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平成２９年度　開設コース
科 編成

受験時

受験時

受験時

受験時

２年生進級時
にも選択可

受験時

ビジネス選択

介護福祉選択

進級イメージ
科 編成 ３年生 卒業

→

→

→

→

受験時に選択 →

→

→ 幼児教育系進学など

→ 短期大学進学、就職等

→ 就職・進学など

ＩＴマスターコース 受験時に選択 → 就職・進学など

経理系 →

情報系 →

→ 福祉系就職・進学など

コース

介護福祉選択

フィナンシャルマスター２年進級時フィナンシャルマスターコース

進学コース

1年生

→

→

2年生

理系

文系

留学
１年
３学期

就職・進学など

秀英特進

普通科

総合
ビジネス
科

普通科

→

ビジネス選択

普通科２年進級時
こども福祉コース

フードデザインコース

総合コース

→

普通科進学コース
→ 進学コース ４年制大学進学

短期大学進学など

秀英特進コース 受験時に選択 →
絵画系

デザイン系

美術系大学
美術系就職

国公立大学
難関私立大学

秀英特進コース 受験時に選択

秀英特進コース 受験時に選択 →
私立大学
海外大学

タブレット端末とノートパソコンを駆使して一般授業
でのＩＣＴスキルアップを目指します。また高位資格
取得により大学進学から就職まで対応出来ます。

経理、情報のスペシャリストの養成等、選択別の
専門授業の展開で各種資格取得とスキルを生か
した就職・進学を目指します。

在校中に各種ボランティアへの参加や介護関係の
実習、資格取得を目指します。専門知識を生かし
ながら就職から大学進学まで幅広く対応します。

一般Ａ入学試験（５教科）
一般Ｂ入学試験（３教科）
スポーツ・文化特待生入学試験
推薦入学試験

一般Ｂ入学試験（３教科）
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
一般Ｂ入学試験
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
一般Ｂ入学試験
スポーツ・文化特待生入学試験
推薦入学試験

少人数制クラス編成によりきめ細やかな指導体制
を確立。国公立大学や難関私立大学進学を目指
します。

1年の３学期から１年間のオーストラリア留学をク
ラス全員が実施。この留学経験や留学で培った英
語力を生かした進路を実現します。

専用教室など美術系授業の充実を図り、美術系
大学、専門学校などを目標に専門的知識の修得
を目指します。

秀英特進コースと同等のカリキュラムを編成しな
がら、文武両道を主眼に４年制大学、短期大学進
学を目指します。

専用教室や校外での実習を通じ、保育についての
見識を深め、検定等を取得。幼児教育の基礎知識
を身につけます。

宇都宮文星短期大学の出前・出張授業により高
校の枠を超えた授業を展開。広く食文化について
学習します。

学校設定科目としてマナー講座や着付け、検定取
得など幅広い知識を身につけ社会人としての素養
を楽しく学習します。

一般Ａ入学試験（５教科）
一般Ｂ入学試験（３教科）
推薦入学試験

ＩＴマスターコース

２年生進級時
フィナンシャル
マスターコース

コース

秀
英
特
進
科

普
通
科

総
合
ビ
ジ
ネ
ス
科

進学コース

こども福祉コース

フードデザインコース ２年生進級時

総合コース

概要 受験できる入学試験の種別

秀英特進コース

英語留学コース

美術デザインコース



日 曜日 本校予定 日 曜日 県立校 本校予定 日 曜日 県立校 本校予定 日 曜日 県立校 本校予定

１日 木 修学旅行 １日 日 １日 水 特色選抜出願
合否判定会議
ＨＰ合格発表
（１５時）

１日 水 附属高卒業式

２日 金 沖縄出発 ２日 月 ２日 木 特色選抜出願
合格発表（中学）

２日 木 ３年修業式

３日 土 ３日 火 ３日 金 ３日 金 卒業式

４日 日 ４日 水 ４日 土 ４日 土

５日 月 語学研修帰着 ５日 木 入試代休 ５日 日
合格者対象説明会
入学手続
（手続=午前中）

５日 日

６日 火 修学旅行帰着 ６日 金 職員出勤 ６日 月 ６日 月
一般選抜
学力試験

進級試験

７日 水 前期入試出願 ７日 土
始業式
大清掃・会場準備

７日 火 ７日 火 進級試験

８日 木 前期入試出願 ８日 日 前期入学試験 ８日 水 特色選抜試験 ８日 水 進級試験

９日 金 ９日 月 成人の日 前期入学試験 ９日 木 特色選抜試験 ９日 木 進級試験

１０日 土 １０日 火 中学校始業 判定会議 １０日 金
後期入学試験
前納金納付期限
単願入学手続完了

１０日 金
一般選抜
合格発表

１１日 日 １１日 水
発送事務
ＨＰ合格発表
（１５時）

１１日 土 １１日 土
入学手続受付
（午前中）

１２日 月 １２日 木
合格発表（中学）

１２日 日 １２日 日

１３日 火 １３日 金 １３日 月 １３日 月
入学手続受付
終了

１４日 水 １４日 土 １４日 火
特色選抜
内定発表 １４日 火

１５日 木 １５日 日
合格者対象説明会
入学手続
（手続=午前中）

１５日 水 １５日 水
新入生
オリエンテー
ション

１６日 金 １６日 月 １６日 木 １６日 木

１７日 土 １７日 火 １７日 金
記念式・予餞会
早期手続完了

１７日 金

１８日 日 １８日 水 １８日 土 １８日 土
保護者同伴
オリエンテー
ション

１９日 月 １９日 木 １９日 日 １９日 日

２０日 火 ２０日 金 ２０日 月 一般選抜出願
記念式・予餞会
（手続=午前中）

２０日 月

２１日 水 ２１日 土 ２１日 火 一般選抜出願 ２１日 火

２２日 木 終業式 ２２日 日 ２２日 水 ２２日 水

２３日 金 天皇誕生日 ２３日 月 ２３日 木 出願変更 ２３日 木

２４日 土 ２４日 火 ２４日 金 出願変更 ２４日 金

２５日 日 ２５日 水 ２５日 土 ２５日 土
修業式
教科書購入・
計測検査

２６日 月 ２６日 木 後期入試出願日 ２６日 日 ２６日 日

２７日 火 ２７日 金
後期入試出願日
前納金納付期限
単願入学手続完了

２７日 月 ２７日 月 年度末行事

２８日 水 ２８日 土 ２８日 火 ２８日 火 入試代休

２９日 木 ２９日 日 ２９日 水

３０日 金 ３０日 月 ３０日 木

３１日 土 ３１日 火
後期入学試験
推薦・スポ文合格者
学力試験

３１日 金

※後期入試の出願については、郵送であれば出願期日前の出願を認める。ただし1月26日までに出願すること。
※単願受験者及び早期手続き者は２万円の減額。また特待生で若干の加点で態様が上がる場合はランクアップを行う
※後期入試再受験者については考査料を￥５，０００に減免する

（建国記念の日）

（春分の日）

平成２９年度生入試　日程表

１２月 １月 ２月 ３月



前期入学試験



平成２９年度生入試 宇都宮文星女子高等学校

推薦入学試験
スポーツ・文化
特待生入学試験

一般A入学試験 一般B入学試験

平成29年3月卒業見込みの者で高等
教育を習得できる能力があり、心身と
もに健康で人物優秀である者。又本
校を単願とする者。

平成29年3月卒業見込みの者。
中学校での学校生活優良、身体的、
文化・芸術的能力が高く、本校での
活躍が期待できる者のうち本校単願
とする者。
※英語留学コース希望者は受験出来ま
せん。

平成29年3月中学校卒業見込みの
者、及び中学校卒業者

※美術デザインコース希望者は受
験出来ません。

平成29年3月中学校卒業見込みの
者、及び中学校卒業者

入試特徴 入試特徴

栃木県公立入学試験を分析して出題す
る５教科筆記型の入学試験。
受験生には成績を開示し、得点に応じ
て特待生資格が付与されます。

※単願で受験された場合は獲得点数に
加点します。

栃木県公立入学試験を分析して出題す
る３教科筆記型の入学試験。成績上位
者には準Ａ以下の特待生資格が付与さ
れます。
単願受験者には面接試験を実施しま
す。
※単願で受験された場合は獲得点数に
加点します。

入学試験
１月８日（日）

入学試験
１月９日（月）

早期手続特典締切
2月17日（金）午前中

早期手続特典締切
2月17日（金）午前中

入学金減免（￥20,000）
獲得点数加点による特待生昇格制
度あり

入学金減免（￥20,000）
制度あり

中学校長先生の推薦、中学校時代の実績により試験科目が減免されます。ただし以下
の条件を満たす必要があります。

・秀英特進科秀英特進コース、英語留学コース受験者
　中学校3年時の評定平均（5教科）が４．０以上であること
・秀英特進科美術デザインコース受験者
　中学校3年間の美術の評定平均が４．０程度であること
・普通科進学コース受験者
　中学校3年時の評定平均（5教科）が３．５程度であること
・総合ビジネス科ＩＴマスターコース受験者
　中学校3年時の評定平均（5教科）が３．０程度であること

入試特徴・出願条件

学力試験
１月３１日（火）

後期一般Ｂ入試（国・数・英の３教科）を学力試験として受験していただきます。
※獲得点数は合否には関係ありません。

【試験】
国語（50分）作文含む
社会（45分）
数学（50分）
理科（45分）
英語（50分）リスニング含む

【試験】
秀英特進、英語留学　   論文（60分）・面接
美術デザイン　　　     作文（30分）・実技（静物デッサン120分）
普通科進学コース　　　 作文（30分）・面接
普通科　               作文（30分）・面接
ＩＴマスター　         作文（30分）・面接
フィナンシャルマスター 作文（30分）・面接

※推薦及びスポーツ文化特待生入試で合格した生徒は後期一般Ｂ入試
（国・数・英の3教科）を学力試験として受験していただきます。

出　　　　　願
１２月７日（水）から１２月８日（木）

受付の時間は午前８時３０分～午後４時３０分です。
出願時の提出書類は
入学願書、調査書（栃木県私立高等学校統一のもの）、実績報告書（スポーツ文化特待生入試受験者）、推薦書（推薦入試受験生が居る場合）
考査料（￥１３，０００）※事前に入金済みの場合は入金票を願書に添付のこと

入学試験
１月９日（月）

【試験】
国語（50分）作文含む
数学（50分）
英語（50分）リスニング含む

※美術デザインコース受験生は上
記に加えて静物デッサン（120分）の
実技試験を実施

合格発表
１月１２日（木）　※ＨＰ上では１月１１日（水）に発表

校長先生宛に合格証・報告書、保護者宛通知文書（推薦、スポーツ文化特待合格者には手続案内、一般Ａ全受験者、一般Ｂ合格者には成績個票と手続案内）
を送付いたします。
　※本校ホームページ上には1月11日（水）、午後３時００分～午後５時３０分の間に掲示します。

合格者対象「学校説明会」　1月15日（日）
※本校職員が合格者へご案内のご連絡をさせていただきます。

入学手続き締切
1月27日（金）

減免制度があり、入学金が￥２０、０００減免となります。

前期入学試験

前納金納付期限・一般Ａ、Ｂ入試単願合格者入学手続締切
1月27日（金）

※特待合格者（Ａ特、準Ａ、Ｂ特）を除く一般合格者には前納金として
　　￥１０，０００をお支払いいただきます。

入学手続き締切

３月１３日（月）
入学手続時の納入金
入学金　　　　　　　　　￥１２０．０００
施設拡充費　　　　　　　￥１２０，０００
４月分授業料　　　　　　￥　２４，０００
４月分教育充実費　　　　￥　１０，０００
父母の会費・諸経費　　　￥　６５，０００
合計　　　　　　　　　　￥３３９，０００

※授業料については、支給される就学支援金額に応じて納入額が変更になり
ます。

特待生の特典
Ａ特待　　入学手続時の納入金額　　￥６５，０００
準Ａ特待　入学手続時の納入金額　　￥７５，０００
Ｂ特待　　入学手続時の納入金額　　￥９９，０００
※Ｂ特待の授業料については、支給される就学支援金額に応じて納入
額が変更になります。



入 学 試 験 概 要

１．募集人数（前期後期併せての定員） 女子６００名

(1)秀英特進科秀英特進コース ４０名
(2)秀英特進科英語留学コース ３０名
(3)秀英特進科美術デザインコース ３０名
(4)普通科進学コース ３５名
(5)普通科※２年次よりコース選択 ２０５名
(6)総合ビジネス科ＩＴマスターコース ２０名
(7)総合ビジネス科フィナンシャルマスターコース ２４０名

２．出願資格
出願時において下記の要件を満たしている者

一般Ａ入学試験 一般Ｂ入学試験
平成２９年３月卒業見込みの者、及び中学校卒業者。ただし高等学校在籍経験者は除く。
ただし美術デザインコースを希望する者は一般 A入学試験は受験できない

スポーツ・文化特待生入学試験
・平成２９年３月卒業見込みの者
・中学校での学業及び生活態度が優良で、身体的または文化・芸術的な能力が高く、今後の活躍
が期待出来る者 及び それらを中学校長が認めた者

・本校入学を「単願」とする者
・希望するコースによっては下記の要件を満たすこと。
秀英特進科秀英特進コース 第３学年時の５教科（国・社・数・理・英）評定平均

が４．０以上であること
秀英特進科英語留学コース スポーツ・文化特待生入学試験は受験できない
秀英特進科美術デザインコース 中学校３年間の美術の評定が４．０程度はあること
普通科進学コース 第３学年時の５教科（国・社・数・理・英）評定平均

が３．５程度はあること
総合ビジネス科 ITマスターコース ３学年時の５教科（国・社・数・理・英）評定平均

が３．０程度はあること
その他の学科コース 高等教育を履修できる能力のある者

推薦入学試験
・平成２９年３月卒業見込みの者
・高等教育を履修できる能力のある者
・心身共に健康で、人物良好なる者
・上記を中学校長が認めた者
・本校入学を「単願」とする者
・希望するコースによっては下記の要件を満たすこと。
秀英特進科秀英特進コース 第３学年時の５教科（国・社・数・理・英）評定平均

が４．０以上であること
秀英特進科英語留学コース 第３学年時の５教科（国・社・数・理・英）評定平均

が４．０程度はあること
秀英特進科美術デザインコース 中学校３年間の美術の評定が４．０程度はあること
普通科進学コース 第３学年時の５教科（国・社・数・理・英）評定平均

が３．５程度はあること
総合ビジネス科 ITマスターコース ３学年時の５教科（国・社・数・理・英）評定平均

が３．０程度はあること
その他の学科コース 高等教育を履修できる能力のある者



３．出願期間

出願期間 平成２８年１２月７日（水曜日）～１２月８日（木曜日）
午前８時３０分 ～ 午後 ４時００分 本校図書館窓口で受け付けます

出願方法 中学校を通じて出願して下さい。
遠隔地などの場合、郵送での出願を受け付けます。ただし返送は遅れる場合が
あります。

４．提出書類
入学願書（下段が受験票になっています）
調 査 書 栃木県私立高等学校統一様式により、中学校長名で作成
推 薦 書 推薦入学試験 本校指定の推薦書を作成し提出
実績報告 スポーツ・文化特待生入学試験

・部活動実績による場合 本校指定様式に実績概況を記載して提出
・美術デザインコース 必要ありません。
・自己推薦による場合 本校からの勧誘がなく自薦する場合には活動概況を記して

提出下さい。

５．考査料

各試験、科・コース共通 １３，０００円
考査料の納入方法は下記の１～２のいずれかの方法で納入してください
１．郵便振替による方法 指定の振込用紙に住所・受験生氏名・中学校名を明記し

最寄りの郵便局窓口で払い込んで下さい。
「払込金受領証」（コピーでも可）は入学願書の裏面、所定
の位置に貼付て下さい。

２．現金による納入方法 入学願書提出の際、現金で納入してください。

６．前期入学試験日

平成２９年１月８日（日曜日） 一般Ａ入学試

平成２９年１月９日（月曜日） 一般Ｂ入学試 スポーツ・文化特待生入学試験
推薦入学試験

７．入学試験科目

一般Ａ入学試験
５教科（国語・社会・数学・理科・英語） 県立高校入学試験問題に準じた筆記型試験

一般Ｂ入学試験
３教科（国語・数学・英語） 県立高校入学試験問題に準じた筆記型試験

スポーツ・文化特待生入学試験
｛秀英特進科秀英特進コース｝・｛普通科進学コース｝・｛普通科｝
｛総合ビジネス科 ITマスターコース｝・｛総合ビジネス科フィナンシャルマスターコース｝共通

①作文 （３０分間）
次のいずれかの題の中から１つ出題（４００字以上６００字以内）
(1) 過去：私の大切な思い出
(2) 現在：今私が思っていること
(3) 未来：私が挑戦してみたいこと

①面接（グループ面接）



｛秀英特進科美術デザインコース｝
①作文 （３０分間）

次のいずれかの題の中から１つ出題（４００字以上６００字以内）
(1) 過去：私の大切な思い出
(2) 現在：今私が思っていること
(3) 未来：私が挑戦してみたいこと

②実技試験（静物鉛筆デッサン［Ｂ３版］（１２０分間）

推薦入学試験
｛秀英特進科秀英特進コース｝・｛秀英特進科英語留学コース｝

①小論文（６０分間） 与えられた資料をもとに小論文を作成（６００字以内）
②面接（グループ面接）

｛普通科進学コース｝・｛普通科｝・｛総合ビジネス科 ITマスターコース｝
｛総合ビジネス科フィナンシャルマスターコース｝共通

①作文 （３０分間）
次のいずれかの題の中から１つ出題（４００字以上６００字以内）
(1) 過去：私の大切な思い出
(2) 現在：今私が思っていること
(3) 未来：私が挑戦してみたいこと

②面接（グループ面接）

｛秀英特進科美術デザインコース｝
①作文 （３０分間）

次のいずれかの題の中から１つ出題（４００字以上６００字以内）
(1) 過去：私の大切な思い出
(2) 現在：今私が思っていること
(3) 未来：私が挑戦してみたいこと

②実技試験（静物鉛筆デッサン［Ｂ３版］（１２０分間）

８．携行品

受験票、筆記用具、コンパス、三角定規、昼食、上履き
※ 下敷き、分度器、計算単語表示機能付腕時計・電子辞書、携帯電話、ボールペンは

使用出来ません。
※ 美術デザインコース受験者は上記に加えて 実技用鉛筆（Ｈ～４Ｂ）、練り消しゴム、

鉛筆削用カッターを用意すること

９．合否判定

学科試験又は面接試験・実技試験結果 及び 出願書類（調査書）、中学校での勤怠状況を
総合的に判断して判定します。

10．合格発表

平成２９年１月１１日（水曜日） 午後３時００分～ＨＰ上で発表（閲覧は中学校の先生のみ）
平成２９年１月１２日（木曜日） 郵送にて合格証、報告書、手続案内などを送付

受験生保護者宛には合格案内、成績個票（一般Ａ・Ｂ入学
試験受験者）、合格者対象学校説明会案内文などを送付

※願書提出時に申請頂ければ１月１２日（木曜日）午前８時３０分から本校事務室窓口でも
お受け取り頂けます（中学校のみ）

11．得点の開示

一般Ａ入学試験 中学校校長宛に成績一覧表、全受験生保護者宛に成績個票を送付
一般Ｂ入学試験 中学校校長宛に成績一覧表、合格者保護者宛に成績個票を送付



12．入学手続

１月１２日（木曜日）～３月１３日（月曜日） ※３月１１日（土曜日）は正午まで受付
手続は以下の要件に従って下さい
一般Ａ入学試験
①特待生（Ａ特待・準Ａ特待・Ｂ特待）合格者

手続期間：平成２９年１月１２日（木曜日）～３月１３日（月曜日）
特 典：２月１７日（金曜日）までに手続を行った場合、早期手続として入学試験得点

の加点による特待生昇格などの特典があります。
※前納金は必要ありません

②一般生
手続期間：平成２９年１月１２日（木曜日）～３月１３日（月曜日）

ただし、１月２７日（金曜日）までに前納金１０，０００円を納入すること
特 典：単願で合格したものは１月２７日（金曜日）までに手続を完了すること。

また２月１７日（金曜日までに手続を行った場合、入学試験得点の加点により
特待生への昇格や入学金減免制度があります。

一般Ｂ入学試験
手続期間：平成２９年１月１２日（木曜日）～３月１３日（月曜日）

ただし、１月２７日（金曜日）までに前納金１０，０００円を納入すること
特 典：単願で合格したものは１月２７日（金曜日）までに手続を完了すること。

また２月１７日（金曜日までに手続を行った場合、入学試験得点の加点により
特待生への昇格や入学金減免制度があります。

スポーツ・文化特待生入学試験
手続期間：平成２９年１月１２日（木曜日）～１月２７日（金曜日）
※前納金は必要ありません

推薦入学試験
手続期間：平成２９年１月１２日（木曜日）～１月２７日（金曜日）
※前納金は必要ありません

13．特待生・単願受験の特典

○Ａ特待生 （入学時） 入学金・施設拡充費の合計 ０円
（入学後） 授業料・教育充実費の合計 ０円

○準Ａ特待生 （入学時） 入学金・施設拡充費の合計 ０円
（入学後） 授業料・教育充実費の合計１０，０００円

○Ｂ特待生 （入学時） 入学金・施設拡充費の合計 ０円
（入学後） 授業料・教育充実費の合計３４，０００円
※Ｂ特待生の授業料については支給される就学支援金額に応じて納入額が
変更になります。（上記金額は支給額を含めない金額）

○単願合格者 （入学時） 入学金が２０，０００円減免
入学試験得点に加点（特待への昇格あり）

○スポーツ文化特待生入学試験一般合格者・推薦入学試験合格者
入学金が２０，０００円減免

14．単願制度

本校単願の場合 入学願書の単願欄に☑を付けて下さい。得点への加点や入学金減免制度が
あります。

特待単願の場合 希望する特待生に合格した場合のみ「単願」とすることが出来ます。得点
への加点により特待生合格する場合があります。
希望する場合は入学願書単願欄の希望する特待生態様に☑を記入して下
さい。



15．英語留学コースの傾斜配点
英語留学コースを 一般Ａ入学試験 、 一般Ｂ入学試験 で受験した場合、合否判定に傾斜
配点を用います。傾斜配点の割合は以下の通り

一般Ａ入学試験 一般Ｂ入学試験
国語 社会 数学 理科 英語 国語 数学 英語
× 0.75 × 0.75 × 0.75 × 0.75 ×２ × 0.9 × 0.9 × 1.2

16 ．入学手続時納入金

合計 ３３９，０００円

内訳 ・入学金 １２０，０００円（単願及び早期手続の場合） １００，０００円
・施設拡充費 １２０，０００円
・父母の会費・諸経費 ６５．０００円
・４月分授業料 ２４，０００円
・４月分教育充実費 １０，０００円

※ 1 授業料については支給される就学支援金額に応じて納入額が変更になります。

※ 2 入学金が 100,000となるのは一般Ａ・Ｂ入試単願一般合格者、推薦入試合格者、スポーツ文化特待生
入試一般合格者となります。

また期限内に入学手続を行うと早期手続特典として入学金が 100,000となります。
※ 3 宇都宮文星女子校等学校または文星芸術大学附属高等学校に兄姉が在籍している場合は、授業料は

半額になり、入学後に返金します。（ただし兄弟姉妹いずれかがＡ特待生または準Ａ特待生の場合は

減額されません）

※ 4 ＩＴマスターコースでは諸経費として月額費用が別途必要になります。また使用した情報処理機器

類は卒業時に譲渡いたします。

17．合格者対象「学校説明会」

下記日程で合格者対象「学校説明会」を実施いたします。
この説明会では合格されたコースの概要やコース選択方法、早期手続による加点や特待生昇格
などのご説明や各種ご質問に応じます。（予定）

平成２９年１月１５日（日曜日） 秀英特進科秀英特進コース
秀英特進科英語留学コース
秀英特進科美術デザインコース
普通科進学コース
普通科
総合ビジネス科（ＩＴ・フィナンシャル）

各科・コースの説明会を予定しています。時間は後日ご連絡いたします。

18．受験にあたって
スポーツ・文化特待生入学試験は、中学校時代の活躍・実績により本校職員がお声がけをさせて
頂きます。この場合、中学校長先生のご許可を頂いてからのご連絡になりますのでご了承下さい。
行き違いによりお声がけが無い場合は本校までお問い合わせ下さい。また対象とする部活動が本校
に無い場合などは本校職員からのご連絡が出来ない場合があります。
その場合は自薦として受験することが出来ます。ただし中学校長先生の出願許可が必要になります。
受験にあたってはスポーツ文化特待生入学試験受験資格に該当することを校長先生より認めて頂く
必要（推薦）があります。

19．問合せ
入学試験に関する各種問合せは下記にご連絡下さい。

宇都宮文星女子高等学校
電話：０２８－６２１－８１５６（代表）

email：bunseij@bunsei-gh.ed.jp



一般Ａ入学試験（５教科筆記型、学力特待制度の適応があります）

１．募集する科・コース
※美術デザインコースは受験できません

１．秀英特進科秀英特進コース
２．秀英特進科英語留学コース
３．普通科進学コース
４．普通科
５．総合ビジネス科ＩＴマスターコース
６．総合ビジネス科フィナンシャルマスターコース

※コース選択について
1年入学時から編成するコース
①秀英特進科秀英特進コース
②秀英特進科英語留学コース
③普通科進学コース
④総合ビジネス科ＩＴマスターコース
上記のコースへの入学を希望する場合、第一志望で出願して下さい。

2年次から編成するコース
①普通科進学コース ※第二学年進級時にも編成します。
②普通科こども福祉コース
③普通科フードデザインコース
④普通科総合コース
⑤総合ビジネス科フィナンシャルマスターコース

上記のコースへの入学を希望する場合は、第一志望で普通科、または総合ビジネス科

フィナンシャルマスターコースを選択して下さい。

２．出願資格

平成２９年３月卒業見込みの者、及び中学校卒業者。ただし高等学校在籍経験者は除く。

３．出願及び提出書類

出 願 日 ： 平成２８年１２月７日（水曜日）～ １２月８日（木曜日）
提出書類 ： 1.入学願書（下段が受験票になっています。）

2.調 査 書（栃木県私立高等学校共通様式により中学校が作成して提出）
※特記事項や特技、善行などあれば入学願書裏面の備考欄に記入して下さい

４．入学試験日・科目・日程

平成２９年 １月８日（日曜日） ５教科筆記型試験

集 合 ８時３０分
国 語 ９時１５分 ～ １０時０５分 （５０分間）
社 会 １０時２０分 ～ １１時０５分 （４５分間）
数 学 １１時２０分 ～ １２時１０分 （５０分間）
昼 食
理 科 １３時００分 ～ １３時４５分 （４５分間）
英 語 １４時００分 ～ １４時５０分 （５０分間）

５．学力試験の内容

出題形式は栃木県立高等学校入学試験に準じます
各教科の出題傾向は以下の通り
１．国語 「作文」を含む。また「古典の文法」については出題しない
２．社会 公民的分野の「私たちと国際社会の諸課題」の単元は出題しない
３．数学 「三平方の定理」、「標本調査」は出題しない
４．理科 「科学技術と人間」、「自然と人間」の単元は出題しない
５．英語 「リスニング」を含む。その他特に定めない



６．携行品

受験票、筆記用具、コンパス、三角定規、昼食、上履き
※下敷き、分度器、計算単語表示機能付機器、携帯電話、ボールペンは使用できません

７．合格発表

平成２９年１月１２日（木曜日） 全受験者に成績個票を、合格者に手続案内を送付します。
また中学校宛に成績一覧表、合格証を送付します。

８．入学手続

①特待生（Ａ特待・準Ａ特待・Ｂ特待）合格者
手続期間：平成２９年１月１２日（木曜日） ～ ３月１３日（月曜日）

※前納金の納入は必要ありません。
特 典：２月１７日（金曜日）までに手続を行った場合、早期手続として入学試験得点

の加点による特待生昇格などの特典があります。
②一般生
手続期間：平成２９年１月１２日（木曜日） ～ ３月１３日（月曜日）

ただし１月２７日（金曜日）までに前納金１０，０００円を納入すること
特 典：単願で合格したものは１月２７日（金曜日）までに手続を完了すること。

また２月１７日（金曜日）までに手続をおこなった場合、入学試験得点の加点に
より特待生昇格や第一志望合格、入学金減免制度があります。

９．特 典

①特 待 生
○Ａ特待生 （入学時） 入学金・施設拡充費の合計 ０円

（入学後） 授業料・教育充実費の合計 ０円
○準Ａ特待生 （入学時） 入学金・施設拡充費の合計 ０円

（入学後） 授業料・教育充実費の合計 １０，０００円
○Ｂ特待生 （入学時） 入学金・施設拡充費の合計 ０円

（入学後） 授業料・教育充実費の合計 ３４，０００円
※Ｂ特待生の授業料については支給される就学支援金額に応じて納入額が
変更になります。（上記金額は支給額を含めない金額）

②単願・早期手続
○単願合格者 （入学時） 入学金が２０，０００円減免

入学試験得点に加点（特待生への昇格あり）
○早期手続者 （入学時） 入学金が２０，０００円減免

入学試験得点に加点（特待生への昇格あり）

③得点の開示
合格発表以降、各中学校宛に成績一覧表を、受験生全員の保護者宛に成績個票を送付します。

10．英語留学コースの傾斜配点

英語留学コースを受験した場合、合否判定の際に傾斜配点を行います。傾斜配点の割合は次の
とおりとなります

一般Ａ入学試験（５教科）
国 語 社 会 数 学 理 科 英 語

×０．７５ ×０．７５ ×０．７５ ×０．７５ ×２．０
※第二志望合格になった場合には通常点で合否判定を行います。



一般Ｂ入学試験（３教科筆記型、普通科・総合ビジネス科単願合格者への特待生登用があります）

１．募集する科・コース

１．秀英特進科秀英特進コース
２．秀英特進科英語留学コース
３．秀英特進科美術デザインコース
４．普通科進学コース
５．普通科
６．総合ビジネス科ＩＴマスターコース
７．総合ビジネス科フィナンシャルマスターコース

※コース選択について
1年入学時から編成するコース
①秀英特進科秀英特進コース
②秀英特進科英語留学コース
③秀英特進科美術デザインコース
④普通科進学コース
⑤総合ビジネス科ＩＴマスターコース

上記のコースへの入学を希望する場合、第一志望で出願して下さい。

2年次から編成するコース
①普通科進学コース ※第二学年進級時にも編成します。
②普通科こども福祉コース
③普通科フードデザインコース
④普通科総合コース
⑤総合ビジネス科フィナンシャルマスターコース

上記のコースへの入学を希望する場合は、第一志望で普通科、または総合ビジネス科

フィナンシャルマスターコースを選択して下さい。

２．出願資格

平成２９年３月卒業見込みの者、及び中学校卒業者。ただし高等学校在籍経験者は除く。

３．出願及び提出書類

出 願 日 ： 平成２８年１２月７日（水曜日）～ １２月８日（木曜日）
提出書類 ： 1.入学願書（下段が受験票になっています。）

2.調 査 書（栃木県私立高等学校共通様式により中学校が作成して提出）
※特記事項や特技、善行などあれば入学願書裏面の備考欄に記入して下さい

４．入学試験日・科目・日程

平成２９年 １月９日（月曜日） ３教科筆記型試験

秀英特進科（秀英特進コース・英語留学コース）、普通科進学コース、普通科
総合ビジネス科（ＩＴマスターコース、フィナンシャルマスターコース）共通
集 合 ８時３０分
国 語 ９時１５分 ～ １０時０５分 （５０分間）
数 学 １０時２０分 ～ １１時１０分 （５０分間）
英 語 １１時２５分 ～ １２時１５分 （５０分間）

秀英特進科（美術デザインコース）
集 合 ８時３０分
国 語 ９時１５分 ～ １０時０５分 （５０分間）
数 学 １０時２０分 ～ １１時１０分 （５０分間）
英 語 １１時２５分 ～ １２時１５分 （５０分間）
実 技 １３時００分 ～ １５時００分 （１２０分間）



５．学力試験の内容

出題形式は栃木県立高等学校入学試験に準じます
各教科の出題傾向は以下の通り
１．国語 「作文」を含む。また「古典の文法」については出題しない
２．数学 「三平方の定理」、「標本調査」は出題しない
３．英語 「リスニング」を含む。その他特に定めない
※ 美術デザインコースの実技試験は静物鉛筆デッサン（Ｂ３版）となります

６．携行品

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実技用鉛筆（Ｈ～４Ｂ）、練り消しゴム、鉛筆削り用
カッターを用意すること
※下敷き、分度器、計算単語表示機能付機器、携帯電話、ボールペンは使用できません

７．合格発表

平成２９年１月１２日（木曜日） 合格者宅に成績個票、手続案内を送付します。
また中学校宛に成績一覧表、合格証を送付します。

８．入学手続

手続期間：平成２９年１月１２日（木曜日） ～ ３月１３日（月曜日）
ただし１月２７日（金曜日）までに前納金１０，０００円を納入すること

特 典：単願で合格したものは１月２７日（金曜日）までに手続を完了すること。
また２月１７日（金曜日）までに手続をおこなった場合、入学試験得点の加点に
より第一志望合格や入学金減免制度があります。

９．特 典

①特待生（普通科・総合ビジネス科単願合格者の内、２００点を超える成績上位者若干名を
特待生に登用します）

○準Ａ特待生 （入学時） 入学金・施設拡充費の合計 ０円
（入学後） 授業料・教育充実費の合計 １０，０００円

○Ｂ特待生 （入学時） 入学金・施設拡充費の合計 ０円
（入学後） 授業料・教育充実費の合計 ３４，０００円
※Ｂ特待生の授業料については支給される就学支援金額に応じて納入額が
変更になります。（上記金額は支給額を含めない金額）

②単願・早期手続
○単願合格者 （入学時） 入学金が２０，０００円減免

入学試験得点に加点（特待生への昇格あり）
○早期手続者 （入学時） 入学金が２０，０００円減免

入学試験得点に加点（特待生への昇格あり）

③得点の開示
合格発表以降、各中学校宛に成績一覧表を、合格者の保護者宛に成績個票を送付します。

④単願受験者への面接試験
美術デザインコース受験者を除く単願受験者には、３教科試験終了後に面接試験（個別）を
実施します。この面接試験で高等学校進学への意欲や希望を伺い合否判定に反映させます

10．英語留学コースの傾斜配点

英語留学コースを受験した場合、合否判定の際に傾斜配点を行います。傾斜配点の割合は次の
とおりとなります
一般Ａ入学試験（３教科）

国 語 数 学 英 語
×０．９ ×０．９ ×１．２

※第二志望合格になった場合には通常点で合否判定を行います。



スポーツ・文化特待生入学試験（実績により特待生登用があります）

１．募集する科・コース
※英語留学コースは受験できません

１．秀英特進科秀英特進コース
２．秀英特進科美術デザインコース
３．普通科進学コース
４．普通科
５．総合ビジネス科ＩＴマスターコース
６．総合ビジネス科フィナンシャルマスターコース

※コース選択について
1年入学時から編成するコース
①秀英特進科秀英特進コース
②秀英特進科美術デザインコース
③普通科進学コース
④総合ビジネス科ＩＴマスターコース

上記のコースへの入学を希望する場合、第一志望で出願して下さい。

2年次から編成するコース
①普通科進学コース ※第二学年進級時にも編成します。
②普通科こども福祉コース
③普通科フードデザインコース
④普通科総合コース
⑤総合ビジネス科フィナンシャルマスターコース

上記のコースへの入学を希望する場合は、第一志望で普通科、または総合ビジネス科

フィナンシャルマスターコースを選択して下さい。

２．出願資格

・平成２９年３月卒業見込みの者
・中学校での学業成績及び生活態度が優良で、身体的または文化・芸術的な能力が高く、今後の
活躍が期待できる者 及び それらを中学校長が認めた者

・本校入学を「単願」とするもの
・希望するコースによっては下記の要件を満たすこと

第３学年時の５教科（国・社・数・理・英）評定平均
秀英特進科秀英特進コース

が４．０以上であること
秀英特進科美術デザインコース 中学校３年間の美術の評定が４．０程度はあること

第３学年時の５教科（国・社・数・理・英）評定平均
普通科進学コース

が３．５程度はあること
第３学年時の５教科（国・社・数・理・英）評定平均

総合ビジネス科ＩＴマスターコース
が３．０程度はあること

その他の学科コース 高等教育を履修できる能力のある者

３．出願及び提出書類

出 願 日 ： 平成２８年１２月７日（水曜日）～ １２月８日（木曜日）
提出書類 ： 1.入学願書（下段が受験票になっています。）

2.調 査 書（栃木県私立高等学校共通様式により中学校が作成して提出）
※特記事項や特技、善行などあれば入学願書裏面の備考欄に記入して下さい

3.実績報告書 ・部活動実績による受験 本校指定様式に実績概況を記載し提出
・美術デザインコース 必要ありません
・自己推薦による受験 本校からの勧誘がなく自薦する場合に

活動概況を記して提出



４．入学試験日・科目・日程

平成２９年 １月９日（月曜日） 作文・面接試験

秀英特進科（秀英特進コース）、普通科進学コース、普通科
総合ビジネス科（ＩＴマスターコース、フィナンシャルマスターコース）共通
集 合 ８時３０分
作 文 ９時１５分 ～ ９時４５分 （３０分間）
面 接 ９時５５分 ～ グループ面接 （終了次第順次解散）

秀英特進科（美術デザインコース）
集 合 ８時３０分
作 文 ９時１５分 ～ ９時４５分 （３０分間）
実 技 １０時００分 ～ １２時００分 （１２０分間）

５．学力試験の内容

下記の３つの題の中から１つ出題します。（４００字以上６００字以内）
①「過去：私の大切な思い出」
②「現在：今私が思っていること」
③「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静物鉛筆デッサン（Ｂ３版）となります。

６．携行品

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実技用鉛筆（Ｈ～４Ｂ）、練り消しゴム、鉛筆削り用
カッターを用意すること
※下敷き、分度器、計算単語表示機能付機器、携帯電話、ボールペンは使用できません

７．合格発表

平成２９年１月１２日（木曜日） 合格者には手続案内を送付します。
また中学校宛に合格証を送付します。

８．入学手続

①合格者
手続期間：平成２９年１月１２日（木曜日） ～ １月２７日（金曜日）

※前納金の納入は必要ありません。
特 典：一般合格者には入学金減免制度があります。（特待生は下記を参照）

９．特 典

①特 待 生
○Ａ特待生 （入学時） 入学金・施設拡充費の合計 ０円

（入学後） 授業料・教育充実費の合計 ０円
○準Ａ特待生 （入学時） 入学金・施設拡充費の合計 ０円

（入学後） 授業料・教育充実費の合計 １０，０００円
○Ｂ特待生 （入学時） 入学金・施設拡充費の合計 ０円

（入学後） 授業料・教育充実費の合計 ３４，０００円
※Ｂ特待生の授業料については支給される就学支援金額に応じて納入額が
変更になります。（上記金額は支給額を含めない金額）

10．学力試験

合格者は後期一般Ｂ入学試験（３教科筆記型）を学力試験として受験していただきます。この
試験は合否には関係ありませんが、高校入学後の学習準備として受験して下さい。。



推薦入学試験 （合格者には入学金の減免制度があります）

１．募集する科・コース

１．秀英特進科秀英特進コース
２．秀英特進科英語留学コース
３．秀英特進科美術デザインコース
４．普通科進学コース
５．普通科
６．総合ビジネス科ＩＴマスターコース
７．総合ビジネス科フィナンシャルマスターコース

※コース選択について
1年入学時から編成するコース
①秀英特進科秀英特進コース

②秀英特進科英語留学コース

③秀英特進科美術デザインコース

④普通科進学コース

⑤総合ビジネス科ＩＴマスターコース

上記のコースへの入学を希望する場合、第一志望で出願して下さい。

2年次から編成するコース
①普通科進学コース ※第二学年進級時にも編成します。

②普通科こども福祉コース

③普通科フードデザインコース

④普通科総合コース

⑤総合ビジネス科フィナンシャルマスターコース

上記のコースへの入学を希望する場合は、第一志望で普通科、または総合ビジネス科

フィナンシャルマスターコースを選択して下さい。

２．出願資格

・平成２９年３月卒業見込みの者
・高等教育を履修できる能力のある者
・心身共に健康で、人物良好なる者
・上記を中学校長が認めた者
・本校入学を「単願」とするもの
・希望するコースによっては下記の要件を満たすこと
秀英特進科秀英特進コース 第３学年時の５教科（国・社・数・理・英）評定平均
秀英特進科英語留学コース が４．０以上であること
秀英特進科美術デザインコース 中学校３年間の美術の評定が４．０程度はあること

第３学年時の５教科（国・社・数・理・英）評定平均
普通科進学コース

が３．５程度はあること
第３学年時の５教科（国・社・数・理・英）評定平均

総合ビジネス科ＩＴマスターコース
が３．０程度はあること

その他の学科コース 高等教育を履修できる能力のある者

３．出願及び提出書類

出 願 日 ： 平成２８年１２月７日（水曜日）～ １２月８日（木曜日）
提出書類 ： 1.入学願書（下段が受験票になっています。）

2.調 査 書（栃木県私立高等学校共通様式により中学校が作成して提出）
※特記事項や特技、善行などあれば入学願書裏面の備考欄に記入して下さい

3.推薦書 本校指定の推薦書を中学校が作成して提出



４．入学試験日・科目・日程

平成２９年 １月９日（月曜日） 作文・面接試験
秀英特進科（秀英特進コース・英語留学コース）
集 合 ８時３０分
小論文 ９時１５分 ～ １０時１５分 （６０分間）
面 接 １０時３０分 ～ グループ面接 （終了次第順次解散）

普通科進学コース、普通科
総合ビジネス科（ＩＴマスターコース、フィナンシャルマスターコース）共通
集 合 ８時３０分
作 文 ９時１５分 ～ ９時４５分 （３０分間）
面 接 ９時５５分 ～ グループ面接 （終了次第順次解散）

秀英特進科（美術デザインコース）
集 合 ８時３０分
作 文 ９時１５分 ～ ９時４５分 （３０分間）
実 技 １０時００分 ～ １２時００分 （１２０分間）

５．学力試験の内容

小論文
与えられた資料を基に小論文を作成（６００字以内）

作 文： 下記の３つの題の中から１つ出題します。（４００字以上６００字以内）
①「過去：私の大切な思い出」
②「現在：今私が思っていること」
③「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静物鉛筆デッサン（Ｂ３版）となります。

６．携行品

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実技用鉛筆（Ｈ～４Ｂ）、練り消しゴム、鉛筆削り用
カッターを用意すること
※下敷き、分度器、計算単語表示機能付機器、携帯電話、ボールペンは使用できません

７．合格発表

平成２９年１月１２日（木曜日） 合格者に手続案内を送付します。
また中学校宛には合格証を送付します。

８．入学手続

①合格者
手続期間：平成２９年１月１２日（木曜日） ～ １月２７日（金曜日）

※前納金の納入は必要ありません。
特 典：一般合格者には入学金減免制度があります。

９．特 典

中学校３年間の生活態度・学習態度などを中学校長先生に認めて頂き、推薦いただくことで
学力試験が免除になり、早期かつ有利に受験出来ます。
ただしこの受験には中学校の校長先生の推薦が必要になります。

10．学力試験

合格者は後期一般Ｂ入学試験（３教科筆記型）を学力試験として受験していただきます。この
試験は合否には関係ありませんが高校入学後の学習準備として受験して下さい。



後期入学試験



一般A入学試験
一般B入学試験

(推薦入試・スポーツ文化特待生入試合格者学力試験）

前納金納付期限・後期入学試験単願受験者入学手続締切
2月10日（金）

※特待合格者（Ａ特、準Ａ、Ｂ特）を除く一般合格者には前納金として￥１０，０００をお支払いいただきます。

合格者対象「学校説明会」　2月5日（日）
※本校職員が合格者へご案内のご連絡をさせていただきます。

合格発表
２月２日（木）　※ＨＰ上では2月1日（水）に発表

校長先生宛に合格証・報告書、保護者宛通知文書（一般Ａ全受験者、一般Ｂ合格者には成績個票と手続案内）を送付いたします。
※本校ホームページ上には2月1日（水）、午後３時００分～午後５時３０分の間に掲示します。

出　　　　　願
１月２６日（木）～２７日（金）

受付の時間は午前８時３０分～午後４時３０分です。
出願時の提出書類は
入学願書、調査書（栃木県私立高等学校統一のもの）、考査料（￥１３，０００）※事前に入金済みの場合は入金票を願書に添付のこと。
前期入学試験を受験した再受験者は考査料が（￥５，０００）となります。

後期入学試験

平成29年3月中学校卒業見込みの者、及び中学校卒業者
※美術デザインコース希望者は受験出来ません。

平成29年3月中学校卒業見込みの者、及び中学校卒業者

入試特徴

栃木県公立入学試験を分析して出題する５教科筆記型の入学試験。
受験生には成績を開示し、得点に応じて特待生資格が付与されます。

※単願で受験された場合は獲得点数に加点します。

入試特徴

栃木県公立入学試験を分析して出題する３教科筆記型の入学試験。成績上位者に
は準Ａ以下の特待生資格が付与されます。
単願受験者には面接試験を実施します。
※単願で受験された場合は獲得点数に加点します。

入学試験
１月３１日（火）

【試験】
国語（50分）作文含む
数学（50分）
英語（50分）リスニング含む
社会（45分）
理科（45分）

入学試験
１月３１日（火）

【試験】
国語（50分）作文含む
数学（50分）
英語（50分）リスニング含む

※美術デザインコース受験生は上記に加えて静物デッサン（120分）の実技試験を実
施

入学手続き締切

３月１３日（月）

早期手続特典締切
2月17日（金）午前中

入学金減免（￥20,000）
獲得点数加点による特待生昇格制度あり

早期手続特典締切
2月17日（金）午前中

入学金減免（￥20,000）
制度あり

入学手続時の納入金
入学金　　　　　　　　　￥１２０．０００
施設拡充費　　　　　　　￥１２０，０００
４月分授業料　　　　　　￥　２４，０００
４月分教育充実費　　　　￥　１０，０００
父母の会費・諸経費　　　￥　６５，０００
合計　　　　　　　　　　￥３３９，０００

※授業料については、支給される就学支援金額に応じて納入額が変更になり
ます。

特待生の特典
Ａ特待　　入学手続時の納入金額　　￥６５，０００
準Ａ特待　入学手続時の納入金額　　￥７５，０００
Ｂ特待　　入学手続時の納入金額　　￥９９，０００
※Ｂ特待の授業料については、支給される就学支援金額に応じて納入
額が変更になります。



入 学 試 験 概 要

１．募集人数（前期後期併せての定員） 女子６００名

(1)秀英特進科秀英特進コース ４０名
(2)秀英特進科英語留学コース ３０名
(3)秀英特進科美術デザインコース ３０名
(4)普通科進学コース ３５名
(5)普通科※２年次よりコース選択 ２０５名
(6)総合ビジネス科ＩＴマスターコース ２０名
(7)総合ビジネス科フィナンシャルマスターコース ２４０名

２．出願資格
出願時において下記の要件を満たしている者

一般Ａ入学試験 一般Ｂ入学試験
平成２９年３月卒業見込みの者、及び中学校卒業者。ただし高等学校在籍経験者は除く。
ただし美術デザインコースを希望する者は一般 A入学試験は受験できない

３．出願期間

出願期間 平成２９年１月２６日（木曜日）～１月２７日（金曜日）
午前８時３０分 ～ 午後 ４時００分 本校図書館窓口で受け付けます

出願方法 中学校を通じて出願して下さい。
遠隔地などの場合、郵送での出願を受け付けます。ただし返送は遅れる場合が
あります。

４．提出書類
入学願書（下段が受験票になっています）
調 査 書 栃木県私立高等学校統一様式により、中学校長名で作成

※前期入学試験のうち、推薦入学試験とスポーツ・文化特待生入学試験合格者の学力試験

受験時には提出書類は必要ありません

５．考査料

各試験、科・コース共通 １３，０００円、再受験の場合 ５，０００円
考査料の納入方法は下記の１～２のいずれかの方法で納入してください
１．郵便振替による方法 指定の振込用紙に住所・受験生氏名・中学校名を明記し

最寄りの郵便局窓口で払い込んで下さい。
「払込金受領証」（コピーでも可）は入学願書の裏面、所定
の位置に貼付て下さい。

２．現金による納入方法 入学願書提出の際、現金で納入してください。

６．後期入学試験日

平成２９年１月３１日（火曜日） 一般Ａ入学試 一般Ｂ入学試験

７．入学試験科目

一般Ａ入学試験
５教科（国語・社会・数学・理科・英語） 県立高校入学試験問題に準じた筆記型試験

一般Ｂ入学試験 推薦入学試験・スポーツ文化特待生入学試験合格者実力試験

３教科（国語・数学・英語） 県立高校入学試験問題に準じた筆記型試験



８．携行品

受験票、筆記用具、コンパス、三角定規、昼食、上履き
※ 下敷き、分度器、計算単語表示機能付腕時計・電子辞書、携帯電話、ボールペンは

使用出来ません。
※ 美術デザインコース受験者は上記に加えて 実技用鉛筆（Ｈ～４Ｂ）、練り消しゴム、

鉛筆削用カッターを用意すること

９．合否判定

学科試験又は面接試験・実技試験結果 及び 出願書類（調査書）、中学校での勤怠状況を
総合的に判断して判定します。

10．合格発表

平成２９年２月 １日（水曜日） 午後３時００分～ＨＰ上で発表（閲覧は中学校の先生のみ）
平成２９年２月 ２日（木曜日） 郵送にて合格証、報告書、手続案内などを送付

受験生保護者宛には合格案内、成績個票（一般Ａ・Ｂ入学
試験受験者）、合格者対象学校説明会案内文などを送付

※願書提出時に申請頂ければ２月 ２日（木曜日）午前８時３０分から本校事務室窓口でも
お受け取り頂けます（中学校のみ）

11．得点の開示

一般Ａ入学試験 中学校校長宛に成績一覧表、全受験生保護者宛に成績個票を送付
一般Ｂ入学試験 中学校校長宛に成績一覧表、合格者保護者宛に成績個票を送付

12．入学手続

２月 ２日（木曜日）～３月１３日（月曜日） ※３月１１日（土曜日）は正午まで受付
手続は以下の要件に従って下さい
一般Ａ入学試験
①特待生（Ａ特待・準Ａ特待・Ｂ特待）合格者

手続期間：平成２９年２月 ２日（木曜日）～３月１３日（月曜日）
特 典：２月１７日（金曜日）までに手続を行った場合、早期手続として入学試験得点

の加点による特待生昇格などの特典があります。
※前納金は必要ありません

②一般生
手続期間：平成２９年２月 ２日（木曜日）～３月１３日（月曜日）

ただし、２月１０日（金曜日）までに前納金１０，０００円を納入すること
特 典：単願で合格したものは２月１０日（金曜日）までに手続を完了すること。

また２月１７日（金曜日までに手続を行った場合、入学試験得点の加点により
特待生への昇格や入学金減免制度があります。

一般Ｂ入学試験
手続期間：平成２９年２月 ２日（木曜日）～３月１３日（月曜日）

ただし、２月１０日（金曜日）までに前納金１０，０００円を納入すること
特 典：単願で合格したものは２月１０日（金曜日）までに手続を完了すること。

また２月１７日（金曜日までに手続を行った場合、入学試験得点の加点により
特待生への昇格や入学金減免制度があります。



13．特待生・単願受験の特典

○Ａ特待生 （入学時） 入学金・施設拡充費の合計 ０円
（入学後） 授業料・教育充実費の合計 ０円

○準Ａ特待生 （入学時） 入学金・施設拡充費の合計 ０円
（入学後） 授業料・教育充実費の合計１０，０００円

○Ｂ特待生 （入学時） 入学金・施設拡充費の合計 ０円
（入学後） 授業料・教育充実費の合計３４，０００円
※Ｂ特待生の授業料については支給される就学支援金額に応じて納入額が
変更になります。（上記金額は支給額を含めない金額）

○単願合格者 （入学時） 入学金が２０，０００円減免
入学試験得点に加点（特待への昇格あり）

14．単願制度

本校単願の場合 入学願書の単願欄に☑を付けて下さい。得点への加点や入学金減免制度が
あります。

特待単願の場合 希望する特待生に合格した場合のみ「単願」とすることが出来ます。得点
への加点により特待生合格する場合があります。
希望する場合は入学願書単願欄の希望する特待生態様に☑を記入して下
さい。

15．英語留学コースの傾斜配点
英語留学コースを 一般Ａ入学試験 、 一般Ｂ入学試験 で受験した場合、合否判定に傾斜
配点を用います。傾斜配点の割合は以下の通り

一般Ａ入学試験 一般Ｂ入学試験
国語 社会 数学 理科 英語 国語 数学 英語
× 0.75 × 0.75 × 0.75 × 0.75 ×２ × 0.9 × 0.9 × 1.2

16 ．入学手続時納入金

合計 ３３９，０００円

内訳 ・入学金 １２０，０００円（単願及び早期手続の場合） １００，０００円
・施設拡充費 １２０，０００円
・父母の会費・諸経費 ６５．０００円
・４月分授業料 ２４，０００円
・４月分教育充実費 １０，０００円

※ 1 授業料については支給される就学支援金額に応じて納入額が変更になります。

※ 2 入学金が 100,000となるのは一般Ａ・Ｂ入試単願一般合格者となります。
また期限内に入学手続を行うと早期手続特典として入学金が 100,000となります。

※ 3 宇都宮文星女子校等学校または文星芸術大学附属高等学校に兄姉が在籍している場合は、授業料は

半額になり、入学後に返金します。（ただし兄弟姉妹いずれかがＡ特待生または準Ａ特待生の場合は

減額されません）

※ 4 ＩＴマスターコースでは諸経費として月額費用が別途必要になります。また使用した情報処理機器

類は卒業時に譲渡いたします。



17．合格者対象「学校説明会」

下記日程で合格者対象「学校説明会」を実施いたします。
この説明会では合格されたコースの概要やコース選択方法、早期手続による加点や特待生昇格
などのご説明や各種ご質問に応じます。（予定）

平成２９年２月 ５日（日曜日） 秀英特進科秀英特進コース
秀英特進科英語留学コース
秀英特進科美術デザインコース
普通科進学コース
普通科
総合ビジネス科（ＩＴ・フィナンシャル）

各科・コースの説明会を予定しています。時間は後日ご連絡いたします。

18．問合せ

入学試験に関する各種問合せは下記にご連絡下さい。

宇都宮文星女子高等学校
電話：０２８－６２１－８１５６（代表）

email：bunseij@bunsei-gh.ed.jp



一般Ａ入学試験（５教科筆記型、学力特待制度の適応があります）

１．募集する科・コース
※美術デザインコースは受験できません

１．秀英特進科秀英特進コース
２．秀英特進科英語留学コース
３．普通科進学コース
４．普通科
５．総合ビジネス科ＩＴマスターコース
６．総合ビジネス科フィナンシャルマスターコース

※コース選択について
1年入学時から編成するコース
①秀英特進科秀英特進コース
②秀英特進科英語留学コース
③普通科進学コース
④総合ビジネス科ＩＴマスターコース

上記のコースへの入学を希望する場合、第一志望で出願して下さい。

2年次から編成するコース
①普通科進学コース ※第二学年進級時にも編成します。
②普通科こども福祉コース
③普通科フードデザインコース
④普通科総合コース
⑤総合ビジネス科フィナンシャルマスターコース

上記のコースへの入学を希望する場合は、第一志望で普通科、または総合ビジネス科

フィナンシャルマスターコースを選択して下さい。

２．出願資格

平成２９年３月卒業見込みの者、及び中学校卒業者。ただし高等学校在籍経験者は除く。

３．出願及び提出書類

出 願 日 ： 平成２９年１月２６日（木曜日）～ １月２７日（金曜日）
提出書類 ： 1.入学願書（下段が受験票になっています。）

2.調 査 書（栃木県私立高等学校共通様式により中学校が作成して提出）
※特記事項や特技、善行などあれば入学願書裏面の備考欄に記入して下さい

４．入学試験日・科目・日程

平成２９年 １月３１日（火曜日） ５教科筆記型試験

集 合 ８時３０分
国 語 ９時１５分 ～ １０時０５分 （５０分間）
社 会 １０時２０分 ～ １１時０５分 （４５分間）
数 学 １１時２０分 ～ １２時１０分 （５０分間）
昼 食
理 科 １３時００分 ～ １３時４５分 （４５分間）
英 語 １４時００分 ～ １４時５０分 （５０分間）

５．学力試験の内容

出題形式は栃木県立高等学校入学試験に準じます
各教科の出題傾向は以下の通り
１．国語 「作文」を含む。また「古典の文法」については出題しない
２．社会 特に定めない
３．数学 特に定めない
４．理科 特に定めない
５．英語 「リスニング」を含む。その他特に定めない



６．携行品

受験票、筆記用具、コンパス、三角定規、昼食、上履き
※下敷き、分度器、計算単語表示機能付機器、携帯電話、ボールペンは使用できません

７．合格発表

平成２９年２月２日（木曜日） 全受験者に成績個票を、合格者に手続案内を送付します。
また中学校宛に成績一覧表、合格証を送付します。

８．入学手続

①特待生（Ａ特待・準Ａ特待・Ｂ特待）合格者
手続期間：平成２９年２月２日（木曜日） ～ ３月１３日（月曜日）

※前納金の納入は必要ありません。
特 典：２月１７日（金曜日）までに手続を行った場合、早期手続として入学試験得点

の加点による特待生昇格などの特典があります。
②一般生
手続期間：平成２９年２月２日（木曜日） ～ ３月１３日（月曜日）

ただし２月１０日（金曜日）までに前納金１０，０００円を納入すること
特 典：単願で合格したものは２月１０日（金曜日）までに手続を完了すること。

また２月１７日（金曜日）までに手続をおこなった場合、入学試験得点の加点に
より特待生昇格や第一志望合格、入学金減免制度があります。

９．特 典

①特 待 生
○Ａ特待生 （入学時） 入学金・施設拡充費の合計 ０円

（入学後） 授業料・教育充実費の合計 ０円
○準Ａ特待生 （入学時） 入学金・施設拡充費の合計 ０円

（入学後） 授業料・教育充実費の合計 １０，０００円
○Ｂ特待生 （入学時） 入学金・施設拡充費の合計 ０円

（入学後） 授業料・教育充実費の合計 ３４，０００円
※Ｂ特待生の授業料については支給される就学支援金額に応じて納入額が
変更になります。（上記金額は支給額を含めない金額）

②単願・早期手続
○単願合格者 （入学時） 入学金が２０，０００円減免

入学試験得点に加点（特待生への昇格あり）
○早期手続者 （入学時） 入学金が２０，０００円減免

入学試験得点に加点（特待生への昇格あり）

③得点の開示
合格発表以降、各中学校宛に成績一覧表を、受験生全員の保護者宛に成績個票を送付します。

10．英語留学コースの傾斜配点

英語留学コースを受験した場合、合否判定の際に傾斜配点を行います。傾斜配点の割合は次の
とおりとなります

一般Ａ入学試験（５教科）
国 語 社 会 数 学 理 科 英 語

×０．７５ ×０．７５ ×０．７５ ×０．７５ ×２．０
※第二志望合格になった場合には通常点で合否判定を行います。



一般Ｂ入学試験（３教科筆記型、普通科・総合ビジネス科単願合格者への特待生登用があります）

１．募集する科・コース

１．秀英特進科秀英特進コース
２．秀英特進科英語留学コース
３．秀英特進科美術デザインコース
４．普通科進学コース
５．普通科
６．総合ビジネス科ＩＴマスターコース
７．総合ビジネス科フィナンシャルマスターコース

※コース選択について
1年入学時から編成するコース
①秀英特進科秀英特進コース
②秀英特進科英語留学コース
③秀英特進科美術デザインコース
④普通科進学コース
⑤総合ビジネス科ＩＴマスターコース

上記のコースへの入学を希望する場合、第一志望で出願して下さい。

2年次から編成するコース
①普通科進学コース ※第二学年進級時にも編成します。
②普通科こども福祉コース
③普通科フードデザインコース
④普通科総合コース
⑤総合ビジネス科フィナンシャルマスターコース

上記のコースへの入学を希望する場合は、第一志望で普通科、または総合ビジネス科

フィナンシャルマスターコースを選択して下さい。

２．出願資格

平成２９年３月卒業見込みの者、及び中学校卒業者。ただし高等学校在籍経験者は除く。

３．出願及び提出書類

出 願 日 ： 平成２９年１月２６日（木曜日）～ １月２７日（金曜日）
提出書類 ： 1.入学願書（下段が受験票になっています。）

2.調 査 書（栃木県私立高等学校共通様式により中学校が作成して提出）
※特記事項や特技、善行などあれば入学願書裏面の備考欄に記入して下さい

４．入学試験日・科目・日程

平成２９年 １月３１日（火曜日） ３教科筆記型試験

秀英特進科（秀英特進コース・英語留学コース）、普通科進学コース、普通科
総合ビジネス科（ＩＴマスターコース、フィナンシャルマスターコース）共通
集 合 ８時３０分
国 語 ９時１５分 ～ １０時０５分 （５０分間）
数 学 １０時２０分 ～ １１時１０分 （５０分間）
英 語 １１時２５分 ～ １２時１５分 （５０分間）

秀英特進科（美術デザインコース）
集 合 ８時３０分
国 語 ９時１５分 ～ １０時０５分 （５０分間）
数 学 １０時２０分 ～ １１時１０分 （５０分間）
英 語 １１時２５分 ～ １２時１５分 （５０分間）
実 技 １３時００分 ～ １５時００分 （１２０分間）



５．学力試験の内容

出題形式は栃木県立高等学校入学試験に準じます
各教科の出題傾向は以下の通り
１．国語 「作文」を含む。また「古典の文法」については出題しない
２．数学 特に定めない
３．英語 「リスニング」を含む。その他特に定めない
※ 美術デザインコースの実技試験は静物鉛筆デッサン（Ｂ３版）となります

６．携行品

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実技用鉛筆（Ｈ～４Ｂ）、練り消しゴム、鉛筆削り用
カッターを用意すること
※下敷き、分度器、計算単語表示機能付機器、携帯電話、ボールペンは使用できません

７．合格発表

平成２９年２月２日（木曜日） 合格者宅に成績個票、手続案内を送付します。
また中学校宛に成績一覧表、合格証を送付します。

８．入学手続

手続期間：平成２９年２月２日（木曜日） ～ ３月１３日（月曜日）
ただし２月１０日（金曜日）までに前納金１０，０００円を納入すること

特 典：単願で合格したものは２月１０日（金曜日）までに手続を完了すること。
また２月１７日（金曜日）までに手続をおこなった場合、入学試験得点の加点に
より第一志望合格や入学金減免制度があります。

９．特 典

①特待生（普通科・総合ビジネス科単願合格者の内、２００点を超える成績上位者若干名を
特待生に登用します）

○準Ａ特待生 （入学時） 入学金・施設拡充費の合計 ０円
（入学後） 授業料・教育充実費の合計 １０，０００円

○Ｂ特待生 （入学時） 入学金・施設拡充費の合計 ０円
（入学後） 授業料・教育充実費の合計 ３４，０００円
※Ｂ特待生の授業料については支給される就学支援金額に応じて納入額が
変更になります。（上記金額は支給額を含めない金額）

②単願・早期手続
○単願合格者 （入学時） 入学金が２０，０００円減免

入学試験得点に加点（特待生への昇格あり）
○早期手続者 （入学時） 入学金が２０，０００円減免

入学試験得点に加点（特待生への昇格あり）

③得点の開示
合格発表以降、各中学校宛に成績一覧表を、合格者の保護者宛に成績個票を送付します。

④単願受験者への面接試験
美術デザインコース受験者を除く単願受験者には、３教科試験終了後に面接試験（個別）を
実施します。この面接試験で高等学校進学への意欲や希望を伺い合否判定に反映させます

10．英語留学コースの傾斜配点

英語留学コースを受験した場合、合否判定の際に傾斜配点を行います。傾斜配点の割合は次の
とおりとなります
一般Ａ入学試験（３教科）

国 語 数 学 英 語
×０．９ ×０．９ ×１．２

※第二志望合格になった場合には通常点で合否判定を行います。



スポーツ・文化特待生入学試験、推薦入学試験合格者実力試験

１．入学試験日

平成２９年２月 ２日（月曜日）

２．試験科目・日程

秀英特進科（秀英特進コース・英語留学コース・美術デザインコース）
普通科進学コース・普通科
総合ビジネス科（ＩＴマスターコース・フィナンシャルマスターコース）共通

学力試験 ３教科
日 程 集 合 ８時３０分

国 語 ９時１５分 ～ １０時０５分 （５０分間）
数 学 １０時２０分 ～ １１時１０分 （５０分間）
英 語 １１時２５分 ～ １２時１５分 （５０分間）

３．学力試験

出題形式は栃木県立高等学校に準じます
各教科の出題傾向は以下の通り
１．国語 「作文」を含む。また「古典の文法」については出題しない
２．数学 全範囲から出題
３．英語 「リスニング」を含む。その他特に定めない

※この学力試験結果は合否には関係ありません。
※この学力試験により、スポーツ・文化特待生入学試験一般合格者及び推薦入学試験合格者の内
普通科・総合ビジネス科合格者で 200点を超える成績上位者若干名を特待生に登用することが
あります



宇都宮文星女子高等学校入学試験受験資料

１．合格ラインの目安

①スポーツ・文化特待生入学試験 要項２．出願資格をご覧下さい。
②推薦入学試験 要項２．出願資格をご覧下さい。
③一般Ａ入学試験
特待生合格ライン （平成 28年度生入学試験のデータ）

合格種別 前期入学試験 後期入学試験
Ａ特待生 ３８０点 ３８５点

準Ａ特待生 ３４５点 ３５０点
Ｂ特待生 ３１０点 ３１５点

一般合格ライン
科・コース 前期入学試験 後期入学試験

秀英特進科秀英特進コース ２８０点 ２８５点
秀英特進科英語留学コース ２７５点 ２８５点
普通科 １１０点 １１５点
総合ビジネス科ＩＴマスターコース １３４点 １４４点
総合ビジネス科フィナンシャルマスターコース ９５点 １１０点
※平成２９年度生入学試験において入学時より募集する普通科進学コースについては
ボーダーラインを２３０点程度に定める予定

④一般Ｂ入学試験
一般合格ライン

科・コース 前期入学試験 後期入学試験
秀英特進科秀英特進コース １７９点 １８５点
秀英特進科英語留学コース １８０点 １８５点
普通科 ８５点 ９０点
総合ビジネス科ＩＴマスターコース １２７点 １３０点
総合ビジネス科フィナンシャルマスターコース ７５点 ８０点

※平成２９年度生入学試験において入学時より募集する普通科進学コースについては
ボーダーラインを１４０点程度に定める予定

※美術デザインコースのボーダーラインは３教科については普通科程度。その他に
実技試験（３００点満点）で判定。

２．欠席日数の上限 （再チャレンジへの応援を文星女子校は積極的に行います）

中学校からの調査書で判断。
欠席日数の上限は中学校三年次で７０日。それ以上は審議となる。
高校での就学に対する意欲と欠席に至った理由により７０日以上でも合格となる場合がある。
遅刻・早退についても同様に判断する。

３．欠席に至った理由の合否への反映

欠席に至った理由は調査書だけでは判断出来ないため、下記の方法により報告下さい。
①出願時に事情をお伝え下さい。
②一般Ｂ入学試験を単願で受験すると、試験日程終了後に面接試験を実施します。
この面接試験は面接官と受験生の個別面接となるので、その席上で意欲や理由などを
伝えて下さい。

４．得点の開示
試験種別 中学校宛 保護者宛

一般Ａ入学試験 合否・成績報告書（全受験者） 成績個票（全受験者）
一般Ｂ入学試験 合否・成績報告書（全受験者） 成績個票（合格者のみ）
スポーツ・文化特待生入学試験 合格報告書（全受験者） 合格通知
推薦入学試験 合格報告書（全受験者） 合格通知



５．入学試験に向けた相談会・説明会の実施
下記日程で相談会、説明会を実施します。（会場：宇都宮文星女子高等学校 レストラン）

①入試相談会
第一回 ９月２４日（土曜日） 午前１０時００分～午後２時００分 ※文化祭一般開放日
第二回 １０月 ７日（金曜日） 午後 ７時００分～
第三回 １０月２１日（金曜日） 午後 ７時００分～
第四回 １１月１１日（金曜日） 午後 ７時００分～
第五回 １１月２５日（金曜日） 午後 ７時００分～

②学校見学説明会
第一回 １０月１５日（土曜日） 午前１０時００分～
第二回 １０月２９日（土曜日） 午前１０時００分～
第三回 １１月 ５日（土曜日） 午前１０時００分～
第四回 １１月１９日（土曜日） 午前１０時００分～

③デッサン講習会・相談会
講習会 １１月 ５日（土曜日） 午前１０時００分～ ※デッサン実技講習会
相談会 １１月１９日（土曜日） 午前１０時００分～

④文星杯ワープロ大会
第一回 ９月２４日（土曜日） 午前１０時００分～ ※開催時間内であればいつでも参加可
第二回 １０月１５日（土曜日） 午前１０時００分～ ※全商後援 競技大会

⑤合格者対象「学校見学説明会」
前 期 １月１５日（日曜日）
後 期 ２月 ５日（日曜日）

６．単願受験によるメリット
本校への入学の意志を尊重し、下記の特典を与えます。

①早期に進路決定することで高校就学後の準備を早く行うことが出来る。
本校では学習習慣維持の為下記の学力試験を入学までに課しています
１．スポーツ・文化特待生入学試験、推薦入学合格者に対する学力試験の実施（後期一般Ｂ）
２．入学手続き後のオリエンテーションで実施する学力試験（入学決定者）

②一般Ａ入学試験・一般Ｂ入学試験 共通
１．学力試験合計得点に加算点（１０点程度）
２．入学金の減免（２０，０００円）

③一般Ｂ入学試験
１．単願受験者には面接試験を実施（個別面接） 高校修学への意欲、欠席理由を伺うこと

により合否判定の考慮資料に加味。

④スポーツ・文化特待生入学試験・推薦入学試験 共通
１．入学金の減免（２０，０００円）
２．学力試験（後期一般Ｂ入学試験）において、普通科・総合ビジネス科で２００点を超える

成績上位者若干名に特待生付与。
※スポーツ・文化特待生には条件の良い特待生を付与します。

７．再受験のメリット
１．前期入学試験の合否を問わず考査料の減額（１３，０００円を５，０００円に）

８．美術デザインコース
美術デザインコースを受験する場合には下記にご注意下さい。
１．第一希望で受験して下さい。（実技試験実施のため）
２．美術デザインコースで特待生を目指す場合には、スポーツ・文化特待生入学試験を

受験して下さい。



出願時の留意事項

１．第二志望選択について
資料の入学試験の合格ラインを参考に第一志望不合格でも第二志望で合格できる科・コースを

選択下さい。
２．第二志望の希望が無い場合

第二志望の選択（☑）は必要ありません。
３．第一志望、第二志望で不合格の場合、他のコースの合格点数を上回っている場合については、

ご相談いただけます。

入学試験時の対応について

１．入試時に「学校保健法による伝染病」などに罹患した場合
①別室を準備します。
②健康状態によって受験が難しい場合、後期入学試験を無料で受験できます。

※医師による証明書は必要ありませんが、中学校の先生よりの連絡が必要です。

２．入試時に怪我、障がいなど配慮が必要な場合
①出願時もしくは事前に申請して下さい。
②別室を準備します。
③聴覚障害などがある場合、英語の時間に別室での受験が出来ます。
④エピペンの使用や若年性糖尿病による投薬が必要な場合、必要に応じて別室を用意します。

※試験当日、必ずご本人もしくは引率の先生より申し出て下さい。

３．その他、特別な事情については考慮配慮しますが、入学試験受験に適応できない申請には対応
できない場合があります。ご相談下さい。

入学手続の対応について

１．後期入学試験再受験により合格態様に変更があった場合の差額金の対応
①前期入学試験一般合格（単願）で手続済み→後期入学試験特待生合格

差額分の返金
②前期入学試験一般合格で前納金納入済み→後期入学試験で他のコースに合格

前納金の納入は一回のみで可
③前期入学試験一般合格で前納金納入済み→後期入学試験で特待生合格

前納金は返金しない。ただし入学手続をとる場合に
入学金の一部に充当する

２．諸事情により延納などを申請したい場合
①期限前に本校までに連絡をいれ、指示に従って下さい。ただし納入時期などにより申請に
応じられない場合があります。

②近隣公立高等学校入学試験を受験するもので、合格発表時期が本校入学手続以降になる場合
手続締切日以前に本校まで中学校を通して連絡して下さい。

３．入学時に納入する４月分授業料の取扱
別途入学手続き後のオリエンテーションで詳細を説明予定
各家庭の総収入により国からの就学支援金額が決定（入学後に調査）するため、５月以降
に確定後差額分を返金します。



前期入学願書記入方法 （入学願書は別途配布されます）

【入学願書欄】

①．受験番号は本校で願書受付を行うときに
発行しますので記入しないで下さい。

②．現在在籍しているもしくは、出身した
中学校名を記入して下さい。

③．受験生の氏名を略さず記入して下さい。

④．受験生の生年月日を記入（和暦・算用
数字）で記入して下さい。

⑤．受験生の保護者名を記入して下さい。

⑥．受験生の現住所を郵便番号・住所まで
正確に記入して下さい。
住所は合否通知をお送りする場合などに
使用しますので、必ず連絡がつく住所
を記入して下さい。

⑦．現在利用可能な電話番号を記入して下
さい。

⑧．受験を希望する入学試験名左側の□の
中に☑を入れて下さい。

⑨．受験を希望する科・コース名左側の□
に☑を入れて下さい。
第二志望がある場合には第二志望にも
☑を入れて下さい。
美術デザインコースを受験する場合には
必ず第一志望欄で選択して下さい。
第一志望、第二志望ともに選択出来る
のは１種類だけとなります。

⑩．本校を単願で受験する場合には希望する種別の左側の□に☑を入れて下さい。
特待生特典の付与にかかわらず本校受験を単願とする場合には単願欄に☑を、希望する特待生に
合格した場合のみ本校を単願とする場合には希望する特待生種別の□に☑を入れて下さい。
このとき、Ｂ特待を選択して準Ａ以上に合格する場合には希望にかかわらず上位の特待の特典を
付与します。

【受験票欄】

⑪．受験番号は本校で作成しますので、記入しないで下さい。
⑫．受験生の氏名を略さず正確に記入して下さい。ふりがなは必要ありません。
⑬．現在在籍している中学校及び出身中学校の名称を記入して下さい。
⑭．上記で☑した項目を参照して受験希望試験種別の□に☑を入れて下さい。
⑮．上記で☑した項目を参照して第一志望で受験する科・コースの□に☑を入れて下さい。

【考査料納入票】

願書裏面の所定の位置に貼り付けて下さい（コピー可）



後期入学願書記入方法 （入学願書は別途配布されます）

【入学願書欄】

①．受験番号は本校で願書受付を行うときに
発行しますので記入しないで下さい。

②．現在在籍しているもしくは、出身した
中学校名を記入して下さい。

③．受験生の氏名を略さず記入して下さい。

④．受験生の生年月日を記入（和暦・算用
数字）で記入して下さい。

⑤．受験生の保護者名を記入して下さい。

⑥．受験生の現住所を郵便番号・住所まで
正確に記入して下さい。
住所は合否通知をお送りする場合などに
使用しますので、必ず連絡がつく住所
を記入して下さい。

⑦．現在利用可能な電話番号を記入して下
さい。

⑧．受験を希望する入学試験名左側の□の
中に☑を入れて下さい。

⑨．受験を希望する科・コース名左側の□
に☑を入れて下さい。
第二志望がある場合には第二志望にも
☑を入れて下さい。
美術デザインコースを受験する場合には
必ず第一志望欄で選択して下さい。
第一志望、第二志望ともに選択出来る
のは１種類だけとなります。

⑩．本校を単願で受験する場合には希望する種別の左側の□に☑を入れて下さい。
特待生特典の付与にかかわらず本校受験を単願とする場合には単願欄に☑を、希望する特待生に
合格した場合のみ本校を単願とする場合には希望する特待生種別の□に☑を入れて下さい。
このとき、Ｂ特待を選択して準Ａ以上に合格する場合には希望にかかわらず上位の特待の特典を
付与します。

【受験票欄】

⑪．受験番号は本校で作成しますので、記入しないで下さい。
⑫．受験生の氏名を略さず正確に記入して下さい。ふりがなは必要ありません。
⑬．現在在籍している中学校及び出身中学校の名称を記入して下さい。
⑭．上記で☑した項目を参照して受験希望試験種別の□に☑を入れて下さい。
⑮．上記で☑した項目を参照して第一志望で受験する科・コースの□に☑を入れて下さい。

【考査料納入票】

願書裏面の所定の位置に貼り付けて下さい（コピー可）



栃木県私立高等学校調査書記入要領
（栃木県中学校長会）

１ 「第一志望学科名（専攻・コースを含む。」は、出願先高等学校の募集要項などにより正確に記入す

る。第二志望学科以下については、入学願書に記入する。

２ 「志願者氏名」は、生徒指導要録の記載どおりとする。

３ 「志願者氏名欄」の右の男・女の性別を○で囲む。また、卒業見込または卒業の該当を○で囲み、そ

の年を記入する。

４ 「各教科の学習の記録」の記入に当たっては、次の要領によるものとする。

（１）第１、２学年の評定は、生徒指導要録の記載どおり５段階評定で記入する。

（２）第３学年の評定は、第１学期の評定も加味しながら、第２学期末として５段階評定で記入する。

なお、２学期制を採る学校にあっては、前期の評定を基にその後の活動状況を配慮して５段階

で評価する。

（３）選択教科については、教科名を教科欄に記入し、該当する学年欄にＡ・Ｂ・Ｃの３段階評定で

記入する。（５段階評定でもよい。）

５ 「総合的な学習の時間の記録」の記入に当たっては中学校学習指導要領に示された二つのねらいを踏

まえ、生徒にどのような力が身に付いたかを文章で簡単に記入する。例えば、「環境問題に積極的に

取り組んだ」など。

６ 「特別活動等の記録」の記入に当たっては、次の要領によるものとする。

（１）学級活動、生徒会活動、学校行事については、生徒指導要録の観点を踏まえ、３か年間の活動

状況全般を見通しながらも最終学年を重視して、活動状況が特筆するに値すると判断できるもの

について具体的に記入する。また、部活動についても該当がある場合は記入する。例えば、生徒

会長、学級委員長、サッカー部長など。

（２）特別活動等の「等」については、学校外で活躍した文化活動、スポーツ活動、社会活動、特技

等について、活動状況が特筆するに値すると判断できるものについて具体的に記入する。例えば、

ふるさと運動のリーダー、○○作品コンクール優秀賞、○○大会第３位など。

７ 「行動の記録」の記入に当たっては、次の要領によるものとする。

生徒指導要録の行動の記録の１０項目について、生徒の行動が十分満足できる状況にあると判断

される項目に◎印を、おおむね満足できる状況にあると判断される項目に○印を記入する。その他

の場合には空欄とする。

８ 「欠席・遅刻の記録」の記入に当たっては次の要領によるものとする。

（１）第１、２学年の欠席日数については生徒指導要録の記載どおりとする。なお、第３学年の欠席

日数については、出願先高等学校に出願する月の前月末までの欠席日数を記入する。

（２）欠席の主な理由については、欠席日数が７日以上の場合に主な理由を具体的に記入する。

（３）遅刻回数については、各中学校が定めた遅刻認定基準に照らして、その回数を記入する。

（４）遅刻の主な理由については、遅刻回数が７日以上の場合に主な理由を具体的に記入する。

９ 「健康状況」の記入に当たっては、受験の際または進学後において特に配慮すべき事項がある場合に

具体的に記入する。

10 「特記事項」の記入に当たっては、趣味・特技や人物等について、他の欄に記入できない事項や内容

について具体的に記入する。

11 記入事項のない欄には、／印を記入する。



調査書記入上の注意

※書式は栃木県中学校長会の定める栃木県私立高等学校調査書記入要領により
記入下さい。

※本校ホームページ（http://www.bunsei-gh.ed.jp）からＥｘｃｅｌ形式ファイルを
ダウンロードしていただくことも可能です。

※後期入試再受験の際には、調査書は再提出していただく必要はありません。
ただし、記載の内容に変更がある場合は再提出して下さい。

第一志望学科・コースについて、
文星女子高受験の場合、以下の様に
記入願います。

・秀英特進科[秀英特進]
・秀英特進科[英語留学]
・秀英特進科[美術デザイン]
・普 通 科[進 学]
・普 通 科[ 未記入 ]
・総合ビジネス科[ＩＴマスター]
・総合ビジネス科[ﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾏｽﾀｰ]

普通科及び総合ビジネス科（ＩＴマ
スターを除く）は 2年次からのコー
ス（系）選択になるため、調査書の
専攻・コース欄には記入の必要はあ

選択教科欄が足りない場合
は、別途選択教科を増やした
ファイルをご利用ください。

５
段
階
で
記
入
し
て
下
さ
い
。

３
段
階
で
記
入
し
て
下
さ
い
。

具体的に記入してください。

ゴム印でも
かまいません



推薦書記入上の注意

※ 推薦書は推薦入学試験出願の場合のみ記入し、出願時に提出して下さい。
※ 志望科コースについては

・進学コース、こども福祉コース、フードデザインコース、総合コースは
「普通科」。フィナンシャルマスターコースは「総合ビジネス科フィナン
シャルマスターコース」とご記入下さい。
（普通科の各コース、総合ビジネス科フィナンシャルマスターの系 2年次
から編成します）

○推
推 薦 書

宇都宮文星女子高等学校長 上 野 一 典 様

下記の生徒貴校の推薦条件にてらし適当と認め推薦いた
します。

平成２７年○○月○○日

中学校長 氏名 ○ ○ ○ ○ □印

記

志 望 科・コ ー ス 出 願 者 氏 名

秀英特進科秀英特進コース ○ ○ ○ ○ ○

普通科 ○ ○ ○ ○

総合ビジネス科フィナンシャルマスターコース ○ ○ ○



スポーツ・文化特待生実績報告書

宇都宮文星女子高等学校長 上野 一典 様

下記の生徒の報告内容については相違ないことを証明いたします。また貴校の
出願資格に照らし資格を満たすと認めます

平成２○ 年 ○ 月 ○ 曰

中学校長 氏名 ○ ○ ○ ○ ○ ○ □印

出身中学校 ○ ○ ○ 立 ○ ○ ○ 中学校

(ふりがな) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
氏 名 ○ ○ ○ ○ ○ 平成○○年 ○月 ○日生（○○才）

特技種目

各種大会出場記録等

部活動などの場合

※中学生の期間及び中学校における活動状況及び各種大会などの成績・記録

※美術デザインは必要ありません。

自己推薦の場合は活動の状況や成績などの記録をご記入下さい。

スポーツ
Ｓ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

テスト成績

所
担当の先生からの生徒さんの活動状況全般や高校での活躍の見込みなどを、

自己推薦の場合は学校生活の概況や努力の度合いなど記入して下さい。
見

○ ○ ○ 中学校 記載者名 ○ ○ ○ ○ ○印

特

技

種

目

の

活

動

状

況

受験番号



［郵便局払込取扱票 記入方法］

前 後 期 の 別 ｛ 1.前期 2.後期 ｝

試 験 の 種 別 1. 一般A入学試験 2.一般B入学試験

3.ｽﾎ゚ ﾂー･文化特待生入学試験 4.推薦入学試験

志望科（第 1希望） ○○○ 科 ○○○○ コース

中 学 校 名 ○○○○ 立 ○○○ 中学校

○ ○ ○ ○
○○県○○市 ○○町○○－○

【ご注意下さい。】

①「通信欄」に「前・後期の別」、「試験の種別」、
②「志望科（第 1志望・コース）」は

秀英特進科 秀英特進コース
秀英特進科 英語留学コース
秀英特進科 美術デザインコース
普通科 進学コース
普通科 ※二年生から選択になる（進学・こども福祉・フードデザイン・総合）

を希望する場合
総合ビジネス科 ＩＴマスターコース
総合ビジネス科 フィナンシャルマスターコース

③「中学校名」を記入して下さい。
④「ご依頼人」の欄には「志願者」の住所・氏名を記入して下さい。
⑤「入学願書」に貼付る「受領証」は、原本もしくはコピーで構いません。
⑥ 払込料金は必要ありません。
⑤ 郵便局窓口ではなく、キャッシュコーナーの機械処理で払込をした場合は、「払込金受領証」

は別に大きさの異なる「ご利用明細票」として発行されます。このときは、入学願書の
貼付欄に願書からはみ出さないように右側を揃えて貼付して下さい。
※ 出願時に受験料を納入する場合には不要です。
※ 後期再受験の場合、受験料は￥５，０００となります。

不明な点は宇都宮文星女子高等学校までご質問ください（０２８－６２１－８１５６））

○○○－○○○○

○ ○ ○ ○

○○○－○○○－○○○○

「払込金受領証」を「入学願書」裏面指定の位置に貼付して下さい。



《参考》 （平成28年度導入時には消費税率などにより、購入価格・納入価格が変更になる可能性があります。）

種別 品　　　　　名 単価（円）

イートン型ジャケット
（濃紺　無地　撥水加工済）

23,220

スカート（20本車ヒダ）
（濃紺　無地　撥水加工済）

18,360

スカート（20本車ヒダ）
（グレーチェック　撥水加工済）

16,308

長袖セーラーブラウス
（ピケ　オフホワイト）

6,480

半袖セーラーブラウス
（ピケ　オフホワイト）

6,048

スクールセーター 7,560

クロスタイ 1,404

ハイソックス
（濃紺　イニシャル入）

926

ハーフコート 17,280

サマーベスト 5,400

サマーソックス 566

長袖トレシャツ 6,480

トレタイツ 4,752

半袖Ｔシャツ 3,672

ハーフパンツ 3,348

プールキャップ 432

クラリーノ通学鞄 15,000

サブバッグ 3,500

リュック 9,720

通学用革靴 8,856

上履き 1,600

グランドシューズ 3,100

体育館シューズ 3,600

10,000～

18,000

通
　
学
　
制
　
服
　
類

\120,000
\120,000
 \24,000
 \10,000

 \65,000程度

※単願一般合格の場合は入学金が\100,000となり、納入額は

　\319,000となります。
※授業料は就学支援金の補助額に応じて減額されます。
　詳しくは入学後に行う調査による決定。差額は後日返金します。

☆特待生の特典

学校指定品

学
校
指
定
品

◇在学中に申請可能な奨学金の種類

【栃木県育英会】
　①条　件　　・中学３年生の全教科評定平均が
　　　　　　　　　 ３．５以上
　　　　　　　　 ・他の奨学金との併用は不可（ただし
　　　　　　　　 　「交通遺児奨学金」との併用に限っ
　　　　　　　　 　ては可）
　②貸与額　 ・月額３０，０００円（無利子）

【栃木県修学資金】
　①条件　  　・成績評定の基準なし
　　　　　　　   ・一部を除く他の奨学金との併用可
　②貸与額　 ・月額３０，０００円（無利子）

【あしなが奨学金】
　①条　件　　・保護者が交通事故以外で死亡した
　　　　　　　   　り、または後遺障害を負っている
　　　　　　　　 　家庭の生徒
　　　　　　　　 ・他の奨学金との併用は可
　②貸与額　 ・月額４０，０００円（無利子）

【交通遺児奨学金】
　①条件　　　・保護者が交通事故で死亡したり、
　　　　　　　　 　著しい後遺障害で働けない家庭の
　　　　　　　　 　生徒
　　　　　　　　 ・他の奨学金との併用は可
　②貸与額　 ・月額４０，０００円まで（無利子）
　　　　　　　　 ・入学一時金　６０万円まで（無利子）

◆教科書参考書類
（科・コースによって異なります。）

【Ａ 特 待】
　（入学時）入学金・施設拡充費の合計　０円
　（入学後）授業料・教育充実費の合計　０円
　〔入学時の納入金　６５，０００円〕

【準Ａ特待】
　（入学時）入学金・施設拡充費の合計　０円
　（入学後）授業料・教育充実費の合計　１０，０００円
　〔入学時の納入金　７５，０００円〕

【Ｂ 特 待】
　（入学時）入学金・施設拡充費の合計　０円
　（入学後）授業料・教育充実費の合計　３４，０００円
　〔入学時の納入金　９９，０００円〕

※Ｂ特待生の入学時の納入金の内、授業料に関する費用は
　就学支援金の補助額によって変動します。差額分は入学後に
　返金します。

◆体操服

希望
購入品

◆バッグ類

◆シューズ類

学校
指定品

◇入学時納入金一覧◇入学時にかかる費用

◆制服類 ◆納入額　　　　　　　　　　　　￥３3９，0００

入学金
施設拡充費
4月分授業料
4月分教育充実費
父母の会会費・諸経費
（1年分）



乗車場所 発車時刻 定期券 乗車場所 発車時刻 1ヶ月定期

7:35 益子町役場 6:40 18,000円

7:40 田野農協 6:50 16,000円

7:55 小林十字路 6:55 16,000円

8:05 真岡市民会館前 7:00 15,000円

真岡市役所前 7:02 15,000円

乗車場所 発車時刻 定期券 高寺下前 7:04 14,000円

3:35 真岡中前 7:05 14,000円

3:40

3:50

乗車場所 発車時刻 1ヶ月定期 乗車場所 発車時刻 1ヶ月定期

モピア前 6:30 18,000円 逆川農協前 6:20 18,000円

天矢場駅前 6:39 18,000円 七井郵便局 6:30 18,000円

祖母井道の駅 6:55 12,000円

水橋セブンイレブン 7:08 11,000円 真岡中前 7:00 14,000円

清原東小前 7:11 11,000円 カワチ薬品前 7:02 14,000円

清原台５丁目　栃木銀行 7:17 10,000円 真岡西中前 7:03 14,000円

足銀横セブンイレブン前 7:19 10,000円 高勢町バス停 7:04 14,000円

清原飯塚 7:20 10,000円 長田十字路 7:07 13,000円

かましんテクノ店 7:24 10,000円

海星女子学院入口 7:32 10,000円

鐺山十字路 7:35 9,000円

文星女子高東門

1ヶ月
7,410円

3ヶ月
21,110円

ＪＲ宇都宮駅発

同上

真岡市内

益子町役場・田野・真岡方面

往　　　路

往　　　路

◇スクールバス時刻表

ＪＲ宇都宮駅   (片道＠\2１0）

茂木・芳賀・清原方面

往　　　路

復　路

往　路

七井・塙・大内・真岡方面



メ モ



宇都宮文星女子高等学校
〒 320-0048 栃木県宇都宮市北一の沢町 24-35 Tel． 028-621-8156 Fax．028-622-8971

e-mail bunseij@bunsei-gh.ed.jp HomePage http://www.bunsei-gh.ed.jp




