
平成31年度
入 学 試 験　募 集 要 項

武庫川女子大学附属高等学校

D10705_70004464_2019年度　入学試験募集要項.indd   1 2018/07/17   10:54:27



本学院は、校祖が掲げた「立学の精神」のもと、高校・大学・大学院連携の一貫した「武庫川教育」の完成をめざしています。
本学院の教育方針に賛同し、本学院で人格を磨こうと希望する生徒の皆さんの入学を期待します。

◇募集定員　　普通科女子　　480名（附属中学校出身者を含む）

創造グローバルコース（CG）Ｉ系 約320名

創造グローバルコース（CG）SE系 約 80名

創造サイエンスコース（CS） 約 80名

◇入試方式、出願資格について

1

自己アピール（Self�Appeal）入試＝「SA入試」
●以下の３つの内容を満たすこと
　１．平成31年３月中学校卒業見込みの者で、本校を専願で志願する者
　２．次の①・②の条件を満たし、中学校長の推薦を受けた者
　　　①心身共に健康であり、生活態度が良好で、学習意欲のある者
　　　②本校の定める内申基準（各中学校へ明示）を満たしている者
　３．本校より「自己アピール（SA）入試」の受験を認められた者

2

３科選択（３Subject）入試＝「３S入試」
平成31年３月中学校卒業見込みの者もしくは、平成30年３月中学校卒業者のうち、平成14年４月２日以降に生まれた
者

3

アスリート・アーティスト（Athlete・Artist）入試Ⅰ型・Ⅱ型＝「AA入試」
●以下の３つの内容を満たすこと
　１．平成31年３月中学校卒業見込みの者で、本校を専願で志願する者
　２．次の条件を満たし、中学校長の推薦を受けた者
　　　①［Ⅰ・Ⅱ型共通］心身共に健康であり、生活態度が良好で、学習意欲のある者
　　　②［Ⅰ型］本校の定める内申基準及び戦績と実績（各中学校へ明示）を満たしている者
　　　③［Ⅱ型］本校の定める内申基準（各中学校へ明示）を満たし、本校での活躍が見込まれる者
　３．本校より「アスリート・アーティスト（A・A）入試」の受験を認められた者

◇出願書類、出願方法について

出
願
書
類

◇［自己アピール（SA）入試］
　入学願書、入学考査票、入学志願者調書、自己アピール説明文（本校所定の用紙）、中学校長の推薦書
◇［アスリート・アーティスト（A・A）入試］
　入学願書、入学考査票、入学志願者調書、中学校長の推薦書
◇［３科選択（３S）入試］
　入学願書、入学考査票、入学志願者調書

出
願
期
間
等

［窓口］平成31年１月24日（木）～２月１日（金）土日を除き、午前９時～午後４時まで
［郵送］平成31年１月24日（木）～２月１日（金）期間内必着
［出願先］武庫川女子大学附属高等学校事務室

◇考査料 20，000円�（銀行振込）

◇考査日程 各入試　平成31年２月９日（土）　　※1．₅次、２次入試は実施しません
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◇考査及び選考方法について

1

自己アピール（Self�Appeal）入試＝「SA入試」
［考査方法］・すべてのコース・系において専願のみ
　　　　　・�出願書類（入学願書等）と出願時に提出した「自己アピール説明文」をもとにしたプレゼンテーション

面接を行います
［選考方法］・�出願書類、プレゼンテーション面接により、希望のコース・系について、総合的に合否を選考します

2

３科選択（３Subject）入試＝「３S入試」
［考査方法］・４科目のうち、英語、数学を必須として、国語もしくは理科を選択

配点（時間） 英語（₅0分） 数学（₅0分） 国語（₅0分） 理科（₅0分）

創造グローバル（CG）コース�I系 100点 100点 100点 100点

創造グローバル（CG）コース�SE系 200点 100点 100点 100点

創造サイエンス（CS）コース 100点 200点 100点 100点

　　　　　・本人のみの面接試問
　　　　　・すべてのコース・系において専願、他高校との併願ができます
　　　　　・専願者には1₅点の加点をします
　　　　　・コースの希望は次から選択することができます
　　　　　　①第１希望CSコース　第２希望CGコースI系　
　　　　　　②第１希望CGコースSE系　第２希望CGコースI系
　　　　　　③CGコースI系のみ　④CGコースSE系のみ　⑤CSコースのみ　
　　　　　・「創造サイエンス（CS）コース」を希望する場合は必ず理科を選択すること
　　　　　・�資格取得・活動内容報告書に中学時代を含めたこれまでに取得した資格や免許、スポーツや芸術等の課

外活動での状況について、2₅点を満点として加点します
［選考方法］・�創造サイエンス（CS）コース、創造グローバル（CG）コースSE系は学科考査400点と加点（専願1₅

点と資格活動内容加点2₅点）で高得点順に合否を選考します
創造グローバル（CG）コースI系は、学科考査300点と加点（専願1₅点と資格活動内容加点2₅点）で高
得点順に合否を選考します

3

アスリート・アーティスト（Athlete・Artist）入試Ⅰ型・Ⅱ型＝「AA入試」
［考査方法］・創造グローバル（CG）コースI系で専願のみ
　　　　　・�出願書類（入学願書等）と本人のみの面接試問、実技試験（運動系は運動能力テスト、芸術系は専攻に

よる）
　　　　　　※例：ピアノ専攻はピアノ実技、声楽は声楽実技、など
［選考方法］・出願書類、面接試問、実技試験により総合的に合否を選考します
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◇加点について

下記の内容について、これまで培ってきた自身の特性や取得した資格や免許等を考慮した上で、2₅点を満点（資格免許1₅点、
特性等10点）として加算します。

資
格
・
免
許
等

①漢検３級、英検３級、数検３級以上の資格を取得している
②�バトントワリング、柔道、剣道、書道、珠算、スイミング、華道、茶道等の各級及び段を取得している
③�各種大会やコンクール（運動系、芸術系）の全国、近畿、関西、県大会に出場・参加し、活躍し受賞した
④その他、資格や免許を取得している

特
性
等

①中学校３ヶ年間皆勤（３年次２学期末現在）
②中学校３ヶ年間精勤（欠席が３日以内）（３年次２学期末現在）
③生徒会長・副会長・書記を務めた
④各委員会長等を務めた
⑤地域のボランティア活動等に参加した
⑥その他

　　○各項目について、必ず証明書の写しを添付してください

◇合格発表 平成31年２月12日（火）本人宛で、速達にて郵送します

２

３科選択（３Subject）入試＝「３S入試」

集　合 ８：30　　体育館に集合

１時間目 ９：00～９：₅0 英　語 英　語

２時間目 10：10～11：00 数　学 数　学

３時間目 11：20～12：10 理　科 国　語

昼　食 12：10～12：₅0 考査会場で食事を取ること

４時間目 12：₅0～ 面接試問

　　○面接試問が終了次第、下校

３

アスリート・アーティスト（Athlete・Artist）入試Ⅰ型・Ⅱ型＝「AA入試」

集　合 ８：30　　各考査会場に着席

１時間目 ９：00～10：00 実技試験

２時間目 10：1₅～ 面接試問

　　○面接試問が終了次第、下校

◇時間割について

１

自己アピール（Self�Appeal）入試＝「SA入試」

集　合 ８：30　　図書館棟AV１教室に着席

１時間目 ９：00～10：30 プレゼンテーション面接

　　○面接試問が終了次第、下校
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◇学費等について（高校１年次の年額　平成30年度参考）

授業料（年額）　　　　　　　　　　　　��367，200円 教育充実費　���　　　　　　　　　　　　222，600円

冷暖房費　　　　　　　　　　　　　　　��1₅，000円 積立金（CGコースI系）　�����������������������98，400円

育友会費等　　　　　　　　　　　　　　��29，300円 積立金（CGコースSE系）　　　　　　　�312，000円

心電図代等　　　　　　　　　　　　　　���2，2₅7円 積立金（CSコース）�������　　　　　　　�399，600円

教材費（CGコースI系）　　　　　　　　��84，000円 CGコースI系��　合計　���　　　　　　　�818，7₅7円

教材費（CGコースSE系）　　　　　　　��84，000円 CGコースSE系�合計　　　　　　　　�1，032，3₅7円

教材費（CSコース）　　　　　　　　　��88，₅00円 CSコース　　　合計　　　　　　　　�1，124，4₅7円

［参考］平成30年度　入学試験　科目平均点・合格最高点、高格最低点一覧

B方式受験者 コース別

平均点一覧 全受験者平均 CGコース　Ⅰ系 CGコース　SE系 CSコース

国　語 66．2／100 64．9／100 67．7／100 67．8／100

数　学 ₅7．8／100 ₅6．4／100 ₅₅．0／100 13₅．0／200

英　語 ₅0．8／100 44．6／100 123．0／200 ₅2．2／100

合格者最高点 221／300 339／400 348／400

合格者最低点 1₅0／300 2₅7／400 271／400

※以上の結果はすべて、附属中学校出身者を含んでいません

◇合格手続き後のスケジュールについて

２月23日（土）14：00～　専願合格者の入学手続き、制服採寸等

３月23日（土）13：00～　併願合格者の入学手続き、制服採寸等
              14：30～　入学予定者招集、オリエンテーション（親子）

４月２日（火）13：00～　入学式

◇持ち物について

・�入学考査票、鉛筆またはシャープペンシル（数本）、消しゴム（カバーなし）、上履き、くつを入れる袋を持参すること
・電卓、下敷き、定規、筆箱を使用してはいけません
・電卓付きなど多機能の時計は使用してはいけません。アラーム付きの時計は、アラームを解除しておくこと
・携帯電話、スマートフォンを考査会場に持参してはいけません
・AA入試受験者の持ち物については別途お知らせします

◇入学手続について

○�入学金等の納付については、「入学金3₅0，000円」「施設費100，000円」「制服・学用品代等177，778円（平成30年度）」を専
願者、併願者それぞれに定められた期日までに納入すること。
○期日までに手続きのない場合は、入学を辞退されたものとみなします。
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平成30年度　オープンスクール・説明会などのご案内
日程 内容／時間

８月21日（火）
部活動体験・見学会

文化部、体育部あわせて40ある部活を先輩と
一緒に体験をしよう。

11：00～14：00

９月16日（日）
第２回 オープンスクール

授業見学、募集要項、
出題傾向の説明をします。

10：30～13：00

10月７日（日） 体育大会・第１回個別相談会
体育大会の参観、個別相談会を行います。

９：00～14：00

10月28日（日）
第２回 入試説明会・個別相談会

生徒による学校説明、卒業生が語る本校の様子、
募集要項の説明を行います。午後から個別相談会
を行います。

10：00～1₅：00

11月４日（日） 兵庫進学模試　会場
実際の受験校で、模試を受験しよう。

８：00～13：30

12月１日（土） 第３回 個別相談会
受験校決定直前の個別相談会を行います。

13：00～1₅：00

12月２日（日） 兵庫Vもし　会場
実際の受験校で、模試を受験しよう。

８：00～1₅：00

○各行事の詳細な内容については、本校ホームページでご確認ください。
○�キャンパスガイドや願書などが必要な方、入試に関しての不明な点や質問は、下記にご
連絡ください。
○武庫川女子大学附属中学校・高等学校　入試相談室　TEL 0798-47-8102

文部科学省スーパーサイエンスハイスクール指定校

武 庫 川 女 子 大 学 附 属 高 等 学 校
〒663-8143　西宮市枝川町 4番16号

事　務　室　TEL 0798-47-6436　 FAX 0798-47-2244
入試相談室　TEL 0798-47-8102　 FAX 0798-47-8110
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