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Ｗ［ウィステリア］コース
１．募集定員
Ｗ［ウィステリア］コース　約３０名（内部進学者を除く）
　※Ⅲ類（キュリアス入試）との同時出願（出願資格の確認申請）はできません。
　※ＷコースとＡ入試（Ⅱ類・Ⅲ類）との同時出願（併願）はできません。

２．受験資格
ア令和２年３月に小学校を卒業する見込みの女子児童であること。
イ自宅からの通学が可能であること。
※「通学が可能」とは、通学時間が片道１時間30分以内を目安とします。
　なお、本校では新幹線を利用した通学を認めておりません。
ウ本校［Ｗコース］を第一志望とし、専願であること。（合格すれば必ず入学すること）
エ事前に出願資格を確認された者であること。

３．出願資格の確認
令和元年11月25日（月）から11月29日（金）までの間に、「ウィステリア入試資格確認申請書」を
簡易書留で本校に提出〔消印有効〕し、事前に出願資格の確認を受けてください。
※封筒は各自ご用意ください。

〈送付先〉 〒605-8501（住所の記載は不要）
京都女子中学校　入試対策室

出願の可否については、12月13日（金）までに郵送にて通知します。

４．出願手続
受付期間　令和元年12月16日（月）～12月19日（木）　〔消印有効〕

　※郵送のみの受付。
必要書類　ア入学願書　　　　　　　　（本校所定）

イ入学意思確認書　　　　　（本校所定）
ウ受験票返送用封筒　　　　（本校所定）
エ合否結果通知書郵送用封筒（本校所定）

手続方法　入学検定料１５，０００円を本校所定の用紙を使用して銀行で振り込み、願書提出用
封筒（本校所定）に上記ア～エの書類を入れて、簡易書留で受付期間内にお送りくだ
さい。

５．入学試験日
令和２年１月18日（土）
　※持ち物：受験票・筆記用具・上履き

６．入学試験〔入試科目と配点〕
国語（60分･100点）　算数（60分･100点）　作文（60分･100点）

７．選考方法
国語・算数・作文各100点の計300点満点で選考します。



Ⅲ類（キュリアス入試）
１．募集定員
Ⅲ類　約１０名　※Ｗコースとの同時出願（出願資格の確認申請）はできません。
　　　　　　　　※ Ⅲ類（キュリアス入試）とＡ入試（Ⅱ類・Ⅲ類）との同時出願（併願）はできま

せん。

２．受験資格
ア令和２年３月に小学校を卒業する見込みの女子児童であること。
イ自宅からの通学が可能であること。
※「通学が可能」とは、通学時間が片道１時間30分以内を目安とします。
　なお、本校では新幹線を利用した通学を認めておりません。
ウ本校［Ⅲ類］を第一志望とし、専願であること。（合格すれば必ず入学すること）
エ令和元年10月19日（土）実施の「京女オープン模試」を原則として受験していること。
オ事前に出願資格を確認された者であること。

３．出願資格の確認
令和元年11月25日（月）から11月29日（金）までの間に、「キュリアス入試資格確認申請書」を簡
易書留で本校に提出〔消印有効〕し、事前に出願資格の確認を受けてください。
※封筒は各自ご用意ください。

〈送付先〉 〒605-8501（住所の記載は不要）
京都女子中学校　入試対策室

出願の可否については、12月13日（金）までに郵送にて通知します。

４．出願手続
受付期間　令和元年12月16日（月）～12月19日（木）　〔消印有効〕

　※郵送のみの受付。
必要書類　ア入学願書　　　　　　　　（本校所定）

イ入学意思確認書　　　　　（本校所定）
ウ受験票返送用封筒　　　　（本校所定）
エ合否結果通知書郵送用封筒（本校所定）

手続方法　入学検定料１５，０００円を本校所定の用紙を使用して銀行で振り込み、願書提出用
封筒（本校所定）に上記ア～エの書類を入れて、簡易書留で受付期間内にお送りくだ
さい。

５．入学試験日
令和２年１月18日（土）
　※持ち物：受験票・筆記用具・上履き

６．入学試験〔入試科目と配点〕
算数（60分･100点）　講義理解力試験（講義60分、課題レポート60分･100点）

７．選考方法
算数・講義理解力試験各100点の計200点満点で選考します。



Ⅱ類・Ⅲ類
１．募集定員
Ⅱ類　約９０名（内部進学者を除く）

Ⅲ類　約５０名（内部進学者を除く）

【Ａ 入 試】　　Ⅱ類　約５０名　　Ⅲ類　約３０名
【Ｂ１入試】　　Ⅱ類　約２０名　　Ⅲ類　約１０名
【Ｂ２入試】　　Ⅲ類　約２０名　　Ⅲ類　約１０名

２．受験資格
①令和２年３月に小学校を卒業する見込みの女子児童であること。

②自宅からの通学が可能であること。

※「通学が可能」とは、通学時間が片道１時間30分以内を目安とします。

　なお、本校では新幹線を利用した通学を認めておりません。

３．志願区分
①Ⅱ類のみ　　②Ⅲ類・Ⅱ類（Ⅲ類を第１志望、Ⅱ類を第２志望とする。）

４．出願手続
受付期間　令和元年12月25日（水）～令和２年１月11日（土）　〔消印有効〕

　※郵送のみの受付。

必要書類　ア入学願書　　　　　　　　（本校所定）
イ受験票返送用封筒　　　　（本校所定）

ウ合否結果通知書郵送用封筒（本校所定）

手続方法　入学検定料１５，０００円を本校所定の用紙を使用して銀行で振り込み、願書提出用
封筒（本校所定）に上記ア～ウの書類を入れて、簡易書留で受付期間内にお送りくだ

さい。

　　※複数出願される場合は、すべての必要書類を取りまとめてお送りください。

５．入学試験日
【Ａ 入 試】　　令和２年１月18日（土）
【Ｂ１入試】　　令和２年１月19日（日）
【Ｂ２入試】　　令和２年１月20日（月）
　※持ち物：受験票・筆記用具・上履き



６．入学試験〔入試科目と配点〕
【Ａ 入 試】　　国語（60分･100点）、算数（60分･100点）、理科（40分･100点）、社会（40分･100点）
【Ｂ１入試】　　国語（60分･100点）、算数（60分･100点）
【Ｂ２入試】　　国語（60分･100点）、算数（60分･100点）

７．選考方法
【Ａ入試】　　　受験科目４教科型（国語・算数・理科・社会）、または３教科型（国語・算数・理科）

を出願時に選択します。
注）出願後の変更は一切できません。

≪３教科受験の場合≫

Ⅲ類、Ⅱ類ともに国語・算数・理科各100点の計300点満点を３分の４倍した

400点満点で選考します。

≪４教科受験の場合≫

Ⅲ類：① 国語・算数・理科・社会各100点の計400点満点

② 国語・算数・理科各100点の計300点満点を３分の４倍した400点満点

①、②のうち高い点を採用して選考します。

Ⅱ類：① 国語・算数・理科・社会各100点の計400点満点

② 国語・算数・理科各100点の計300点満点を３分の４倍した400点満点

③ 国語・算数・社会各100点の計300点満点を３分の４倍した400点満点

①、②、③のうち最も高い点を採用して選考します。

【Ｂ１入試】【Ｂ２入試】　Ⅱ類、Ⅲ類とも、国語･算数各100点の計200点満点で選考します。

Ｗ［ウィステリア］コース、Ⅲ類（キュリアス入試）、Ⅱ類・Ⅲ類 共通
《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、〈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〉旨を申し出る副申書（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。

○ウィステリアコース：「ウィステリア入試資格確認申請書」の提出時

○Ⅲ類（キュリアス入試）：「キュリアス入試資格確認申請書」の提出時

○Ⅱ類・Ⅲ類：入学願書の提出時



◆◇入学試験実施要項◇◆
　試験時間割
Ｗ（ウィステリア）コース

１月１８日（土）
時　間 8：35～8：45 8：45～9：45 10：00～11：00 11：15～12：15
内容 説明・出欠調査 算　数 国　語 作　文

Ⅲ類（キュリアス入試）
　　　　　　１月１８日（土）
時　間 8：35～8：45 8：45～9：45 10：00～11：00 11：15～12：15
内容 説明・出欠調査 算　数 講　義 レポート

Ⅱ類・Ⅲ類
Ａ入試　　　１月１８日（土）
時　間 8：35～8：45 8：45～9：45 10：00～11：00 11：15～11：55 12：10～12：50 12：50～13：00
内容 説明・出欠調査 算　数 国　語 　 　理　科　 ※ 社　会 アンケート

※３教科受験の場合、引き続きアンケート

Ｂ１入試　１月１９日（日）
時　間 8：35～8：45 8：45～9：45 10：00～11：00 11：00～11：10
内容 説明・出欠調査 国　語 算　数 アンケート

Ｂ２入試　１月２０日（月）　　
時　間 8：35～8：45 8：45～9：45 10：00～11：00 11：00～11：10
内容 説明・出欠調査 国　語 算　数 アンケート

◇気象上の警報が発令されている場合でも、試験は実施する予定です。

　試 験 場
京都女子中学校の校舎で行います。
※試験場の下見時間は設けておりません。試験場は試験当日に発表します。

　受験生の皆さんへ
持 ち 物　　○ 受験票・筆記用具・上履き。なお、時計は持ってきてもかまいませんが、試

験場にかかっています。
※定規・コンパスは使えません。

登校するまで　　○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。
登校したら　　 ○ 午前８時までは試験場に入ることができません。それまでは保護者控室（食

堂）で待っていてください。
○午前８時35分までに試験場に入ってください。試験終了まで保護者（付き添
い）の方とは会えません。
○受験票を忘れた人は、すぐに試験場の先生または連絡員の本校生徒に申し出
てください。

試験場では　　○ 自分の受験番号がはってある席につき、受験票を机の右上に置いてください。
○席についたら、持参した上履きにはきかえてください。
○携帯電話などの電子機器は、電源を切ってください。
○筆箱は机の上に出してはいけません。筆記用具のみ机の上に出してください。
○放送の指示があるまで配られた問題を開いてはいけません。



○質問のある時や気分が悪くなった時は、静かに手を上げてください。
○試験中、横を向いたり、近くの人と話をしたりしてはいけません。
○監督の先生の指示があるまで、席を立ってはいけません。

　保護者（付き添い）の方へ
○試験当日は、特に付き添っていただく必要はありません。
○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。
○保護者控室（食堂）以外の校舎に入ることはできません。校内で試験終了をお待ちになる方は、
保護者控室（食堂）をご利用ください。
○試験問題は、保護者控室（食堂）に掲示します。ただし、配布はいたしません。
○駐車場および駐輪場の用意はしておりません。
また、豊国廟参道（東山七条～京都女子大学間）など本校周辺の道路については、午前８時から
９時まで車両の通行規制が行われています。（日曜日を除く）
自家用車またはタクシーで来られても、東山七条交差点および渋谷通り渋谷交番前から進入す
ることはできませんのでご注意ください。

　合格発表
Ｗ コ ー ス １月１９日（日）　正午（予定）、本校ホームページに掲載します。
Ⅲ類（キュリアス入試） １月１９日（日）　正午（予定）、本校ホームページに掲載します。
Ａ　入　試 １月１９日（日）　正午（予定）、本校ホームページに掲載します。
Ｂ １ 入 試 １月２０日（月）　正午（予定）、本校ホームページに掲載します。
Ｂ ２ 入 試 １月２３日（木）　午前１０時（予定）、本校ホームページに掲載します。
○合否通知書、入学手続書類（合格者のみ）は、合格発表当日に速達郵便で発送します。
○掲示発表は行いません。また、電話による合否の問い合わせには、一切お答えしません。

　入学手続
期　　間　　Ｗ コ ー ス １月２０日（月）、２１日（火）の２日間

Ⅲ類（キュリアス入試） １月２０日（月）、２１日（火）の２日間
Ａ　入　試 １月２０日（月）、２１日（火）の２日間
Ｂ １ 入 試 １月２２日（水）、２３日（木）の２日間
Ｂ ２ 入 試  １月２４日（金）、２５日（土）の２日間

　受付時間は、いずれの日も午前９時から午後４時まで
方　　法　　次の３点を本校へ提出（納入）してください。

①保証書（本校所定用紙）　②住民票抄本（合格者本人のもの）
③入学手続時納付金（入学金）150,000円

そ の 他　　定められた手続期間内に手続未了の場合は、入学資格を失います。
手続期間内に制服の採寸および申し込みを済ませてください。

　登 校 日
第１回　２月２２日（土）　　第２回　３月２４日（火）
※両日とも、必ず本人が保護者同伴で出席してください。

　入学後の学費
授 業 料　　５５２，０００円　
施 設 費　　１００，０００円
諸 会 費　　　１６，８００円　　　
　　Ｗ（ウィステリア）コースのみ、コース履修費　１００，０００円が別に必要です。
　　　※既納の費用は、返金いたしません。



京都女子中学校
 入試対策室　０７５－５３１－７３３４
 事　務　室　０７５－５３１－７３５８

Ａ入試、Ｂ１入試、Ｂ２入試に複数出願された方へ
○それぞれの入試（Ａ、Ｂ１、Ｂ２）ごとに、合否判定を行います。
○それぞれ定められた入学手続期間内に手続未了の場合は、入学資格を失います。
○ Ａ入試またはＢ１入試を志願区分「②Ⅲ類・Ⅱ類」で受験し、Ⅱ類に合格された場合、その
後に行われる入試での合否結果にかかわらず本校への入学を希望される方は、必ずＡ入試、
Ｂ１入試それぞれに定められた入学手続期間内に手続きを済ませてください。後で行われ
た入試でⅢ類に合格された場合には、自動的にⅢ類への入学となり、あらためて入学手続
きを取っていただく必要はありません。

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。


