
〒320−0048　栃木県宇都宮市北一の沢町24番35号　TEL 028-621-8156／FAX 028-622-8971
Email：bunsei j@bunsei-gh.ed. jp

宇都宮文星女子高等学校　イベント案内
オープンキャンパス・なでしこ祭（個別入試相談会）
 ９月21日（土）　10時00分〜

個別入試相談会　18時00分〜 20時00分（随時受付）
10月11日（金）　・　10月25日（金）　・　11月 １日（金）　・　11月15日（金）

生徒保護者対象　学校見学説明会　１0時00分〜
10月 ５日（土）　・　10月19日（土）　・　11月 ９日（土）　・　11月23日（土）

美術デザインコース　講習会・相談会　１0時00分〜
10月 ５日（土）　第１回デッサン講習会
10月19日（土）　第２回デッサン講習会
11月 ９日（土）　美術デザインコース　入試相談会

  相談会・説明会・講習会へは，インターネットから
お申込いただけます。

インターネット出願

2020年度

入 学 試 験 要 項

キ ミ の 翼 を 拡 げ る 1 0 の コ ー ス と 様 々 な 選 択 肢 

ワタシの見る風景は　ワタシが決める
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宇都宮文星
女子高等学校

科 コ ー ス コースのめざす目標および特徴 募集定員

秀英特進科

秀英特進コース 先端のノートPC端末を活用した深い学びで，国公立大・難関私大合格を目指す 40名

英語留学コース １年間のオーストラリア留学で語学力・国際的視野を体得 30名

美術デザインコース 文星芸術大学をはじめ，美術系大学進学を目指す 30名

普　通　科
進学コース 学習と部活動を両立し，各自の特徴を発揮させ大学への進学を目指す 35名

普　通　科 ２年生から「総合進学」「総合」「こども福祉」「フードデザイン」を選択 205名

総　　　合
ビジネス科

ITマスターコース １人１台のノートパソコンで学習。ICTスキルを高め，高資格取得を目指す 20名

フィナンシャル
マスターコース 簿記や情報，介護福祉の資格取得により，就職・進学を目指す 120名

※募集定員は，第１回入学試験・第２回入学試験合わせての定員です。

宇都宮文星女子高等学校の入学試験を受験する皆様へ

【　インターネット出願手続きガイド　】

インターネット出願
◆�ご自宅のパソコン・スマートフォン・タブレット等で平日・土日・祝日24
時間いつでも出願が可能です。
◆各種クレジットカード・コンビニエンスストア等でのお支払いが選べます。
　※お支払いには，手数料がかかりますのであらかじめご了承ください。

１．インターネット出願期間，および出願書類提出期間
　　※インターネット出願の前に，本校の「入学試験確認票」または「中学校指定の確認票」等を中学校の先生に提出してください。
　　　 なお，ID登録は５月20日（月）から開始しています。

　第1回入学試験

インターネット出願期間（保護者・志願者） 2019年11月25日（月）～12月��５日（木）23:59

受験票・出願票発行期間（保護者・志願者） 2019年11月25日（月）～12月��５日（木）23:59

受験票・出願票提出期間（保護者・志願者） 2019年11月26日（火）～12月��６日（金）
※印刷した出願票を中学校の先生に提出してください。

調査書等出願書類提出期間（中学校より本校へ） 2019年12月��９日（月）～12月13日（金）必着
※個人出願の場合は，中学校で発行していただいた調査書と出願票を郵送してください。

　第2回入学試験

インターネット出願期間（保護者・志願者） 2020年１月16日（木）～���１月21日（火）23:59

受験票・出願票発行期間（保護者・志願者） 2020年１月16日（木）～���１月21日（火）23:59

受験票・出願票提出期間（保護者・志願者） 2020年１月17日（金）～���１月22日（水）
※印刷した「出願票」を中学校の先生に提出してください。

調査書等出願書類提出期間（中学校より本校へ） 2020年１月24日（金）～���１月28日（火）必着
※個人出願の場合は，中学校で発行していただいた調査書と出願票を郵送してください。

２．インターネット出願の環境がない場合
下記期間中は，本校受付窓口にコンピュータをご用意しますので，前日までに電話予約をしてから本校までご来校いただき
手続きをおこなってください。（当日の状況によってはお待ちいただくこともあります）。［TEL．028（621）8156］
受験料を納入していただいた後，「受験票・出願票」を受付窓口で印刷します。

　第１回入学試験 2019年11月25日（月）～12月��５日（木）

　第２回入学試験 2020年��１月16日（木）～���１月21日（火）

　　　　　　　　　　　　　　　　　平日は9:00～16:00，土曜日は9:00～13:00　日・祝は実施しません

３．操作方法のお問い合わせ
インターネット出願システムの操作方法については，出願サイトのコールセンター（サイト上に掲載，出願期間中は
24時間対応）へご連絡ください。
入試に関するお問合せ等は，本校入試担当にお電話ください。［宇都宮文星女子高等学校／TEL028−621−8156］

個人情報保護について，及び外字等の取り扱いについて
本校の入学試験に当たってご提供いただいた個人情報は，本学入学試験およびこれらに付随する業務以外の目的には使用しません。また受
験者への通知においては，JIS（日本工業規格）第二水準までの漢字を使用し，それ以外の文字（いわゆる外字）については，JIS第二水
準までの漢字に置き換えるか，カタカナ等で表記する場合があります。

■インターネット出願手続きの流れ

◆受験料納入にご利用いただける決済方法
・クレジットカード………………VISA，Master，JCB，アメリカンエキスプレス，ダイナース
・コンビニエンスストア…………セブンイレブン，ローソン，ファミリーマート，サークルKサンクス，ミニストップ
・ペイジー（Pay-easy）…………Pay-easy のマークのあるATM

■中学校の先生方へ

①出願サイトでのユーザー ID登録は，2019年５月20日（月）から開始しています。

②�「入学試験確認票」の事前確認については，志願者が出願する前に所定の用紙に記入し出願準備をします。必要に応じて内容の
確認をお願いします。

③�出願状況サイトのご案内は，担当者が各中学校へ持参します（一部の中学校については送付させて頂く場合があります）。出願
状況照会サイトの公開期日は，2019年 11月 25日（月）～2020年１月24日（金）です。

④�調査書等出願書類送付用のレターパック一式は，担当者が各中学校へ持参します（一部の中学校については，郵送させて頂きます）。

⑤志願者が中学校に提出する「出願票」には，個人写真（4×3㎝）を貼付して下さい。

⑥�出願期間終了後，中学校毎の志願者一覧を送付しますので，内容をご確認の上，「出願票」と「調査書」等の提出書類を受験番号
順にお取りまとめ頂き，送り状（集計用紙）を添えて，レターパックでお送り下さい（持参も可）。

⑦お手数をおかけしますが，「調査書」等の提出書類には，受験番号をご記入下さい。調査書の科・コースの記入の必要はありません。
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本校ホームページにアクセス

メールアドレス（ID）

※忘れないようにメモして下さい。
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志願者は事前に「入学試験確認票」（別紙）を記入してインターネット出願の準備をして下さい。

本校ホームページバナーから
「出願サイト」へアクセス

メールアドレス登録
パスワード設定

出願情報入力

受験料納入方法の選択

受験料納入

・コンビニエンスストア決済
・ペイジー（銀行ATM) 決済 ・クレジットカード決済

「受験票・出願票」は，受付完了後，すぐに印刷できます。
※�「受験票」は本校から発送しません。必ず自宅またはコンビニエンスストアで印刷
（A4用紙・白色）して下さい。（本校窓口で出願受付をした場合を除きます）。
・「出願票」に個人写真（4×3㎝）を貼付して下さい。

・白のA4用紙に印刷して下さい。
・�「出願票」に個人写真（4×3㎝）を貼付して
下さい。

本校のホームページで「入試当日の注意事項」を確認9

スマートフォン，タブレット端末でもご利用いた
だけます。（インターネット環境がない場合は，
1ページを参照の上，ご来校下さい）

・�緊急時に連絡できるメールアドレスをご登録く
ださい。
・�「入学試験確認票」を見ながら，間違いのないよ
う入力して下さい。入力完了後，「申込み内容確
認書」で必ず申込内容を確認して下さい。

受験料の納入は，下段の決済方法から選択し，ご
利用ください。
（本校窓口での納入はできません）

受験料の納入期限は，出願締切日の23：59です。
なお受験料納入には手数料がかかります。
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入学試験当日 ｢受験票｣ を持参10 10

中学校が出願書類をまとめて提出する場合

・�志願者は「受験票」「出願票」を切り離し，「出願票」のみを中学校
に提出して下さい。

・�中学校の先生は「調査書」等の出願書類と，「出願票（出願時提出）」
をレターパックでお送りください。（持参も可）（｢本校宛名票｣ は使
用しません。）

・切り離した「受験票」は志願者本人が試験当日まで保管して下さい。

個人で出願書類を提出する場合

・中学校から ｢調査書｣ を発行していただいてください。
・�｢本校宛名票｣ を使用して，｢調査書｣ 等の出願書類と ｢出願票（出
願時提出）｣ を簡易書留で本校へ郵送して下さい。（持参も可）。
・切り離した「受験票」は試験当日まで保管して下さい。

出願完了 出願完了

支払い完了メールを確認後，「出願サイト」へアクセスし，受付完了を確認してください。6 6
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Email：bunsei j@bunsei-gh.ed. jp

宇都宮文星女子高等学校　イベント案内
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秀英特進コース 先端のノートPC端末を活用した深い学びで，国公立大・難関私大合格を目指す 40名

英語留学コース １年間のオーストラリア留学で語学力・国際的視野を体得 30名

美術デザインコース 文星芸術大学をはじめ，美術系大学進学を目指す 30名

普　通　科
進学コース 学習と部活動を両立し，各自の特徴を発揮させ大学への進学を目指す 35名

普　通　科 ２年生から「総合進学」「総合」「こども福祉」「フードデザイン」を選択 205名

総　　　合
ビジネス科

ITマスターコース １人１台のノートパソコンで学習。ICTスキルを高め，高資格取得を目指す 20名

フィナンシャル
マスターコース 簿記や情報，介護福祉の資格取得により，就職・進学を目指す 120名

※募集定員は，第１回入学試験・第２回入学試験合わせての定員です。

宇都宮文星女子高等学校の入学試験を受験する皆様へ

【　インターネット出願手続きガイド　】

インターネット出願
◆�ご自宅のパソコン・スマートフォン・タブレット等で平日・土日・祝日24
時間いつでも出願が可能です。

◆各種クレジットカード・コンビニエンスストア等でのお支払いが選べます。
　※お支払いには，手数料がかかりますのであらかじめご了承ください。

１．インターネット出願期間，および出願書類提出期間
　　※インターネット出願の前に，本校の「入学試験確認票」または「中学校指定の確認票」等を中学校の先生に提出してください。
　　　 なお，ID登録は５月20日（月）から開始しています。

　第1回入学試験

インターネット出願期間（保護者・志願者） 2019年11月25日（月）～12月��５日（木）23:59

受験票・出願票発行期間（保護者・志願者） 2019年11月25日（月）～12月��５日（木）23:59

受験票・出願票提出期間（保護者・志願者） 2019年11月26日（火）～12月��６日（金）
※印刷した出願票を中学校の先生に提出してください。

調査書等出願書類提出期間（中学校より本校へ） 2019年12月��９日（月）～12月13日（金）必着
※個人出願の場合は，中学校で発行していただいた調査書と出願票を郵送してください。

　第2回入学試験

インターネット出願期間（保護者・志願者） 2020年１月16日（木）～���１月21日（火）23:59

受験票・出願票発行期間（保護者・志願者） 2020年１月16日（木）～���１月21日（火）23:59

受験票・出願票提出期間（保護者・志願者） 2020年１月17日（金）～���１月22日（水）
※印刷した「出願票」を中学校の先生に提出してください。

調査書等出願書類提出期間（中学校より本校へ） 2020年１月24日（金）～���１月28日（火）必着
※個人出願の場合は，中学校で発行していただいた調査書と出願票を郵送してください。

２．インターネット出願の環境がない場合
下記期間中は，本校受付窓口にコンピュータをご用意しますので，前日までに電話予約をしてから本校までご来校いただき
手続きをおこなってください。（当日の状況によってはお待ちいただくこともあります）。［TEL．028（621）8156］
受験料を納入していただいた後，「受験票・出願票」を受付窓口で印刷します。

　第１回入学試験 2019年11月25日（月）～12月��５日（木）

　第２回入学試験 2020年��１月16日（木）～���１月21日（火）

　　　　　　　　　　　　　　　　　平日は9:00～16:00，土曜日は9:00～13:00　日・祝は実施しません

３．操作方法のお問い合わせ
インターネット出願システムの操作方法については，出願サイトのコールセンター（サイト上に掲載，出願期間中は
24時間対応）へご連絡ください。
入試に関するお問合せ等は，本校入試担当にお電話ください。［宇都宮文星女子高等学校／TEL028−621−8156］

個人情報保護について，及び外字等の取り扱いについて
本校の入学試験に当たってご提供いただいた個人情報は，本学入学試験およびこれらに付随する業務以外の目的には使用しません。また受
験者への通知においては，JIS（日本工業規格）第二水準までの漢字を使用し，それ以外の文字（いわゆる外字）については，JIS第二水
準までの漢字に置き換えるか，カタカナ等で表記する場合があります。

■インターネット出願手続きの流れ

◆受験料納入にご利用いただける決済方法
・クレジットカード………………VISA，Master，JCB，アメリカンエキスプレス，ダイナース
・コンビニエンスストア…………セブンイレブン，ローソン，ファミリーマート，サークルKサンクス，ミニストップ
・ペイジー（Pay-easy）…………Pay-easy のマークのあるATM

■中学校の先生方へ

①出願サイトでのユーザー ID登録は，2019年５月20日（月）から開始しています。

②�「入学試験確認票」の事前確認については，志願者が出願する前に所定の用紙に記入し出願準備をします。必要に応じて内容の
確認をお願いします。

③�出願状況サイトのご案内は，担当者が各中学校へ持参します（一部の中学校については送付させて頂く場合があります）。出願
状況照会サイトの公開期日は，2019年 11月 25日（月）～2020年１月24日（金）です。

④�調査書等出願書類送付用のレターパック一式は，担当者が各中学校へ持参します（一部の中学校については，郵送させて頂きます）。

⑤志願者が中学校に提出する「出願票」には，個人写真（4×3㎝）を貼付して下さい。

⑥�出願期間終了後，中学校毎の志願者一覧を送付しますので，内容をご確認の上，「出願票」と「調査書」等の提出書類を受験番号
順にお取りまとめ頂き，送り状（集計用紙）を添えて，レターパックでお送り下さい（持参も可）。

⑦お手数をおかけしますが，「調査書」等の提出書類には，受験番号をご記入下さい。調査書の科・コースの記入の必要はありません。
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ご　家　庭 インターネット出願サイト 備　考

本校ホームページにアクセス

メールアドレス（ID）

※忘れないようにメモして下さい。
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志願者は事前に「入学試験確認票」（別紙）を記入してインターネット出願の準備をして下さい。

本校ホームページバナーから
「出願サイト」へアクセス

メールアドレス登録
パスワード設定

出願情報入力

受験料納入方法の選択

受験料納入

・コンビニエンスストア決済
・ペイジー（銀行ATM) 決済 ・クレジットカード決済

「受験票・出願票」は，受付完了後，すぐに印刷できます。
※�「受験票」は本校から発送しません。必ず自宅またはコンビニエンスストアで印刷
（A4用紙・白色）して下さい。（本校窓口で出願受付をした場合を除きます）。
・「出願票」に個人写真（4×3㎝）を貼付して下さい。

・白のA4用紙に印刷して下さい。
・�「出願票」に個人写真（4×3㎝）を貼付して
下さい。

本校のホームページで「入試当日の注意事項」を確認9

スマートフォン，タブレット端末でもご利用いた
だけます。（インターネット環境がない場合は，
1ページを参照の上，ご来校下さい）

・�緊急時に連絡できるメールアドレスをご登録く
ださい。

・�「入学試験確認票」を見ながら，間違いのないよ
う入力して下さい。入力完了後，「申込み内容確
認書」で必ず申込内容を確認して下さい。

受験料の納入は，下段の決済方法から選択し，ご
利用ください。
（本校窓口での納入はできません）

受験料の納入期限は，出願締切日の23：59です。
なお受験料納入には手数料がかかります。

0

1

2

3

4

5

7

8
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入学試験当日 ｢受験票｣ を持参10 10

中学校が出願書類をまとめて提出する場合

・�志願者は「受験票」「出願票」を切り離し，「出願票」のみを中学校
に提出して下さい。

・�中学校の先生は「調査書」等の出願書類と，「出願票（出願時提出）」
をレターパックでお送りください。（持参も可）（｢本校宛名票｣ は使
用しません。）

・切り離した「受験票」は志願者本人が試験当日まで保管して下さい。

個人で出願書類を提出する場合

・中学校から ｢調査書｣ を発行していただいてください。
・�｢本校宛名票｣ を使用して，｢調査書｣ 等の出願書類と ｢出願票（出
願時提出）｣ を簡易書留で本校へ郵送して下さい。（持参も可）。

・切り離した「受験票」は試験当日まで保管して下さい。

出願完了 出願完了

支払い完了メールを確認後，「出願サイト」へアクセスし，受付完了を確認してください。6 6

−６− −１−



■受験料

　13,000円（再受験　5,000円）
　※第１回入試の７日・９日両日を受験する場合は，18,000円となります。
　※インターネット出願時に受験料の納入方法を選択して下さい。なお，受験料の納入には別途手数料がかかります。

■試験日程および試験科目等

第
　
１
　
回
　
入
　
試

１
月
７
日
（
火
）

一般Ｂ入試
（３教科マーク式）

スポーツ・文化特待生入試
（３教科マーク式）

推薦入試
（作文・面接試験）

集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
数学　10時20分�～�11時10分（50）
英語　11時25分�～�12時15分（50）
昼食

※美術デザインコース
実技　12時45分�～�14時45分（120）
※単願受験者
面接　13時00分�～

集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
数学　10時20分�～�11時10分（50）
英語　11時25分�～�12時15分（50）
昼食
面接　12時45分�～

※美術デザインコース
実技　12時45分�～�14時45分（120）

集合　 ８時30分
作文　 ９時15分�～� ９時45分（30）
面接　10時00分�～

※美術デザインコース
実技　10時00分�～�12時00分（120）

１
月
９
日
（
木
）

一般Ａ入試
（５教科記述式）

集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
社会　10時20分�～�11時05分（45）
数学　11時20分�～�12時10分（50）
昼食
理科　13時00分�～�13時45分（45）
英語　14時00分�～�14時50分（50）

第
　
２
　
回
　
入
　
試

２
月
１
日
（
土
）

一般Ａ入試
（記述式）

「推薦入試」合格者　学力診断テスト
（３教科記述式）

集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
数学　10時20分�～�11時10分（50）
英語　11時25分�～�12時15分（50）
昼食
社会　13時05分�～�13時50分（45）
理科　14時05分�～�14時50分（45）
※単願者は終了後面接を実施

※美術デザインコース　受験者
集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
数学　10時20分�～�11時10分（50）
英語　11時25分�～�12時15分（50）
昼食
実技　13時05分�～�15時05分（120）

第２回入試を「学力診断テスト」として
受験して下さい。この際，提出書類・受
験料の必要はありません。

集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
数学　10時20分�～�11時10分（50）
英語　11時25分�～�12時15分（50）

持
参
す
る
物

受験票，筆記用具，コンパス，三角定規，昼食，上履き
※�美術デザインコース受験者は，上記に加えて，実技試験用鉛筆（Ｈ～4B），練り消しゴム，鉛筆削り用カッ
ター等デッサンに必要な用具を持参して下さい。

※下敷き，分度器，計算単語表示機能付き腕時計，電子辞書，携帯電話，ボールペンは使用できません。

※学校感染症等の対応について
・�第１回入試を学校感染症等で欠席した場合，第２回入試を受験して下さい。但し，「スポーツ・文化特待生入試」および「推
薦入学試験」は代替の試験は実施しません。

・�第２回入試に学校感染症の症状が出た受験生は，希望すれば別室で受験することが可能です。事前にご連絡をいただき，
指示に従って下さい。なお，欠席した場合は代替の試験は行いません。

■出題形式などについて

第１回入学試験 第２回入学試験

出題範囲

試験科目の中で，以下の内容は出題しません
・国語…「古典の文法」
・�社会（公民的分野）

…「国民生活と政府の役割」
　「私たちと国際社会の諸課題」

・数学…「三平方の定理」「標本調査」
・理科…「科学技術と人間」「自然と人間」

試験科目の中で，以下の内容は出題しません
・国語…「古典の文法」

出題形式

・�「一般Ａ入学試験」は，県立高校入学試験に準じた５教科・記述式の試験となります。国語では
作文，英語ではリスニング問題を含みます。

・�「一般Ｂ入学試験」および「スポーツ文化特待生入学試験」は，３教科（国語・数学・英語）・マー
ク式の試験となります。国語での作文，英語でのリスニングは出題しません。

・�「推薦入学試験」の作文（30分）は，次のいずれかより１つを出題します。（400字以上600字以内）
　「過去：私の大切な思い出」　「現在：今私が思っていること」　「未来：私が挑戦してみたいこと」
・美術デザインコースの実技試験は，鉛筆によるデッサン（B3判）となります。

■出願について
①第２志望まで選択することができます。但し，美術デザインコースは第１志望で出願して下さい。
②第２志望の選択がない場合には，第１志望のみでの合否判定となります。
③�「一般Ａ入学試験」の第１志望では，「Ａ特待生単願」「準Ａ特待生単願」「Ｂ特待生単願」「単願」「併願」を選択するこ
とができます。「特待生単願」は，特待生の権利を得た場合は「単願」の扱いとし，それに及ばない場合は「併願」の扱
いとして合否判定をおこないます。

④第２志望では，「単願」「併願」を選択することができます。

■単願制度について
①�「スポーツ・文化特待生入学試験」「推薦入学試験」は，単願のみの入学試験です。合格者は，入学金30,000円減免
の制度が適用されます。但し，１月24日（金）までに手続きを完了して下さい。

②�「一般Ａ入学試験」については，単願者は規定により加点をしての合否判定をおこないます。単願者の入学に際しては，
入学金30,000円減免の制度が適用されます。

③�「一般Ｂ入学試験」については，単願者は規定により加点をしての合否判定をおこないます。また「面接」を実施し，
試験・出願書類・面接での総合評価で合否判定をおこないます。単願者の入学に際しては，入学金30,000円減免の制

度が適用されます。

■合否判定
・学科試験，または作文，面接試験，実技試験結果　および　出願書類（調査書等）をもとに総合的に判定します。
・英語留学コースは，次のような傾斜配点をおこないます。

＜一般Ａ入試＞　英語×２，国語・社会・数学・理科はそれぞれ×0.75

■入学試験結果通知
・合格発表日に受験生に対して本校ホームページより，合格発表をおこないます。
・�また，中学校長宛に受験者全員の「入試結果一覧表」「合格証」と，各受験者への「入試結果通知」「入学手続き関係書類」
を一括で送付します。

■入学手続き

第１回入試

一般合格者
（学力特待合格を含む）

2020年１月11日（土）～2020年３月12日（木）
※但し，入学手続金10,000円を，１月24日（金）までに納入すること。

単願合格者
（スポーツ・文化特待／推薦合格を含む）

2020年１月11日（土）～2020年１月24日（金）

第２回入試

一般合格者
（学力特待合格を含む）

2020年２月��４日（火）～2020年３月12日（木）
※但し，入学手続金10,000円を，２月17日（月）までに納入すること。

単願合格者 2020年２月��４日（火）～2020年２月17日（月）

※�単願合格者を除くすべての合格者は，入学手続金10,000円を期限までに納入していただくことが合格の権利を保持
する条件となります。期限までに納入のない場合は，合格資格を失いますのでご注意下さい。

※本校に入学手続きをしない場合，入学手続金は返金いたしません。

■早期手続の特典について
一般Ａ入学試験合格者・一般Ｂ入学試験合格者で，２月17日（月）までに入学手続きを完了する者は，入学試験得点に
加点し，総合的に判定します。一般Ａ入試では，特待生への昇格の可能性もあります。また，入学金30,000円減免の
制度が適用されます（特待生合格者を除きます）。

■入学手続時の納入金

合 計 金 額 内　　　訳

270,000円
入学金　※入学手続金を含む 130,000円

施設拡充費 140,000円

※国の高等学校等就学支援金制度により，授業料等の金額が変わる場合があります。
※授業料については，支給される就学支援金の月額に応じて納入額が変更になります。
※�一般Ａ入試および一般Ｂ入試の単願合格者，スポーツ・文化特待生入試の合格者，推薦入試の合格者は，入学金が
100,000円となります（特待生合格者を除く）。

※入学手続き完了後に入学を辞退した場合，入学金130,000円は返金できません。
※�上記の入学手続き時納入金の他に，授業料（４月分）・教育充実費（４月分）・PTA父母の会費・諸経費等として計
106,000円を納入していただきます。入学手続き後に振込用紙をお送りいたしますので，指定の金融機関にて納入
して下さい。

※２・３年進級時には，教育振興費20,000円を納入して頂きます（特待生を含む全ての生徒）。

■上野安紹記念奨学生制度
本校の「学力特待生」および「スポーツ・文化特待生」は，創立者上野安紹を記念した「上野安紹奨学生」規定に基づ
いて認定されます。

Ａ特待生 入学金（入学時）・施設拡充費（入学時）・授業料（月額）・教育充実費（月額）が免除されます。

準Ａ特待生 入学金（入学時）・施設拡充費（入学時）・授業料（月額）が免除されます。

Ｂ特待生 入学金（入学時）・施設拡充費（入学時）が免除されます。

※Ｂ特待生の授業料については，支給される「就学支援金」の月額に応じて納入額が変更になります。

■授業料減額制度
本校または文星芸術大学附属高等学校に兄姉が在学している場合は，授業料が半額になります。入学手続き時に納入頂
いた授業料（４月分）の差額は後日返金いたします。但し，兄弟姉妹のいずれかがＡ特待生または準Ａ特待生の場合は
該当しません。

■入試区分・日程

日　　程 第１回入学試験 第２回入学試験

入試区分
一般Ａ入学試験
（５教科型）

一般Ｂ入学試験（３教科型）
スポーツ・文化特待生入学試験

推薦入学試験

一般Ａ入学試験（５教科型）
※�美術デザインコースは３教科
（国語・数学・英語）および
実技試験

入 試 日 2020年１月９日（木） 2020年１月７日（火） 2020年２月１日（土）

入試結果発表
インターネット

2020年１月11日（土）
10時00分～

2020年２月４日（火）
15時00分～

■出願資格

一般Ａ入試
・2020年３月中学校卒業見込みの生徒，または中学校を卒業した生徒。
※美術デザインコースを志望する生徒は，「第１回入試」の「一般Ａ入試」は受験できない。

一般Ｂ入試
・2020年３月中学校卒業見込みの生徒，または中学校を卒業した生徒。
※秀英特進コース・英語留学コースを志望する生徒は，「一般Ｂ入試」は受験できない。

スポーツ・文化
特待生入試

・2020年３月中学校卒業見込みで，中学校長が推薦する生徒。
・�中学校での学校生活が優良で，身体的または文化・芸術的な能力が高く，本校の部活動において今後の活躍が期待でき
る生徒。
・本校を単願で受験する生徒。
※コースごとの出願要件については備考欄を参照。
※英語留学コースを志望する生徒は，スポーツ・文化特待生入試を受験できない。

推薦入試

・2020年３月中学校卒業見込みで，中学校長が推薦する生徒。
・高校教育を習得できる能力がある生徒（第３学年の成績評定に「１」がないこと）。
・心身ともに健康で人物が良好であると学校長が認めた生徒。
・本校を単願で受験する生徒。
※コースごとの出願要件については備考欄を参照。
※秀英特進コース・英語留学コースを志望する生徒は，推薦入試を受験できない。

備　　考

※「スポーツ・文化特待生入学試験」「推薦入学試験」においては，以下のコースには出願条件があります。
（１）�秀英特進コース（スポーツ文化特待生入試）を受験する生徒は，第３学年の「国語」・「社会」・「数学」・「理科」・「英

語」の５教科の評定平均値が4.2以上であること。
（２）美術デザインコースを受験する生徒は，中学校３年間の「美術」の評定平均値が4.0程度はあること。
（３）�進学コースを受験する生徒は，第３学年の「国語」・「社会」・「数学」・「理科」・「英語」の５教科の評定平均値が3.5

程度はあること。
（４）�ITマスターコースを受験する生徒は，第３学年の「国語」・「社会」・「数学」・「理科」・「英語」の５教科の評定平均

値が3.0程度はあること。

■提出書類

出　願　票 出願票に写真（裏面に氏名を記入）を貼付してください（６ヶ月以内撮影，４×３㎝）。

調　査　書 栃木県私立高校共通様式により，中学校長名で作成して下さい。

実績報告書
「スポーツ文化特待生入学試験」を受験する場合は，本校指定様式により，中学校長名で作成して下
さい。但し，美術デザインコースに出願する場合，提出の必要はありません。

推　薦　書 「推薦入学試験」を受験する場合は，本校指定様式により，中学校長名で作成して下さい。

※提出書類は入試の種類によって異なります。第２回入試を再受験する場合も提出して下さい。
※中学校でまとめて提出する場合，上記提出書類に加えて取りまとめ票（本校様式）を添えて提出して下さい。

−２− −３− −４− −５−



■受験料

　13,000円（再受験　5,000円）
　※第１回入試の７日・９日両日を受験する場合は，18,000円となります。
　※インターネット出願時に受験料の納入方法を選択して下さい。なお，受験料の納入には別途手数料がかかります。

■試験日程および試験科目等

第
　
１
　
回
　
入
　
試

１
月
７
日
（
火
）

一般Ｂ入試
（３教科マーク式）

スポーツ・文化特待生入試
（３教科マーク式）

推薦入試
（作文・面接試験）

集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
数学　10時20分�～�11時10分（50）
英語　11時25分�～�12時15分（50）
昼食

※美術デザインコース
実技　12時45分�～�14時45分（120）
※単願受験者
面接　13時00分�～

集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
数学　10時20分�～�11時10分（50）
英語　11時25分�～�12時15分（50）
昼食
面接　12時45分�～

※美術デザインコース
実技　12時45分�～�14時45分（120）

集合　 ８時30分
作文　 ９時15分�～� ９時45分（30）
面接　10時00分�～

※美術デザインコース
実技　10時00分�～�12時00分（120）

１
月
９
日
（
木
）

一般Ａ入試
（５教科記述式）

集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
社会　10時20分�～�11時05分（45）
数学　11時20分�～�12時10分（50）
昼食
理科　13時00分�～�13時45分（45）
英語　14時00分�～�14時50分（50）

第
　
２
　
回
　
入
　
試

２
月
１
日
（
土
）

一般Ａ入試
（記述式）

「推薦入試」合格者　学力診断テスト
（３教科記述式）

集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
数学　10時20分�～�11時10分（50）
英語　11時25分�～�12時15分（50）
昼食
社会　13時05分�～�13時50分（45）
理科　14時05分�～�14時50分（45）
※単願者は終了後面接を実施

※美術デザインコース　受験者
集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
数学　10時20分�～�11時10分（50）
英語　11時25分�～�12時15分（50）
昼食
実技　13時05分�～�15時05分（120）

第２回入試を「学力診断テスト」として
受験して下さい。この際，提出書類・受
験料の必要はありません。

集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
数学　10時20分�～�11時10分（50）
英語　11時25分�～�12時15分（50）

持
参
す
る
物

受験票，筆記用具，コンパス，三角定規，昼食，上履き
※�美術デザインコース受験者は，上記に加えて，実技試験用鉛筆（Ｈ～4B），練り消しゴム，鉛筆削り用カッ
ター等デッサンに必要な用具を持参して下さい。
※下敷き，分度器，計算単語表示機能付き腕時計，電子辞書，携帯電話，ボールペンは使用できません。

※学校感染症等の対応について
・�第１回入試を学校感染症等で欠席した場合，第２回入試を受験して下さい。但し，「スポーツ・文化特待生入試」および「推
薦入学試験」は代替の試験は実施しません。
・�第２回入試に学校感染症の症状が出た受験生は，希望すれば別室で受験することが可能です。事前にご連絡をいただき，
指示に従って下さい。なお，欠席した場合は代替の試験は行いません。

■出題形式などについて

第１回入学試験 第２回入学試験

出題範囲

試験科目の中で，以下の内容は出題しません
・国語…「古典の文法」
・�社会（公民的分野）

…「国民生活と政府の役割」
　「私たちと国際社会の諸課題」

・数学…「三平方の定理」「標本調査」
・理科…「科学技術と人間」「自然と人間」

試験科目の中で，以下の内容は出題しません
・国語…「古典の文法」

出題形式

・�「一般Ａ入学試験」は，県立高校入学試験に準じた５教科・記述式の試験となります。国語では
作文，英語ではリスニング問題を含みます。
・�「一般Ｂ入学試験」および「スポーツ文化特待生入学試験」は，３教科（国語・数学・英語）・マー
ク式の試験となります。国語での作文，英語でのリスニングは出題しません。
・�「推薦入学試験」の作文（30分）は，次のいずれかより１つを出題します。（400字以上600字以内）
　「過去：私の大切な思い出」　「現在：今私が思っていること」　「未来：私が挑戦してみたいこと」
・美術デザインコースの実技試験は，鉛筆によるデッサン（B3判）となります。

■出願について
①第２志望まで選択することができます。但し，美術デザインコースは第１志望で出願して下さい。
②第２志望の選択がない場合には，第１志望のみでの合否判定となります。
③�「一般Ａ入学試験」の第１志望では，「Ａ特待生単願」「準Ａ特待生単願」「Ｂ特待生単願」「単願」「併願」を選択するこ
とができます。「特待生単願」は，特待生の権利を得た場合は「単願」の扱いとし，それに及ばない場合は「併願」の扱
いとして合否判定をおこないます。

④第２志望では，「単願」「併願」を選択することができます。

■単願制度について
①�「スポーツ・文化特待生入学試験」「推薦入学試験」は，単願のみの入学試験です。合格者は，入学金30,000円減免
の制度が適用されます。但し，１月24日（金）までに手続きを完了して下さい。

②�「一般Ａ入学試験」については，単願者は規定により加点をしての合否判定をおこないます。単願者の入学に際しては，
入学金30,000円減免の制度が適用されます。

③�「一般Ｂ入学試験」については，単願者は規定により加点をしての合否判定をおこないます。また「面接」を実施し，
試験・出願書類・面接での総合評価で合否判定をおこないます。単願者の入学に際しては，入学金30,000円減免の制

度が適用されます。

■合否判定
・学科試験，または作文，面接試験，実技試験結果　および　出願書類（調査書等）をもとに総合的に判定します。
・英語留学コースは，次のような傾斜配点をおこないます。

＜一般Ａ入試＞　英語×２，国語・社会・数学・理科はそれぞれ×0.75

■入学試験結果通知
・合格発表日に受験生に対して本校ホームページより，合格発表をおこないます。
・�また，中学校長宛に受験者全員の「入試結果一覧表」「合格証」と，各受験者への「入試結果通知」「入学手続き関係書類」
を一括で送付します。

■入学手続き

第１回入試

一般合格者
（学力特待合格を含む）

2020年１月11日（土）～2020年３月12日（木）
※但し，入学手続金10,000円を，１月24日（金）までに納入すること。

単願合格者
（スポーツ・文化特待／推薦合格を含む）

2020年１月11日（土）～2020年１月24日（金）

第２回入試

一般合格者
（学力特待合格を含む）

2020年２月��４日（火）～2020年３月12日（木）
※但し，入学手続金10,000円を，２月17日（月）までに納入すること。

単願合格者 2020年２月��４日（火）～2020年２月17日（月）

※�単願合格者を除くすべての合格者は，入学手続金10,000円を期限までに納入していただくことが合格の権利を保持
する条件となります。期限までに納入のない場合は，合格資格を失いますのでご注意下さい。

※本校に入学手続きをしない場合，入学手続金は返金いたしません。

■早期手続の特典について
一般Ａ入学試験合格者・一般Ｂ入学試験合格者で，２月17日（月）までに入学手続きを完了する者は，入学試験得点に
加点し，総合的に判定します。一般Ａ入試では，特待生への昇格の可能性もあります。また，入学金30,000円減免の
制度が適用されます（特待生合格者を除きます）。

■入学手続時の納入金

合 計 金 額 内　　　訳

270,000円
入学金　※入学手続金を含む 130,000円

施設拡充費 140,000円

※国の高等学校等就学支援金制度により，授業料等の金額が変わる場合があります。
※授業料については，支給される就学支援金の月額に応じて納入額が変更になります。
※�一般Ａ入試および一般Ｂ入試の単願合格者，スポーツ・文化特待生入試の合格者，推薦入試の合格者は，入学金が
100,000円となります（特待生合格者を除く）。

※入学手続き完了後に入学を辞退した場合，入学金130,000円は返金できません。
※�上記の入学手続き時納入金の他に，授業料（４月分）・教育充実費（４月分）・PTA父母の会費・諸経費等として計
106,000円を納入していただきます。入学手続き後に振込用紙をお送りいたしますので，指定の金融機関にて納入
して下さい。

※２・３年進級時には，教育振興費20,000円を納入して頂きます（特待生を含む全ての生徒）。

■上野安紹記念奨学生制度
本校の「学力特待生」および「スポーツ・文化特待生」は，創立者上野安紹を記念した「上野安紹奨学生」規定に基づ
いて認定されます。

Ａ特待生 入学金（入学時）・施設拡充費（入学時）・授業料（月額）・教育充実費（月額）が免除されます。

準Ａ特待生 入学金（入学時）・施設拡充費（入学時）・授業料（月額）が免除されます。

Ｂ特待生 入学金（入学時）・施設拡充費（入学時）が免除されます。

※Ｂ特待生の授業料については，支給される「就学支援金」の月額に応じて納入額が変更になります。

■授業料減額制度
本校または文星芸術大学附属高等学校に兄姉が在学している場合は，授業料が半額になります。入学手続き時に納入頂
いた授業料（４月分）の差額は後日返金いたします。但し，兄弟姉妹のいずれかがＡ特待生または準Ａ特待生の場合は
該当しません。

■入試区分・日程

日　　程 第１回入学試験 第２回入学試験

入試区分
一般Ａ入学試験
（５教科型）

一般Ｂ入学試験（３教科型）
スポーツ・文化特待生入学試験

推薦入学試験

一般Ａ入学試験（５教科型）
※�美術デザインコースは３教科
（国語・数学・英語）および
実技試験

入 試 日 2020年１月９日（木） 2020年１月７日（火） 2020年２月１日（土）

入試結果発表
インターネット

2020年１月11日（土）
10時00分～

2020年２月４日（火）
15時00分～

■出願資格

一般Ａ入試
・2020年３月中学校卒業見込みの生徒，または中学校を卒業した生徒。
※美術デザインコースを志望する生徒は，「第１回入試」の「一般Ａ入試」は受験できない。

一般Ｂ入試
・2020年３月中学校卒業見込みの生徒，または中学校を卒業した生徒。
※秀英特進コース・英語留学コースを志望する生徒は，「一般Ｂ入試」は受験できない。

スポーツ・文化
特待生入試

・2020年３月中学校卒業見込みで，中学校長が推薦する生徒。
・�中学校での学校生活が優良で，身体的または文化・芸術的な能力が高く，本校の部活動において今後の活躍が期待でき
る生徒。

・本校を単願で受験する生徒。
※コースごとの出願要件については備考欄を参照。
※英語留学コースを志望する生徒は，スポーツ・文化特待生入試を受験できない。

推薦入試

・2020年３月中学校卒業見込みで，中学校長が推薦する生徒。
・高校教育を習得できる能力がある生徒（第３学年の成績評定に「１」がないこと）。
・心身ともに健康で人物が良好であると学校長が認めた生徒。
・本校を単願で受験する生徒。
※コースごとの出願要件については備考欄を参照。
※秀英特進コース・英語留学コースを志望する生徒は，推薦入試を受験できない。

備　　考

※「スポーツ・文化特待生入学試験」「推薦入学試験」においては，以下のコースには出願条件があります。
（１）�秀英特進コース（スポーツ文化特待生入試）を受験する生徒は，第３学年の「国語」・「社会」・「数学」・「理科」・「英

語」の５教科の評定平均値が4.2以上であること。
（２）美術デザインコースを受験する生徒は，中学校３年間の「美術」の評定平均値が4.0程度はあること。
（３）�進学コースを受験する生徒は，第３学年の「国語」・「社会」・「数学」・「理科」・「英語」の５教科の評定平均値が3.5

程度はあること。
（４）�ITマスターコースを受験する生徒は，第３学年の「国語」・「社会」・「数学」・「理科」・「英語」の５教科の評定平均

値が3.0程度はあること。

■提出書類

出　願　票 出願票に写真（裏面に氏名を記入）を貼付してください（６ヶ月以内撮影，４×３㎝）。

調　査　書 栃木県私立高校共通様式により，中学校長名で作成して下さい。

実績報告書
「スポーツ文化特待生入学試験」を受験する場合は，本校指定様式により，中学校長名で作成して下
さい。但し，美術デザインコースに出願する場合，提出の必要はありません。

推　薦　書 「推薦入学試験」を受験する場合は，本校指定様式により，中学校長名で作成して下さい。

※提出書類は入試の種類によって異なります。第２回入試を再受験する場合も提出して下さい。
※中学校でまとめて提出する場合，上記提出書類に加えて取りまとめ票（本校様式）を添えて提出して下さい。

−２− −３− −４− −５−



■受験料

　13,000円（再受験　5,000円）
　※第１回入試の７日・９日両日を受験する場合は，18,000円となります。
　※インターネット出願時に受験料の納入方法を選択して下さい。なお，受験料の納入には別途手数料がかかります。

■試験日程および試験科目等

第
　
１
　
回
　
入
　
試

１
月
７
日
（
火
）

一般Ｂ入試
（３教科マーク式）

スポーツ・文化特待生入試
（３教科マーク式）

推薦入試
（作文・面接試験）

集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
数学　10時20分�～�11時10分（50）
英語　11時25分�～�12時15分（50）
昼食

※美術デザインコース
実技　12時45分�～�14時45分（120）
※単願受験者
面接　13時00分�～

集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
数学　10時20分�～�11時10分（50）
英語　11時25分�～�12時15分（50）
昼食
面接　12時45分�～

※美術デザインコース
実技　12時45分�～�14時45分（120）

集合　 ８時30分
作文　 ９時15分�～� ９時45分（30）
面接　10時00分�～

※美術デザインコース
実技　10時00分�～�12時00分（120）

１
月
９
日
（
木
）

一般Ａ入試
（５教科記述式）

集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
社会　10時20分�～�11時05分（45）
数学　11時20分�～�12時10分（50）
昼食
理科　13時00分�～�13時45分（45）
英語　14時00分�～�14時50分（50）

第
　
２
　
回
　
入
　
試

２
月
１
日
（
土
）

一般Ａ入試
（記述式）

「推薦入試」合格者　学力診断テスト
（３教科記述式）

集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
数学　10時20分�～�11時10分（50）
英語　11時25分�～�12時15分（50）
昼食
社会　13時05分�～�13時50分（45）
理科　14時05分�～�14時50分（45）
※単願者は終了後面接を実施

※美術デザインコース　受験者
集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
数学　10時20分�～�11時10分（50）
英語　11時25分�～�12時15分（50）
昼食
実技　13時05分�～�15時05分（120）

第２回入試を「学力診断テスト」として
受験して下さい。この際，提出書類・受
験料の必要はありません。

集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
数学　10時20分�～�11時10分（50）
英語　11時25分�～�12時15分（50）

持
参
す
る
物

受験票，筆記用具，コンパス，三角定規，昼食，上履き
※�美術デザインコース受験者は，上記に加えて，実技試験用鉛筆（Ｈ～4B），練り消しゴム，鉛筆削り用カッ
ター等デッサンに必要な用具を持参して下さい。

※下敷き，分度器，計算単語表示機能付き腕時計，電子辞書，携帯電話，ボールペンは使用できません。

※学校感染症等の対応について
・�第１回入試を学校感染症等で欠席した場合，第２回入試を受験して下さい。但し，「スポーツ・文化特待生入試」および「推
薦入学試験」は代替の試験は実施しません。

・�第２回入試に学校感染症の症状が出た受験生は，希望すれば別室で受験することが可能です。事前にご連絡をいただき，
指示に従って下さい。なお，欠席した場合は代替の試験は行いません。

■出題形式などについて

第１回入学試験 第２回入学試験

出題範囲

試験科目の中で，以下の内容は出題しません
・国語…「古典の文法」
・�社会（公民的分野）

…「国民生活と政府の役割」
　「私たちと国際社会の諸課題」

・数学…「三平方の定理」「標本調査」
・理科…「科学技術と人間」「自然と人間」

試験科目の中で，以下の内容は出題しません
・国語…「古典の文法」

出題形式

・�「一般Ａ入学試験」は，県立高校入学試験に準じた５教科・記述式の試験となります。国語では
作文，英語ではリスニング問題を含みます。
・�「一般Ｂ入学試験」および「スポーツ文化特待生入学試験」は，３教科（国語・数学・英語）・マー
ク式の試験となります。国語での作文，英語でのリスニングは出題しません。
・�「推薦入学試験」の作文（30分）は，次のいずれかより１つを出題します。（400字以上600字以内）
　「過去：私の大切な思い出」　「現在：今私が思っていること」　「未来：私が挑戦してみたいこと」
・美術デザインコースの実技試験は，鉛筆によるデッサン（B3判）となります。

■出願について
①第２志望まで選択することができます。但し，美術デザインコースは第１志望で出願して下さい。
②第２志望の選択がない場合には，第１志望のみでの合否判定となります。
③�「一般Ａ入学試験」の第１志望では，「Ａ特待生単願」「準Ａ特待生単願」「Ｂ特待生単願」「単願」「併願」を選択するこ
とができます。「特待生単願」は，特待生の権利を得た場合は「単願」の扱いとし，それに及ばない場合は「併願」の扱
いとして合否判定をおこないます。
④第２志望では，「単願」「併願」を選択することができます。

■単願制度について
①�「スポーツ・文化特待生入学試験」「推薦入学試験」は，単願のみの入学試験です。合格者は，入学金30,000円減免
の制度が適用されます。但し，１月24日（金）までに手続きを完了して下さい。
②�「一般Ａ入学試験」については，単願者は規定により加点をしての合否判定をおこないます。単願者の入学に際しては，
入学金30,000円減免の制度が適用されます。
③�「一般Ｂ入学試験」については，単願者は規定により加点をしての合否判定をおこないます。また「面接」を実施し，
試験・出願書類・面接での総合評価で合否判定をおこないます。単願者の入学に際しては，入学金30,000円減免の制

度が適用されます。

■合否判定
・学科試験，または作文，面接試験，実技試験結果　および　出願書類（調査書等）をもとに総合的に判定します。
・英語留学コースは，次のような傾斜配点をおこないます。

＜一般Ａ入試＞　英語×２，国語・社会・数学・理科はそれぞれ×0.75

■入学試験結果通知
・合格発表日に受験生に対して本校ホームページより，合格発表をおこないます。
・�また，中学校長宛に受験者全員の「入試結果一覧表」「合格証」と，各受験者への「入試結果通知」「入学手続き関係書類」
を一括で送付します。

■入学手続き

第１回入試

一般合格者
（学力特待合格を含む）

2020年１月11日（土）～2020年３月12日（木）
※但し，入学手続金10,000円を，１月24日（金）までに納入すること。

単願合格者
（スポーツ・文化特待／推薦合格を含む）

2020年１月11日（土）～2020年１月24日（金）

第２回入試

一般合格者
（学力特待合格を含む）

2020年２月��４日（火）～2020年３月12日（木）
※但し，入学手続金10,000円を，２月17日（月）までに納入すること。

単願合格者 2020年２月��４日（火）～2020年２月17日（月）

※�単願合格者を除くすべての合格者は，入学手続金10,000円を期限までに納入していただくことが合格の権利を保持
する条件となります。期限までに納入のない場合は，合格資格を失いますのでご注意下さい。

※本校に入学手続きをしない場合，入学手続金は返金いたしません。

■早期手続の特典について
一般Ａ入学試験合格者・一般Ｂ入学試験合格者で，２月17日（月）までに入学手続きを完了する者は，入学試験得点に
加点し，総合的に判定します。一般Ａ入試では，特待生への昇格の可能性もあります。また，入学金30,000円減免の
制度が適用されます（特待生合格者を除きます）。

■入学手続時の納入金

合 計 金 額 内　　　訳

270,000円
入学金　※入学手続金を含む 130,000円

施設拡充費 140,000円

※国の高等学校等就学支援金制度により，授業料等の金額が変わる場合があります。
※授業料については，支給される就学支援金の月額に応じて納入額が変更になります。
※�一般Ａ入試および一般Ｂ入試の単願合格者，スポーツ・文化特待生入試の合格者，推薦入試の合格者は，入学金が
100,000円となります（特待生合格者を除く）。

※入学手続き完了後に入学を辞退した場合，入学金130,000円は返金できません。
※�上記の入学手続き時納入金の他に，授業料（４月分）・教育充実費（４月分）・PTA父母の会費・諸経費等として計
106,000円を納入していただきます。入学手続き後に振込用紙をお送りいたしますので，指定の金融機関にて納入
して下さい。

※２・３年進級時には，教育振興費20,000円を納入して頂きます（特待生を含む全ての生徒）。

■上野安紹記念奨学生制度
本校の「学力特待生」および「スポーツ・文化特待生」は，創立者上野安紹を記念した「上野安紹奨学生」規定に基づ
いて認定されます。

Ａ特待生 入学金（入学時）・施設拡充費（入学時）・授業料（月額）・教育充実費（月額）が免除されます。

準Ａ特待生 入学金（入学時）・施設拡充費（入学時）・授業料（月額）が免除されます。

Ｂ特待生 入学金（入学時）・施設拡充費（入学時）が免除されます。

※Ｂ特待生の授業料については，支給される「就学支援金」の月額に応じて納入額が変更になります。

■授業料減額制度
本校または文星芸術大学附属高等学校に兄姉が在学している場合は，授業料が半額になります。入学手続き時に納入頂
いた授業料（４月分）の差額は後日返金いたします。但し，兄弟姉妹のいずれかがＡ特待生または準Ａ特待生の場合は
該当しません。

■入試区分・日程

日　　程 第１回入学試験 第２回入学試験

入試区分
一般Ａ入学試験
（５教科型）

一般Ｂ入学試験（３教科型）
スポーツ・文化特待生入学試験

推薦入学試験

一般Ａ入学試験（５教科型）
※�美術デザインコースは３教科
（国語・数学・英語）および
実技試験

入 試 日 2020年１月９日（木） 2020年１月７日（火） 2020年２月１日（土）

入試結果発表
インターネット

2020年１月11日（土）
10時00分～

2020年２月４日（火）
15時00分～

■出願資格

一般Ａ入試
・2020年３月中学校卒業見込みの生徒，または中学校を卒業した生徒。
※美術デザインコースを志望する生徒は，「第１回入試」の「一般Ａ入試」は受験できない。

一般Ｂ入試
・2020年３月中学校卒業見込みの生徒，または中学校を卒業した生徒。
※秀英特進コース・英語留学コースを志望する生徒は，「一般Ｂ入試」は受験できない。

スポーツ・文化
特待生入試

・2020年３月中学校卒業見込みで，中学校長が推薦する生徒。
・�中学校での学校生活が優良で，身体的または文化・芸術的な能力が高く，本校の部活動において今後の活躍が期待でき
る生徒。

・本校を単願で受験する生徒。
※コースごとの出願要件については備考欄を参照。
※英語留学コースを志望する生徒は，スポーツ・文化特待生入試を受験できない。

推薦入試

・2020年３月中学校卒業見込みで，中学校長が推薦する生徒。
・高校教育を習得できる能力がある生徒（第３学年の成績評定に「１」がないこと）。
・心身ともに健康で人物が良好であると学校長が認めた生徒。
・本校を単願で受験する生徒。
※コースごとの出願要件については備考欄を参照。
※秀英特進コース・英語留学コースを志望する生徒は，推薦入試を受験できない。

備　　考

※「スポーツ・文化特待生入学試験」「推薦入学試験」においては，以下のコースには出願条件があります。
（１）�秀英特進コース（スポーツ文化特待生入試）を受験する生徒は，第３学年の「国語」・「社会」・「数学」・「理科」・「英

語」の５教科の評定平均値が4.2以上であること。
（２）美術デザインコースを受験する生徒は，中学校３年間の「美術」の評定平均値が4.0程度はあること。
（３）�進学コースを受験する生徒は，第３学年の「国語」・「社会」・「数学」・「理科」・「英語」の５教科の評定平均値が3.5

程度はあること。
（４）�ITマスターコースを受験する生徒は，第３学年の「国語」・「社会」・「数学」・「理科」・「英語」の５教科の評定平均

値が3.0程度はあること。

■提出書類

出　願　票 出願票に写真（裏面に氏名を記入）を貼付してください（６ヶ月以内撮影，４×３㎝）。

調　査　書 栃木県私立高校共通様式により，中学校長名で作成して下さい。

実績報告書
「スポーツ文化特待生入学試験」を受験する場合は，本校指定様式により，中学校長名で作成して下
さい。但し，美術デザインコースに出願する場合，提出の必要はありません。

推　薦　書 「推薦入学試験」を受験する場合は，本校指定様式により，中学校長名で作成して下さい。

※提出書類は入試の種類によって異なります。第２回入試を再受験する場合も提出して下さい。
※中学校でまとめて提出する場合，上記提出書類に加えて取りまとめ票（本校様式）を添えて提出して下さい。

−２− −３− −４− −５−



■受験料

　13,000円（再受験　5,000円）
　※第１回入試の７日・９日両日を受験する場合は，18,000円となります。
　※インターネット出願時に受験料の納入方法を選択して下さい。なお，受験料の納入には別途手数料がかかります。

■試験日程および試験科目等

第
　
１
　
回
　
入
　
試

１
月
７
日
（
火
）

一般Ｂ入試
（３教科マーク式）

スポーツ・文化特待生入試
（３教科マーク式）

推薦入試
（作文・面接試験）

集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
数学　10時20分�～�11時10分（50）
英語　11時25分�～�12時15分（50）
昼食

※美術デザインコース
実技　12時45分�～�14時45分（120）
※単願受験者
面接　13時00分�～

集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
数学　10時20分�～�11時10分（50）
英語　11時25分�～�12時15分（50）
昼食
面接　12時45分�～

※美術デザインコース
実技　12時45分�～�14時45分（120）

集合　 ８時30分
作文　 ９時15分�～� ９時45分（30）
面接　10時00分�～

※美術デザインコース
実技　10時00分�～�12時00分（120）

１
月
９
日
（
木
）

一般Ａ入試
（５教科記述式）

集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
社会　10時20分�～�11時05分（45）
数学　11時20分�～�12時10分（50）
昼食
理科　13時00分�～�13時45分（45）
英語　14時00分�～�14時50分（50）

第
　
２
　
回
　
入
　
試

２
月
１
日
（
土
）

一般Ａ入試
（記述式）

「推薦入試」合格者　学力診断テスト
（３教科記述式）

集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
数学　10時20分�～�11時10分（50）
英語　11時25分�～�12時15分（50）
昼食
社会　13時05分�～�13時50分（45）
理科　14時05分�～�14時50分（45）
※単願者は終了後面接を実施

※美術デザインコース　受験者
集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
数学　10時20分�～�11時10分（50）
英語　11時25分�～�12時15分（50）
昼食
実技　13時05分�～�15時05分（120）

第２回入試を「学力診断テスト」として
受験して下さい。この際，提出書類・受
験料の必要はありません。

集合　 ８時30分
国語　 ９時15分�～�10時05分（50）
数学　10時20分�～�11時10分（50）
英語　11時25分�～�12時15分（50）

持
参
す
る
物

受験票，筆記用具，コンパス，三角定規，昼食，上履き
※�美術デザインコース受験者は，上記に加えて，実技試験用鉛筆（Ｈ～4B），練り消しゴム，鉛筆削り用カッ
ター等デッサンに必要な用具を持参して下さい。

※下敷き，分度器，計算単語表示機能付き腕時計，電子辞書，携帯電話，ボールペンは使用できません。

※学校感染症等の対応について
・�第１回入試を学校感染症等で欠席した場合，第２回入試を受験して下さい。但し，「スポーツ・文化特待生入試」および「推
薦入学試験」は代替の試験は実施しません。

・�第２回入試に学校感染症の症状が出た受験生は，希望すれば別室で受験することが可能です。事前にご連絡をいただき，
指示に従って下さい。なお，欠席した場合は代替の試験は行いません。

■出題形式などについて

第１回入学試験 第２回入学試験

出題範囲

試験科目の中で，以下の内容は出題しません
・国語…「古典の文法」
・�社会（公民的分野）

…「国民生活と政府の役割」
　「私たちと国際社会の諸課題」

・数学…「三平方の定理」「標本調査」
・理科…「科学技術と人間」「自然と人間」

試験科目の中で，以下の内容は出題しません
・国語…「古典の文法」

出題形式

・�「一般Ａ入学試験」は，県立高校入学試験に準じた５教科・記述式の試験となります。国語では
作文，英語ではリスニング問題を含みます。
・�「一般Ｂ入学試験」および「スポーツ文化特待生入学試験」は，３教科（国語・数学・英語）・マー
ク式の試験となります。国語での作文，英語でのリスニングは出題しません。
・�「推薦入学試験」の作文（30分）は，次のいずれかより１つを出題します。（400字以上600字以内）
　「過去：私の大切な思い出」　「現在：今私が思っていること」　「未来：私が挑戦してみたいこと」
・美術デザインコースの実技試験は，鉛筆によるデッサン（B3判）となります。

■出願について
①第２志望まで選択することができます。但し，美術デザインコースは第１志望で出願して下さい。
②第２志望の選択がない場合には，第１志望のみでの合否判定となります。
③�「一般Ａ入学試験」の第１志望では，「Ａ特待生単願」「準Ａ特待生単願」「Ｂ特待生単願」「単願」「併願」を選択するこ
とができます。「特待生単願」は，特待生の権利を得た場合は「単願」の扱いとし，それに及ばない場合は「併願」の扱
いとして合否判定をおこないます。

④第２志望では，「単願」「併願」を選択することができます。

■単願制度について
①�「スポーツ・文化特待生入学試験」「推薦入学試験」は，単願のみの入学試験です。合格者は，入学金30,000円減免
の制度が適用されます。但し，１月24日（金）までに手続きを完了して下さい。

②�「一般Ａ入学試験」については，単願者は規定により加点をしての合否判定をおこないます。単願者の入学に際しては，
入学金30,000円減免の制度が適用されます。

③�「一般Ｂ入学試験」については，単願者は規定により加点をしての合否判定をおこないます。また「面接」を実施し，
試験・出願書類・面接での総合評価で合否判定をおこないます。単願者の入学に際しては，入学金30,000円減免の制

度が適用されます。

■合否判定
・学科試験，または作文，面接試験，実技試験結果　および　出願書類（調査書等）をもとに総合的に判定します。
・英語留学コースは，次のような傾斜配点をおこないます。

＜一般Ａ入試＞　英語×２，国語・社会・数学・理科はそれぞれ×0.75

■入学試験結果通知
・合格発表日に受験生に対して本校ホームページより，合格発表をおこないます。
・�また，中学校長宛に受験者全員の「入試結果一覧表」「合格証」と，各受験者への「入試結果通知」「入学手続き関係書類」
を一括で送付します。

■入学手続き

第１回入試

一般合格者
（学力特待合格を含む）

2020年１月11日（土）～2020年３月12日（木）
※但し，入学手続金10,000円を，１月24日（金）までに納入すること。

単願合格者
（スポーツ・文化特待／推薦合格を含む）

2020年１月11日（土）～2020年１月24日（金）

第２回入試

一般合格者
（学力特待合格を含む）

2020年２月��４日（火）～2020年３月12日（木）
※但し，入学手続金10,000円を，２月17日（月）までに納入すること。

単願合格者 2020年２月��４日（火）～2020年２月17日（月）

※�単願合格者を除くすべての合格者は，入学手続金10,000円を期限までに納入していただくことが合格の権利を保持
する条件となります。期限までに納入のない場合は，合格資格を失いますのでご注意下さい。
※本校に入学手続きをしない場合，入学手続金は返金いたしません。

■早期手続の特典について
一般Ａ入学試験合格者・一般Ｂ入学試験合格者で，２月17日（月）までに入学手続きを完了する者は，入学試験得点に
加点し，総合的に判定します。一般Ａ入試では，特待生への昇格の可能性もあります。また，入学金30,000円減免の
制度が適用されます（特待生合格者を除きます）。

■入学手続時の納入金

合 計 金 額 内　　　訳

270,000円
入学金　※入学手続金を含む 130,000円

施設拡充費 140,000円

※国の高等学校等就学支援金制度により，授業料等の金額が変わる場合があります。
※授業料については，支給される就学支援金の月額に応じて納入額が変更になります。
※�一般Ａ入試および一般Ｂ入試の単願合格者，スポーツ・文化特待生入試の合格者，推薦入試の合格者は，入学金が
100,000円となります（特待生合格者を除く）。
※入学手続き完了後に入学を辞退した場合，入学金130,000円は返金できません。
※�上記の入学手続き時納入金の他に，授業料（４月分）・教育充実費（４月分）・PTA父母の会費・諸経費等として計
106,000円を納入していただきます。入学手続き後に振込用紙をお送りいたしますので，指定の金融機関にて納入
して下さい。
※２・３年進級時には，教育振興費20,000円を納入して頂きます（特待生を含む全ての生徒）。

■上野安紹記念奨学生制度
本校の「学力特待生」および「スポーツ・文化特待生」は，創立者上野安紹を記念した「上野安紹奨学生」規定に基づ
いて認定されます。

Ａ特待生 入学金（入学時）・施設拡充費（入学時）・授業料（月額）・教育充実費（月額）が免除されます。

準Ａ特待生 入学金（入学時）・施設拡充費（入学時）・授業料（月額）が免除されます。

Ｂ特待生 入学金（入学時）・施設拡充費（入学時）が免除されます。

※Ｂ特待生の授業料については，支給される「就学支援金」の月額に応じて納入額が変更になります。

■授業料減額制度
本校または文星芸術大学附属高等学校に兄姉が在学している場合は，授業料が半額になります。入学手続き時に納入頂
いた授業料（４月分）の差額は後日返金いたします。但し，兄弟姉妹のいずれかがＡ特待生または準Ａ特待生の場合は
該当しません。

■入試区分・日程

日　　程 第１回入学試験 第２回入学試験

入試区分
一般Ａ入学試験
（５教科型）

一般Ｂ入学試験（３教科型）
スポーツ・文化特待生入学試験

推薦入学試験

一般Ａ入学試験（５教科型）
※�美術デザインコースは３教科
（国語・数学・英語）および
実技試験

入 試 日 2020年１月９日（木） 2020年１月７日（火） 2020年２月１日（土）

入試結果発表
インターネット

2020年１月11日（土）
10時00分～

2020年２月４日（火）
15時00分～

■出願資格

一般Ａ入試
・2020年３月中学校卒業見込みの生徒，または中学校を卒業した生徒。
※美術デザインコースを志望する生徒は，「第１回入試」の「一般Ａ入試」は受験できない。

一般Ｂ入試
・2020年３月中学校卒業見込みの生徒，または中学校を卒業した生徒。
※秀英特進コース・英語留学コースを志望する生徒は，「一般Ｂ入試」は受験できない。

スポーツ・文化
特待生入試

・2020年３月中学校卒業見込みで，中学校長が推薦する生徒。
・�中学校での学校生活が優良で，身体的または文化・芸術的な能力が高く，本校の部活動において今後の活躍が期待でき
る生徒。

・本校を単願で受験する生徒。
※コースごとの出願要件については備考欄を参照。
※英語留学コースを志望する生徒は，スポーツ・文化特待生入試を受験できない。

推薦入試

・2020年３月中学校卒業見込みで，中学校長が推薦する生徒。
・高校教育を習得できる能力がある生徒（第３学年の成績評定に「１」がないこと）。
・心身ともに健康で人物が良好であると学校長が認めた生徒。
・本校を単願で受験する生徒。
※コースごとの出願要件については備考欄を参照。
※秀英特進コース・英語留学コースを志望する生徒は，推薦入試を受験できない。

備　　考

※「スポーツ・文化特待生入学試験」「推薦入学試験」においては，以下のコースには出願条件があります。
（１）�秀英特進コース（スポーツ文化特待生入試）を受験する生徒は，第３学年の「国語」・「社会」・「数学」・「理科」・「英

語」の５教科の評定平均値が4.2以上であること。
（２）美術デザインコースを受験する生徒は，中学校３年間の「美術」の評定平均値が4.0程度はあること。
（３）�進学コースを受験する生徒は，第３学年の「国語」・「社会」・「数学」・「理科」・「英語」の５教科の評定平均値が3.5

程度はあること。
（４）�ITマスターコースを受験する生徒は，第３学年の「国語」・「社会」・「数学」・「理科」・「英語」の５教科の評定平均

値が3.0程度はあること。

■提出書類

出　願　票 出願票に写真（裏面に氏名を記入）を貼付してください（６ヶ月以内撮影，４×３㎝）。

調　査　書 栃木県私立高校共通様式により，中学校長名で作成して下さい。

実績報告書
「スポーツ文化特待生入学試験」を受験する場合は，本校指定様式により，中学校長名で作成して下
さい。但し，美術デザインコースに出願する場合，提出の必要はありません。

推　薦　書 「推薦入学試験」を受験する場合は，本校指定様式により，中学校長名で作成して下さい。

※提出書類は入試の種類によって異なります。第２回入試を再受験する場合も提出して下さい。
※中学校でまとめて提出する場合，上記提出書類に加えて取りまとめ票（本校様式）を添えて提出して下さい。

−２− −３− −４− −５−



〒320−0048　栃木県宇都宮市北一の沢町24番35号　TEL 028-621-8156／FAX 028-622-8971
Email：bunsei j@bunsei-gh.ed. jp

宇都宮文星女子高等学校　イベント案内
オープンキャンパス・なでしこ祭（個別入試相談会）
 ９月21日（土）　10時00分〜

個別入試相談会　18時00分〜 20時00分（随時受付）
10月11日（金）　・　10月25日（金）　・　11月 １日（金）　・　11月15日（金）

生徒保護者対象　学校見学説明会　１0時00分〜
10月 ５日（土）　・　10月19日（土）　・　11月 ９日（土）　・　11月23日（土）

美術デザインコース　講習会・相談会　１0時00分〜
10月 ５日（土）　第１回デッサン講習会
10月19日（土）　第２回デッサン講習会
11月 ９日（土）　美術デザインコース　入試相談会

  相談会・説明会・講習会へは，インターネットから
お申込いただけます。

インターネット出願

2020年度

入 学 試 験 要 項

キ ミ の 翼 を 拡 げ る 1 0 の コ ー ス と 様 々 な 選 択 肢 

ワタシの見る風景は　ワタシが決める
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宇都宮文星
女子高等学校

科 コ ー ス コースのめざす目標および特徴 募集定員

秀英特進科

秀英特進コース 先端のノートPC端末を活用した深い学びで，国公立大・難関私大合格を目指す 40名

英語留学コース １年間のオーストラリア留学で語学力・国際的視野を体得 30名

美術デザインコース 文星芸術大学をはじめ，美術系大学進学を目指す 30名

普　通　科
進学コース 学習と部活動を両立し，各自の特徴を発揮させ大学への進学を目指す 35名

普　通　科 ２年生から「総合進学」「総合」「こども福祉」「フードデザイン」を選択 205名

総　　　合
ビジネス科

ITマスターコース １人１台のノートパソコンで学習。ICTスキルを高め，高資格取得を目指す 20名

フィナンシャル
マスターコース 簿記や情報，介護福祉の資格取得により，就職・進学を目指す 120名

※募集定員は，第１回入学試験・第２回入学試験合わせての定員です。

宇都宮文星女子高等学校の入学試験を受験する皆様へ

【　インターネット出願手続きガイド　】

インターネット出願
◆�ご自宅のパソコン・スマートフォン・タブレット等で平日・土日・祝日24
時間いつでも出願が可能です。
◆各種クレジットカード・コンビニエンスストア等でのお支払いが選べます。
　※お支払いには，手数料がかかりますのであらかじめご了承ください。

１．インターネット出願期間，および出願書類提出期間
　　※インターネット出願の前に，本校の「入学試験確認票」または「中学校指定の確認票」等を中学校の先生に提出してください。
　　　 なお，ID登録は５月20日（月）から開始しています。

　第1回入学試験

インターネット出願期間（保護者・志願者） 2019年11月25日（月）～12月��５日（木）23:59

受験票・出願票発行期間（保護者・志願者） 2019年11月25日（月）～12月��５日（木）23:59

受験票・出願票提出期間（保護者・志願者） 2019年11月26日（火）～12月��６日（金）
※印刷した出願票を中学校の先生に提出してください。

調査書等出願書類提出期間（中学校より本校へ） 2019年12月��９日（月）～12月13日（金）必着
※個人出願の場合は，中学校で発行していただいた調査書と出願票を郵送してください。

　第2回入学試験

インターネット出願期間（保護者・志願者） 2020年１月16日（木）～���１月21日（火）23:59

受験票・出願票発行期間（保護者・志願者） 2020年１月16日（木）～���１月21日（火）23:59

受験票・出願票提出期間（保護者・志願者） 2020年１月17日（金）～���１月22日（水）
※印刷した「出願票」を中学校の先生に提出してください。

調査書等出願書類提出期間（中学校より本校へ） 2020年１月24日（金）～���１月28日（火）必着
※個人出願の場合は，中学校で発行していただいた調査書と出願票を郵送してください。

２．インターネット出願の環境がない場合
下記期間中は，本校受付窓口にコンピュータをご用意しますので，前日までに電話予約をしてから本校までご来校いただき
手続きをおこなってください。（当日の状況によってはお待ちいただくこともあります）。［TEL．028（621）8156］
受験料を納入していただいた後，「受験票・出願票」を受付窓口で印刷します。

　第１回入学試験 2019年11月25日（月）～12月��５日（木）

　第２回入学試験 2020年��１月16日（木）～���１月21日（火）

　　　　　　　　　　　　　　　　　平日は9:00～16:00，土曜日は9:00～13:00　日・祝は実施しません

３．操作方法のお問い合わせ
インターネット出願システムの操作方法については，出願サイトのコールセンター（サイト上に掲載，出願期間中は
24時間対応）へご連絡ください。
入試に関するお問合せ等は，本校入試担当にお電話ください。［宇都宮文星女子高等学校／TEL028−621−8156］

個人情報保護について，及び外字等の取り扱いについて
本校の入学試験に当たってご提供いただいた個人情報は，本学入学試験およびこれらに付随する業務以外の目的には使用しません。また受
験者への通知においては，JIS（日本工業規格）第二水準までの漢字を使用し，それ以外の文字（いわゆる外字）については，JIS第二水
準までの漢字に置き換えるか，カタカナ等で表記する場合があります。

■インターネット出願手続きの流れ

◆受験料納入にご利用いただける決済方法
・クレジットカード………………VISA，Master，JCB，アメリカンエキスプレス，ダイナース
・コンビニエンスストア…………セブンイレブン，ローソン，ファミリーマート，サークルKサンクス，ミニストップ
・ペイジー（Pay-easy）…………Pay-easy のマークのあるATM

■中学校の先生方へ

①出願サイトでのユーザー ID登録は，2019年５月20日（月）から開始しています。

②�「入学試験確認票」の事前確認については，志願者が出願する前に所定の用紙に記入し出願準備をします。必要に応じて内容の
確認をお願いします。

③�出願状況サイトのご案内は，担当者が各中学校へ持参します（一部の中学校については送付させて頂く場合があります）。出願
状況照会サイトの公開期日は，2019年 11月 25日（月）～2020年１月24日（金）です。

④�調査書等出願書類送付用のレターパック一式は，担当者が各中学校へ持参します（一部の中学校については，郵送させて頂きます）。

⑤志願者が中学校に提出する「出願票」には，個人写真（4×3㎝）を貼付して下さい。

⑥�出願期間終了後，中学校毎の志願者一覧を送付しますので，内容をご確認の上，「出願票」と「調査書」等の提出書類を受験番号
順にお取りまとめ頂き，送り状（集計用紙）を添えて，レターパックでお送り下さい（持参も可）。

⑦お手数をおかけしますが，「調査書」等の提出書類には，受験番号をご記入下さい。調査書の科・コースの記入の必要はありません。

0

ご　家　庭 インターネット出願サイト 備　考

本校ホームページにアクセス

メールアドレス（ID）

※忘れないようにメモして下さい。
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志願者は事前に「入学試験確認票」（別紙）を記入してインターネット出願の準備をして下さい。

本校ホームページバナーから
「出願サイト」へアクセス

メールアドレス登録
パスワード設定

出願情報入力

受験料納入方法の選択

受験料納入

・コンビニエンスストア決済
・ペイジー（銀行ATM) 決済 ・クレジットカード決済

「受験票・出願票」は，受付完了後，すぐに印刷できます。
※�「受験票」は本校から発送しません。必ず自宅またはコンビニエンスストアで印刷
（A4用紙・白色）して下さい。（本校窓口で出願受付をした場合を除きます）。
・「出願票」に個人写真（4×3㎝）を貼付して下さい。

・白のA4用紙に印刷して下さい。
・�「出願票」に個人写真（4×3㎝）を貼付して
下さい。

本校のホームページで「入試当日の注意事項」を確認9

スマートフォン，タブレット端末でもご利用いた
だけます。（インターネット環境がない場合は，
1ページを参照の上，ご来校下さい）

・�緊急時に連絡できるメールアドレスをご登録く
ださい。
・�「入学試験確認票」を見ながら，間違いのないよ
う入力して下さい。入力完了後，「申込み内容確
認書」で必ず申込内容を確認して下さい。

受験料の納入は，下段の決済方法から選択し，ご
利用ください。
（本校窓口での納入はできません）

受験料の納入期限は，出願締切日の23：59です。
なお受験料納入には手数料がかかります。
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入学試験当日 ｢受験票｣ を持参10 10

中学校が出願書類をまとめて提出する場合

・�志願者は「受験票」「出願票」を切り離し，「出願票」のみを中学校
に提出して下さい。
・�中学校の先生は「調査書」等の出願書類と，「出願票（出願時提出）」
をレターパックでお送りください。（持参も可）（｢本校宛名票｣ は使
用しません。）
・切り離した「受験票」は志願者本人が試験当日まで保管して下さい。

個人で出願書類を提出する場合

・中学校から ｢調査書｣ を発行していただいてください。
・�｢本校宛名票｣ を使用して，｢調査書｣ 等の出願書類と ｢出願票（出
願時提出）｣ を簡易書留で本校へ郵送して下さい。（持参も可）。
・切り離した「受験票」は試験当日まで保管して下さい。

出願完了 出願完了

支払い完了メールを確認後，「出願サイト」へアクセスし，受付完了を確認してください。6 6

−６− −１−



〒320−0048　栃木県宇都宮市北一の沢町24番35号　TEL 028-621-8156／FAX 028-622-8971
Email：bunsei j@bunsei-gh.ed. jp

宇都宮文星女子高等学校　イベント案内
オープンキャンパス・なでしこ祭（個別入試相談会）
 ９月21日（土）　10時00分〜

個別入試相談会　18時00分〜 20時00分（随時受付）
10月11日（金）　・　10月25日（金）　・　11月 １日（金）　・　11月15日（金）

生徒保護者対象　学校見学説明会　１0時00分〜
10月 ５日（土）　・　10月19日（土）　・　11月 ９日（土）　・　11月23日（土）

美術デザインコース　講習会・相談会　１0時00分〜
10月 ５日（土）　第１回デッサン講習会
10月19日（土）　第２回デッサン講習会
11月 ９日（土）　美術デザインコース　入試相談会

  相談会・説明会・講習会へは，インターネットから
お申込いただけます。

インターネット出願

2020年度

入 学 試 験 要 項

キ ミ の 翼 を 拡 げ る 1 0 の コ ー ス と 様 々 な 選 択 肢 

ワタシの見る風景は　ワタシが決める

文星芸術大学
宇都宮文星短期大学

至大谷

至鹿沼

至鹿沼I.C

至栃木 至東京 至小山

JR日光線

JR鶴田駅

至R4

至R4

市役所

県庁

宇都宮環状線

県立美術館

ガソリンスタンド
ESSO

裁判所

至日光 至黒磯

東
北
新
幹
線

宇
都
宮
駅

J
R

文星芸術大学
附属中学校

中
央
公
園

護
国
神
社

文星芸術大学
附属高等学校

大通り

東
武
宇
都
宮
駅

宇都宮文星
女子高等学校

科 コ ー ス コースのめざす目標および特徴 募集定員

秀英特進科

秀英特進コース 先端のノートPC端末を活用した深い学びで，国公立大・難関私大合格を目指す 40名

英語留学コース １年間のオーストラリア留学で語学力・国際的視野を体得 30名

美術デザインコース 文星芸術大学をはじめ，美術系大学進学を目指す 30名

普　通　科
進学コース 学習と部活動を両立し，各自の特徴を発揮させ大学への進学を目指す 35名

普　通　科 ２年生から「総合進学」「総合」「こども福祉」「フードデザイン」を選択 205名

総　　　合
ビジネス科

ITマスターコース １人１台のノートパソコンで学習。ICTスキルを高め，高資格取得を目指す 20名

フィナンシャル
マスターコース 簿記や情報，介護福祉の資格取得により，就職・進学を目指す 120名

※募集定員は，第１回入学試験・第２回入学試験合わせての定員です。

宇都宮文星女子高等学校の入学試験を受験する皆様へ

【　インターネット出願手続きガイド　】

インターネット出願
◆�ご自宅のパソコン・スマートフォン・タブレット等で平日・土日・祝日24
時間いつでも出願が可能です。
◆各種クレジットカード・コンビニエンスストア等でのお支払いが選べます。
　※お支払いには，手数料がかかりますのであらかじめご了承ください。

１．インターネット出願期間，および出願書類提出期間
　　※インターネット出願の前に，本校の「入学試験確認票」または「中学校指定の確認票」等を中学校の先生に提出してください。
　　　 なお，ID登録は５月20日（月）から開始しています。

　第1回入学試験

インターネット出願期間（保護者・志願者） 2019年11月25日（月）～12月��５日（木）23:59

受験票・出願票発行期間（保護者・志願者） 2019年11月25日（月）～12月��５日（木）23:59

受験票・出願票提出期間（保護者・志願者） 2019年11月26日（火）～12月��６日（金）
※印刷した出願票を中学校の先生に提出してください。

調査書等出願書類提出期間（中学校より本校へ） 2019年12月��９日（月）～12月13日（金）必着
※個人出願の場合は，中学校で発行していただいた調査書と出願票を郵送してください。

　第2回入学試験

インターネット出願期間（保護者・志願者） 2020年１月16日（木）～���１月21日（火）23:59

受験票・出願票発行期間（保護者・志願者） 2020年１月16日（木）～���１月21日（火）23:59

受験票・出願票提出期間（保護者・志願者） 2020年１月17日（金）～���１月22日（水）
※印刷した「出願票」を中学校の先生に提出してください。

調査書等出願書類提出期間（中学校より本校へ） 2020年１月24日（金）～���１月28日（火）必着
※個人出願の場合は，中学校で発行していただいた調査書と出願票を郵送してください。

２．インターネット出願の環境がない場合
下記期間中は，本校受付窓口にコンピュータをご用意しますので，前日までに電話予約をしてから本校までご来校いただき
手続きをおこなってください。（当日の状況によってはお待ちいただくこともあります）。［TEL．028（621）8156］
受験料を納入していただいた後，「受験票・出願票」を受付窓口で印刷します。

　第１回入学試験 2019年11月25日（月）～12月��５日（木）

　第２回入学試験 2020年��１月16日（木）～���１月21日（火）

　　　　　　　　　　　　　　　　　平日は9:00～16:00，土曜日は9:00～13:00　日・祝は実施しません

３．操作方法のお問い合わせ
インターネット出願システムの操作方法については，出願サイトのコールセンター（サイト上に掲載，出願期間中は
24時間対応）へご連絡ください。
入試に関するお問合せ等は，本校入試担当にお電話ください。［宇都宮文星女子高等学校／TEL028−621−8156］

個人情報保護について，及び外字等の取り扱いについて
本校の入学試験に当たってご提供いただいた個人情報は，本学入学試験およびこれらに付随する業務以外の目的には使用しません。また受
験者への通知においては，JIS（日本工業規格）第二水準までの漢字を使用し，それ以外の文字（いわゆる外字）については，JIS第二水
準までの漢字に置き換えるか，カタカナ等で表記する場合があります。

■インターネット出願手続きの流れ

◆受験料納入にご利用いただける決済方法
・クレジットカード………………VISA，Master，JCB，アメリカンエキスプレス，ダイナース
・コンビニエンスストア…………セブンイレブン，ローソン，ファミリーマート，サークルKサンクス，ミニストップ
・ペイジー（Pay-easy）…………Pay-easy のマークのあるATM

■中学校の先生方へ

①出願サイトでのユーザー ID登録は，2019年５月20日（月）から開始しています。

②�「入学試験確認票」の事前確認については，志願者が出願する前に所定の用紙に記入し出願準備をします。必要に応じて内容の
確認をお願いします。

③�出願状況サイトのご案内は，担当者が各中学校へ持参します（一部の中学校については送付させて頂く場合があります）。出願
状況照会サイトの公開期日は，2019年 11月 25日（月）～2020年１月24日（金）です。

④�調査書等出願書類送付用のレターパック一式は，担当者が各中学校へ持参します（一部の中学校については，郵送させて頂きます）。

⑤志願者が中学校に提出する「出願票」には，個人写真（4×3㎝）を貼付して下さい。

⑥�出願期間終了後，中学校毎の志願者一覧を送付しますので，内容をご確認の上，「出願票」と「調査書」等の提出書類を受験番号
順にお取りまとめ頂き，送り状（集計用紙）を添えて，レターパックでお送り下さい（持参も可）。

⑦お手数をおかけしますが，「調査書」等の提出書類には，受験番号をご記入下さい。調査書の科・コースの記入の必要はありません。
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ご　家　庭 インターネット出願サイト 備　考

本校ホームページにアクセス

メールアドレス（ID）

※忘れないようにメモして下さい。
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志願者は事前に「入学試験確認票」（別紙）を記入してインターネット出願の準備をして下さい。

本校ホームページバナーから
「出願サイト」へアクセス

メールアドレス登録
パスワード設定

出願情報入力

受験料納入方法の選択

受験料納入

・コンビニエンスストア決済
・ペイジー（銀行ATM) 決済 ・クレジットカード決済

「受験票・出願票」は，受付完了後，すぐに印刷できます。
※�「受験票」は本校から発送しません。必ず自宅またはコンビニエンスストアで印刷
（A4用紙・白色）して下さい。（本校窓口で出願受付をした場合を除きます）。
・「出願票」に個人写真（4×3㎝）を貼付して下さい。

・白のA4用紙に印刷して下さい。
・�「出願票」に個人写真（4×3㎝）を貼付して
下さい。

本校のホームページで「入試当日の注意事項」を確認9

スマートフォン，タブレット端末でもご利用いた
だけます。（インターネット環境がない場合は，
1ページを参照の上，ご来校下さい）

・�緊急時に連絡できるメールアドレスをご登録く
ださい。

・�「入学試験確認票」を見ながら，間違いのないよ
う入力して下さい。入力完了後，「申込み内容確
認書」で必ず申込内容を確認して下さい。

受験料の納入は，下段の決済方法から選択し，ご
利用ください。
（本校窓口での納入はできません）

受験料の納入期限は，出願締切日の23：59です。
なお受験料納入には手数料がかかります。
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入学試験当日 ｢受験票｣ を持参10 10

中学校が出願書類をまとめて提出する場合

・�志願者は「受験票」「出願票」を切り離し，「出願票」のみを中学校
に提出して下さい。
・�中学校の先生は「調査書」等の出願書類と，「出願票（出願時提出）」
をレターパックでお送りください。（持参も可）（｢本校宛名票｣ は使
用しません。）
・切り離した「受験票」は志願者本人が試験当日まで保管して下さい。

個人で出願書類を提出する場合

・中学校から ｢調査書｣ を発行していただいてください。
・�｢本校宛名票｣ を使用して，｢調査書｣ 等の出願書類と ｢出願票（出
願時提出）｣ を簡易書留で本校へ郵送して下さい。（持参も可）。
・切り離した「受験票」は試験当日まで保管して下さい。

出願完了 出願完了

支払い完了メールを確認後，「出願サイト」へアクセスし，受付完了を確認してください。6 6
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