできません。（特待チャレンジに関しては「特待生の認定及び合格後の

受験について」を参照）

試験科目

○２科入試� �
国語　50分/100点� �
算数　50分/100点�
�
○２科＋選択入試� �
国語　50分/100点� �
算数　50分/100点� �
選択　30分/50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）
� �

○２科入試� �
国語　50分/100点� �
算数　50分/100点�
�
※�どちらか高い得点を２倍
し、200点満点で判定。
� �

○２科入試� �
国語　50分/100点� �
算数　50分/100点�
�
○２科＋選択入試� �
国語　50分/100点� �
算数　50分/100点� �
選択　30分/50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）�
� �

○２科入試� �
国語　50分/100点� �
算数　50分/100点�
� �
○２科＋選択入試� �
国語　50分/100点� �
算数　50分/100点� �
選択　30分/50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）�
� �

○４科入試� �
国語　50分/100点� �
算数　50分/100点� �
理社　計30分/計100点

合格発表
インターネット

2月1日（火）
午後9時30分

2月2日（水）
午後9時30分

２月３日（木）
午後9時30分

2月4日（金）
午後9時30分

入学手続き 2月2日（水）
午前9時～午後6時

合格発表の翌日～２月6日（日）
午前9時～午後6時

英検取得者
について

P.3「英検取得者につい
て」をご覧ください。

P.3「英検取得者につい
て」をご覧ください。

P.3「英検取得者につい
て」をご覧ください。

特待生
基準 P.3「特待生制度について」をご覧ください。

特待生の認
定及び合格
後の受験に
ついて

（１）ポテンシャル①から特待チャレンジのすべての受験回で、基準に達した者を特待生に認定します。
（２）�ポテンシャル④までの入試で合格し、入学手続きを完了した者については、特待チャレンジの再受験を認め、基準に達した場合

には特待生の追加認定を行います。

教科型入試 各教科の学習を進めている方はこちら
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　2.

試験区分 適性検査型 科学実験プレゼン型Ａ 英語
インタラクティブＡ 科学実験プレゼン型Ｂ 英語

インタラクティブＢ

試験日 2月1日（火）
午前

2月1日（火）
午後

2月4日（金）
午前

集合時刻 午前8時40分 午後2時10分 午前8時40分

募集人数 全15名

試験会場 本校本部棟

受験料 １３，０００円
※13,000円で複数回の出願が可能（適性検査型入試、科学実験プレゼン型入試、英語インタラクティブ入試）

出願資格 2022年3月に小学校を卒業見込みの者

出願期間
インターネット出願　　※12月20日（月）より入力可能、受験票は1月10日（月）より出力可能。

～1月31日（月）午後1時まで ～2月4日（金）�午前8時40分まで

複数回出
願につい
て

（１）教科型入試との重複受験が可能です。ただし受験料は合計23,000円となります。
（２）�複数回出願の場合、合格を得た以降の回を受験することはできません。（特待チャレンジに関しては「特待生の認定及び合格後の

受験について」を参照）

試験科目

適性検査Ⅰ　45分/100点�
適性検査Ⅱ　45分/100点

科学実験　50分
レポート作成　50分
プレゼンテーション　10分
レポートとプレゼンテーションで
計100点

ネイティブ教員と受験生複数
名で英語を用いた活動
（50分/100点）を行う

科学実験　50分
レポート作成　50分
プレゼンテーション　10分
レポートとプレゼンテーションで
計100点

ネイティブ教員と受験生複数
名で英語を用いた活動
（50分/100点）を行う

合格発表
インターネット

2月1日（火）　午後9時30分 2月4日（金）　午後9時30分

入学手続き 合格発表の翌日～２月6日（日）
午前9時～午後6時

英検取得者
について P.3「英検取得者について」をご覧ください。

特待生基準 P.3「特待生制度について」をご覧ください。

特待生の認
定及び合格
後の受験に
ついて

（１）基準に達した者を特待生に認定します。
（２）�適性検査型、科学実験プレゼン型Ａ、英語インタラクティブＡで合格し、入学手続きを完了した者については、特待チャレンジの

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。

公立一貫校
との併願に
ついて

公立一貫校を受験の方で「延納届」をご提出の場合の入学手続きは、2月10日（木）午後6時が締切となります。
延納をご希望の方は、合格発表後にお渡しする「延納届」をそれぞれの試験の手続き締切までに窓口にご提出ください。
なお、合格書類お受け取りの際にもご提出いただけます。印鑑をご持参ください。
※�「延納届」をご提出の場合は、特待チャレンジを受験することはできません。合格後、特待チャレンジを受験する場合には、入学手続
きをする必要があります。ご了承ください。

適性検査型入試 公立中との
併願可能

（延納制度あり）

公立一貫校も目指している方はこちら

科学実験プレゼン型入試 探究心を育てたい方はこちら

英語インタラクティブ入試 英語の力を生かしたい方はこちら
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試験区分 教科型入試　2科＋選択
適性検査型

科学実験プレゼン型
英語インタラクティブ

5級 選択問題25点分に換算 5点分に換算

4級 選択問題50点分に換算(選択問題の免除) 10点分に換算

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

10点分に換算
及び合格した場合は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

10点分に換算
及び合格した場合は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

10点分に換算
及び合格した場合はＳ特待候補

３．受験及び手続きに関する注意
（１）自然災害等による試験時間の変更など、緊急のお知らせは、本校ホームページに掲載いたします。
（２）合格通知書・入学手続き書類の交付は、合格発表の翌日から手続き締切日までとなります。
（３）入学試験結果についての電話によるお問い合わせには応じられません。
（４）駐車場がございませんので、お車でのご来校はご遠慮ください。
（５）インフルエンザ、新型コロナ感染症等による追試験は、個別に設定しております。

４．英検取得者について
　英検の取得級に応じて、以下の考慮事項があります。

５．特待生制度について
　入学試験の得点に応じて特待生を認定いたします。下記の金額が免除となります。２，３年次は前年度末の資格
審査によって認定され、授業料が全額免除となります。詳細は担当者までご相談ください。

※�英検の合格証明書は、試験当日までに郵送またはご持参ください。事前の個別相談時にご持参
頂くこともできます。
※英検以外の英語資格試験でも考慮いたします。
※「選択問題の免除」に該当する方は、「２科＋選択」でご出願下さい。

得点の目安 特待生の種類 免除内容

９０％ Ｓ特待 入学金、教育充実費（385,000円）

８５％ Ｄ特待 入学金（250,000円）

８０％ Ｂ特待 教育充実費（135,000円）

６．入学にかかる費用（2021年度実績）
項　　目 納入時期 金　　額 備　　考

①�入学金 入学手続き時 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 175,494円 副読本・校章・タブレット代など含む
⑥�通学かばん他 入学時 35,250円 指定体操服・シューズ含む
⑦�制服（冬） 入学時 44,253円
⑧�制服（夏） 入学時 23,980円

合　　計 694,977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。
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７．1年次の費用（2021年度実績　年間11回に分けて納入）
項　　目 月　　額 金　　額 備　　考

①�授業料 37,200円 409,200円
②�維持管理費 10,360円 114,000円 4月度のみ納入金額　10,400円
③�生徒会費 4,800円 4月度のみ納入
④�後援会費 1,090円 12,000円 4月度のみ納入金額　1,100円
⑤�教材費 2,800円 30,800円
⑥�修学旅行積立金 3,800円 41,800円
⑦�食費 7,200円 79,200円

合　　計 62,450円 691,800円 4月度のみ納入金額　67,300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。

８．受験日から入学まで
2月1日
午前入試

2月1日
午後入試

2月2日
午後入試

2月3日
午後入試

2月4日
午前入試

2月4日
午後入試

教科型入試 ポテンシャル①
（文京方式）

ポテンシャル②
（得意型２科）

ポテンシャル③
（文京方式）

ポテンシャル④
（文京方式） 特待チャレンジ

適性検査型 適性検査型

科学実験
プレゼン型

科学実験
プレゼン型Ａ

科学実験
プレゼン型B

英語
インタラクティブ

英語
インタラクティブＡ

英語
インタラクティブB

2月�1日（火）
受験日

合格発表午後9時30分

2月�2日（水）

入学手続書類交付 受験日

合格発表
午後9時30分

入学手続締切
午後6時00分

2月�3日（木）
入学手続
書類交付

受験日
合格発表
午後9時30分

2月�4日（金）
入学手続
書類交付

受験日
合格発表
午後9時30分

受験日
合格発表
午後9時30分

2月�5日（土）

入学手続
書類交付

入学手続
書類交付

2月�6日（日） 入学手続締切
午後6時00分

2月11日（金祝） 入学準備説明会

2月21日（月） 諸費納入期限　（P.3�入学時にかかる費用　参照）

3月12日（土） 学用品販売日（予定）　午前10時～午後3時

4月�6日（水）
入学式　午前10時開式予定

会場：文京学院大学��本郷キャンパス��仁愛ホール
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