2021 年度特別実施 アジア・オセアニアオンライン入試

募集要項

2021 年 10 月 24 日(日)

アジア・オセアニア地区

大妻中野中学校・高等学校

オンラインでの編入学試験については別途メールにて
事前のご相談をお願いします。
編入試験連絡先 メール：toiawase@otsumanakano.ac.jp

COVID-19 の影響やその対応のため、本要項
大妻中野中学校・高等学校
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年度実施シンガポール会場入試 COVID-19 対応特別実施
海外帰国生 アジア・オセアニア オンライン 募集要項【入学試験】
試験日

2021 年１0 月 2４日(日)

オンライン実施（自宅受験）

試験会場

約 36 名（*1）

募集人員

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。
・試験当日、COVID-19 による渡航制限のため、試験会場（シンガポール）で受験ができない者。

各面接時間の１０分前

集合時間
（日本時間）

※ 面接試験は 10/24（日）10:00～14:00（予定）の間
※ 各面接時間は出願期間終了後、別途 E 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）

9 月 17 日（金）10:00 ～ 10 月 18 日（月）2３:59 (日本時間)

出願方法／出願期間
（Web 出願のみ）

本校 Web サイトより出願してください。 Web 出願のみ受付けます。

入学願書（本校 web サイトで出願）
海外在留証明書 → 本校 Web サイトよりダウンロード（PDF）して記入してください。
③ 英検・TOEIC など英語検定スコア証明書の写し
①
②

出願
手続

提出書類

【提出方法】②、③の写しを、E メールで事前提出（10 月 19 日（火）必着）
*E メールでの送り先は出願後に連絡します。

②の原本を本校へ郵送（出願後速やかに送付願います）
送付先： 〒164-0002 東京都中野区上高田２－３－7
大妻中野中学校・高等学校 入試広報部 宛

合格発表

入学
手続

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

本校 Web サイト

銀行
振込のみ

11 月 8 日（月）１２:00ｐｍ （日本時間） に本校 Web サイト専用ページにて

入学金 250,000 円の納入をもって入学手続とします。

2021 年 11 月8 日（月）～ 2022 年 1 月 31 日（月）15:00(日本時間)

払い込み方法

指定口座に振り込み
（*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。

備考

注意事項

・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。

・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。
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オンライン入試
⚫

出願について
本校 Web サイト出願専用ページより出願してください。出願後、返信 E 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」をご覧ください。出願は 9 月 17 日(金)１０：00（日本時間）より可能となります。本校
からの返信 E メールを印刷して、試験当日持参してください。受験票の代替となります。写真は必要ありません。
英語資格試験の証明書および在留証明の写しは、写しを E メールで提出してください。（10 月 19 日（火）必着） なお、在留証
明の原本は出願手続き後、速やかに本校へ郵送してください。

⚫

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 E 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、Web による合格発表後、国際郵便にて郵送します。その他の必要書類は E メールにて送信いたします。

⚫

入学手続について
手続き締切：202２年 1 月 31 日(月) 15:00 （日本時間）
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、ご注意ください。（詳細は、合格発表後にEメールを通じてご連絡をいたします）
※ 入学手続確認後、1 週間以内にEメールに添付して必要書類を送信します。
1 週間以内に届かない場合は本校にご連絡ください。

⚫

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
お知らせください。

⚫

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。

オンライン入試に関する連絡先：

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

COVID-19 対応の特別措置について
[2021 年 1０月２４日（日）実施アジア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１０月２４日（日）実施の大妻中野オンライン入試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（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。
※シンガポール会場受験者にはこの事前審査は適用されません。当日の筆記試験を受験して
いただくことになります。

申込期間：８月２０日（金）～９月１８日（土）
申込 URL: https://cgi2.netty.ne.jp/e-apply/otsumanakano/app/regist/?query=e88030ed6552f5ffb5686aef276
0f1509373d632&course_num=1
ＱＲコード
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