
学校名（共学校） 募集人員 願書締切日 選抜日 試験科目 面接（有無） 合格発表日
応募資格

①は転勤・転居、②は海外帰国、③は条件なし
リンクするURL(２０１８年度転・編入試験に関するページ） 備考

郁文館中学校 若干名 7月9日 7月13日 国・数・英 有(保護者同伴) 7月14日　(郵送通知) ①・② http://www.ikubunkan.ed.jp/info/data/be7fb4a852b795b8fdb8f3c29cca4254d3c49b20.pdf 9月編入　
郁文館高等学校 若干名 7月9日 7月13日 国・数・英 有(受験生のみ) 7月14日　(郵送通知) ①・② http://www.ikubunkan.ed.jp/info/data/7fc641929a1a5924d08d21d313a6e190c9cd2372.pdf 9月編入　
郁文館グローバル高等学校　 若干名 7月9日 7月13日 国・数・英 有(受験生のみ) 7月14日　(郵送通知) ①・② http://www.ikubunkan.ed.jp/info/data/7fc641929a1a5924d08d21d313a6e190c9cd2372.pdf 9月編入　
浦和ルーテル学院中学校 若干名 7月27日 8月1日 国・数・英 有 8/1発送 ③ 中1中2のみ
浦和ルーテル学院小学校 若干名 7月27日 8月1日 国・数 有 8/1発送 ③ 小1～小5のみ
江戸川学園取手中・高等学校 若干名 随時 随時 ？ ？ 随時 ①・②・③ 中１・２まで実施。

6月29日 7月3日 7月3日
11月29日 12月3日 12月3日
3月2日 3月6日 3月6日

国立音楽大学附属中学校 若干名 7月20日 7月27日 詳細は要項を確認してください 有 7月27日 ③ http://www.kunion.ed.jp/junior/contents/guidance/ 事前に相談が必要　第2学年のみ
国立音楽大学附属高等学校　普通科 若干名 7月20日 7月27日 国・数・英 有 7月27日 ③ http://www.kunion.ed.jp/general/contents/guidance/#tenhen 事前に相談が必要　第1学年のみ

啓明学園中学校 若干名
試験日前日
（土日祝は除く）

随時
英語型（英語筆記試験、英作文、日本語作
文）
日本語型（英数国）

有 試験日当日 ② http://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/inter-h/

啓明学園高等学校 若干名
試験日前日
（土日祝は除く）

随時

英語型（英語筆記試験、英作文、日本語作
文）
日本語型（英数国）
外国語型（外国語作文、日本語作文）

有 試験日当日 ② http://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/inter-h/

(帰)①・②

(外)③

(単）作文 有(保護者同伴) (帰)①・② 進学クラスを希望する者

(併Ⅱ)国･数･英 有(個別) (外)③
西武学園文理中学校　編入 若干名 7月5日 7月10日 国・数・英 有 7月10日 ② https://www.bunri-s.ed.jp/junior/entrance/ 事前にお問い合わせください
西武学園文理中学校　転入 若干名 7月5日 7月10日 国・数・英 有 7月10日 ① https://www.bunri-s.ed.jp/junior/entrance/ 事前にお問い合わせください
西武学園文理高等学校　編入 若干名 7月5日 7月10日 国・数・英 有 7月10日 ② https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/ 事前にお問い合わせください
西武学園文理高等学校　転入 若干名 7月5日 7月10日 国・数・英 有 7月10日 ① https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/ 事前にお問い合わせください
西武学園文理中学校　編入 若干名 3月6日 3月13日 国・数・英 有 3月13日 ② https://www.bunri-s.ed.jp/junior/entrance/ 事前にお問い合わせください
西武学園文理中学校　転入 若干名 3月6日 3月13日 国・数・英 有 3月13日 ① https://www.bunri-s.ed.jp/junior/entrance/ 事前にお問い合わせください
西武学園文理高等学校　編入 若干名 3月6日 3月13日 国・数・英 有 3月13日 ② https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/ 事前にお問い合わせください
西武学園文理高等学校　転入 若干名 3月6日 3月13日 国・数・英 有 3月13日 ① https://www.bunri-s.ed.jp/senior/entrance/ 事前にお問い合わせください
東海大学菅生高等学校中等部 若干名 7月4日 7月7日 国・数・英 有 翌日以降 １年・２年
東海大学菅生高等学校中等部 若干名 12月5日 12月8日 国・数・英 有 翌日以降 １年・２年
東海大学菅生高等学校中等部 若干名 2月20日 2月23日 国・数・英 有 翌日以降 １年・２年
東星学園中学校 若干名 7月9日 7月10日 国・数・英 有 7月10日 ③ http://www.tosei.ed.jp/h_tosei/index.php
東星学園高等学校 若干名 7月9日 7月10日 国・数・英 有 7月10日 ③ http://www.tosei.ed.jp/h_tosei/index.php
二松学舎大学附属柏中学校 若干名 要相談 要相談 国・数・英 有 試験翌日 ③ 中学３年は要問い合わせ
日出学園中学校・高等学校 若干名 6月27日 7月4日 国・数・英 有 7月5日 ①・② http://high.hinode.ed.jp/admission/tenyugaku.html
日出学園中学校・高等学校 若干名 12月5日 12月12日 国・数・英 有 12月13日 ①・② http://high.hinode.ed.jp/admission/tenyugaku.html
日出学園中学校・高等学校 若干名 2月27日 3月6日 国・数・英 有 3月7日 ①・② http://high.hinode.ed.jp/admission/tenyugaku.html
本庄東高等学校附属中学校 若干名 随時 随時 数・英 有 随時 ①・②
三田国際学園中学校 1～3年若干名 7月12日 7月17日 英語 有（英語・日本語） 7月17日 ② http://mita-is.ed.jp/admissions/transfer.html 要事前面談
三田国際学園高等学校 1年若干名 7月12日 7月17日 英語 有（日本語） 7月17日 ①・② http://mita-is.ed.jp/admissions/transfer.html 要事前面談
三田国際学園高等学校 2,3年若干名 7月12日 7月17日 英語、数学、国語 有（日本語） 7月17日 ①・② http://mita-is.ed.jp/admissions/transfer.html 要事前面談
目黒学院中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ③

中1～中3若干名 7月4日 7月6日 有 7月6日 ①・②

中1・中2若干名 12月5日 12月7日 有 12月7日 ①・②
新中2・新中3若干名 3月4日 3月6日 有 3月6日 ①・②

高2・高3若干名 7月4日 7月6日
転入（高2）は英・国・数
転入（高3）と編入は英・国または英・数

有 7月6日 ①・②

高2 12月5日 12月7日
転入は英・国・数
編入は英・国または英・数

有 12月7日 ①・②

新高3 3月4日 3月6日 転入と編入は英・国または英・数 3月6日 ①・②
八雲学園中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・②
八雲学園高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・②
山手学院中学校・高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ② http://www.yamate-gakuin.ac.jp/examinee/

中1若干名 6月7日 6月30日 A選考 作文・書類審査・面接 有 7月1日 帰国生徒としての条件を満たすこと http://www.intnl.doshisha.ac.jp/
中1若干名 6月7日 B選考　国・数・理社英のうち１科目 なし 7月1日 帰国生徒としての条件を満たすこと http://www.intnl.doshisha.ac.jp/
中2若干名 6月7日 6月30日 A選考 作文・書類審査・面接 有 7月1日 帰国生徒としての条件を満たすこと http://www.intnl.doshisha.ac.jp/
中2若干名 6月7日 B選考　国・数・英 有 7月1日 帰国生徒としての条件を満たすこと http://www.intnl.doshisha.ac.jp/
中3若干名 6月7日 6月30日 A選考 作文・書類審査・面接 有 7月1日 帰国生徒としての条件・帰国時期の条件を満たすこと http://www.intnl.doshisha.ac.jp/
中3若干名 6月7日 B選考　国・数・英 有 7月1日 帰国生徒としての条件・帰国時期の条件を満たすこと http://www.intnl.doshisha.ac.jp/

学校名（男子校） 募集人員 願書締切日 選抜日 試験科目 面接（有無） 合格発表日 応募資格
①は転勤・転居、②は海外帰国、③は条件なし

リンクするURL(２０１８年度転・編入試験に関するページ） 備考

足立学園中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・② 一家転住のみ
足立学園高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・② 一家転住のみ
鎌倉学園中学校 若干名 随時 ７月、１２月、３月 国・数・英 有 随時 ①・② http://www.kamagaku.ac.jp/news/2018/05/30-20187.html
鎌倉学園高等学校 若干名 随時 ７月、１２月、３月 国・数・英 有 随時 ①・② http://www.kamagaku.ac.jp/news/2018/05/30-20187.html
京華中学校 10名 6月18日 6月27日 国・数・英 有 6月27日 ①・② www.keika.ed.jp 入試日以外でも応相談可
京華中学校 10名 12月6日 12月11日 国・数・英 有 12月11日 ①・② www.keika.ed.jp 入試日以外でも応相談可
京華中学校 10名 3月1日 3月5日 国・数・英 有 3月5日 ①・② www.keika.ed.jp 入試日以外でも応相談可
京華高等学校 10名 6月18日 6月27日 国・数・英 有 6月27日 ①・② www.keika.ed.jp 入試日以外でも応相談可
京華高等学校 10名 12月6日 12月11日 国・数・英 有 12月11日 ①・② www.keika.ed.jp 入試日以外でも応相談可
京華高等学校 10名 3月1日 3月5日 国・数・英 有 3月5日 ①・② www.keika.ed.jp 入試日以外でも応相談可
城北埼玉中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・②
城北埼玉高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・②
桐朋中学校 なし ① http://www.toho.ed.jp/exam/transfer/ 欠員のある場合に募集します。
桐朋高等学校 なし ① http://www.toho.ed.jp/exam/transfer/ 欠員のある場合に募集します。
獨協高等学校 高１若干名 7月10日 7月17日 国・数・英 有 7月17日 ①・② http://www.dokkyo.ed.jp/admissions#sec03
海陽中等教育学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ③ FAQ（http://www.kaiyo.ac.jp/faq/） 随時個別対応

学校名（女子校） 募集人員 願書締切日 選抜日 試験科目 面接（有無） 合格発表日 応募資格
①は転勤・転居、②は海外帰国、③は条件なし

リンクするURL(２０１８年度転・編入試験に関するページ） 備考

大妻中野中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・② 学期ごとを基本としますが、事情を考慮し対応します。

大妻中野高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・②
学期ごとを基本としますが、事情を考慮し対応します。
＊高校は高３の４月以降は不可

共立女子第二中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・② http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/j_exam/enter/ ※応募資格「その他特別な理由による場合」も
共立女子第二高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・② http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/h_exam/enter/ ※応募資格「その他特別な理由による場合」も

若干名 7月8日 7月9日 国・数・英 有 7月9日 ①・②
若干名 12月7日 12月8日 国・数・英 有 12月8日 ①・②
若干名 3月4日 3月5日 国・数・英 有 3月5日 ①・②
若干名 7月8日 7月9日 国・数・英 有 7月9日 ①・②
若干名 12月7日 12月8日 国・数・英 有 12月8日 ①・②
若干名 3月4日 3月5日 国・数・英 有 3月5日 ①・②

相模女子大学中学部 若干名 随時 7、12、3月 国・数・英 有 ①・②
相模女子大学高等部 若干名 随時 7、12、3月 国・数・英 有 7、12、3月 ①・②
聖セシリア女子中学校 若干名 随時 学校で指定 国・数・英 有 学校で指定 ①・② http://stage.cecilia.ac.jp/jukensei/jukensei_bosyuu-hn.html
清泉女学院中学校 中1・中2若干名 7月8日 7月12日 国・数・英 有 7月12日 ①・② http://www.seisen-h.ed.jp/examnation/application/admit.html 12月と3月にも転編入試験あります。
清泉女学院高等学校 高1若干名 7月8日 7月12日 国・数・英 有 7月12日 ①・② http://www.seisen-h.ed.jp/examnation/application/admit.html 12月と3月にも転編入試験あります。
玉川聖学院中等部 若干名 随時 随時 国・数・英 有 選抜日当日 ①・② http://www.tamasei.ed.jp/ 対象学年　中1～中3
玉川聖学院高等部 若干名 随時 随時 国・数・英 有 選抜日当日 ①・② http://www.tamasei.ed.jp/ 対象学年　高1～高2
東京女子学園高等学校 高1若干名 7月6日 7月7日 国・数・英 有 7月7日 ③ 12月・3月も実施。学校へお問い合わせください。
東京女子学園中学校 中1・中2若干名 7月6日 7月7日 国・数・英 有 7月7日 ③ 12月・3月も実施。学校へお問い合わせください。
東洋英和女学院中学部 若干名 随時 随時 国・数・英 有 試験日当日 ①・② http://www.toyoeiwa.ac.jp/chu-ko/nyushi/tennyuugaku_hennyuugaku.html chukou@toyoeiwa.ac.jpまでお問い合わせください
東洋英和女学院高等部 若干名 随時 随時 国・数・英 有 試験日当日 ①・②
トキワ松学園中学校 若干名 6月30日 7月3日 国・数・英 有 当日 ①・② http://www.tokiwamatsu.ac.jp/prospect/junior/pdf/2018tenhen_junior.pdf
トキワ松学園中学校 若干名 12月18日 12月20日 国・数・英 有 当日 ①・② http://www.tokiwamatsu.ac.jp/prospect/junior/pdf/2018tenhen_junior.pdf
トキワ松学園中学校 若干名 3月4日 3月6日 国・数・英 有 当日 ①・② http://www.tokiwamatsu.ac.jp/prospect/junior/pdf/2018tenhen_junior.pdf
トキワ松学園高等学校 若干名（1年生のみ） 6月30日 7月3日 国・数・英または国・数・美術実技 有 当日 ①・② http://www.tokiwamatsu.ac.jp/prospect/high/pdf/2018tenhen_senior.pdf
トキワ松学園高等学校 若干名（1年生のみ） 12月18日 12月20日 国・数・英または国・数・美術実技 有 当日 ①・② http://www.tokiwamatsu.ac.jp/prospect/high/pdf/2018tenhen_senior.pdf
トキワ松学園高等学校 若干名（1年生のみ） 3月4日 3月6日 国・数・英または国・数・美術実技 有 当日 ①・② http://www.tokiwamatsu.ac.jp/prospect/high/pdf/2018tenhen_senior.pdf
聖園女学院中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 当日 ①・② http://www.misono.jp/ 詳細は学校へお問い合わせください。
聖園女学院高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 当日 ①・② http://www.misono.jp/ 詳細は学校へお問い合わせください。
緑ヶ丘女子中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 無 随時 ③

若干名 7月18日 7月19日 国・数・英 無 7月20日 ①・②
若干名 12月19日 12月20日 国・数・英 無 12月21日 ①・②
若干名 3月1日 3月4日 国・数・英 無 3月5日 ①・②

三輪田学園中学校 若干名 考査期日の1週間前 随時
①英・国・数
②英・作文（日本語）

有 考査当日 ①・②

三輪田学園高等学校 若干名 考査期日の1週間前 随時
①英・国または数
②英・作文(日本語）

有 考査当日 ①・②

横浜女学院中学校 若干名 随時 随時 国内編入：国・英・数 有（本人のみ） 試験当日 ①・② https://www.yjg.y-gakuin.ed.jp

横浜女学院高等学校 若干名 随時 随時
帰国生①国・英
②数・英③国・数・英から選択
作文

有（本人のみ） 試験当日 ①・② https://www.yjg.y-gakuin.ed.jp

小林聖心女子学院中学校 若干名 6月22日 7月2日 国・数・英 有 7月2日 ①・②

http://www.oby-sacred-heart.ed.jp/ck-nyushi/kikokushijo-nyushi-sep/
http://www.oby-sacred-heart.ed.jp/ck-nyushi/kikokushijo-nyushi-apr/
http://www.oby-sacred-heart.ed.jp/ck-nyushi/tennyushi-sep/
http://www.oby-sacred-heart.ed.jp/ck-nyushi/tennyushi-apr/

小林聖心女子学院中学校 若干名 11月30日 1月8日 国・数・英 有 1月8日 ①・②
小林聖心女子学院高等学校 若干名 6月22日 7月2日 国・数・英 有 7月2日 ①・②
小林聖心女子学院高等学校 若干名 11月30日 1月8日 国・数・英 有 1月8日 ①・②
＊応募資格欄の①は転勤・転居、②は海外帰国、③は条件なし Copyright (C) The Yomiuri Shimbun.

12月3日12：00まで窓口

応募資格①②に該当しない場合は応相談。（中高とも）

1月18日
1月9日
15:00

10名 1月20日発送

http://www.seibudai-chiba.jp

http://mk.mejiro.ac.jp/exam/transfer/

12月1日
12:00

12月2日 国・算 有(親子面接)

転入は英・国・数
編入は英・国または英・数

同志社国際中学校・高等学校

佼成学園女子中学校

佼成学園女子高等学校

緑ヶ丘女子高等学校

5名

目白研心高等学校

西武台千葉中学校

西武台千葉高等学校

目白研心中学校

http://www.ariake.kaetsu.ac.jp/contents/admission/info-returnee02/
【H・A選考】英語・日本語
【英数国＋面接選考】国・数・英

有若干名かえつ有明中・高等学校 ①・②


