
１次試験 算数特選
特待生選抜20名

２次試験
特待生選抜10名 ３次試験

試験日 2月1日（月）午前 2月1日（月）午後 2月2日（火） 2月4日（木）

募集人員
60名 30名 80名 30名

●�1次試験、算数特選、2次試験、3次試験の4回の入試全体で�本科コース160名�、�理数コース40名�を募集します。

出願期間
1月10日（日）〜1月31日（日） 1月10日（日）〜2月1日（月） 1月10日（日）〜2月3日（水）

入力は2020年12月20日（日）からできます。受験票の発行は、2021年1月10日（日）からです。

受付時間 24時間受付（受付最終日は、23：59までとなります。）

出願方法 web出願のみ�（報告書･成績表は必要ありません。）

検定料

●1回�出願� 24,000円� ●算数特選　10,000円
●2回�同時出願� 36,000円
●3回�同時出願� 48,000円
検定料のお支払いには、クレジットカ－ドやコンビニエンスストア、ペイジー（金融機関ATM）をご利用いただけます。
別途手数料が発生いたします。なお、いったん納入された検定料は、お返しできません。

選抜方法

●本科コースと理数コースの試験問題は同じ内容です。
●1次〜 3次試験（本科コース300点満点　理数コース450点満点）　※集合時間�8：30

算数（9：00〜10：00） 国語（10：15〜11：05）社会（11：20〜11：50）理科（12：00〜12：30）
本科コース 100点 100点 50点 50点
理数コース 200点 100点 50点 100点
●算数特選�100点満点（60分）
①集合14：30（試験14：50〜15：50）�②集合15：20（試験15：30〜16：30）�③集合16：00（試験16：10〜17：10）
�試験開始時間に教室に入っていれば受験可能�（いずれも試験終了後、算数特選入試についてのアンケート10分程度）

合格発表
（当日発表）

［�web合格発表�］
�2月1日（月）�20：00頃〜

［�校内掲示�］
�2月2日（火）���9：00〜

［�web合格発表�］
�2月1日（月）�23：00頃〜

［�校内掲示�］
�2月2日（火）���9：00〜

［�web合格発表�］
�2月2日（火）�20：00頃〜

［�校内掲示�］
�2月3日（水）���9：00〜

［�web合格発表�］
�2月4日（木）�20：00頃〜

［�校内掲示�］
�2月5日（金）���9：00〜

入学
手続き

2月6日（土） 17：00まで
合格者は、上記期間内に入学金260,000円を納入してください。お支払いには、クレジットカ－ドやコンビニエン
スストア、ペイジー（金融機関ATM）をご利用いただけます。別途手数料が発生いたします。なお、いったん納入さ
れた入学金は、お返しできません。

入 試 要 項

2021年度 世田谷学園中学校入試要項

受験生の保護者の方へ
・入学時納入費用等に関して、電話・郵便物・メール等で納入の依頼をすることは、絶対にありませんので、充分にご注意ください。

受験当日は次のことに注意してください。
1．印刷した受験票・写真票（学校控）を持参してください。
2．遅刻の扱いについて
　①　�午前入試については算数の試験時間内は認めますが、

算数終了後の遅刻者は失格となります。午後入試の遅
刻は認めません。

　②　�鉄道交通機関の乱れによる遅刻は受験生に不利になら
ないように配慮します。

3．受験票・写真票（学校控）を忘れないように注意してくだ
さい。

4．定規・コンパス・分度器・下敷き・計算機・マーカー類
は使用できません。

5．筆記用具（鉛筆3本、消しゴム）は各自の分を学園で用意し
ておりますが、使い慣れた筆記用具を使用してもさしつか
えありません。

6．上履を持参してください。
7．時計はアラーム機能を停止させ、他の受験生の迷惑にな
らないようにしてください。

8．携帯電話・腕時計型端末は試験場に持ち込めません。
9．試験終了後はグループ毎に下校誘導をします。
10．自転車での登校はご遠慮ください。

受験生への注意事項

記載されている時間は、すべて日本時間です



出願から入学までのスケジュール

中 学 入 試

試験日程

2月1日（月）午前 2月1日（月）午後 2月2日（火） 2月4日（木）

1次試験 算数特選
特待生選抜20名

2次試験
特待生選抜10名

3次試験

2020年
12月20日（日）

web出願
入力開始

…

2021年
1月10日（日）

web出願
受付開始

…

1月31日（日） web出願
締切23：59まで

web出願
締切23：59まで

2月1日（月）

1次試験 算数特選

web出願
締切23：59までweb合格発表

20：00頃〜
入学手続期間

web合格発表
23：00頃〜

入学手続期間

2月2日（火）

2次試験

web合格発表
20：00頃〜

入学手続期間

※ 2月3日（水） web出願
締切�23：59まで

2月4日（木）

3次試験

web合格発表
20：00頃〜

入学手続期間

2月5日（金）

2月6日（土） 入学手続締切 17：00まで

…

2月11日（木） 制服等購入日

…

2月13日（土） 新入生登校日

…

4月8日（木） 入学式
※  2月3日（水）は終日窓口業務を行っておりません。



入学初年度の学費

web出願の流れ（窓口出願・郵送出願はできません）

特待奨学生制度
入学試験において成績優秀な生徒は、特待奨学生に採用します。
特待奨学生は入学時納入金（入学金）及び入学後の１年間の学費（授業料・施設設備費・
教育充実費・図書費）を免除します。翌年度以降は成績により再審査します。

2020年12月20日より入力開始、2021年1月10日より出願ができます（本学園ホームページの出願バナーより出願サイトへ）。
パソコン・スマートフォン・タブレット端末からアクセス
できます。
ID登録済みの方は、再度登録する必要はありません。

理数コースを希望するかどうかと、出願する試験（1次試験・
算数特選・2次試験・3次試験）を選択してください。
写真票の写真は登録（アップロード）することができます。

●入学金 260,000円
●授業料 432,000円 （月額 36,000円）
●施設・設備費 84,000円 （月額 7,000円）
●教育充実費 122,400円 （月額 10,200円）
●図書費 2,400円 （月額 200円）
●冷暖房費 12,000円 （月額 1,000円）
●生徒会等入会金 5,000円 （初年度のみ）
●生徒会会費 6,000円
●三心会（PTA）会費 6,000円
●終身同窓会会費 4,000円
●旅行積立金
　　　本科コース 168,000円 （月額 14,000円）
　　　理数コース 222,000円 （月額 18,500円）

変更の場合あり  1年サマースクール費用・
2年研修旅行費用・3年修学旅行費用及び
4年カナダ英語研修費用
※理数コースについては別行事あり（ ）

お支払い完了後にマイページから印刷できます。
印刷された写真票に受験生ご自身の写真を添付してください。
また、写真は登録（アップロード）することもできます。
印刷はA4コピー用紙でお願いします。
コンビニエンスストアでも受験票を印刷できます。

ユーザー ID（メールアドレス）を登録ユーザー ID（メールアドレス）を登録

マイページにログイン、出願情報を入力マイページにログイン、出願情報を入力

検定料の支払い方法を選択検定料の支払い方法を選択

支払完了メールの自動送信支払完了メールの自動送信

受験日当日受験日当日

web合格発表（当日発表）web合格発表（当日発表）

受験票・写真票（学校控）の印刷
（写真添付　写真サイズ　縦4㎝・横3㎝）
受験票・写真票（学校控）の印刷
（写真添付　写真サイズ　縦4㎝・横3㎝）

クレジットカード決済・コンビニエンスストア決済・ペイジー
利用が可能です。
お支払いには、別途手数料がかかります。ご了承ください。

検定料お支払い後の出願内容の訂正や返金は一切できません。

入学手続きは、2月6日（土）  17：00までです。

印刷した受験票・写真票（学校控）を切り離して、
必ず持参してください。

＊システム・操作に関するお問い合わせは、出願サイトログインぺージのサービスサポートまで、お問い合わせください。
また、入試に関しては、直接学校へお問い合わせください。



15 4-0005 東京都世田谷区三宿一丁目16番31号
PHONE（03）3411- 8661　FAX（03）3487- 9113
URL：http://www.setagayagakuen.ac.jp/

電　車／東急田園都市線　三軒茶屋駅北口Ｂ徒歩約10分
　　　　東急世田谷線　　三軒茶屋駅　　　徒歩約10分
　　　　井の頭線　　　　池ノ上駅　　　　徒歩約20分
バ　ス／三宿：徒歩約5分 昭和女子大：徒歩約5分

入学式
4月8日（木）10:00 〜

合格証交付 
合格証は、2月6日（土）までお受け取りいただけます（学園内事務窓口9：00 〜 17：00）。なお、入学手続きを
された方は、2月13日（土）新入生登校日でのお受け取りも可能です。
※受験票を持参してください。
※2月3日（水）は終日窓口業務の取り扱いがないため、合格証の交付は行っておりません。

入学手続き
入学手続き書類ダウンロードページの「入学金手続きはこちら」より入学金決済サイトへお進みください。
入学金260,000円を2月6日（土）17：00までにお支払いいただき、手続き完了となります。
※2月13日（土）新入生登校日に参加される時間帯を「申込フォーム」よりご選択ください。

制服等購入日
2月11日（木）13：00 〜 16：00

2月13日（土）新入生登校日でも制服等の購入ができますので、ご都合のよろしい日程でご参加ください。
※詳しくは『合格者心得』の「入学準備について」をご覧ください。

合格発表後の手続きについて

合格発表
学園ホームページのweb合格発表からご確認ください（校内掲示も行っておりますが、web合格発表が正式なも
のになります）。

【入学関係書類】合否確認ページの「入学手続き書類はこちらから」より一式ダウンロードしてください。

これ以降の手続きの詳細はダウンロードしていただいた『合格者心得』をご覧ください。

新入生登校日
2月13日（土）

学園での学習・生活等についての説明会を
行います。
※ご提出いただく書類等がございますので、 

時間に余裕を持ってお越しください。

第1部 第2部

書類受付 9:00 〜 10:00 12:30 〜 13:30

説明会 10:00 〜 10:40 13:30 〜 14:10

変更点がございます。下記「2021年度 世
田谷学園中学校入試 入学手続き後の日程
変更について」をご確認ください。

変更点がございます。下記「2021年度 世
田谷学園中学校入試 入学手続き後の日程
変更について」をご確認ください。



※ 視聴方法については、改めてご連絡させていただきます。

2021年度 世田谷学園中学校入試 入学手続き後の日程変更について

新型コロナウイルス感染症の状況を考慮いたしまして、当初入試要項等でお知らせしておりました入
学手続き後の日程及び内容を変更させていただきます。

2月13日（土）の新入生登校日に予定しておりました説明会はWEBで実施いたします。また、書類受
付・制服等購入は2月11日（木）の1日（午前・午後）で4つのグループに分けて行います。 したがって、
2月13日（土）の登校はございません。

受験生・保護者の皆様におかれましては、何卒ご理解ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上
げます。

【 変更点 ① 】 制服等購入日 ➡ 書類受付・制服等購入を実施いたします。

■ 日程

【変更前】 2021年2月11日(木・祝)  13:00 ～ 16:00

【変更後】 2021年2月11日(木・祝) 9:30 ～ 16:30

※ 上記日程でご都合がつかない場合は、各取扱店での個別対応となりますので、『合格
者心得』の「入学準備について」をご確認ください。

※ 制服等購入に関しては、書類受付の時間に関わらずご都合がよろしい時間帯でお越し
いただいて結構です。

第1グループ 第2グループ 第3グループ 第4グループ

書類受付 9:30 ～ 10:30 10:30 ～ 11:30 12:30 ～ 13:30 13:30 ～ 14:30

制服等購入 9:30 ～ 16:30

【 変更点 ② 】 新入生登校日 ➡ 登校はございません。

■ 実施方法

【変更前】 2021年2月13日(土)  学園での学習・生活等についての説明会

【変更後】 2021年2月11日(木・祝) ～ 2021年2月14日（日） 動画配信

※ 新入生登校日に予定しておりました書類受付については、2021年2月11日（木・祝）
に実施いたします。


