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東京女学館中学校・国際学級

〈 〉令和３(2021)年度９月編入学者募集要項 第２学年

（予定）編入学試験日 令和３( )年７月１０日（土）2021

第２学年 女子 若干名１．募集人員

及び の条件をいずれも満たす者２．出願資格 (1) (2)

( ) 平成１９( )年 月 日～平成２０( )年 月 日に生まれた者1 2007 4 2 2008 4 1

( ) 次の ・ｂのいずれかであること2 a

保護者の海外在留により、海外生活が 年以上あり、令和元( )年 月 日a. 1 2019 9 1

以降に帰国した者、または令和３( )年 月 日までに帰国予定の者。2021 8 31

保護者の転勤等にともなう国内転居生で、転居日が令和３( )年４月１日以降b. 2021

の者。

３．出願書類等

a. 入学願書および受験票（本校指定の用紙 ・海外における経歴等）

※写真 ・出願３ヶ月以内に撮影した白黒またはカラー写真

・タテ４ｃｍ ヨコ３ｃｍ、上半身、正面を向いたもの１枚

・ 入学願書」に貼付してください。「

b. 通知表のコピー（Ａ４サイズ）

中学校１年生学年の成績または３学期の成績（学校が２期制の場合は、中学１

年の後期の成績）が記載されているもの。すべての面をコピーしてください。

（通知表がない学校の場合は成績証明書等を提出してください ）。

日本語・英語以外の言語で書かれている場合は、保護者又は本人による日本語

訳を添付してください。

c. 英検合格証のコピー

英検準２級以上に合格なさっている方は、合格証をコピーしてください。

ｄ.（帰国生の場合） 海外在留証明書

（国内転居の場合）転居先又は編入学する日までに転居できることを証明する

書類

ｅ. 入学検定料２５,000円

出願時に現金でお支払いください。

される方は、あらかじめ中高事務室にご連絡のう海外から郵送で願書を提出

え、下記の口座に受験生ご本人のお名前で振り込み、領収書のコピーを同封

してください。 中高事務室 TEL ０３－３４００－０８６７

A/C NUMBER 053-4275064口座番号 ( ) ：

Tokyo Jogakkan Schools for Women口座名義人 ：

．入金指定銀行 ( ) ：PAYING BANK MIZUHO BANK, LTD

支店名 ( )A/C WITH BRANCH

ROPPONGI BRANCH：

SWIFT CODE MHCBJPJT：
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支店住所 ( )PAYING BANK ADDRESS

7-15-7 ROPPONGI MINATO-KU TOKYO：

03-3405-4455支店電話番号 ：

＊検定料振込みの受付開始は 令和３( )年６月２１日（月）2021

締め切りは 令和３( )年６月３０日（水）です。2021

＊ＡＴＭからの振り込みも可です。

４．出願方法・出願期間

上記３のａ～ｅの書類等（ｃは該当の方のみ）をそろえ、下記の期間に中高事務室

窓口に直接申し込んでください。ただし、やむを得ない場合（たとえば海外在住の

方）には簡易書留による郵送でも受け付けますが、あらかじめ中高事務室までご連

絡ください （※海外在留で郵送出願の方は受験票を試験日までお預かりし、当日。

受付でお渡しします ）。

出願期間 令和３( )年６月２４日（木）～６月３０日（水）2021

（郵送の場合も必着です ）。

９：００～１６：００（土曜日は９：００～１４：００）

５．編入学試験

令和３( )年７月１０日（土）午前８：３０集合（受付８：００開始）2021

①国語（ 分、 点） ８：４５～ ９：１５30 50

②数学（ 分、 点） ９：２５～ ９：５５30 50

③英語（ 分、 点） １０：０５～１０：３５30 50

④面接（受験生ご本人のみ 分） １０：５５～10

（ 、 ）英語試験免除の場合は １０：１５より

[学力試験のレベル］

国語：検定教科書：中２・ 学期終了程度1

【 】数学：検定教科書：中１終了程度および検定教科書：中２の 式の計算・連立方程式

英語：英検準２級程度

※英語検定準２級以上を取得している方は、英語の試験を免除します。

準２級 点・２級 点・準１級以上 点とします。40 45 50

※本校では、中１より数学の先取り授業を行っていますので、入学手続き後に補習

を行います。

［持参品］受験票、筆記用具

＊定規、コンパス、分度器、下敷き、電卓、計算機能及び辞書付きの時計、携

帯電話等の試験室への持ち込みは禁止です。

※面接は受験番号順に１人ずつ行います。面接が終了した方からご帰宅ください。

※交通機関が悪天候あるいは事故などのために大幅に遅れた場合

遅れの程度、範囲を判断して、それに対応した処置を取りますので、遅れる場

合には学校に電話連絡をしてください。

また、時間変更を行う場合は、その旨を本校ホームページに掲載します。
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６．合格発表

本校ホームページ（ 上への掲載https://tjk.jp/mh/）

令和３( )年７月１０日（土）１４：００～2021

本校内での掲示 令和３( )年７月１０日（土）１４：００～１６：００2021

令和３( )年７月１２日（月） ９：００～１２：００2021

７．入学手続書類の交付

合格者は受験票を持参し、合格証および入学手続き書類を下記の時間に受け取って

ください。

令和３( )年７月１０日（土）１４：００～１６：００2021

令和３( )年７月１２日（月） ９：００～１２：００2021

８．入学手続

合格者は、下記時間内に、合格者入学手続要項（別紙）によって手続きを行ってく

ださい。期間内に手続き未了の方は、入学資格を失います。入学手続には印鑑が必

要です。

令和３( )年７月１０日（土） １４：００～１６：００2021

令和３( )年７月１２日（月） ９：００～１３：００2021

９ 入学者説明会（保護者・受験生ご本人）．

令和３( )年７月１３日（火）１３：３０より入学者説明会を行います。2021

①欠席の場合は入学資格を失います。

②海外在住のため出席できない方、在籍校の行事等でご本人の出席が無理な場合

は中高事務室までご連絡ください。

＊中高事務室 TEL ０３－３４００－０８６７

１０ 制服採寸・学校指定用品購入（保護者・受験生ご本人）．

令和３( )年７月１３日（火）入学者説明会後、事務室と東急本店にお立ち寄2021

りください。

１１ 校納金．

入学手続時の納入

入学金 ２９０，０００円

＊納入後に入学を辞退される場合、辞退届を中高事務室に提出された方には入学

金を返却いたします （振込手数料差し引き）。

なお、辞退届の提出期限は令和３( )年７月１３日（火）正午です。2021
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令和３(202１)年度中学２年生の校納金（２・３学期分）

授業料 ４７６，０００円

施設運営費 ５６，０００円

父母の会費 ６，０００円

＊教材費 ９３，０００円

＊旅行費 １２０，０００円

施設費 入学年次 １６０，０００円

地震対策費 入学年次 １２，０００円

＊ 上記教材費・旅行費の他に、iPad費用と中２の１学期末の時点での一人当たりの積立額を納

入していただきます。

現在金額は未定となっております。

＊ 旅行費はこの他、ボストン研修費用も納入していただきます。

１２．授業料減免制度

高等学校に進学後、経済的に学費納入が困難となった生徒については、選考の上授

業料を減免する制度があります。

１３．寄付金

口 万円・ 口以上1 20 1

任意のものです。教育環境の充実のためにご協力ください。入学手続き後に募金趣

意書をお渡しいたします。


