
入試の特徴
文部科学省スーパー・グローバル・ハイスクールの指定校である本校は、ダイバシティ（多様性）
を重んじており、入試においては受験生のさまざまな個性を重視し評価しています。
原則、２４時間受付のインターネット出願になります。

WILL入試は「意志・意欲」を高く評価

一般入試は２科3科の選択

２種類の思考力入試

英語特別コースは英語特別入試、もしくはWILL入試から

グローバル・アスリート入試とは

３回（２月１日、２日、４日）の一般入試はすべて２科目（国語・算数）か３科目（国語・算数 +理科・
社会のうち１科目）の選択制で、負担が少なく受験しやすい入試です。

思考力入試は公立中高一貫校入試を模した適性検査型（２月１日）と本校独自の ICT（ Information and
 Communication Technology ) を活用した入試（２月２日）の２種類を設定しています。　ICT型思考力
入試は実施前に ICT機器の操作方法に関するガイダンスがあり、また本校開催の「思考力向上セミナー」で
体験できます。

ネイティブ教員による英語の「取り出し授業」を設けている英語特別コースを志望する場合は英語特別入試、
もしくはWILL 入試への出願が必要で、受験科目に英語と英語口頭試問が必須となります。なお、各種
英語検定試験において下記のレベルを超えている受験生には、入試当日の英語を 90% の得点率があった
ものとみなし、入試当日の得点と比較して高い方の点で合否判定する優遇措置があります。
　◎TOFEL iBT42、　IELTS 4.0、英検２級、ケンブリッジ英検 140など
また、「英語特別コース」に出願して仮に不合格であっても、「一般」で合格できるスライド合格制度を採用
しています。より積極的な英語特別コースへのチャレンジを期待しています。

WILL 入試（２月１日）は、学科試験が基礎的な問題構成となっており、面接試験において本校で学びたい
意志・意欲（WILL ) を高く評価する入試です。

競技年齢が若年化する各種スポーツの若きアスリートをグローバルに育成するコースを設けています。
バレエなどのアーティストも対象にしています。入試は学科試験１科目（国語・算数・英語から選択）と作文・
面接になります。競技成績（戦績）資料をご用意いただき、topathlete@fujimigaoka.ac.jp 、または電話
（03-3376-1961) でお問い合わせください。

帰国生入試はA方式とB方式の２種類

帰国生入試（11月 11日、1月 11日）は、現地校・インター校生が受験しやすいA方式（英語エッセイ、
基礎日本語作文）、日本人学校生が受験しやすいB方式（国語・算数）のどちらかを選択できます。海外
での経験もプラスして評価します。なお、11月 11日には海外特別入試も世界 4都市（ロンドン・ニュー
ヨーク・シンガポール・香港）で実施しています。
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英語特別入試
適性検査型
思考力入試

ICT型
思考力入試

グローバル・
アスリート入試

2/1(金) 9:00～ 14:30～ 14:30～ 9:00～ 9:00～

9:00～ 9:00～

14:30～ 14:30～

2/4(月) 9:00～ 9:00～

30 50 30 10 10 10

または
コース

または
コース コース

国·算

は＋英語

国語 50点/30分 100点/45分 100点/45分 50点/30分

算数 50点/30分 100点/45分 100点/45分 50点/30分

理科 50点/30分

社会 50点/30分

英語 50点/30分 100点/45分 50点/30分

コースのみ
20点/10分

コースのみ
20点/10分

20点/30分

50点/15分 30点/10分

検定料

期間 2月2日(土)のみ

納入金 　250,000円(入学金)

期間

　322,000円

募集人員

＊本欄の金額は2018年度のものです。

＊本欄の金額は2018年度のものです。

入試種別 WILL入試
一般入試

（2科または3科）

特色のある入試

入
試
日

コース

科目選択
国·算または

国·算+1科(理·社)
英語＋1科(国·算)

国·算·英より
1科目＋作文

入
試
科
目

読解問題
100点/45分

ICT活用型
思考力テスト
100点/60分

融合問題
100点/45分

(実施前にICT操作
方法のガイダンス
があります)

英語口頭試問

作文

面接
※面接はWILL入試、グローバル・アスリート入試ともに保護者同伴ですが、保護者の方は採点対象外です。

合格発表 試験当日　午前の入試は17:00～18:00、午後の入試は20:00～21:00に本校ホームページにて発表

出
願

インターネット出願：本校ホームページ上のリンク「mirai compass」のサイトから出願してください。

期間

　1月10日(木)～試験前日の24:00まで　　※24時間受付

　試験当日のみ本校窓口で受付けます。検定料と写真1枚(縦4㎝×横3㎝以内)をご用意いただき、開始時間の
　30分前までにご来校ください(受付は8:00～)。

　23,000円(複数回受験可能)　　※ただし、適性検査型入試のみの場合は10,000円

方法
詳しくはP.4の「インターネット出願の流れ」をご参照ください。

2/2(土)

入
学
手
続

2月2日(土)～2月10日(日)

備
考

・本校では学債・寄付金・PTA会費・後援会費等の制度は一切ありません。

・2019年3月末日までに入学辞退の申し出がなされた場合、入学金を除いた納入金は返金いたします。

学
費
の
納
入

　2月2日(土)～3月9日(土)

納入金

 [内訳] 入学時施設費　140,000円、    前期雑費予納金　40,000円

4·5月分の学費　　授業料　月額40,500円×２か月、  教充実費　月額9,000円×2か月

　　  生徒会費　月額1,500円×2か月、  旅行積立金　月額20,000円×2か月

※6月分以降の学費は指定口座より毎月引き落としとなります。

入学
準備会

　2月11日(月祝)、および3月10日(日)に入学準備のためのオリエンテーションを行います。

　入学予定者と保護者の方は両日ともご出席ください。
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◆試験当日の諸注意

入試種別 WILL入試 一般入試(2/1・2/2) 一般入試(２/2・2/4) 英語特別入試(2/1・2/2)

開場 8:00 12:00 8:00 12:00

集合 9:00 14:30 9:00 14:30

第1科目  9:15 ～  9:45(30分) 14:45～15:30(45分) 9:15 ～ 10:00(45分) 14:45～15:30(45分)

第2科目 10:00～10:30(30分) 15:45～16:30(45分) 10:15～11:00(45分) 15:45～16:30(45分)

第3科目 10:45～11:15(30分) 16:45～17:15(30分) 11:15～11:45(30分)

面接 10:45～12:00

入試種別 英語特別入試(2/4) 適性検査型思考力入試 ICT型思考力入試
グローバル・アスリート

入試

開場 8:00 8:00 8:00 8:00

集合 9:00 9:00 9:00 9:00

第1科目 9:15～10:00(45分) 9:15～10:00(45分) 9:15 ～10:15(60分)  9:15 ～  9:45(30分)

第2科目 10:15～11:00(45分) 10:15～11:00(45分) 10:00～10:30(30分)

面接 10:45～11:30

※ 学科試験は国語・算数・英語の順番で実施します。

英語口頭試問は英語筆記試験終了後に行います。

面接は保護者同伴です。両親でいらしても構いません。

グローバル·アスリート入試の第1科目は国語・算数・英語のいずれか、第2科目は作文です。

グローバル·アスリート入試は面接の際に戦績(成績)資料をご提出ください。

受験票・受験票控え・筆記用具(定規·コンパスは不要)・時計

・試験会場には時計が設置されておりませんので、各自ご用意ください。

ただし、携帯電話やスマートフォンの時計機能を使用することはできません。

・試験当日、遅刻の可能性がある場合は必ず電話(03-3376-1481)にてご連絡ください。

・受験生が昼食をとる場所、ならびに保護者控室をご用意しております。

　京王線　笹塚駅（準特急停車駅・都営地下鉄新宿線乗り入れ）より徒歩5分



Step1

Step2

Step3

Step4

Step5

インターネット出願の流れ

下記の手順に従って出願してください。

入試制度の確認
出願手続きを始める前に入試内容について募集要
項でご確認ください。募集要項は本校HP( ホーム
ページ）からダウンロードできます。

事前準備
出願には顔写真が必要になりますので、事前に
撮影しておいてください。写真はインターネット
出願サイト（miraicompass）にアップロードす
るか、受験票控えに直接貼付（縦４㎝×横３㎝）
するかのいずれか選択できます。

出願登録
本校HPのトップページ「出願サイトはこちら」
からインターネット出願サイト（miraicompass)
に入り、画面の指示に従って志望するコース、受
験日、方式などを選択し、個人情報など必要事項
を入力してください。

検定料のお支払い
コンビニ・クレジットカード等で検定料のお支払
いができます。検定料以外に別途手数料がかかり
ます。

必要書類の印刷
出願後、受験票を印刷して受験票控えとともに受験
当日忘れずに持参してください。

※帰国生入試に出願の場合は、所定の提出書類を
　郵送して下さい。
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