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学校情報 

田園調布学園 塾対象説明会（２０１９年５月１５日） 

２）２０１９年度入試報告、２０２０年度入試について 入試広報室長 細野先生 

１．２０１９年入試 

２／１    ２／２     ２／４    １２／２２（帰国） 

募集人数   １００      ７０      ３０     若干名       合計 

出願者数   ２２３     ４４２     ３５７      ３８        １０６０ 

（昨年比較） ＋１７     －２５    －２５      ＋８       －２５ 

受験者数   ２１３      ３２６    ２１１      ３６        ７８６ 

（昨年比較） ＋１８       －７     ＋１３       ＋６         ＋３０ 

受験率    ９５．５％  ７３．８％  ５９．１％ 

（昨年比較） ＋０．８％ ＋２．５％  ＋７．３％ 

合格者数    １００     １９０      ６７      ３０        ３８７ 

（昨年比較）  ±０       －３       －９       ＋４          －８ 

実倍率     ２．１     １．７     ３．１ 

入学者数    ７６      ８８      ４４      １０        ２１８ 

（定着率）   ７６％     ４６％    ６６％     ３３％ 

（昨年比較）  －８％    ＋７％    －１％ 



 

2 

※繰り上げ合格は０人。インターネット出間によって試験前日の出願が多かった、全体として出願者

が微減だが受験者は増やすことができた。１２月の帰国入試を始めて５年、２ケタの入学者は初め

て。 

出願者実数６３９人のエリア 

神奈川県３２８（横浜市２０１、川崎市１２１、その他６） 

東京都２９５（大田区１１４、世田谷区６３、品川区４５、目黒区３５、江東・港区１２、その他２６ 

神奈川・東京以外 ４、国外１２（インターネット出願により出願がしやすくなったものか） 

併願校 

第１回（２／１）受験生 

２／１   田園調布学園 

２／１午後 実践女子、神奈川学園、カリタス 

２／２   田園調布学園、香蘭、法政第二、神大附 

２／３    神大附属、桜修館、 

２／４    田園調布学園、法政第二、横浜共立 

２／５    洗足学園、横浜女学院、神大附 

第２回（２／２）受験生 

２／１   横浜雙葉、横浜共立、頌栄女子学院、鷗友学園、香蘭女学校 

２／１午後 神奈川学園、カリタス、東京女学館 

２／２   田園調布学園 

２／２午後 香蘭（午後）、中大附属横浜（午後）、普連土（午後） 

２／３    神大附属、鴎友学園、学習院女子、大妻 

２／４   田園調布学園、横浜共立、吉祥女子、普連土、法政第二、 

２／５   頌栄女子学院、洗足学園、広尾学園、大妻  

第３回（２／４）受験生 

２／１   香蘭、洗足学園、鷗友学園、頌栄女子学院 

２／１午後 東京女学館、カリタス、普連土 

２／２   田園調布学園、洗足学園、香蘭（午後）、神大附 

２／３   鷗友学園、青山横浜英和、神大附 

２／４   田園調布学園 

２／５   洗足学園、頌栄女子学院、大妻  

※今までは女子校との併願が多かったが、大学附属・共学校との併願が増えた。 

２．２０２０年度入試 

①第１回～第３回（４教科）について 

・出題方針 

・各科目とも小学校の教科書に沿った標準的な問題を出題、各教科平均が６０％程度になるように

作成。 

・すべての教科において、思考力・表現力を問う問題を約３０％出題。 
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・理科と社会は、試験時間を３０分から４０分に変更（思考力・表現力を問う問題なので３０分では解

き切れていないという現状を考慮した。受験生は過去問を４０分間で解く練習をしておくとよい。難易

度や問題数は変わらない。） 

・試験時間がのびることから、試験当日の面接は廃止する（解散時間は１２時４０分頃、昼食会場を

用意）。ただし、面接は、受験生と学校の最初の出会いの場であり、自信を持って入学してほしいと

の思いからは大切なもの、入学予定者に対して２月１１日頃に面接を行う。 

②２／１午後入試（算数１教科）について 

・試験時間６０分、集合時間は１５時集合と１６時集合を設定、合格発表は２月１日２２時頃を予定。 

・出題方針 基本的な計算力、図形の性質を見抜く力、数量の変化をグラフから読み取る力、生活

に関わる内容を題材にした問題（会話文形式の問題、統計データを用いた問題など）から小学校で

学習したことをベースに物事を順序立てて考える力や文章を読み取る力もはかる。算数の一般的

な問題については苦手だと思っている受験生にもぜひチャレンジしてほしいと思っている。 

・サンプル問題を作成したので参考にしてほしい。 

③帰国子女入試の出題方針 

国語・算数は小学校「の教科書に沿った基礎基本を問う問題、英語は英検２級程度、リスニングが

ある。入学後は英語の取り出し授業を行う（一般生も参加できる）。編入学試験は随時受け付けて

いる。 

④２０２０年度入試概要 

第１回    ２月１日午前 ８０人 ４科目  合格発表：２月１日２０時頃 

午後入試  ２月１日午後 ２０人 算数１科 合格発表：２月１日２２時頃 

第２回    ２月２日午前 ７０人 ４科    合格発表：２月２日２０時頃 

第３回    ２月４日午前 ３０人 ４科    合格発表：２月４日２０時頃 

帰国生   １２月２１日  若干名 国語または英語＋算数 合格発表：１２月２１日１６時頃 

・第１回～第３回（午前入試）は１２時４０分頃解散 

・午後入試は、１５時集合と１６時集合を設定 

http://www.chofu.ed.jp/ 

 

文化学園大杉並 塾対象説明会（２０１９年５月２０日） 

４）入試について 入試広報部長 西田先生 

様々な入試形式がある。入試形式により有利、不利はない。 

定員は男女合わせて１００名。 

同時出願なら何度受験しても、受験料は２５０００円。 

各入試形式の合格基準に達していれば人数に関係なく全員合格。 

英語の資格取得者には加点優遇有り（英語特別入試を除く）。 

 英検２級以上・・２０点、準２級・・１５点、３級・・１０点、４級・・５点、５級以下・・ボーダーで考慮 

その他の資格については相談を。 

http://www.chofu.ed.jp/
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１．２０１９年中学入試 

第１回 ２月１日午前 ２科 

              適性検査型･･･適性検査Ⅰ・Ⅱまたは適性検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

第２回 ２月１日午後 ２科４科選択 

第３回 ２月２日午前 ２科４科選択 

第４回 ２月２日午後 ２科 

              算数特別 

              英語特別 

第５回 ２月３日午後 ２科 

              英語特別 

第６回 ２月４日午前 ２科 

帰国１ １１月１８日 ベスト２科型または英作文型 

帰国２ １２月２日  ベスト２科型または英作文型 

・２科・４科入試･･･合格ラインは６割 

記述形式の出題有り。 

成績上位者には特待生合格有り。 

・適性検査型入試･･･合格ラインは５割 

入学手続きは公立中高一貫校の合格発表後でよい。 

・算数特別入試･･･合格ラインは７割 

計算問題５０題（５０分）、記述問題１０～１５題（５０分） 

算数好きの受験生におすすめ。 

２０１８年 ７名受験、７名合格 

２０１９年 ３名受験、２名合格 

・英語特別入試･･･合格ラインは７割 

試験内容は英検４級レベル。 

筆記試験：リスニング（２５分）、リーディング＋ライティング（２５分） 

口頭試験：スピーキング＋日本語面接 

英語好きな受験生におすすめ。習い事で英語をやっていた人向け。 

２０１９年 ２６名受験、１８名合格 

・帰国生入試 

ベスト２型：国語、算数、英語（希望者）を受験し高得点の２科目＋面接で判定。英検準２級以上は

英語を満点とする。２級以上は特待生に認定。 

英語作文型：英語＋作文（日本語または英語）＋面接（日本語または英語） 

２０１９年 ５４名受験、４５名合格、９名入学 

２．２０２０年中学入試概要 

第１回  ２月１日午前 男女４０名 ２科 

適性型  ２月１日午前   〃    適性Ⅰ・Ⅱまたは適性Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 
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第２回  ２月１日午後   〃    ２科４科選択 

第３回  ２月２日午前 男女４０名 ２科４科選択 

第４回  ２月２日午後   〃    ２科 

算数１  ２月２日午後   〃    算数 

英語１  ２月２日午後   〃    英語 

算数２  ２月３日午後 男女２０名 算数 

英語２  ２月３日午後   〃    英語 

第５回  ２月４日午前 男女若干名 ２科 

３．高校入試（省略） 

https://bunsugi.jp/ 

                                                               

https://bunsugi.jp/

