
募 集 要 項
2021年度（令和3年度）

田園調布学園中等部

帰国生オンライン入試



試験日 2020（令和2）年12月6日（日）

募集人員 若干名

出願資格
・ 現在海外に住んでいて、入試当日に帰国することができない方
・ 日本の学齢で2021（令和3）年3月小学校卒業見込み相当で、保護者の海外在留に
伴って海外の学校在籍が通算で1年以上ある女子

出願期間 2020年11月20日（金）8：00～11月30日（月） 23：59

出願方法 Web出願

　受験料 22,000円

　提出書類

下記の①～③をメール（boshu@chofu.ed.jp）に添付し、
原本を郵送で提出してください。
提出期間：11月20日（金）～12月1日（火）必着
① 成績を証明するもの
その年度の成績を証明するもの（コピー可）
※学校名が記載されている面もコピーしてください。

② 海外在留証明書
③ 面接カード
※ 本校所定の「海外在留証明書」「面接カード」は、本校ホームページよりダウンロー
ドしてください。

試験科目および
試験時間

（A）国語・算数　（B）英語・算数

〈午前〉 〈午後〉

Zoomにアクセス   9：20～9：30 16：20～16：30

1限 国語または英語   9：45～10：35 （50分） 16：45～17：35 （50分）

2限 算数 10：55～11：45 （50分） 17：55～18：45 （50分）

面接（保護者同伴） 12：00～　1組15分程度 19：00～　1組15分程度

合格発表 ホームページ：2020（令和2）年12月7日（月）10：00～12月8日（火）12：00

2021（令和3）年度  募集要項（帰国生オンライン入試）

※すべて日本時間で表示

（A）（B）から選択　
〈午前〉〈午後〉を選択



事前の準備

・ 受験をする部屋（個室）
・ カメラ付きPCまたはタブレット（クラウド型Web会議システム「Zoom」にて、問題を画面に
表示します。）

・ 印刷した解答用紙（試験当日、〈午前〉は9：00、〈午後〉は16：00にメールでお送りします。）
・ スキャンまたは写真を撮影できる端末（解答した解答用紙をメールで送るためのもの。この作業
は保護者の方が行います。）

・ 電話（オフラインになった時などの緊急時に対応するためのもの。保護者の方が所持します。）
・ 筆記用具【鉛筆（シャープペンシル可）・消しゴム】、受験票

上記の項目を12月2日～4日にシステムチェックを行います。実施日はメールにてお伝えします。

試験当日の流れ

・ 時間内にZoom（ミーティング IDはメールでお知らせします）にアクセスしてください。その際、
受験生は保護者の方とともにカメラの前にいてください。

・ 机上には筆記用具【鉛筆（シャープペンシル可）・消しゴム】、印刷した解答用紙、受験票のみ
を置いてください。

※以下のものは使用できません。
　・ 格言やことわざ（合格祈願なども含む）が書かれた筆記用具
　・ カラーマーカーやサインペン
　・ 三角定規や分度器など角度が測れる機能がついたもの
　・ 置時計や計算機能付きの時計
　・ ひざ掛け

• ケースから出したティッシュペーパーや直定規は机上に置くことができます。
・ Zoomにアクセスした後、カメラ位置、音声、机上に置いてあるもの、当日つながる電話を
確認します。確認終了後、保護者の方は別室で待機してください。なお筆記試験終了まで
Zoomのカメラと音声はオンのままにしてださい。

・ 携帯電話やスマートフォンなどは、試験会場（個室部屋）に持ち込まないでください。
・ 試験中や面接の様子をレコーディングします。
・ 1限の試験が終わったら、別室に待機している保護者の方を呼んでください。保護者の方は受
験生の解答用紙をスキャンまたは写真撮影をし、boshu@chofu.ed.jpに添付してメールでお
送りください。10分以内にデータが届かない場合は電話でご連絡します。（2限も同様です）

・ 休み時間に別室で飲料水や簡単な食べ物を飲食してもかまいません。
・ 試験中に試験会場（個室部屋）の外に出ることはできません。試験会場の外に出た時点で、
その科目の受験は終了とします。

・ 試験中、筆記用具を拾うなどカメラに映らない場所に移動する場合は、必ず監督教員に声を
かけてください。

・ 後ろを振り返る、左右を見るなどの行為が目立った場合、不正行為とみなします。
・ 通信機器の不具合でオフラインになった場合は、電話でご連絡します。受験生は試験会場か
ら出ないようにしてください。

・ 面接は保護者同伴（1名・2名どちらでも可）です。1組15分程度、Zoomで行います。試験
当日にメールで面接用のZoomミーティング IDをお伝えします。面接時間になりましたらアク
セスしてください。点数化はしませんが、合否の参考にします。受験生は最初に日本語で自己
紹介をしてください。

・ 面接が終了した受験生から試験終了となります。12月2日（水）12：00ごろにホームページで
面接予定時刻をお知らせします。

・ 試験当日、本校の通信機器などにトラブルが生じた場合は、対応のしかたを本校ホームページ
でお知らせします。

出願後～試験当日



取り出し授業の時間数
対象

帰国生入試入学者
（英語選択）

英検2級
（帰国生・一般生問わず）

英検準1級
（帰国生・一般生問わず）

中1 週4時間
（1時間は日本人教員が担当） ○ ○ ○

中2 週3時間 ○ ○ ○
中3 週3時間 中等部2年次に取り出し授業に参加していた生徒

高1 週2時間 ○
高2 週2時間 ○

合格発表および
入学手続書類交付

• 合格発表は12月7日（月）10：00ごろ（ホームページ）です。必ず確認してください。
• 12月7日（月）10：00～8日（火）12：00に必ずメール（boshu@chofu.ed.jp）でご連絡
ください。入学手続の確認をいたします。ご連絡がない場合は入学辞退とみなします。

• 合格者には入学手続書類を交付します。交付方法はメールによりご連絡します。

入学手続

• 入学金（250,000円）の納入または、延納届の提出をもって入学手続とします。延納届の
提出により、2021年1月20日（水）12：00まで延納できます。

・ 入学金は、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関ATM（ペイジー）、学校窓口
（現金）により納入してください。

• 延納届を提出した場合、入学金は12月9日（水）12：00以降に納入してください。（窓口で
の納入は土、日、祝日、年末年始を除く9：00～16：00となります）

• 提出書類および入学金は返却いたしません。

合格発表・入学手続

年度 2020 2019 2018

受験者数 19名 36名 30名

合格者数 14名 30名 26名

入学者数   8名 10名   3名

■帰国生入試結果

［ 参考 ］

学年 帰国生 海外からの編入生

中1 8名 -

中2 10名 1名

中3 3名 1名

高1 2名 1名

高2 4名 3名

高3 8名 -

■帰国生の在籍数

■帰国生・編入生の滞在先

アラブ首長国連邦・イギリス・インドネシア・オーストラリア・
オランダ・韓国・カンボジア・サウジアラビア・シンガポール・
タイ・台湾・中国・ドイツ・フィリピン・ブラジル・フランス・
ベトナム・香港・ルクセンブルク・ロシア

■復学について
入学後再び保護者の転勤に伴い海外に転校した場合、復学が可能です。

■英語の取り出し授業について
ネイティブによる少人数制の授業を中等部1年生から高等部2年生にかけて下記のように実施します。全日本高校模擬国連
大会などの外部コンテストへの参加や、海外大学進学を視野に入れた取り組みです。



印刷された受験票に受験者の写真（4cm×3cm）を
貼付してください（白黒・カラーどちらでも可）。
※写真データを添付した場合は、写真を貼付する必要はありません。

写真貼付

受験料の支払い完了後、支払い完了メールが届き、出願サイトから受験票
の印刷が可能になります。A4サイズの白い紙に印刷してください。受験票印刷

入試当日に使用するシステムの確認を行います。（12月2日～4日）システムチェック

提出書類（①～③）をメール（boshu@chofu.ed.jp）に添付し、原本を
郵送してください。（所定の海外在留証明書、面接カードは本校ホームペー
ジよりダウンロードし、記入してください。）
※提出期間：11月20日（金）～12月1日（火）必着

書類提出

Web出願

■出願手続きの方法

11/20（金）～
出願サイトのバナーが設置されます。本校ホームページ

パソコン・スマートフォン・タブレット端末のいずれかを利用してください。出願サイト

入試当日

志願者情報、出願入試日程等を入力してください。出願情報入力

メールアドレスをIDとして登録してください。なお、出願後の連絡のため、
緊急時にもすぐ確認できるメールアドレスを登録してください。ID（メールアドレス）登録

※ 受験票は本校からは発送しませんので、必ず自宅、コンビニエンスストア等で印刷してください。

※支払いには別途手数料がかかります。あらかじめご了承ください。

クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関ATM（ペイジー）を利
用してください。

クレジット
カード
支払

ペイジー
支払

コンビニ
支払

受験料納入



合格発表・入学手続の流れ

入学手続後の流れ

入学手続
（入学金納入または
延納届提出）

12月7日（月）10：00～
12月8日（火）23：59

延納届を提出した場合は、
1月20日（水）12：00までに入学金を納入

学校への
メール連絡 12月7日（月）10：00～12月8日（火）12：00

【希望者のみ参加】
入学予定者個別相談会・制服や学用品の販売 2月6日（土）14：00～16：00

入学式 4月5日（月）9：30～

【保護者と本人で参加】入学者説明会 2月11日（木）13：00～14：30

制服や学用品の販売 　　　　　　10：00～13：00、14：30～16：30

入学予定者個別相談会 　　　　　　14：30～16：30

合格発表 ホームページ：12月7日（月）10：00～12月8日（火）12：00

下記の日時に帰国していない場合は、学校にお問い合わせください。

入学試験にかかわる個人情報の取り扱いについて

田園調布学園中等部・高等部
〒158-8512  東京都世田谷区東玉川2-21-8
TEL 03-3727-6121　FAX 03-3727-2984

本校では入試にかかわる資料等の請求、出願及び入学手続に際していただい
た個人情報については、関係する法令を順守し、その利用目的を次の範囲とし
て、安全かつ適切に取り扱います。また、原則として、ご本人の同意を得ず第三
者に提供することはありません。

■利用目的 

① 学校案内、募集要項等の各種資料の発送のため
② 出願処理、試験の実施から入学手続きに付随する事務作業及び入学後の
学籍事務に関連する業務の遂行のため

③ 各種統計資料作成のための個人を特定しない集計処理のため


