
平成30年度 郁文館高等学校（普通科）募集要項

【インターネット入力】
1月15日（月）10：00～24：00
【出願書類提出期限】
インターネット入力後～

1月17日（水）

【インターネット入力】
1月25日（木）10：00～
2月3日（土） 24：00
【出願書類提出期限】
インターネット入力後～

2月6日（火）

インターネット

【インターネット入力】
1月25日（木）10：00～
2月12日（月） 17：00
【出願書類提出期限】
インターネット入力後～
2月13日（火） 8：00

【インターネット入力】
1月25日（木） 10：00～
3月9日（金） 17：00
【出願書類提出期限】
インターネット入力後～
3月10日（土） 8：00

郁文館グローバル高等学校との併願可

試験翌日発表
12：00

・出願時に申請していただいたクラスに合格
・特待生合格有

・試験結果により、
  東大 ･特進・
  “e”特進・進学
  クラスに合格有
・特待生合格有

・試験結果により、
  特進・“e”特進・
  進学クラスに
  スライド有
・特待生合格有

・試験結果により、
  東大 ･特進・
  “e”特進・進学
  クラスに合格
  有

・試験結果により
  特進・“e”特進・
  進学クラスに
  合格有

・出願時に申請
  していただいた
  クラスに合格
・特待生合格有

・出願時に申請
  していただいた
  クラスに合格

試験翌日発表
12：00

2月12日(月）
12：00

□入試概要

※単願推薦・都外生併願推薦（神奈川県生を除く）・併願優遇措置希望者は12月15日(金)以降に学校間による「入試相談」が必要。
※Ⅰ期募集（併願優遇・一般）で受験される方は、2月10日または11日より、いずれかの入試日を選択してください。
※特待生の認定は、当日試験の得点率8割以上が目安となり、特待生に選ばれた場合は、入学金・１年間の授業料が免除となります。
　（毎年、更新審査があり特待生の最長継続年数は3年となります）

入試日

試験名称

募集人員

校内併願

適性検査・
入学考査科目

配点・時間

合格発表

適性検査・
入学考査時間

出願期間・
出願方法

1月22日（月）  午前 2月10日（土）または11日（日）  午前 2月11日（日）  午後 2月13日（火）  午前 3月10日(土)  午前

男女100名

適性検査（国・英・数）
面接

学力考査（国・英・数）
面接

学力考査（国・英・数）
面接

プレゼンテー
ション・グループ
ディスカッション

男女110名 男女10名 若干名

単願推薦 併願優遇措置 併願優遇措置一般 一般 併願優遇措置 一般ルーブリック
評価型

都外生併願推薦
（神奈川県生を除く）

推薦試験 Ⅰ期募集 Ⅱ期募集東大クラス選抜

集合時間      ～　8：30　　　数学  11：10～12：00
国語    9：00～ 9：50　　　面接  12：30～
英語  10：05～10：55　　

集合時間 ～14：30
試験  15：00～
プレゼンテーション
（最大10分）
グループディスカッ
ション（約60分）

各50分
国語 100点　英語 100点　数学 100点

集合時間      ～　8：30　　　数学  11：10～12：00
国語    9：00～ 9：50　　　面接  12：30～
英語  10：05～10：55　　

各50分
国語 100点　英語 100点　数学 100点

○ 共通：2018年3月、中学校卒業見込みの生徒。
○ 推薦試験および併願優遇措置における出願資格は、3年間の欠席日数が原則として20日以内であるほか、2学期制の場合は前期または後期の
　中間、3学期制の場合は第１学期または第2学期の成績で以下の要件を満たしていること、かつ当該教科に評定2以下がないことが必要です。

【単願推薦】・【都外生併願推薦（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。　　　
[スカラシップ（入学金免除）基準] 内申点の合計が、5教科（国語・英語・数学・理科・社会）で23以上。

●特進クラス･“e”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。　　
[スカラシップ（入学金免除）基準] 内申点の合計が3教科（国語・英語･数学）で14以上、5教科（国語・英語・数学・理科・社会）で21以上。　
“e”特進クラスは上記に加え、英語の内申点が４以上または英検3級以上を保持していること。

●進学クラス
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。　

□出願資格　

≪内申点の加点制度≫
 ○加点対象 ＋３　生徒会長の実績 ／ 英検2級以上
 ＋２　英検・数検・漢検　準2級以上 ／ 部活動で都および県大会・作品等での実績 ／ 3ヵ年皆勤
 ＋１　英検・数検・漢検　３級以上 ／ 3ヵ年精勤
 ＋１　同一部活動を3カ年継続、部長等の実績、生徒会役員や各委員長等の実績
 ＋１　その他、加点に値する評価が認められる生徒
 ○加点上限 ●東大クラス　単願推薦=１、併願優遇措置=加点なし、都外併願=加点なし
 ●特進クラス･“e”特進クラス・進学クラス　単願推薦=３　※スカラシップ基準への加点は英検2級以外は1までとする　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 併願優遇措置・都外併願=１　※英検2級以上に限り加点上限を3まで可とする

なお、本校には、硬式野球部・剣道部に限り、スポーツでの推薦制度および特待生制度があります。
スポーツでの推薦制度および特待生制度につきましては、別途お尋ねください。

・硬式野球部の特待生制度に関しては、以下の日本高野連規定に準じます。
　① 人数：若干名（５名以内）　② 在籍中学校の学校長推薦を受け、かつ学業成績および素行面で良好な生徒

※推薦入試の詳細につきましては、学園事務局までお問い合わせください。



・出願時に申請していただいたコースに合格 ・試験結果によりいずれかのコースに合格

【インターネット入力】
1月15日（月）10：00～24：00

【出願書類提出期限】
インターネット入力後～1月17日（水）

【インターネット入力】
1月25日（木）10：00～2月3日（土）24：00

【出願書類提出期限】
インターネット入力後～2月6日（火）

インターネット

郁文館高等学校との併願可

試験翌日発表
12：00

2月12日(月）
12：00

試験翌日発表
12：00

□入試概要

※単願推薦・都外生併願推薦（神奈川県生を除く）・併願優遇措置希望者は12月15日(金)以降に学校間による「入試相談」が必要。
※一般試験（併願優遇・一般）で受験される方は、2月10日または11日より、いずれかの入試日を選択してください。

入試日

試験名称

募集人員

校内併願

適性検査・
入学考査科目

配点・時間

合格発表

適性検査・
入学考査時間

出願期間・
出願方法

1月22日（月）  午前 2月10日（土）または11日（日）  午前 2月11日(日)  午後

男女25名男女25名

適性検査（国・英・数）
面接

学力考査（国・英・数）
面接

プレゼンテーション・
グループディスカッション

単願推薦 併願優遇措置 一般 ルーブリック評価型都外生併願推薦
（神奈川県生を除く）

推薦試験 一般試験

集合時間       ～　8：30　　   数学  11：10～12：00
国語     9：00～ 9：50　　　面接  12：30～
英語   10：05～10：55　　

集合時間  ～14：30
試験  15：00～
プレゼンテーション
（最大10分）
グループディスカッション
（約60分）

各50分
国語 100点　英語 100点　数学100点

○ 共通：2018年3月、中学校卒業見込みの生徒。
○ 推薦試験および併願優遇措置における出願資格は、3年間の欠席日数が20日以内であるほか、２学期制の場合は後期の中間、３学期制の場合
　 は第２学期の成績で以下の要件を満たしていることが必要です。

【単願推薦】の場合

●Liberal Arts Track
内申点の合計が、3教科（国語・英語・数学）で12以上、かつ5教科全てにおいて､2以下がないこと

●Global Science Track
内申点の合計が､3教科（国語・英語・数学）で12以上、かつ英語及び数学の内申点が4以上、国語が3以上であること

【都外生併願推薦（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

●Liberal Arts Track
内申点の合計が、3教科（国語・英語・数学）で13以上、かつ5教科全てにおいて､2以下がないこと

●Global Science Track
内申点の合計が､3教科（国語・英語・数学）で13以上、かつ英語及び数学の内申点が4以上、国語が3以上であること

□出願資格　

≪内申点の加点制度≫
【単願推薦】・【都外生併願推薦（神奈川県生を除く）】･【一般試験における併願優遇措置】共通

○加点対象    ＋１　英検準2級以上／TOEFL-Junior745以上･TOEFL-iBT46以上･TOEIC500以上／数検準2級以上／生徒会役員などの実績
※加点上限は＋１までとする
※数検準2級以上の適用はGlobal Science Trackのみとする

平成30年度 郁文館グローバル高等学校（国際科）募集要項


