
佐久長聖中学校  2021年度入学に向けて

学校説明会	 ＊は事前申し込みが必要です。

◆本　校（佐久長聖中学校）
＊第2回	 8月29日（土）から配信	 オンライン説明会
＊第3回	 10月17日（土）	 9:30 〜 12:50	 授業体験（英・理・社から2教科）/給食体験

◆東　京
＊第2回	 9月12日（土）	 10:30 〜 12:00	 TKP市ヶ谷カンファレンスセンター

◆その他
　◇全国私立寮制学校合同説明会
	 11月 ６日（金）	 13:00 〜 17:00	 名古屋会場	 名古屋マリオットアソシアホテル
	 11月 ７日（土）	 13:00 〜 16:30	 神 戸 会 場 	 スペースアルファ三宮
	 11月13日（金）	 13:00 〜 18:00	 横 浜 会 場 	 崎陽軒本店
	 11月14日（土）	 13:00 〜 17:00	 東 京 会 場 	 フクラシア東京ステーション
　◇首都圏大手塾等主催の説明会・進学相談会に参加

※説明会の日程・内容等については、変更になる場合がありますので、ご了承ください。
※詳しくは、学校ホームページ		http://sakuchosei.ed.jp/		でご確認ください。

〒385-0022 長野県佐久市岩村田3638　TEL.0267-68-6688　FAX.0267-68-6140
E-mail　 junior@sakuchosei.ed.jp

http://sakuchosei.ed.jp/ 佐久長聖 検索

平出 淳史
スタンプ
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募集人員
第1学年  男女140名（全入試合計）

出願資格
●2021年3月小学校卒業見込みの者。
●本校の教育方針に賛同される方のお子様で、大学進

学を目指す者。

2021 年度　受験スケジュール 試験当日の注意事項

A B C D

受験区分 第1回本校入試
（適性検査型）

東京・大阪入試①
（4教科）

東京・大阪入試②
（4教科）

第2回本校入試
（4教科）

試験日 11月21日（土） 1月11日（祝） 1月12日（火） 1月23日（土）

出願期間 11月9日（月）〜
11月17日（火）

12月14日（月）〜
1月4日（月）

1月13日（水）〜
1月20日（水）

会場 佐久長聖中学校
東京：慶應義塾大学三田キャンパス
大阪：（未定）
佐久：佐久長聖高等学校

TKP市ヶ谷
カンファレンスセンター
（東京会場のみ）

佐久長聖中学校

入学審査料 20,000円

20,000円 20,000円 20,000円

Ｂ〜Ｄのうち2回受験する場合
20,000円

Ｂ〜Ｄの3回すべてを受験する場合
30,000円

※3回の受験を同時に申し込むことはできません。Ｂ・Ｃの合否結果を確認してから
Ｄ（入学審査料10,000円）をお申し込みください。

・	本校はWeb出願システムで受験申し込みを行います。詳しくは7ページの「Web出願システムのご利用方法」を必ずご
覧ください。

合格発表と入学手続について

A B C D
受験区分 第1回本校入試 東京・大阪入試① 東京・大阪入試② 第2回本校入試

合格発表 11月27日（金） 1月14日（木） 1月15日（金） 1月27日（水）

入学手続 11月27日（金）〜
12月18日（金）

各合格発表日〜
県内生締め切り		2月		9日（火）
県外生締め切り		2月25日（木）

入学オリエン
テーション

2月 9日（火）までに手続きされた方　2021年2月13日（土）
2月10日（水）以降　手続きされた方　2021年2月28日（日）
※詳細は合格通知とともに郵送でお知らせします

・合格発表はWeb出願システムと郵送により実施します。
・入学手続の際に提出された書類、納入された入学審査料、入学時納入金等はお返しできません。

1.	入場後、所定の場所に着席し、受験票は机の上に必ず置いてください。
2.	遅刻した場合には、試験開始後20分以内であれば入室を許可します。ただし、試験時間は延長されません。
3.	当日の持ち物は、次のものです。
口受験票　　　口上ばき（東京・大阪会場では不要です）
口鉛筆（シャープペンシル可）　　口消しゴム
※計算や通信機能等のついた腕時計や、定規・分度器・コンパスは持ち込まないでください。

4.	受験生ならびにご来場される皆様は、マスクの着用をお願いします。
5.	休憩時間中は、水分補給を除いて飲食はできません。
6.	保護者は試験室に入ることはできません。控室にてお待ちいただくことができます。
7.	緊急の場合は、本校（TEL.0267-68-6688）にご連絡ください。

試験日時
2020年

11月 21日（土）
午前9時55分試験開始

試験会場
●佐久長聖中学校
（長野県佐久市岩村田3638）

出願期間
2020年11月9日（月）〜 11月17日（火）

試験内容と時間割
1. 試験科目
試験A（文系問題）　試験B（理系問題）

2. 試験の範囲
長野県立中学校入学者選抜適性検査の範囲に準じます。

3. 試験時間割
科 目 時 間
（入 場） 9:00〜9:35
（説 明） 9:40〜9:45
試 験 A 9:55〜10:45（50分）
試 験 B 11:00〜11:50（50分）

合格発表
2020年11月27日（金）
1.	Web出願システムで志願者ごとの合否結果を発表
します。

2.	合格者には入学手続書類を郵送します。
3.	合格者の受験番号掲示はしません。
※		本入試後、クラブ試験を受験される方は、12月9日
（水）の発表となります。

入学手続
2020年11月27日（金）〜 12月18日（金）17：00
手続方法の詳細は、合格通知とともにお知らせします。

第1回 本校入試（適性検査型）

受験日程と入学審査料について

平出 淳史
矩形

平出 淳史
矩形

平出 淳史
タイプライター

平出 淳史
テキストボックス
①順天堂大学本郷･お茶の水キャンパス

平出 淳史
タイプライター
東京:

平出 淳史
タイプライター
大阪:TKPガーデンシティ大阪梅田

平出 淳史
タイプライター
②TKP市ヶ谷カンファレンスセンター

平出 淳史
タイプライター
東京・大阪会場では、保護者の方の試験会場(建物内)への立ち入りはできません。 

平出 淳史
タイプライター
佐久:佐久長聖高等学校

平出 淳史
タイプライター
※大阪会場は4教科または3教科

平出 淳史
矩形

平出 淳史
タイプライター
１

平出 淳史
タイプライター
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コロナウイルス感染症への対応
１．試験会場でのお願い

① 症状の有無にかかわらず、各自マスクを持参し、常にマスクを着用してください。

② 入場時の検温と手指消毒にご協力をお願いします。

③ 会場の入口やトイレでは密集せず、他の受験者との距離を保つようにしてください。

④ 休憩時間は他者との接触、会話を極力控えてください。

⑤ 試験中に体調不良となった場合には、すみやかに監督者に申し出てください。

２．試験会場への保護者の方の同伴について

① 東京・大阪会場（順天堂大学・TKP市ヶ谷カンファレンスセンター・TKPガーデ ンシティ大阪梅田）

・保護者の方は試験会場内に入ることはできません。また、会場入口付近には広いスペースがありませ

んので、会場まで保護者の方が同伴されることはご遠慮ください。お迎えについても会場から少し離

れた場所での待ち合わせをお願いいたします。会場周辺では、本校職員が案内板を持って会場までの

案内をします。

② 佐久会場（中学）

・保護者控室を用意します。試験終了までお待ちいただくことができます。試験中も自由に出入りして

いただいて結構です。

③ 佐久会場（高校）

・校舎入口まで同伴いただくことはできますが、校舎内への立ち入りはできません。

３．受験できない場合とその対応について

・次の①～③に該当する場合は、受験はできません。なお、所定の手続きを踏むことで、振替入試・追試験

の申請をすることができます。

①試験当日までに新型コロナウィルスに感染し、試験日までに医師から治癒したと判断されない場合や、

保健所等から濃厚接触者に該当するとされた場合。

②試験当日に自宅で検温し37.5度以上の熱がある場合。また、入場時や試験開始後に37.5度以上の発熱が

確認された場合。

③試験当日にせきやのどの痛みなど風邪のような症状がある場合。

４．振替入試・追試験の申請について

、 （ ）・振替入試・追試験を希望される場合は 試験当日の午前中までに必ず本校に電話連絡 ℡ 0267-68-6688

をし、欠席及び振替試験・追試験を希望する旨を伝えて指示を受けてください。

入試区分 振替入試・追試験の対応

第 １ 回 本 校 入 試 東京・大阪入試①と②、第２回本校入試のいずれかへの振り替え

東京･大阪入試①と② 第２回本校入試への振り替え、または、追試験

第 ２ 回 本 校 入 試 追試験

※追試験の概要

試 験 日 2021年2月20日（土）

試験会場 佐久長聖中学校

試験科目 国語(50分) 算数(50分) 理科・社会(60分）

試験時間 集合(8:00～8:40)、試験(9:00～12:10)
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試験当日の注意事項
１．入場後、受験教室の所定の場所に着席し、受験票は机の上に置いてください。

２．遅刻した場合には、試験開始後20分以内であれば入室を許可します。ただし、試験時間は延長しません。

３．当日の持ち物は、次のものです。

□受験票（写真は不要） □上履き（東京・大阪会場は不要です）

□鉛筆（シャープペンシル可） □消しゴム □マスク

※計算や通信機能等のついた腕時計や、定規・分度器・コンパスは持ち込まないでください。

※携帯電話やスマートフォンは、電源を切ってカバンの中にしまってください。

４．休憩時間中は、水分補給を除いて飲食はできません。

５．緊急の場合は、本校（℡ 0267 68 6688）にご連絡ください。- -

（適性検査型）第１回本校入試
試験日

2020年11月21日（土）

2020年11月9日（月）～11月17日（火）

（長野県佐久市岩村田3638）佐久長聖中学校

試験科目■

試験Ａ（文系問題） 試験Ｂ（理系問題）

試験会場

試験内容・時間割

出願期間

試験時間割■

科 目 時 間

（入 場） 9 00～ 9 35: :
（説 明） 9 40～ 9 45: :

試験Ａ（100点） 9 55～10 45（50分）: :
試験Ｂ（100点） 11 00～11 50（50分）: :

2020年11月27日（金）
・ 出願システムで合否結果を発表します。Web
・合格者には入学手続書類を郵送します。

・合格者の受験番号掲示はしません。

・得点開示はしません。

・この入試の後、クラブ試験を受験される方は、12月

9日(水)の発表となります。

2020年11月27日（金）～12月18日（金）17:00

・手続の詳細は合格通知とともにお知らせします。

合格発表

入学手続
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東京・大阪入試①

2021年1月11日（祝）

2020年12月14日（月）～2021年1月4日（月）

出願期間

試験日

大阪会場

： Ａ・Ｂの２会場から選択■東京会場

Ａ．順天堂大学 本郷・お茶の水キャンパス
第２教育棟・第３教育棟

（東京都文京区本郷2 1 1）- -

Ｂ．ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター
（東京都新宿区市谷八幡町8）

佐久会場■

（長野県佐久市岩村田951）佐久長聖高等学校

試験科目■

４教科型 ： 国語 算数 理科・社会

※東京・佐久会場では３教科型の試験はありません。

試験時間割■

科 目 時 間

（入 場） 8 00～ 8 45: :
（説 明） 8 50～ 9 00: :

国 語（1 0 0点） 9 10～10 00（50分）: :
理･社（各75点） 10 25～11 25（60分）: :
算 数（1 0 0点） 11 50～12 40（50分）: :
（理・社の時間配分は、各自の自由です ）。

試験会場 試験会場

試験科目・時間割

東京会場・佐久会場

ＴＫＰガーデンシティ大阪梅田
（大阪府大阪市福島区福島5 4 21）- -

４教科型、または３教科型から選択

１．４教科型

： 国語 算数 理科・社会■試験科目

試験時間割■

科 目 時 間

（入 場） 8 00～ 8 45: :
（説 明） 8 50～ 9 00: :

国 語（1 0 0点） 9 10～10 00（50分）: :
理･社（各75点） 10 15～11 15（60分）: :
算 数（1 0 0点） 11 35～12 25（50分）: :
（理・社の時間配分は、各自の自由です ）。

２．３教科型

： 国語 算数 理科■試験科目

試験時間割■

科 目 時 間

（入 場） 8 10～ 8 55: :
（説 明） 9 00～ 9 10: :

国 語（100点） 9 20～10 10（50分）: :
理 科（7 5点） 10 35～11 05（30分）: :
算 数（100点） 11 30～12 20（50分）: :

試験科目・時間割

2021年1月14日（木）
・ 出願システムで合否結果を発表します。Web
・合格者には入学手続書類を郵送します。

・合格者の受験番号掲示はしません。

・得点開示をします （受験者全員、郵送）。

・2月9日(火)に追加合格の発表を行う場合があります。

合格発表 入学手続
2021年1月14日（木）～

県内生締め切り 2月 9日（火）17:00

県外生締め切り 2月25日（木）17:00

・手続の詳細は合格通知とともにお知らせします。
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東京・大阪入試②

2021年1月12日（火）

2020年12月14日（月）～2021年1月4日（月）

東京会場■

ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター
（東京都新宿区市谷八幡町8）

※大阪会場・佐久会場はありません。

試験科目■
４教科型 ： 国語 算数 理科・社会

試験日

出願期間

試験会場

試験科目・時間割

合格発表

試験時間割■
科 目 時 間

（入 場） 8 00～ 8 45: :
（説 明） 8 50～ 9 00: :

国 語（100点） 9 10～10 00（50分）: :
理･社（各75点） 10 25～11 25（60分）: :
算 数（100点） 11 50～12 40（50分）: :
（理・社の時間配分は、各自の自由です ）。

2021年1月15日（金）
・発表方法、その他については、東京・大阪入試①と

同じです。

2021年1月15日（金）～

県内生締め切り 2月 9日（火）17:00

県外生締め切り 2月25日（木）17:00

・手続の詳細は合格通知とともにお知らせします。

入学手続

第２回本校入試

2021年1月23日（土）

2021年1月13日（水）～1月20日（水）

（長野県佐久市岩村田3638）佐久長聖中学校

試験科目■
４教科型 ： 国語 算数 理科・社会

試験日

出願期間

試験会場

試験科目・時間割

合格発表

試験時間割■
科 目 時 間

（入 場） 8 00～ 8 40: :
（説 明） 8 45～ 8 55: :

国 語（1 0 0点） 9 00～ 9 50（50分）: :
理･社（各75点） 10 05～11 05（60分）: :
算 数（1 0 0点） 11 20～12 10（50分）: :
（理・社の時間配分は、各自の自由です ）。

2021年1月27日（金）
・ 出願システムで合否結果を発表します。Web
・合格者には入学手続書類を郵送します。

・合格者の受験番号掲示はしません。

・得点開示はしません。

・2月9日(火)に追加合格の発表を行う場合があります。

2021年1月27日（金）～

県内生の締め切り 2月 9日（火）17:00

県外生の締め切り 2月25日（木）17:00

・手続の詳細は合格通知とともにお知らせします。

入学手続
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試験日時
2021年
1月 23日（土）
午前9時00分試験開始

試験会場
●佐久長聖中学校
（長野県佐久市岩村田3638）

出願期間
2021年1月13日（水）〜 1月20日（水）

試験内容と時間割
1. 試験科目
国語　算数　理科・社会

2. 試験の範囲
本校ホームページ上で公表

3. 試験時間割
科 目 時 間
（入 場） 8:00〜8:40
（説 明） 8:40〜8:55

	国	語（100点） 9:00〜9:50（50分）
	理・社（各75点） 10:05〜11:05（60分）
	算	数（100点） 11:20〜12:10（50分）

 （理・社の時間配分は、	各自の自由です。）

合格発表
2021年1月27日（水）
1.	Web出願システムで志願者ごとの合否結果を発表します。
2.	合格者には入学手続書類を郵送します。
3.	合格者の受験番号掲示はしません。
4.	2月9日（火）に追加合格の発表を行う場合があります。

入学手続
2021年1月27日（水）〜
県内生締め切り　2月  9日（火）17：00
県外生締め切り　2月25日（木）17：00
手続方法の詳細は、合格通知とともにお知らせします。

第 2 回 本校入試

クラブ試験
 強化クラブ（軟式野球・柔道・剣道・水泳）入部を希望する皆さん

強化クラブへの入部を希望する皆さんは、「学力試
験」に加え、「クラブ試験（実技検査・面接）」の受験
が必須です。「クラブ試験」を受験されていない場
合は、入学後に強化クラブへの入部はできません。

Ⅰ. クラブ試験（実技検査・面接）
1. 実施日

2020年12月5日（土） 13:00 〜 16:00
<出願期間>	
・	第1回本校入試を受験する方
11月9日（月）〜 11月17日（火）

・	第1回本校入試を受験しない方
11月25日（水）〜 12月2日（水）

2. 試験内容
　●実技検査（専門種目）と面接（保護者同伴）
　《種目ごとの検査内容（上段）と持ち物（下段）》

軟式
野球

50m走、ピッチング、キャッチボール、
バッティング、ノック
ユニフォーム、帽子、スパイク、グローブ、
バット、（天候不順時は体育館シューズ）

柔道

器械運動（前転・後転・開脚前転・開脚
後転など）、得意としている技の打ち込
み・投げ込みを 2種類
道着

剣道 切り返し、打ち込み懸かり稽古、地稽古
道着、防具一式

水泳
100m自由形、100mスタイル 1、
100m個人メドレー
水泳着

3. 出願方法
学力試験とは別にクラブ試験の出願もWeb出願シ
ステムで行ってください。

Ⅱ. 受験の流れ
強化クラブ入部を希望される皆さんの受験の流れは、
以下のいずれかです。

A　クラブ試験を先に受験する場合

クラブ試験を先に受験し、それ以降に行われる学力試
験を受験します。学力試験ごとに合否判定をしますの
で、学力試験は何回でも受験することができます。

B　第1回本校入試を先に受験する場合

第1回本校入試を受験し、その後にクラブ試験を受験し
ます。学力試験が基準に満たず不合格になった場合は、
この後の学力試験に挑戦することができます。

Ⅲ. 合格発表
2020年12月9日（水）
・	第1回本校入試を受験された方には学力試験とクラ
ブ試験の両方の結果を、学力試験を受験されていな
い方にはクラブ試験の結果をお知らせします。

・	クラブ試験・学力試験ともに基準を満たした場合は、
入学後、強化クラブへの入部も認められます。

・	クラブ試験に不合格で、学力試験では基準に達して
いる場合は、本校への入学は認められますが、強化ク
ラブに入部することはできません。

クラブ試験
〈12月5日（土）〉 学力試験

第1回本校入試
〈11月21日（土）〉

クラブ試験
〈12月5日（土）〉

試験日時
2021年
①1月11日（祝）
②1月12日（火）
午前9時10分試験開始

試験会場
①1月11日（祝）

● 東京会場
慶應義塾大学 三田キャンパス（西校舎）
東京都港区三田2-15-45

●大阪会場
　未定（8月現在）
　（最新情報は本校ホームページでご確認ください）
● 佐久会場

佐久長聖高等学校　佐久市岩村田951
②1月12日（火）

● 東京会場
TKP市ヶ谷カンファレンスセンター
東京都新宿区市谷八幡町8

出願期間
2020年12月14日（月）〜 2021年1月4日（月）

試験内容と時間割
1. 試験科目
国語　算数　理科・社会

2. 試験時間割
科 目 時 間
（入 場） 8:00〜8:45
（説 明） 8:50〜9:00

	国	語（100点） 9:10〜10:00（50分）
	理・社（各75点） 10:25〜11:25（60分）
	算	数（100点） 11:50〜12:40（50分）

 （理・社の時間配分は、	各自の自由です。）

合格発表
①2021年1月14日（木）　②2021年1月15日（金）
1.	Web出願システムで志願者ごとの合否結果を発表します。
2.	合格者には入学手続書類を郵送します。
3.	合格者の受験番号掲示はしません。
4.	得点開示をします。（受験者全員、郵送）
5.	2月9日（火）に追加合格の発表を行う場合があります。

入学手続
各合格発表日 〜 
県内生締め切り　2月  9日（火）17：00
県外生締め切り　2月25日（木）17：00
手続方法の詳細は、合格通知とともにお知らせします。

東京・大阪入試 ①と②の両日を受験することもできます。
（出願手続きは、それぞれ必要です）

平出 淳史
矩形

平出 淳史
タイプライター
A.順天堂大学 本郷･お茶の水キャンパス 東京都文京区本郷2-1-1

平出 淳史
矩形

平出 淳史
タイプライター
調整中

平出 淳史
タイプライター
B.TKP市ヶ谷カンファレンスセンター 東京都新宿区市谷八幡町8



7 8

＜Web出願システムとは＞
保護者・志願者がインターネットに接続できる端末（パソコン、スマートフォン、タブレット）を利用して、ご自宅や外出先から学校専用のWeb出願サイ
トで出願の申し込み・受験料の決済を行うことができるシステムです。学校説明会のお申込み、合否照会、入学金手続きもこのサイトから行います。

※「6」〜「8」についての詳細は 
下記をご覧ください。

受験票の印刷のため、プリンターをご用意いただく必要があります。（スマートフォンからアプリを利用してコンビニで印刷
することも可能です。）

6. ［新規申込手続き］をクリック
［新規申込手続き］をクリックし、試験の申し込みを行います。
　【試験申し込みの流れ】
　  ①　受験したい日付の試験を選択します。
　  ②　願書の情報を入力します。

※氏名などがご使用の端末で入力することができない場合は、簡易字体で入力してください。
　  ③　入力した内容に間違いがないことを確認し、＜上記内容で申込＞ボタンをクリックします。
　  ④　「申込結果」画面が表示されるので、内容を確認します。
　  ⑤　＜お支払い＞ボタンから支払処理を行います。

※決済が完了した後に入力内容の修正をすることはできませんので、情報を修正したい場合は本校までお問い合わせください。

　  ⑥　お支払いが完了したら、決済完了メールの確認を行います。
お支払いが完了すると決済完了メールが送信されます。メールを受信した後にWeb出願サイトに再度ログオンし、受験票を印刷します。
※クレジットカード決済の場合、決済完了と同時に受験票の印刷ができます。
コンビニやペイジー決済の場合、入金確認までに30分前後かかる場合があるため、決済完了メールを受信してから受験票の印刷を行ってください。

7. 受験票の印刷
Web出願サイトにて受験票を印刷します。出願手続きは、これで完了です。

8. 試験当日は受験票を持参

＜出願に関するお問い合わせ先＞
佐久長聖中学校
T E L：0267-68-6688
E-Mail：junior@sakuchosei.ed.jp

＜申込サイトに関する操作等のお問い合わせ先＞
ログオン画面下の［お問い合わせ］から［システムに関するお問い合わせ］をクリックし、表示されるお問い合わせ
フォームよりお問い合わせください。
グレープシティ株式会社
お問い合わせ対応時間：午前 9：00 ～ 12：00 ／ 午後 2：00 ～ 5：00（土日・祝日および弊社休業日を除く）

【クレジットカード決済について】
◇ご利用いただけるクレジットカード

【コンビニ決済について】
◇ご利用いただけるコンビニエンスストア

【ペイジー決済について】
ペイジー対応金融機関ATMでお支払いを行います。
（ペイジーマークが貼ってあるATMでご利用いただけます。）
ただし、金融機関窓口でのお支払いはできません。

合否照会サイトは、各入試の合格発表日の午前10時からご利用いただけます。

1. 学校ホームページにアクセス

2.「中学のWeb出願サイトへ」をクリック

3. Web出願サイトにログオン

4.［合否照会］をクリック

5. ＜結果確認＞から合否結果を確認

【クレジットカード決済について】
◇ご利用いただけるクレジットカード

【コンビニ決済について】
◇ご利用いただけるコンビニエンスストア

【ペイジー決済について】
ペイジー対応金融機関ATMでお支払いを行います。
（ペイジーマークが貼ってあるATMでご利用いただけます。）
ただし、金融機関窓口でのお支払いはできません。

◇ペイジーマーク

1. 学校ホームページにアクセス

2.「中学のWeb出願サイトへ」をクリック

3. Web出願サイトにログオン

4.［入学金手続き］をクリック

5.＜お支払い＞をクリックして決済処理

◆ 新規申込手続きについて

◆ Web 出願システム利用前の準備

◆ Web 出願から受験当日までの流れ

（初めてご利用される方）

（2回目以降ご利用される方）

①　試験選択
②　願書入力
③　申込
④　結果確認
⑤　支払
⑥　完了

1. 学校ホームページにアクセス

2.「中学のWeb出願サイトへ」をクリック

5. Web出願サイトにログオン

6.［新規申込手続き］をクリック

7. 受験票を印刷

8. 試験当日に受験票を持参

3.＜初めての方はこちら＞をクリック 

4. 志願者基本情報を登録

◆ 合否照会の利用可能期間

◆ 合否照会の流れ

※コンビニ、ペイジー決済は、決済額が30万円を超える場合はご利用できません。クレジットカード決済を選択して支払処理を行ってください。
①入学金情報が表示されるので、内容に間違いがないことを確認して＜OK＞ボタンをクリックします。　②お支払いが完了したら、決済完了メールが送信されるので、内容を確認します。
※クレジットカード決済の場合、決済完了と同時に決済完了のメールが送信されます。コンビニやペイジー決済の場合、入金確認までに30分前後かかる場合があります。

◆ 入学金手続きサイトの処理手順

入学金手続きサイトは、各入試の合格発表日の午前10時からご利用いただけます。
◆ 入学金手続きの利用可能期間

◆ 入学金手続きの流れ

◇ペイジーマーク

Web 出願システムのご利用方法 合否照会のご利用方法

入学金手続きのご利用方法

＜正式な入学手続きについて＞
Web出願システムで入学金手続きを行ったあと、合格発表後に郵送される各種入学手続書類を学校宛に提出いただくことで入学手続きが完了します。

東京・大阪入試①と②の両日を
出願する場合は、①の出願手続
き完了後、改めて②の手続きを
お願いします。
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試験会場

納入金について
入学手続時
入学金	 200,000円
施設費	 100,000円
入館金	 170,000円	（入寮者）
4月の納入金に追加
制服等	 約150,000円	（オプションは除く）
4月以降毎月の納入金
授業料	 36,000円
給食費	 7,880円
親聖会費	 4,500円	（体験学習・生徒会活動費等）
英語教育推進費	 10,000円
館　費	 69,000円	（入寮者）

高校進級時
教育充実費	 150,000円	（4月・5月に分納）

特待生制度について
1. 対象 第１回本校入試および東京・大阪入試におけ

る成績優秀者
2.	内容	 入学金、施設費、	入館金、授業料、館費を支給

します。
3.	人数	 各若干名
4.	選考	 入学試験の成績により、3種類の特待生候補

を決定します。
	 ①A特待=	入学金・施設費・入館金・授業料・館

費を支給
	 ②B特待=	入学時納入金（入学金・施設費・入

館金）を支給
	 ③C特待=	入学金を支給
5.	手続	 ●	合格通知に特待生の候補者となったことを

連絡します。
	 ●	期限内に入学手続を完了した方が、	特待生

となります。
※		A特待については、1年ごとに生活面・学業面で本校
特待生規程により見直しを実施します。

施設費・入館金の分納について
1. 入学時納入金
入学金200,000円、施設費100,000円のうち、所定の
手続き（合格通知に同封する案内書を参照）をするこ
とで納入金を分割納入することができます。
【分割納入方法】
①各入試ごとの入学手続期間内に入学金200,000円
②5月10日（月）に施設費100,000円
（5月の学納金に加えて請求します。）

2. 生徒寮入館金
入館金170,000円
入館する方で分納を希望される場合は、上記と同様
に所定の手続をしてください。
【分割納入方法】
①	6月10日（木）に70,000円
（6月の学納金に加えて請求します。）
②	8月10日（火）に100,000円
（8月の学納金に加えて請求します。）

学費等納入金
特待生制度
入学手続時納入金の分割納入について

期日
Web出願システム 授業料口座より自動振替

各入試ごとの入学手続期限 5月10日 6月10日 8月10日
入学金 200,000円
施設費 100,000円
入館金 70,000円 100,000円

学納金分割納入予定表

中等部●
●NEC 本社ビル

女子高等学校
　●

都営大江戸線

慶應義塾大学
 三田キャンパス

首都高速

都営
浅草
線

JR山
手線
／京
浜東
北線

田町
駅

国
道
１
号
線

三田駅●
A3出口  

●　
三田駅　

A１０出口  

 ●　
赤羽橋駅
赤羽橋口出口 

国
道
１
号
線

都
営
三
田
線

日
比
谷
通
り

東京・大阪入試①東京会場
慶應義塾大学 三田キャンパス（西校舎）
（〒108-8345	東京都港区三田2-15-45）
●JR山手線／京浜東北線	田町駅より徒歩8分
●都営地下鉄浅草線／三田線	三田駅より徒歩7分
●都営地下鉄大江戸線	赤羽橋駅より徒歩8分

本校入試（第１回・第２回）
佐久長聖中学校
（〒385-0022	長野県佐久市岩村田3638）
●上信越自動車道佐久インターから車で約1分
●本校入試当日は、JR佐久平駅からシャトルバスを　　
運行します。

東京・大阪入試②東京会場
TKP市ヶ谷カンファレンスセンター
（〒162-0844	東京都新宿区市谷八幡町8）
●JR中央・総武線	市ヶ谷駅より徒歩2分
●東京メトロ南北線	市ヶ谷駅より徒歩1分

東京・大阪入試①佐久会場
佐久長聖高等学校
（〒385-8588	長野県佐久市岩村田951）
●JR佐久平駅から徒歩7分、岩村田駅から徒歩2分

●日本水道会館

マルエツ
●

プロント
　●

●

日本大学

  市ヶ谷
  フィッシュ
  センター
　●

外堀

東京
メト
ロ南
北線

外堀
通り

都営新
宿線

靖国通
り

JR
中央
・総
武線

　市ヶ谷駅
A4出口

●

●
市ヶ谷駅
7番出口

●

市ヶ谷駅
1番出口東

京
メ
ト
ロ
有
楽
町
線

市
ヶ
谷
橋

TKP市ヶ谷
カンファレンスセンター

市ヶ
谷駅

※東京・大阪入試①の大阪会場は未定です。最新情報は本校ホームページでご確認ください。
※本校以外の試験会場への直接のお問い合わせはご遠慮ください。

平出 淳史
矩形

平出 淳史
スタンプ

平出 淳史
スタンプ

平出 淳史
タイプライター
東京･大阪入試①東京会場

平出 淳史
タイプライター
順天堂大学 本郷･お茶の水キャンパス

平出 淳史
タイプライター
（〒113-8421 東京都文京区本郷2-1-1）

平出 淳史
タイプライター
●JR中央・総武線 御茶ノ水駅より徒歩7分、水道橋駅より徒歩7分

平出 淳史
タイプライター
●都営三田線 水道橋駅より徒歩6分

平出 淳史
タイプライター
●東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅より徒歩7分

平出 淳史
矩形

平出 淳史
矩形

平出 淳史
スタンプ

平出 淳史
矩形

平出 淳史
タイプライター
東京･大阪入試①②東京会場

平出 淳史
タイプライター
第２教育棟・第３教育棟
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試験会場
東京･大阪入試①佐久会場本校入試（第１回・第２回）

佐久長聖中学校 佐久長聖高等学校
（〒385-0022 長野県佐久市岩村田3638） （〒385-8588 長野県佐久市岩村田951）

●上信越自動車道佐久インターから車で1分 ●JR佐久平駅より徒歩7分、岩村田駅から徒歩2分

●本校入試当日は、JR佐久平駅からシャトルバスを運行

東京･大阪入試①②東京会場

TKP市ヶ谷カンファレンスセンター
（〒162-0844 東京都新宿区市谷八幡町8）

●JR中央･総武線 市ヶ谷駅から徒歩2分

●東京メトロ南北線 市ヶ谷駅から徒歩1分

東京･大阪入試①東京会場

順天堂大学 本郷･お茶の水キャンパス 第２教育棟・第３教育棟
（〒113-8421 東京都文京区本郷2-1-1）

●JR中央・総武線 御茶ノ水駅から徒歩7分、水道橋駅から徒歩7分

●都営三田線 水道橋駅から徒歩6分

●東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅から徒歩7分



試験会場
東京･大阪入試①大阪会場

TKPガーデンシティ大阪梅田
（〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島5-4-21）

●JR大阪環状線 大阪駅 桜橋口から徒歩8分、福島駅 出口から徒歩3分

●大阪メトロ御堂筋線 梅田駅 中央改札8番出口から徒歩13分

●大阪メトロ四つ橋線 西梅田駅 地下街6-2番出口から徒歩2分

●阪神本線 福島駅 東出口から徒歩3分

●JR東西線 新福島駅 1号出口から徒歩5分

〒385-0022 長野県佐久市岩村田3638 TEL:0267-68-6688 FAX:0267-68-6140

E-mail junior@sakuchosei.ed.jp

http://sakuchosei.ed.jp/




