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中学校・高等学校・グローバル高等学校

進化する郁文館
～郁文館は時代のニーズに応えるため、更なる進化を続けます～

進化する郁文館
～郁文館は時代のニーズに応えるため、更なる進化を続けます～

　　　　    入試制度を大きく変更！
従来通りの「2科・4科選択型入試」と学科試験が無い「未来力入試」に加え、公立中高一貫校で用いられている「適性検査型入試」を
新たに導入。「2科・4科型入試」「未来力入試」「適性検査型入試」の３つから、各個人に合った受験スタイルをお選びいただけるように
なりました。  （入試の詳細は中面をご覧ください。）

　　　　    GL特進クラスを新設！（グローバル高校の弟・妹分的クラスの誕生！）
これからの、より「グローバル化」された社会での活躍を目指し、高度な言語技術や論理的思考力などに重点を置いたアウトプット型
授業で学ぶ「GL（グローバルリーダー）特進クラス」を新設。入学後も、各個人の学びのスタイルに合わせ、「特進クラス」「一般クラス」
「GL特進クラス」の３つより選択できるようになります。

※ ご予約方法・説明会詳細は学園HPからご確認ください。
※ 全ての日程において、説明会終了後に「学校見学ツアー」と「個別相談会」を開催予定です。
※ スケジュールおよび内容は、変更となる可能性があります。

1410-35

郁文館のスクールガイドブックは、環境面の配慮からFSC森林認証紙を使用しています。
また、ユニバーサルデザインの視点から読みやすさに配慮したフォントを使用しています。

【交通のご案内】

● 東京メトロ南北線
　東大前駅下車 徒歩5分

● 東京メトロ千代田線 
　根津駅下車 徒歩10分
　千駄木駅下車 徒歩10分

● 都営三田線 
　白山駅下車　 徒歩10分

● 都バス
　東京駅丸の内北口（東43）、駒込駅（茶51）、
　荒川土手（東43）、お茶の水駅前（東43・茶51）より
　向丘１丁目下車 徒歩3分

三井住友銀行

千代田線
千駄木駅

三田線
白山駅

妙清寺

南北線
東大前駅

千代田線
　根津駅

根津神社

日本医大病院
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学校 駅 その他の目印 学校法人 郁文館夢学園
〒113-0023 東京都文京区向丘2丁目19番1号
 Tel 03-3828-2206（代） Fax 03-3828-1261

 E-mail  info@ikubunkan.ed.jp

郁文館夢学園オフィシャルサイト

郁文館夢学園オフィシャルFacebook

www.ikubunkan.ed.jp 

www.facebook.com/ikubunkan

検索郁文館

2015年度学校説明会スケジュール

授業や行事・クラブ活動に
満足していますか？

95.6%

YES

NO  4.3%〈2013年度卒業式でのアンケートより〉

もう一度中学・高校に入学する
ならば郁文館を選びますか？

96.6%
YES

NO  3.4%

「先生の熱意を感じた」「夢を見つけることができた」
など、郁文館夢学園を卒業した生徒とその保護者
の方からたくさんのうれしい声を聞くことができ
ました。

2015年、郁文館中学が大きく進化します。

○ 郁文館中学校  選べる3つのクラス

進化 1

進化 2

郁文館中学校

●  11月  8日（土） 14:00～ 第3回  理事長による学校説明会 14:00～ 秋のオープンキャンパス＆体験授業

●  11月22日（土） 14:00～ 「2科・4科型」入試問題傾向説明会 15:30～ 「適性検査型」入試問題傾向説明会

●  12月13日（土） 14:00～ 第4回  理事長による学校説明会 14:00～ 受験生過去問解説授業

●  12月20日（土） 14:00～ 「2科・4科型」入試問題傾向説明会 14:00～ 「適性検査型」入試問題傾向説明会

●  12月26日（金） 11:00～ 「2科・4科型」 ／ 「適性検査型」入試説明会 13:30～ グローバル高校留学報告会

郁文館高等学校

●  11月  8日（土） 14:00～ 第3回  理事長による学校説明会

●  11月15日（土） 14:00～ 学校説明会＆入試問題傾向説明

●  12月  6日（土） 14:00～ 学校説明会＆入試問題傾向説明

●  12月13日（土） 14:00～ 第4回  理事長による学校説明会

郁文館グローバル高等学校

●  11月  8日（土） 14:00～ 第3回  理事長による学校説明会

●  11月15日（土） 15:30～ 学校説明会＆入試問題傾向説明

●  12月  6日（土） 15:30～ 学校説明会＆入試問題傾向説明

●  12月13日（土） 14:00～ 第4回  理事長による学校説明会

●  12月26日（金） 13:30～ 学校説明会＆生徒留学報告会

2015

卒業生に郁文館の満足度を聞きました！

トピックス

夢の実現のために、深く、
論理的に思考することがで
き、また、蓄えた知識を生
きる知恵に変えてあらゆる
困難を乗り越えられる人物

夢の実現のために、他者に
対する気配り・目配りがで
き、かつ何事も決して怯ま
ず立ち向かえる不屈の精神
をもつ人物

将来グローバルな舞台で
リーダーシップを発揮し、
壮大な夢を追いかけること
のできる国際的日本人

高い目標を掲げ、諦めず
全ての教科にベストを尽
くすことができる

粘り強く「分かるまで」質問
や演習を繰り返し、確実な
る学習習慣を身に付ける

母国語（日本語）と英語に
よるコミュニケーション力
と幅広い教養を獲得し、
自らの考えや主張を他者
に発信できる

・講義スタイルが中心

・豊富な発展的事項の演習

・講義スタイルが中心

・豊富な基礎的事項の反復
  演習

・グループ・ゼミ学習と反転
 学習を導入

・豊富なアウトプットの機会

目指す生徒の「将来像」 「学び」のスタイル 授業スタイル

（伝統の郁文館スタイル）

～それぞれの特徴～

特進クラス

一般クラス

GL特進クラス

バランス良く
コツコツと…

クラスイメージ

丁寧に
ジックリと…

クラスイメージ

アクティブに
ガツガツと…

クラスイメージ



2015年度より入試制度が大きく変わります 高校・グローバル高校も進化します

受験科目について2科（国・算）、もしくは4科（国・算・社・理）のどちらかを選択していただく従来型の入試です。
※ＧＬ特進選抜入試・帰国生入試は3科（国・算・英）から2科選択、特別編成入試は3科（国・算・英）から3科もしくは2科選択となります。

○ 海外帰国生のための入試も新設しました
     ・ 帰国生特進選抜 〈入試日：12月27日（土）午後〉　・ 帰国生GL特進選抜 〈入試日：1月8日（木）午後〉　・ 帰国生一般 〈入試日：1月17日（土）午前〉

2科・4科選択型入試

適性検査型入試

未来力選抜入試

郁文館中学校

公立中高一貫校の入試で用いられている「適性検査」で受験していただく入試です。
公立中高一貫校との併願受験に適しており、「適性検査型特別奨学生選抜」と「適性検査型選抜（一般）」から選択していただきます。

筆記試験を行いません。面接（理事長による）と作文で選抜をする、勉強以外で努力したことも評価させていただく入試です。
小学校時代、スポーツや文化活動などに力を入れた受験生に適しています。

推薦入試・一般入試
2015年度より、推薦枠を20名→25名に増加、また入試日程においても、推薦試験は１日程→２日程に増設、一般試験に
おいてはⅠ期・Ⅱ期と分け、さらにⅠ期日程を１日程→2日程に増設しました。

推薦入試・一般入試
2015年度入試より、募集人数を100人→150人に増加（推薦枠も20人→75人）、また、試験結果により「東大クラス」
「特進クラス」「一般クラス」の３つのクラスに入学できるようになります。入試日程においても、推薦試験は１日程→２日程に
増設、一般試験においてはⅠ期・Ⅱ期と分け、さらにⅠ期日程を１日程→2日程に増設しました。

郁文館高等学校

郁文館グローバル高等学校
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○ ３つのスタイルから選べる郁文館中学の新しい入試制度

■入試概要

■入試概要

■入試概要

■入試概要

■入試概要

2月1日（日）15:00～

試験名称 入試日 試験科目 出願期間 合格クラス

試験名称 入試日 出願期間 合格発表日 合格クラス

試験名称 入試日 試験科目 出願期間 合格クラス

試験名称 入試日 試験科目 出願期間 合格クラス

第1回一般 2月1日（日）午前 2科（国語・算数）、 【窓口】  一般クラス

特別奨学生選抜 2月1日（日）14:30～ 2科（国語・算数）、 【窓口】  特進クラス

第2回一般 2月2日（月）午前 2科（国語・算数）、 【窓口】  一般クラス

GL特進選抜 2月2日（月）午後 国語・算数・英語から2科選択 【窓口】 GL特進クラス 

第1回特進クラス選抜 2月3日（火）午前 2科（国語・算数）、 【窓口】  特進クラス

第2回特進クラス選抜 2月4日（水）午前 2科（国語・算数）、 【窓口】  特進クラス

特別編成 2月21日（土）午前 国語・算数・英語から2科選択、 【窓口】 GL特進クラス

推薦試験（単願、都外併願） 1月22日（木）または23日（金） 1月15日（木） 両日とも試験当日発送 東大クラス

Ⅰ期募集（併願優遇、一般） 2月10日（火）または11日（水） 1月25日（日）～2月6日（金） ・併願優遇は試験当日発送 東大クラス

東大クラス選抜（併願優遇、一般） 2月12日（木） 1月25日（日）～2月11日（水） 試験当日発送 東大クラス

Ⅱ期募集（一般） 3月10日（火） 1月25日（日）～3月9日（月） 試験当日発送 一般クラス

推薦試験（単願、都外併願） 1月22日（木）または23日（金） 1月15日（木） 両日とも試験当日発送

Ⅰ期募集（併願優遇、一般） 2月10日（火）または11日（水） 1月25日（日）～2月6日（金） ・併願優遇は試験当日発送

Ⅱ期募集（一般） 3月10日（火） 1月25日（日）～3月9日（月） 試験当日発送

適性検査型特別奨学生選抜 2月1日（日）  午前 適性検査 【インターネット】 GL特進クラス

適性検査型選抜 2月2日（月）  午前 適性検査 【インターネット】    一般クラス

推薦試験および併願優遇措置における出願資格は、原則として３年間の欠席日数が20日以内であるほか、次の要件を満たしていることが必要です。

【単願推薦】･【都外併願推薦（神奈川県生を除く）】･【一般試験における併願優遇措置】共通
（東大クラス）　内申点の合計が、3教科（国語・英語・数学）で14以上 かつ 5教科（国語・英語・数学・理科・社会）で22以上。
（特進クラス）　内申点の合計が、3教科（国語・英語・数学）で13以上、5教科（国語・英語・数学・理科・社会）で19以上のいずれかに該当。
（一般クラス）　内申点の合計が、3教科（国語・英語・数学）で12以上、5教科（国語・英語・数学・理科・社会）で18以上、9教科で30以上のいずれかに該当。
※加点制度については募集要項をご覧ください。　

推薦試験および併願優遇措置における出願資格は、原則として３年間の欠席日数が20日以内であるほか、次の要件を満たしていることが必要です。

【単願推薦】の場合
内申点の合計が、２科（国語・英語）で8以上。

【都外併願推薦（神奈川県生を除く）】・【一般試験における併願優遇措置】の場合
内申点の合計が、２科（国語・英語）で8以上、かつ 次のいずれかの資格を保持していること。
英検3級以上、TOEFL-Junior700以上・TOEFL-iBT 37以上・TOEIC400以上。
※加点制度については募集要項をご覧ください。　

※単願は22日のみ

※単願は22日のみ未来力選抜 2月2日（月）午後 面接・作文（理事長による） 【窓口】  一般クラス

・一般は11日（水）発送

・一般は11日（水）発送

試験名称 入試日 出願期間 合格発表日

または4科（国語・算数・社会・理科）選択

または4科（国語・算数・社会・理科）選択

または4科（国語・算数・社会・理科）選択

または4科（国語・算数・社会・理科）選択

または4科（国語・算数・社会・理科）選択

1月20日（火）～1月31日（土）

1月20日（火）～1月31日（土）

1月20日（火）～2月1日（日）

1月20日（火）～2月1日（日）

1月20日（火）～2月2日（月）

1月20日（火）～2月3日（火）

1月20日（火）～2月20日（金）

GL特進クラス

一般クラス

一般クラス

一般クラス

特進クラス、一般クラス

特進クラス、一般クラス

もしくは3科選択

1月20日（火）～1月31日（土）

1月20日（火）～2月1日（日）

1月20日（火）～2月1日（日）

特進クラス、一般クラス

特進クラス、一般クラス

特進クラス、一般クラス

※東大クラスに関しては、特待奨学生で合格する場合もあります。詳細については学園事務局へお問い合わせください。


