
平成２９年度生

入学試験要項
（受験生用）

宇都宮文星女子高等学校



入学試験に向けた相談会・説明会の実施

１．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）

２．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 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）受験時の成績上位者に特待生付与。

※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。

３．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）

４．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．第一志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。



前期入学試験

【１】募集定員（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】考査料

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下さい。
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・中学校名を記載

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、
指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。

【３】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 本校図書館で受け付けます。

【４】出願方法 中学校を通じて出願して下さい。
過年度生、転居などの場合ご相談下さい。

【５】入学試験実施日

一般Ａ入学試験 平成２９年１月 ８日（日曜日）
一般Ｂ入学試験 平成２９年１月 ９日（月曜日）
スポーツ・文化特待生入学試験 平成２９年１月 ９日（月曜日）
推薦入学試験 平成２９年１月 ９日（月曜日）

【６】入学手続時納入金
合計 ３３９，０００円 ※特待生及び単願入学者は別途定める減免制度があります

内訳 ・入学金 120,000円（単願の場合 100,000円）・施設拡充費 120,000円
・４月分授業料 24,000円（就学支援金額が含まれない場合）
・４月分教育充実費 10,000円 ・父母の会、諸経費 65,000円

※入学金が 100,000円となるのは一般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同様に減免となります。

※宇都宮文星女子高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、弟姉妹のいずれかがＡ特待生、準Ａ特待生の場合は除きます。

※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。

※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。また使用した情報機器類は

卒業時に譲渡します。



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うち、２００点を超える成績上位者の内
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。



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。 ①

②

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

④

③．受験生の氏名を略さず記入して下さい。 ⑤

④．受験生の生年月日を記入（和暦・算用 ⑥

数字）で記入して下さい。
⑦

⑤．受験生の保護者名を記入して下さい。
⑧

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 ⑨

使用しますので、必ず連絡がつく住所
を記入して下さい。

⑩

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。 ⑪

⑨．受験を希望する科・コース名左側の□ ⑫

に☑を入れて下さい。 ⑬

第二志望がある場合には第二志望にも
☑を入れて下さい。 ⑭

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。 ⑮

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）



後期入学試験

【１】募集定員（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】考査料

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下さい。
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・中学校名を記載

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、
指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。

【３】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 本校図書館で受け付けます。

【４】出願方法 中学校を通じて出願して下さい。
過年度生、転居などの場合ご相談下さい。

【５】入学試験実施日

一般Ａ入学試験 平成２９年１月３１日（火曜日）
一般Ｂ入学試験 平成２９年１月３１日（火曜日）

【６】入学手続時納入金
合計 ３３９，０００円 ※特待生及び単願入学者は別途定める減免制度があります

内訳 ・入学金 120,000円（単願の場合 100,000円）・施設拡充費 120,000円
・４月分授業料 24,000円（就学支援金額が含まれない場合）
・４月分教育充実費 10,000円 ・父母の会、諸経費 65,000円

※入学金が 100,000円となるのは一般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
行うと同様に減免となります。

※宇都宮文星女子高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、弟姉妹のいずれかがＡ特待生、準Ａ特待生の場合は除きます。

※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。

※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。また使用した情報機器類は

卒業時に譲渡します。



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の内
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。



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。 ①

②

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

④

③．受験生の氏名を略さず記入して下さい。
⑤

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。 ⑥

⑦

⑤．受験生の保護者名を記入して下さい。
⑧

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 ⑨

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 ⑩

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。

⑪

⑨．受験を希望する科・コース名左側の□
に☑を入れて下さい。 ⑫

第二志望がある場合には第二志望にも ⑬

☑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 ⑭

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 ⑮

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）



◇在校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
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
②貸与額 ・月額４０，０００円（無利子）

・入学一時金 ６０万円まで（無利子）


