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2021年度実施 海外帰国生入試・編入学試験 
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COVID-19の影響やその対応のため、本要項から変

更される場合が予想されます。 

出願、受験に際しましては、必ず本校ホームページ

をご確認の上、お手続きを願います。 
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★2021年度実施 海外帰国生 ヨーロッパ オンライン【入試】 募集要項 

試験日 2021年 11月 20日(土)   

試験会場 オンライン実施（自宅受験） 

募集人員  約 36名（*1） 

出願資格 

・保護者の海外勤務等に帯同することで、本人が継続して 1年以上海外に在留している者。

もしくはこれに準ずる者。*出願資格について、ご質問のある場合はお問合せください。 

・本校のグローバルリーダーズコース入学を希望する者。 

・以下の検定試験いずれか１つの基準を満たしている者。 

英検 CSE2.0 1980点（２級）以上、TOEIC L&R 600点以上、TOEFL Junior 745

点以上、IELTS 4.0以上   

ただし、入学予定日から遡り３年以内（2019年 4月以降）に取得したものに限る。  

集合時間 

各面接時間の１０分前 

※ 面接試験は 8:00 ～ 11:00 [イギリス GMT]の間に行う。 

※ 各面接時間は出願期間終了後、別途メールで連絡をする。    

試験科目 面接：（15分程度、保護者 1名同伴） 

出願

手続 

出願方法／出願期間 

（Web出願のみ） 

10月２2日（金）9:00～11月 8日（月）23:59 [イギリスGMT] 

本校Webサイトより 

提出書類 

① 入学願書（本校webサイトで出願） 

② 海外在留証明書 → 本校Webサイトよりダウンロード（PDF） 

③ 英検・TOEICなど英語検定スコア証明書の写し  

＊②の原本は、出願後速やかに郵送（11月 29日必着） 

  〒164-0002 東京都中野区上高田 ２－３－７ 

      大妻中野中学校 入試広報部 宛 

②、③の写しは、メールで事前提出（11月 9日必着） 

*メールでの送り先は出願後に連絡します。 

入学検定料 30,000円 

払い込み方法 出願時にクレジット決済 

合格発表 本校Webサイト １２月１日（水）8:00[イギリスGMT]に本校Webサイト専用ページにて 

入学 

手続 

銀行 

振込のみ 

入学金 250,000円の納入をもって入学手続とします 

2021年 12月２日（木）～ 2022年 1月 31日（月）15:00[JST] 

払い込み方法 指定口座に振り込み 

備考 

（*1）海外帰国生入試とグローバル入試(英語入試)で計約 3６名の募集となります。 

◎面接時に英語スピーキングテストがあります。 

グローバルリーダーズコースの英語（授業）は、現地校・インター校のカリキュラムに準 

じたものになります。また、少人数・習熟度別で展開するため、英語スピーキングテスト 

は、合否だけでなく入学後のクラス分けの参考資料にもなります。 

注意事項 ・一旦受理した入学検定料・入学金・書類等は返還いたしません 

http://www.otsumanakano.ac.jp/wp-content/uploads/2011/09/kaigai_zairyu_j2.pdf
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⚫ 出願について 

本校Webサイト出願専用ページより出願します。出願後、返信メールで受験番号をお知らせします。 

出願の詳細については、本校Webサイトの「出願ページ」をご覧下さい。 

出願後、本校からの返信メールを必ずご確認ください。返信メールが届かない場合は、本校にご連絡ください。 

英語資格試験の証明書は、写しを電子メールで提出してください。（11月 9日必着） 

   ＊送付先のアドレスは、出願完了を確認した返信メールで連絡をします。 

在留証明書の原本につきましては、出願後速やかに本校宛に郵送して下さい。（11月 29日必着） 

 

⚫ 入学試験検定料納入について 

Ｗｅｂ出願時にクレジット決済となります。入学検定料の他に事務手数料が請求されます。 

 

⚫ 試験当日の流れ 

1. Zoomを使用したオンライン面接となります。 

2. 予定された面接試験時間の１０分前に、指定された URLよりアクセス願います。 

（面接予定時間およびアクセス先の URLは、出願期間後にメールでお知らせします） 

3. 面接は受験生と保護者 1名で行います。 

4. 面接が終わり次第、試験は終了となります。 

 

⚫ 合格証送付について 

合格証は、合格発表後国際郵便にてお送りします。その他の必要書類はメールにて送付いたします。 

 

⚫ 入学手続について 

           手続き〆切：2022年 1月 31日(月) 15:00 [JST（日本標準時間）] 

入学金 250,000円を本校指定口座に期日までに振り込んでいただきます。振り込みをもって入学手続とい

たします。指定口座入金確認まで、２～３日かかりますので、ご注意下さい。（詳細は、合格発表後にメールを通

じてご連絡をいたします） 

※ 入学手続確認終了後、1週間以内にメールに添付して必要書類をお送りします。 

1週間以内に届かない場合は本校にご連絡下さい。  

 

⚫ 新入生ガイダンス 

新入生ガイダンスは、2022年 2月 9日（水）に実施予定です。受験生本人と保護者同伴の参加をお願いしていま

す。両者とも出席できない場合は、国内の親戚などに代理で出席していただいてもかまいません。この日、どなたも

出席できない場合は、事前にお知らせ下さい。 

 

⚫ その他 

ご不明な点は、下記連絡先までお問い合わせください。 

 

 

 

 

       

連絡先 メール：koho@otsumanakano.ac.jp    TEL:+81-3-3389-7211   

 

 

 

 

 
 

入試 

mailto:koho@otsumanakano.ac.jp
tel:+81-3-3389-7211
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★20２1年度実施 海外帰国生 ヨーロッパ オンライン《編入学試験》 募集要項 

試験日 2021年 11月 20日(土) 

試験会場 オンライン（自宅受験） 

募集人員（*1） 

①または②のどちらかを選択して下さい 

①2021年度中学 1年~高校 2年へ 2022年 1月より入学を希望する者 各学年若干名(*1）(*2） 

②2022年度中学 2年~高校 3年へ 2022年 4月より入学を希望する者 各学年若干名(*1）(*2） 

募集する学年（4月現在） 現中学 1年、現中学 2年、現中学 3年、現高校 1年、現高校 2年 

出願資格 

以下の①～④をすべて満たす女子 

① 保護者の転勤に伴う海外在住が 1年以上であり、保護者の帰国転勤が予定されていること。 

② 編入学年が中学 1年～高校 2年次まで（高校 3年次では 4月１日から入学）であること。 

③ 本校の生徒としてふさわしいと認められる生徒であること。 

④ 以下の検定試験のいずれか１つの基準を満たしていること。 

中学校への編入については、英検 CSE 2.0 1980点以上取得、TOEFL iBT 56、IELTS 5.0、

TOEIC 630点のいずれかのスコアを超えていること。 

高等学校への編入については、英検 CSE2.0 2304点以上取得、TOEFL iBT 71、IELTS 6.0、

TOEIC 760点のいずれかのスコアを超えていること。 

集合時間 

各面接時間の１０分前 

※ 面接試験は 8:00 ～ 11:00 [イギリスGMT]の間に行う。 

※ 各面接時間は出願期間終了後、別途メールで連絡をする。 

試験科目と選考方法(*2) 

① 「書類審査」＋「面接」で選考します。  

② 「書類審査」は、事前に本校への志望理由書（８００字程度・日本語）と現在在籍している学校の直近の 

1年間のＧＰＡおよびすべての科目の成績を審査します。 

③ 「面接試験」は約 15分間です。保護者１名が同伴し、日本語と英語の面接で、両方の習熟度及び本校 

での学習の適性を審査します。 

出願 

手続き 

事前確認 出願時に、編入学試験を実施する学年を本校Webサイトで確認して下さい。 

事前相談 
出願予定の方は、必ず編入学試験受験についての事前相談をしてください。相談はメールで行います。 

アドレスは次の通りです。    toiawase@otsumanakano.ac.jp 

事前相談時の 

提出書類 

① 編入学願書（本校webサイトに書式があります） 

② 海外在留証明書 → 本校Webサイトよりダウンロード（PDF） 

③ 在籍校成績証明書/ Transcript of School Grades （直近１年間の成績が明記されているもので、 

書式はそれぞれの在籍校のもの）現地校やインターと日本人学校の複数に在籍経験がある方は両方の成

績証明書が必要です。大学入試でも必要になる場合がありますので、必ず提出してください。 

④ 推薦書・Letter of Reference （推薦書は、現地校の先生や課外活動担当の方から本校へ直接送付 

ではなく、受験生の方が推薦者からもらって、その他の出願書類と一緒に提出してください） 

⑤ 検定・Awardsなどの証明写し（英検、漢検、TOFEL、TOEIC、学校での Honor Rollなど） 
以上を 10月 23日(土)までのできるだけ早い時期に, toiawase@otsumanakano.ac.jp に、出願して 

ください。 

※原本の提出は、出願後に別途メールにて連絡します。 

出願方法／出願期間 10月２2日（金）9:00～11月 8日（月）23:59 (イギリスGMT)  （Web出願のみ） 

入学検定料 30,000円 

払い込み方法 出願時にクレジット決済 

合格発表 本校Webサイト 12月 1日(水) ８:00 (イギリス GMT)に本校Webサイト専用ページにて 

入学 

手続 

銀行振込のみ 
入学金 250,000円の納入をもって入学手続とします 

1２月２日（木）～1２月９日（木）15:00[JST] 

払い込み方法 指定口座に振り込み 

備考 

(*1）編入学時の在籍者数により、編入学試験を実施しない学年もあります。必ず事前相談をお願いします。

編入学するコースについてもご相談ください。 
(*2) 原則として、グローバルリーダーズコースへの編入学となります。アドバンストコースへの編入学も可
能です。 

◎グローバルリーダーズコースへの入学を希望する受験者が、編入学試験の結果、判定によりアドバンストコ
ースへの合格となる場合もあります。 

注意事項 ・ 一旦受理した入学検定料・入学金・書類などは返還いたしません。 

mailto:toiawase@otsumanakano.ac.jp
http://www.otsumanakano.ac.jp/wp-content/uploads/2011/09/kaigai_zairyu_j2.pdf
mailto:toiawase@otsumanakano.ac.jp
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⚫ 出願について 

①または②のどちらかを選択して、具体的に編入学時期と編入学希望学年を明記してください。 

①2021年度中学 1年～高校 2年へ 2022年 1月より入学を希望する者 各学年若干名 

②2022年度中学 2年～高校 3年へ 2022年 4月より入学を希望する者 各学年若干名 

 

また、編入学を希望される方は、必ず事前にメールでお問い合わせ下さい。  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ: toiawase@otsumanakano.ac.jp  

 

本校Webサイト出願専用ページより出願します。出願後、返信メールで受験番号をお知らせします。 

出願の詳細については、本校Webサイトの「出願ページ」をご覧下さい。 

本校からの返信メールが受験票の代替となります。 

 

⚫ 編入学試験検定料納入について 

Ｗｅｂ出願時にクレジット決済となります。検定料の他に事務手数料が請求されます。 

 

⚫ 試験当日の流れ 

1.  Zoomを使用したオンライン面接となります。 

2. 予定された面接試験時間の１０分前に、指定された URLよりアクセス願います。 

（面接予定時間およびアクセス先の URLは、出願期間後にメールでお知らせします） 

3. 面接は受験生と保護者 1名で行います。 

4. 面接が終わり次第、試験は終了となります。 

 

⚫ 合格証送付について 

合格証は、合格発表後国際郵便にてお送りします。その他の必要書類はメールにて送付いたします。 

 

⚫ 入学手続について 

入学金 250,000円を本校指定口座に 12月 9日（木）までに振り込んでください。振り込みをもって入

学手続といたします。指定口座入金確認まで、２～３日かかりますので、ご注意下さい。（詳細は、合格発表

後にメールを通じてご連絡をいたします） 

※ 入学手続終了後、1週間以内にメールに添付して関連書類をお送りします。 

1週間以内に届かない場合は本校にご連絡下さい。 

 

⚫ 編入生ガイダンス 

ガイダンスは、個別にメールで対応します。 

 

⚫ その他 

ご不明な点は、上記連絡先までお問い合わせください。 

 

 

 

連絡先 メール：toiawase@otsumanakano.ac.jp    TEL:+81-3-3389-7211   

 

 

 

 

 

 

  
 

編入試験

入試 

mailto:toiawase@otsumanakano.ac.jp
mailto:toiawase@otsumanakano.ac.jp
tel:+81-3-3389-7211
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COVID-19対応の特別措置について 
 

[2021年 11月実施北米オンライン・ヨーロッパオンライン入試のみ適応] 

 

 

 

 

 COVID-19感染拡大の影響から、現在英検等の検定試験が現地においては受験できない状況がある

ことを踏まえ、今回特別措置として、本校の北米・ヨーロッパオンライン入試受験希望者で「出願条件の英

語資格を持たない受験生」を対象に、以下の要領で事前の資格確認審査期間を設けます。 

 

 当該資格確認審査で英語力が出願に相当と判断された場合は、出願が認められます。 

 

 

 

期  間： ９月１日（水）～９月３０日（木） 

 

 

対  象： 今年度１１月実施の北米・ヨーロッパオンラインを受験予定で、出願条件となる英語能力 

検定試験（英検、TOEFLjunior、IELTS、TOEIC等）のスコアを持っていない生徒 

 

 

審査方法： 本校の外国人教員による Zoomオンライン審査試験（２０～３０分程度） 

       ＊口頭のインタビューおよびチャット機能によるライティング 

 

 

申込方法： 下のQRコードもしくはURLよりお申し込みください。 

      （ホームページには記載されません） 

 

 

  ※オンラインでの審査となります。審査の時間は時差を考慮しますが、 

   要相談となります。ご協力のほどよろしくお願いします。 

 

 

 

 

      申込期間：８月２０日（金）～９月１８日（土） 
 

 

 

申込URL: https://cgi2.netty.ne.jp/e-apply/otsuma-

nakano/app/regist/?query=e88030ed6552f5ffb5686aef276

0f1509373d632&course_num=1 

 

            ＱＲコード 

 
 


