
2020（ 令 和２）年度

生徒募集要項

京都女子高等学校
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1. 募集定員

ウィステリア科　女子　約40名（内部進学者を除く）

2. 受験区分および出願資格

（1）推薦受験
⒜ 令和２年３月に中学校卒業見込みの者で､ 中学校校長の推薦のある者｡
⒝ 本校ウィステリア科を第一志望としている者｡
⒞ 本校の定める内申基準を満たしている者｡
⒟ 中学校生活において､ 積極的な活動を行った者｡
⒠ 新幹線を利用せずに自宅から通学できる者｡
⒡ 本校より「ウィステリア科推薦」受験を認められた者｡

（2）専願受験
⒜ 令和２年３月に中学校卒業見込みの者で､ 中学校を通じて相談のあった者｡
⒝ 本校ウィステリア科を第一志望としている者｡
⒞ 他校と併願できるが、合格すれば必ず本校に入学する者｡
⒟ 中学校生活において､ 積極的な活動を行った者｡
⒠ 新幹線を利用せずに自宅から通学できる者｡
⒡ 本校より「ウィステリア科専願」受験を認められた者｡

※ウィステリア科（推薦受験・専願受験）を希望する者は､ 中学校を通じて令和元年12月２日（月）から
令和２年１月20日（月）までの間に､ ｢ウィステリア科受験希望者の記録｣（本校所定用紙）を提出し､ 出願
資格の確認を受けてください｡

中学校より郵送される場合は、簡易書留で下記までお送りください。
　　　　　　〒605-8501（住所の記載は不要）
　　　　　　京都女子高等学校　入試対策室

3. 出願手続

①　出願期間：令和２年１月21日（火）～１月28日（火）　郵送のみ

②　必要書類：（ア）入学願書（本校所定用紙）
　　　　　　　（イ）報 告 書（中学校で ｢京都府私立高等学校統一用紙｣ を使用し作成のうえ、厳封したもの）
　　　　　　　（ウ）英語検定資格提出用紙（本校所定用紙） ※英語検定資格を有する者のみ

注）本校ホームページからダウンロードしてください。
　　　　　　　（エ）推 薦 書（本校所定用紙） ※推薦受験のみ
　　　　　　　（オ）志望理由書（本校所定用紙、1000字～1100字）※推薦受験のみ
　　　　　　　（カ）受験票返送用封筒（本校所定封筒）
　　　　　　　（キ）合否結果通知書郵送用封筒（本校所定封筒）

ウィステリア科
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③　入学検定料　15,000円

④　出願方法：入学検定料を銀行で振り込み､ 願書提出用封筒（本校所定封筒）に上記（ア）～（キ）の書類を
入れ､ 簡易書留で出願期間内〔消印有効〕にお送りください｡

4. 入学試験

推薦受験　　令和２年２月10日（月）　　面接試験
 令和２年２月12日（水）　　学力試験
 　　　　　　　　　　　　　 （国語・数学・英語：各150点　理科・社会：各100点）

専願受験 令和２年２月12日（水）　　学力試験
 　　　　　　　　　　　　　 （国語・数学・英語：各150点　理科・社会：各100点）

5. 合格発表

令和２年２月14日（金）　郵送にて通知します｡
　　　　　　　　　　　※掲示発表は行いません。

6. 入学手続

①　手続期間　　令和２年２月15日（土）～２月18日（火） ※２月16日（日）を除きます。

②　受付時間　　午前９時～午後３時

③　必要書類　　（ア）保証書（本校所定用紙）
　　　　　　　　（イ）住民票抄本（合格者本人のもの１通）
　　　　　　　　（ウ）入学手続時納付金（入学金）　150 ,000円
　　　　　　　　※以上３点を本校へ提出（納入）してください｡

《英語外部検定制度による英語得点の読み替えについて》
　以下の読み替え率により換算した点数と学力試験における英語の点数を比較し、どちらか高い
ほうを英語の得点とします。この制度を利用する場合、スコア等を証明する証明書の写しを本校
所定の書類（英語検定資格提出用紙）に貼付して、「入学志願書」に同封し、出願してください。

TOEFL iBT IELTS 実用英語技能検定 読み替え率 換算得点
60点～120点 6.0～9.0 準１級・１級 100％ 150点
50点～ 59点 5.5 － 90％ 135点
40点～ 49点 5.0 ２級 80％ 120点
30点～ 39点 4.0～4.5 準２級 60％ 90点

願書等は、相談をいただいた中学校にお渡ししますので、本冊子には
含まれておりません。
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1. 募集定員

普通科Ⅱ類型　女子　約110名（内部進学者を除く）

2. 受験区分および出願資格

（1）推薦受験
⒜ 令和２年３月に中学校卒業見込みの者で､ 中学校校長の推薦のある者｡
⒝ 本校普通科を第一志望としている者｡
⒞ 本校の定める内申基準を満たしている者｡
⒟ 中学校生活において､ 積極的な活動を行った者｡
⒠ 新幹線を利用せずに自宅から通学できる者。
⒡ 本校より ｢推薦｣ 受験を認められた者｡

※ 普通科Ⅱ類型推薦受験を希望する者は､中学校を通じて令和元年12月２日（月）から令和２年１月20日（月）ま
での間に､ ｢普通科推薦受験希望者の記録｣（本校所定用紙）を提出し､ 出願資格の確認を受けてください｡

中学校より郵送される場合は、簡易書留で下記までお送りください。
　　　　　　〒605-8501（住所の記載は不要）
　　　　　　京都女子高等学校　入試対策室

（2）専願受験
⒜ 令和２年３月に中学校卒業見込みの者で､ 中学校を通じて相談のあった者｡
⒝ 本校普通科を第一志望としている者｡
⒞ 他校と併願できるが､ 合格すれば必ず本校に入学する者｡
⒟ 新幹線を利用せずに自宅から通学できる者｡
⒠ 本校より「専願」受験を認められた者｡

※ 普通科Ⅱ類型専願受験を希望する者は､中学校を通じて令和元年12月２日（月）から令和２年１月20日（月）ま
での間に､ ｢普通科専願受験希望者の記録｣（本校所定用紙）を提出し､ 出願資格の確認を受けてください｡

中学校より郵送される場合は、簡易書留で下記までお送りください。
　　　　　　〒605-8501（住所の記載は不要）
　　　　　　京都女子高等学校　入試対策室

（3）併願受験
⒜ 令和２年３月に中学校卒業見込み､ または既卒２年以内の者｡
⒝ 新幹線を利用せずに自宅から通学できる者｡

普　通　科
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3. 出願手続

推薦受験　　①　出願期間：令和２年１月21日（火）～１月28日（火）　郵送のみ

　　　　　　②　必要書類：（ア）入学願書（本校所定用紙）
　　　　　　　　　　　　　（イ）報 告 書
 （中学校で ｢京都府私立高等学校統一用紙｣ を使用し作成のうえ、厳封したもの）
　　　　　　　　　　　　　（ウ）英語検定資格提出用紙（本校所定用紙） ※英語検定資格を有する者のみ

注）本校ホームページからダウンロードしてください。
　　　　　　　　　　　　　（エ）推 薦 書（本校所定用紙）
　　　　　　　　　　　　　（オ）志望理由書（本校所定用紙、1000～1100字）
　　　　　　　　　　　　　（カ）受験票返送用封筒（本校所定封筒）
　　　　　　　　　　　　　（キ）合否結果通知書郵送用封筒（本校所定封筒）

　　　　　　③　入学検定料　15,000円

　　　　　　④　出願方法： 入学検定料を銀行で振り込み､ 願書提出用封筒（本校所定封筒）に上記（ア）～（キ）
の書類を入れ､ 簡易書留で出願期間内〔消印有効〕にお送りください。

専願受験　　①　出願期間：令和２年１月21日（火）～１月28日（火）　郵送のみ
併願受験

　　②　出願書類：（ア）入学願書（本校所定用紙）
　　　　　　　　　　　　　（イ）報 告 書
 （中学校で ｢京都府私立高等学校統一用紙｣ を使用し作成のうえ、厳封したもの）
　　　　　　　　　　　　　（ウ）英語検定資格提出用紙（本校所定用紙） ※英語検定資格を有する者のみ

注）本校ホームページからダウンロードしてください。
　　　　　　　　　　　　　（エ）受験票返送用封筒（本校所定封筒）
　　　　　　　　　　　　　（オ）合否結果通知書郵送用封筒（本校所定封筒）

　　　　　　③　入学検定料　15,000円

　　　　　　④　出願方法： 入学検定料を銀行で振り込み､ 願書提出用封筒（本校所定封筒）に上記（ア）～（オ）
の書類を入れ､ 簡易書留で出願期間内〔消印有効〕にお送りください。

4. 入学試験

推薦受験 令和２年２月10日（月）　　面接試験
 令和２年２月12日（水）　　学力試験
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国語・数学・英語：各150点　理科・社会：各100点）

専願受験、併願受験 令和２年２月12日（水）　　学力試験
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国語・数学・英語：各150点　理科・社会：各100点）
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5. 合格発表

推薦受験、専願受験、併願受験　　令和２年２月14日（金）　郵送にて通知します｡
※掲示発表は行いません。
※電話による合否の問い合わせには、一切お答えしません。

6. 入学手続

①　手続期間　　第一次　　令和２年２月15日（土）～２月18日（火） ※２月16日（日）を除きます。

　　　　　　　　第二次　　令和２年３月18日（水）～３月21日（土） ※３月20日（祝）も受け付けます。

　　※推薦受験および専願受験の合格者は、第一次入学手続期間内に手続を完了してください。

②　受付時間　　午前９時～午後３時

③　必要書類　　（ア）保証書（本校所定用紙）
　　　　　　　　（イ）住民票抄本（合格者本人のもの１通）
　　　　　　　　（ウ）入学手続時納付金（入学金）　150 ,000円
　　　　　　　　 ※以上３点を本校へ提出（納入）してください｡

《英語外部検定制度による英語得点の読み替えについて》
　以下の読み替え率により換算した点数と学力試験における英語の点数を比較し、どちらか高い
ほうを英語の得点とします。この制度を利用する場合、スコア等を証明する証明書の写しを本校
所定の書類（英語検定資格提出用紙）に貼付して、「入学志願書」に同封し、出願してください。

TOEFL iBT IELTS 実用英語技能検定 読み替え率 換算得点
60点～120点 6.0～9.0 準１級・１級 100％ 150点
50点～ 59点 5.5 － 90％ 135点
40点～ 49点 5.0 ２級 80％ 120点
30点～ 39点 4.0～4.5 準２級 60％ 90点

推薦受験および専願受験の願書等は、相談をいただいた中学校にお渡しし
ますので、本冊子には含まれておりません。
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7. 入学後の学費

〔年間〕　　授業料　552 ,000円　　　
　　　　　施設費　100 ,000円
　　　　　諸会費　 16 ,700円
　　　　　ウィステリア科課程履修費　100 ,000円（ウィステリア科のみ）
　　　　　　※既納の費用は一切返却いたしません｡

8. 新入生登校日

ウィステリア科
普通科 推薦受験、専願受験

普通科 併願受験　　　　　　 令和２年３月25日（水）

　※必ず生徒本人が出席してください｡

《遠隔地からの受験について》
入学時（令和２年４月）に、保護者の勤務等の関係で住居が本校の通学圏内に変わる状況が発生する場合は､
遠隔地からの受験を認めています｡ その場合は､ 在学中学校の校長から〈保護者の転勤等の理由により､ 通学可
能な地に一家で転住する予定である〉旨を記載した添付書（本校所定用紙）が必要となります｡

提出時期は、それぞれ次のとおりです。
○ウィステリア科：「ウィステリア科受験希望者の記録」（本校所定用紙）の提出時
○普通科 推薦受験：「普通科推薦受験希望者の記録」（本校所定用紙）の提出時
○普通科 専願受験：「普通科専願受験希望者の記録」（本校所定用紙）の提出時
○普通科 併願受験：入学願書および報告書の提出時（出願時）

⎩
⎨

令和２年２月22日（土）､ ３月25日（水）⎧

ウィステリア科・普通科共通
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ウィステリア科・普通科共通

注意事項2020（令和２）年度　入学試験　　　　

1　 試験日および試験時間割
2月10日（月）　面接試験（推薦受験）
　　※集合時刻は次のとおりです。集合場所（控室）へは、当日本校教員が誘導します。
　　　【ウィステリア科】午前８時55分　　【普通科】午前10時45分
　　※個人面接による試験を行います。面接時間は、一人約10分です。
　　※試験当日は、中学・高校ともに生徒が登校し、授業を行っています。

2月12日（水）　学力試験（推薦受験、専願受験、併願受験）
　　※午前７時45分に開門します。それまでは学校内に入ることができません。
　　※試験場へは午前８時から入場できます｡

8：40 8：50～9：50 10：10～11：10 11：30～12：30 12：30～13：20 13：20～14：00 14：20～15：00

出欠調査 国　語 英　語 数　学 昼　食 理　科 社　会

2　 試 験 場
（1）試験場の下見はできません｡

２月10日（月）の集合場所および面接試験場へは､ 当日本校教員が誘導します。
学力試験場の案内図は､ 試験当日（２月12日）の朝に配布します｡

（2）２月10日（月）は定められた時刻までに集合してください｡
持ち物は受験票・筆記用具･上履きです｡
２月12日（水）は午前８時30分までに、自分の試験場に入場してください｡
持ち物は受験票・筆記用具・上履き・弁当〔お茶〕です｡

（3） ２月10日（月）・12日（水）の両日とも､ 試験場に入場したら､ 持参した上履きに履き替えて､ 下靴は机の
下に置いてください｡ なお､ 受験票を忘れた受験生は､ すぐに係員に申し出てください｡

（4）付添いの方は､ すべての試験が終了するまで､ 受験生とは面会できません｡ 呼び出しも同様です｡
また、受験生以外の試験場への立ち入りは禁止しています｡ ２月10日（月）・12日（水）の両日とも､ 食堂
が付添いの方の控室となっております｡

3　 試験についての注意
（1）指定の席に着き､ 受験票は机の右上に置いてください｡
（2）筆記用具以外のものは､ 机の上に置いてはいけません｡
　　　　※ 定規･コンパスは使えません｡
（3）携帯電話やその他の電子機器を使ってはいけません｡ なお、時計は試験場に設置されています。
　　　　※ 校舎内では携帯電話の電源を必ず切ること｡
（4）質問がある時や､ 気分が悪くなった時は､ 静かに手をあげてください｡
（5）試験中､ 話をしたり横を向いたりしてはいけません｡
（6）解答の記入が終わっても､ 終了の合図があるまでは､ 自分の席で静かに待っていてください｡

 以　上
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姉妹同時在籍者に対する学費等軽減措置について

京都女子中学校および京都女子高等学校に姉妹で同時に在籍される場合、次のとおり学費等

を軽減します。なお、この軽減は学年末に軽減相当額を返金することにより行います。くわし

いことは、入学後（12月の予定）にお知らせします。

①軽減内容

１． 中学・高等学校に同時在籍する姉妹について、保護者からの申請に基づき、その二人

目から入学金（進学費）を所定の金額の二分の一とします。ただし、中学入学時にこの

軽減措置を受けた者については、高校進学時に進学費軽減の対象とはしないものとしま

す。

２． 中学・高等学校に同時在籍する姉妹について、保護者からの申請に基づき、その二人

目から施設費を所定の金額の二分の一とします。

３．ただし、上記２．については保護者（学費負担者）の所得制限を設けます。

②軽減期間

姉妹の二人目以降の者が入学するときより、卒業などにより同時在籍が消滅する年度末ま

でとします。



キ

リ

ト

リ

線

整理番号

ウィステリア科 受験希望者の記録

【活動・所有資格・受賞歴の記録】

　令和　　年　　月　　日

 　　　　　 立 　　　　　　 中学校 　校　長 　　　　　　　　　　　　㊞

（記載責任者）役　職　　　　　　　　　氏　名 　　　　　　　　　　　　㊞

受験希望区分に○印
ウィステリア科
推 薦 受 験

ウィステリア科
専 願 受 験

フリガナ 　

氏　名

平成　　年　　月　　日生

校　　内 校　　外

１　年

２　年

３　年

【出欠および健康の記録】
　 欠席日数／出席すべき日数 欠席の主な理由 特　記　事　項
１年 ／ 　

２年 ／ 　

３年 ／ 　

教科 学　　年 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保健
体育

技術
家庭 英語 ５教科

合計
９教科
合計

評　
　

定

１　　年

２　　年

３年（　　）期

【学 習 の 記 録】



キ

リ

ト

リ

線

整理番号

普通科 推薦及び専願受験希望者の記録

【活動・所有資格・受賞歴の記録】

　令和　　年　　月　　日

 　　　　　 立 　　　　　　 中学校 　校　長 　　　　　　　　　　　　㊞

（記載責任者）役　職　　　　　　　　　氏　名 　　　　　　　　　　　　㊞

受験希望区分に○印
Ⅱ類型
推 薦 受 験

Ⅱ類型
専 願 受 験

フリガナ 　

氏　名

平成　　年　　月　　日生

校　　内 校　　外

１　年

２　年

３　年

【出欠および健康の記録】
　 欠席日数／出席すべき日数 欠席の主な理由 特　記　事　項
１年 ／ 　

２年 ／ 　

３年 ／ 　

教科 学　　年 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保健
体育

技術
家庭 英語 ５教科

合計
９教科
合計

評　
　

定

１　　年

２　　年

３年（　　）期

【学 習 の 記 録】




