
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2019年度 

生 徒 募 集 要 項 

 
この「生徒募集要項」には、 

出願から入学手続きまでのすべての事項が記載してあります。 

よく読んで間違いのないように十分に注意してください。 

ご不明な点は遠慮なくお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

≪お問合せ≫入試広報部 TEL：03-3392-6636 E-mail：info@bunsugi.ed.jp 

           受付期間 8：00～17：00 （日曜・祝日を除く） 



 

生徒募集要項 

■出願方法：本校ホームページ(https://bunsugi.jp/)からインターネットによる登録・出願 

■出願開始：2019年1月10日(木) 9:00～ 

■出願資格：2019年3月小学校卒業見込みの者 
 

試験名称 試験日 募集人数 出願締め切り 集合時間 試験科目 

  第 1 回 

2月1日(金) 男女50名 
1月31日(木) 

23:59 

8:30 

2科 

適性検査型 

適性検査Ⅰ・Ⅱ
または 

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

第 2 回 14:30 2科または4科 

第 3 回 

2月2日(土) 男女50名 
2月2日(土) 

7:00 

8:30 2科または4科 

第 4 回 

14:30 

2科 

算数特別 算数 

英語特別① 英語 

第 5 回 

2月3日(日) 男女40名 
2月3日(日) 

7:00 
14:30 

2科 

英語特別② 英語 

第 6 回 2月4日(月) 男女若干名 
2月4日(月) 

7:00 

10:00 2科 

 

 

試験時間・配点 

 2科：国語・算数 各50分 各100点 

4科：国語・算数 各50分 各100点   理科・社会 合わせて60分 各75点 

  適性検査型 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 各45分 各100点 

算数特別 計算・記述 各50分 

英語特別 リスニング 25分 リーディング・ライティング 25分 

終了後にスピーキング＋日本語面接 

受験料 

 
各回20,000円、複数回同時出願は25,000円    

※英語特別入試は「①または②」どちらか一度のみの出願になります。 

 

合格発表 

午前入試に関しては、試験日の17:00にホームページにて、 

適性検査入試は試験日の18:00にホームページにて発表 

午後入試に関しては、試験日の21:30にホームページにて発表 

出願書類 

1.  志願票（写真のあるもの） 

2. 成績通知表のコピー 

（3学期制の場合は2学期末、2学期制の場合は前期のものをご家庭でコピーしてください。） 

【任意】英語の資格を証明する書類のコピー等 

英語特別入試以外は英語の資格保持者を以下のように加点優遇します。 

（例）英検 2級以上:20点加点  準2級:15点加点  3級:10点加点  4級:5点加点 

           5級以下:ボーダラインにて考慮。 

その他、個々の資格については、その都度考慮いたします。 

特待生 

筆記試験の成績により以下の特待生を選考します。 

 A特待:授業料全額・入学金・施設費免除 

 B特待:授業料半額・入学金・施設費免除 

 C特待:入学金・施設費免除 

 ※適性検査型、4科の最高得点者をS特待(3年間授業料免除)、 

   それ以外の各入試の最高得点者をA特待といたします。 

その他 制服採寸 2月10日(日)  入学者テスト2月16日(土) 



 

インターネット出願について 

● 受験料の納入について 
■平日・土日・祝日を含め24時間ご自宅で出願手続きができます。 

■各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーでのお支払方法が選べます。 

※お支払いには別途手数料がかかります。あらかじめご了承ください。 
 

■インターネット環境の不備や不具合等で、入力や印刷ができない場合は本校にて出願作業等ができます。 

ご希望の方は、本校へご連絡ください。 

 

● 出願手続きの手順

 
 
 

▼ 

出願期間が近くなりましたら、本校ホームページに出願サイトのバナーを設置し

ます。 本校ホームページアドレス(https://bunsugi.jp/)

緊急時にもすぐご確認いただけるメールアドレスをIDとして登録してくださ

い。 

▼ 

         個人情報、出願する入試日程等を入力してください。 

▼ 

▼ 
                          受験料は、クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジーのいずれかを選び、 

                          お支払いください。 

本校窓口でのお支払いはできません。 

なお、お支払いには別途手数料がかかります。 

▼ 

受験料のお支払い完了後、「マイページ」から志願票・受験票の印刷が可能と

なります。ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷（A4 判・白い紙に）してく

ださい。また、書類を郵送する場合の「宛名ラベル」も印刷できます。 

▼ 

印刷された受験票と志願票（学校提出用）に受験生の顔写真（4cm×3cm、肩

から上、正面、脱帽のもの、白黒・カラーどちらでも可）を貼付してくださ

い。入力時に顔写真データをアップロードされた方は受験票などの写真貼付欄に

印刷されます。※入力された漢字と戸籍上の漢字が異なる場合は、志願票に

赤字でご記入ください。 

▼ 
                   市販されている角2封筒（A4用紙が折らずに入るサイズ）に、印刷した「宛名 

                     ラベル」を貼付、出願書類を封入し、郵便窓口より「簡易書留・速達」で送付して 

                     ください。 

試験日前日までに到着しない可能性がある場合は、郵送せずに試験当日お持ち

ください。 

▼ 

                    
                   受験票は本校から発送しませんので、必ずご自宅等で印刷し、試験当日お持 

                     ちください。 

  
 

インターネット出願についてのお問合せは、本校までご連絡ください。 

 

出願書類封入・郵送 

顔写真貼付 

志願票・受験票印刷 

支払方法選択 

出願情報入力 

ID（メールアドレス）登録 

本校ホームページ 

出願サイト 

入試当日
 

個人情報保護について 

本校の入学試験にあたってご提供いただいた氏名、住所等の個人情報は本校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いたしません。 



 

 試験当日について 

● 試験当日の持ち物 
1) 受験票(写真のついたもの。当日までに各自で必ず印刷してご持参ください。) 

2) 筆記用具(シャープペンンシルも可。ただし、HB 以上の濃いもの。) 

3) 上履き 

 

● 試験当日の時程 
 

 午前入試 

（第 1 回・第 3 回） 

午前入試 

（適性検査型） 

集合時間 8:30 

諸注意等 8:40 ～ 8:50 

2科 

適性検査Ⅰ・Ⅱ 

国語 8:50 ～  9:40 適性検査Ⅰ 8:50 ～  9:35 

算数 9:55 ～ 10:45 適性検査Ⅱ 9:55 ～ 10:40 

4科 
適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

理科・社会 11:00 ～ 12:00 適性検査Ⅲ 11:00 ～ 11:45 

合格発表 

ホームページ 17:00 ～ ホームページ 18:00 ～ 

合格発表についての詳細は、試験後にプリントにてお知らせします。 

 

 午後入試 

（第 2 回・第 4 回・第 5 回） 

午後入試 

（算数特別/英語特別①②） 

午前入試 

（第 6 回） 

集合時間 14:30 10:00 

諸注意等 14:40 ～ 14:50 10:10 ～ 10:20 

2科 

国語 14:50 ～ 15:40 
算数（計算）／ 

英語 
14:50 ～ 15:40 10:20 ～ 11:10 

算数 15:55 ～ 16:45 

算数（記述）／ 

英語スピーキング

＋日本語面接 

15:55 ～ 11:25 ～ 12:15 

4科 理科・社会 17:00 ～ 18:00    

合格発表 ホームページ 21:30 ～ ホームページ 21:30 ～ 17:00 ～ 

算数(計算)::計算問題 50題 50分 

算数(記述)):記述問題 50分 

英語:リスニング 25分、ライティング・リーディング 25分 

英語スピーキング＋日本語面接:受験生本人、各5分程度 

 

注意事項 

・所定の場所以外の立ち入りはご遠慮ください。 

・受験生は受付が済むと、試験終了まで保護者と会ったり学校外に出たりすることはできません。 
・昼食は必要ありません。ただし、発表をお待ちになる場合は試験後に校内で昼食をとることがで

きます。 

・試験の間の休み時間に、飲み物をとることができます。食事はできません。 

・保護者控室をご用意します。途中の出入りは自由です。 

・自家用車の乗り入れはご遠慮ください。 
・自然災害等により、試験開始を遅らせるなど変更がある場合は、本校ホームページ 
  (https://bunsugi.jp/)でお知らせします。 

 

 



 

 入学手続きについて 
 

手続方法 
入学手続金納付後、提出書類をダウンロード・印刷し、記入・署名捺印の上、書類提出日に 

ご持参ください。詳細は合格発表後のご案内をご覧ください。 

入学手続き金 

納付期間 

試験名称 入学試験日 納付期間 

第 1 回 
2月1日(金) 

試験翌日～2月7日(木) 13:00  

第 2 回 

第 3 回 

2月2日(土) 
第 4 回 

算数特別 

英語特別① 

第 5 回 
2月3日(日) 

英語特別② 

第 6 回 2月4日(月) 

適性検査型 2月1日(金) 試験翌日～2月10日(日) 13:00 

入学手続き時 

納付金および 

納付方法 

合計 330,000円(入学金:280,000円 施設費:50,000円) 

 クレジットカード決済、または金融機関ATM（ペイジー）で納付してください。 

  ・コンビニエンスストアでのお支払いはできません。 

  ・お支払いには、別途手数料がかかります。予めご了承ください。 

  ・納付期間を過ぎると、手続きが一切できなくなりますので、ご注意ください。 

  ・納付期間内に入学手続金を納付しない場合は、入学を辞退したものとみなします。 

   ・入学手続金を納付後に入学を辞退した場合には、「施設費」のみを返還いたします。 

書類提出日 

(制服採寸日) 
2月10日(日) 10:00～14:00 

    学費について 

● 入学時にかかる費用（2019年度予定） 

入学金 280,000円 制服代一式 160,000円 

施設費  50,000円 合計 490,000円 

※制服代には、体操着、鞄、上履き等も含みます。 
 

● 1年次の費用（2019年度予定） 
項   目 年計 納付時期 

授業料 444,000円 4期分納(5月・7月・10月・1月) 

管理維持費  96,000円 4期分納(5月・7月・10月・1月) 

生徒会費  9,600円 4期分納(5月・7月・10月・1月) 

教材費 153,000円 5月一括 

旅行積立金 144,000円 4期分納(5月・7月・10月・1月) 

昼食費  75,990円 4期分納(5月・7月・10月・1月) 

父母会費  24,000円 4期分納(5月・7月・10月・1月) 

合計 946,590円 - 

※1年次の教材費にはパソコン購入代金が含まれます。 

※学費等は、やむを得ず変更する場合があります。 

 
本校の学費サポートシステム 
※本校では、入学後に家計状況が急変した場合の「学費特別免除制度」を設けております。詳細はお問合せください。 

※高等学校入学時には、財団法人東京都私学財団の「入学支度金貸付事業」があります。 

国のサポート就学支援金について 

※中学在学時には、年収約400万円以下の世帯に年額100,000円支給されます。 

※高校在学時には、年収約910万円以下の世帯に年額118,800円～297,000円が支給されます。 

都のサポート授業料軽減助成について 

※高校在学時に都内にお住いの年収約760万円以下の世帯に年額145,000円～323,200円が支給されます。 


