
２０１９年度　転・編入（帰国生含む）試験実施校一覧

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

①転勤・転居、②海外帰国、③条件なし
リンクするURL(２０１９年度転・編入試験に関するページ） 備考

１２月２１日 １２月２１日 ①・②

　３月１２日 　３月１２日 ①・②

　３月２３日 　３月２３日 ②

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

國學院大學久我山中学校 若干名 １２月　６日 １２月１９日 国・数・英 有 １２月１９日 ③

國學院大學久我山高等学校 若干名 １２月　６日 １２月１９日 国・数・英 有 １２月１９日 ③

駒込中学校 若干名 １２月１４日 １２月１７日 国・数・英 有 １２月１７日 ① １２月１０日に海外帰国生の入試あり（条件あり)

駒込高等学校 実施しない １２月１０日に海外帰国生の入試あり（条件あり)

玉川学園中学部（一般クラス） 若干名 　１月３０日 　２月１１日 国・数・英 有 　２月１１日 ＨＰ参照 https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/admission/l_incorporation.html 新中２、新中３対象

玉川学園中学部（国際バカロレアクラス） 若干名 　１月３０日 　２月１１日 ＨＰ参照 有 　２月１１日 ＨＰ参照 https://www.tamagawa.jp/academy/ib/ib_admission/incorporation.html 新中２、新中３対象

東京成徳大学中学校（中高一貫部） 若干名 １２月１８日 １２月２０日 国・数・英 有 １２月２０日 ①・②

東京成徳大学高等学校（高等部） 若干名 １２月１８日 １２月２０日 国・数・英 有 １２月２０日 ①・②

若干名 １２月１３日 １２月１６日 国・数・英 有 １２月１６日 ①・②

若干名 　３月　６日 　３月　９日 国・数・英 有 　３月　９日 ①・②

八王子学園八王子中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 無 随時 要事前問合せ

八王子学園八王子高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 要事前問合せ

若干名 １２月　４日 １２月１１日 国・数・英 有 １２月１２日 ①・②

若干名 　２月２６日 　３月　４日 国・数・英 有 　３月　５日 ①・②

若干名 １２月　６日 １２月１９日 国・数・英（数・英は英語による出題） 有 １２月２１日 ② https://www.hiroogakuen.ed.jp/infofiles/japanese/201912j-jhs-ag.pdf インターナショナルコース（AG）

若干名 １２月　６日 １２月２０日 国・数・英 有 １２月２１日 ② https://www.hiroogakuen.ed.jp/infofiles/japanese/201912j-jhs-sghgms.pdf
インターナショナルコース（ＳＧ）
本科／医進サイエンスコース

若干名 １２月　６日 １２月１９日 国・数・英（数・英は英語による出題） 有 １２月２１日 ② https://www.hiroogakuen.ed.jp/infofiles/japanese/201912j-hs-in.pdf インターナショナルコース

若干名 １２月　６日 １２月２０日 国・数・英 有 １２月２１日 ② https://www.hiroogakuen.ed.jp/infofiles/japanese/201912j-hs-hgms.pdf 本科コース／医進サイエンスコース

三田国際学園中学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定 ② 未定

三田国際学園高等学校 未定 未定 未定 未定 未定 未定 ② 事前面談は必要。実施の有無は１１月中旬頃、HPに掲載見込み

若干名 １２月　５日 １２月　７日 国・数・英 有 １２月　７日 ①

若干名 １２月　５日 １２月　７日 英・国または英・数 有 １２月　７日 ②

若干名 　３月　３日 　３月　５日 国・数・英 有 　３月　５日 ①

若干名 　３月　３日 　３月　５日 英・国または英・数 有 　３月　５日 ②

若干名 １２月　５日 １２月　７日 国・数・英 有 １２月　７日 ①

若干名 １２月　５日 １２月　７日 英・国または英・数 有 １２月　７日 ②

若干名 　３月　３日 　３月　５日 国・数・英（新高３は英・国または英・数） 有 　３月　５日 ①

若干名 　３月　３日 　３月　５日 英・国または英・数 有 　３月　５日 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

八千代松陰中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・② 県外または海外からの一家転住に限る

八千代松陰高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・② 県外または海外からの一家転住に限る

山手学院中学校 若干名 　３月　３日 国・数・英 無 　３月　３日 ② 詳細は１２月中旬にHPで発表

関西大倉中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ③

若干名 １０月２５日 １２月１０日 作文・書類審査 有 １２月１６日 ②

若干名 １１月２６日 　１月２１日 国・数・英 有 　１月２２日 ②

若干名 　１月１０日 　２月　９日 作文・書類審査 有 　２月１１日 ②

若干名 １０月２５日 １２月１０日 小論文（日本語要約）・書類審査 有 １２月１６日 ②

若干名 　１月１０日 　２月　９日 小論文（日本語要約）・書類審査 有 　２月１１日 ②

若干名 　１月１０日 　２月　９日 国・数・英 有 　２月１１日 ②

学校名（男子校） 募集人員 願書締切日 試験日 試験科目 面接（有無） 合格発表日
応募資格

①転勤・転居、②海外帰国、③条件なし
リンクするURL(２０１９年度転・編入試験に関するページ） 備考

足立学園中学校 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・② 一家転住のみ受付

足立学園高等学校 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・② 一家転住のみ受付

若干名 １０月１３日 １０月１９日 国･数･英 有 １０月２６日 ② シンガポール、バンコク現地入試

若干名 １２月　９日 １２月１７日 国･数･英 有 １２月１７日 ①・②

若干名 　３月　３日 　３月　９日 国･数･英 有 　３月　９日 ①・②

若干名 １０月１３日 １０月１９日 国･数･英 有 １０月２６日 ② シンガポール、バンコク現地入試

若干名 １２月　９日 １２月１７日 国･数･英 有 １２月１７日 ①・②

若干名 　３月　３日 　３月　９日 国･数･英 有 　３月　９日 ①・②

城北埼玉中学・高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ① 詳細は教頭先生へ

逗子開成中学校 若干名 　２月２２日 　３月１２日 国・数・英 有 　３月１２日 ①・② 新中２・新中３対象

逗子開成高等学校 若干名 　２月２２日 　３月１２日 国・数・英 有 　３月１２日 ①・② 新高２対象

聖学院中学校 若干名 １１月２５日 １１月２７日 国・数・英 有 １１月２７日 ①・② ２０２０年１月入学

聖学院高等学校 若干名 １１月２５日 １１月２７日 国・数・英 有 １１月２７日 ② ２０２０年１月入学（高１・高２のみ）

桐朋中学校 国・数・英 有 ①・② 欠員のある場合に募集

桐朋高等学校 国・数・英 有 ①・② 欠員のある場合に募集

海陽中等教育学校 若干名 １２月　４日 １２月　７日 算・英・作文 有 １２月　８日 ② 帰国生入試Ⅰ

海陽中等教育学校 若干名 　１月　３日 　１月　６日 国・算・英・面接または国・算 一部有 　１月　８日 ② 帰国生入試Ⅱ

海陽中等教育学校 約３０名 　１月３１日 　２月　８日 国・数・英・理・社 有 　２月１０日 ②・③ 編入学試験（一般編入生・帰国生）

六甲学院中学校 若干名 　１月３１日 　２月２２日 国・数・英 有 　２月２５日 ① http://www.rokkogakuin.ed.jp/public_html/ 欠員がある場合のみ
次ページ（女子校）へ続く

https://www.kugayama-h.ed.jp/info/info_other/tennyu/

https://www.zushi-kaisei.ac.jp/pdf/examin/2019tenhennyu.pdf

https://www.seig-boys.org/exam/transfer/

https://www.toho.ed.jp/exam/transfer/

https://www.kaiyo.ac.jp/admission/

https://www.yachiyoshoin.ac.jp/

同志社国際中学校

http://www.intnl.doshisha.ac.jp/admission/downloads/

同志社国際高等学校

https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/

佼成学園中学校

http://www.kosei.ac.jp/boys/archive_senior/transfer/

佼成学園高等学校

http://www.mita-is.ed.jp/admissions/transfer.html

目白研心中学校

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

中１・中２対象

新中２・新中３対象

目白研心高等学校

高１・高２対象（高２・ＳＥＣは募集なし）

新高２・新高３対象（新高３・ＳＥＣは募集なし）

新渡戸文化中学校

http://www.hachioji.ed.jp/exam/transfer.html

日出学園中学校・高等学校 http://high.hinode.ed.jp/admission/tenyugaku.html

広尾学園中学校

広尾学園高等学校

啓明学園中学校・高等学校 若干名
試験日前日
（日祝学校休
業日を除く）

①国・数・英
②英語型、日本語型、外国語型から選
択（詳細はHP参照）

有
http://www.keimei.ac.jp/jsh/info/exam/10244/

http://www.keimei.ac.jp/jsh/admissions/inter-h/
https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/admission/l_incorporation.html
https://www.tamagawa.jp/academy/ib/ib_admission/incorporation.html
https://www.hiroogakuen.ed.jp/infofiles/japanese/201912j-jhs-ag.pdf
https://www.hiroogakuen.ed.jp/infofiles/japanese/201912j-jhs-sghgms.pdf
https://www.hiroogakuen.ed.jp/infofiles/japanese/201912j-hs-in.pdf
https://www.hiroogakuen.ed.jp/infofiles/japanese/201912j-hs-hgms.pdf
http://www.rokkogakuin.ed.jp/public_html/
https://www.zushi-kaisei.ac.jp/pdf/examin/2019tenhennyu.pdf
https://www.seig-boys.org/exam/transfer/
http://www.toho.ed.jp/exam/transfer/
https://www.kaiyo.ac.jp/
https://www.yachiyoshoin.ac.jp/
http://www.intnl.doshisha.ac.jp/admission/downloads/
https://www.adachigakuen-jh.ed.jp/
http://www.kosei.ac.jp/boys/archive_senior/transfer/
http://www.mita-is.ed.jp/admissions/transfer.html
http://www.hachioji.ed.jp/exam/transfer.html
http://www.keimei.ac.jp/jsh/info/exam/10244/


学校名（女子校） 募集人員 願書締切日 試験日 試験科目 面接（有無） 合格発表日
応募資格

①転勤・転居、②海外帰国、③条件なし
リンクするURL(２０１９年度転・編入試験に関するページ） 備考

跡見学園中学校 若干名 １２月１２日 １２月１９日 国・数・英 有 １２月１９日 ①・② 中１・中２対象

跡見学園中学校 若干名 　３月　７日 　３月１６日 国・数・英 有 　３月１６日 ①・② 新中２・新中３対象

江戸川女子中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 試験日当日 ③

江戸川女子高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 試験日当日 ③

大妻嵐山中学校 若干名 １１月２９日 １１月３０日 なし 有 １１月３０日 ② 海外在留期間１年以上

大妻嵐山高等学校 若干名 １１月２９日 １１月３０日 なし 有 １１月３０日 ② 海外在留期間１年以上

北鎌倉女子学園中学校 若干名 １２月　６日 １２月１４日 国・数・英 有 １２月１４日 ①・② 中１・中２対象

北鎌倉女子学園高等学校 若干名 １２月　６日 １２月１４日 英・日本語作文 有 １２月１４日 ①・② 高１・高２対象

共立女子第二中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・② 応募資格に「その他特別な理由による場合」もあり

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 応募資格に「その他特別な理由による場合」もあり

若干名（高１） １２月　４日 １２月１１日 国・数・英 有 １２月１２日 ①・②

若干名（新高２） 　２月２１日 　３月１１日 国・数・英 有 　３月１２日 ①・②

光塩女子学院中等科 若干名 １２月　５日 １２月１２日 国・数・英 有 １２月１２日 ①・② 中等科１年生と中等科２年生対象

昭和女子大学附属昭和中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・② https://jhs.swu.ac.jp/admission/transfer/

白梅学園清修中学校 若干名 １２月　５日 １２月　７日 国・数・英 有 １２月　７日郵送 ①・② 事前相談は必要

聖徳大学附属女子中学校 若干名 １１月３０日 １２月　１日 国・数・英 有 １２月　２日 ② https://www.matsudo-seitoku.ed.jp/exam/junior_require/

聖徳大学附属女子中学校高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・② 事前相談が必要

若干名 要問合 １２月　７日 国・数・英 有 １２月　７日 ①・②

若干名 要問合 　３月　７日 国・数・英 有 　３月　７日 ①・②

若干名 要問合 １２月　７日 国・数・英または国・英 有 １２月　７日 ①・②

若干名 要問合 　３月　７日 国・数・英または国・英 有 　３月　７日 ①・②

瀧野川女子学園高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 試験日当日 ①・② 高１・高２対象。出願・試験は２０２０年２月２６日まで

玉川聖学院中等部 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・②

玉川聖学院高等部 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・② 高１・高２対象

田園調布学園高等部 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ② 中１～中３の7月まで

田園調布学園中等部 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ② 高１～高２の7月まで

東京家政大学附属女子中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①②

東京家政大学附属女子高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ②

東京女学館中学校 若干名 　２月１５日 　３月　４日 国・数・英 有 　３月　４日 ①・② ４月編入。国際学級・中２のみ
A：外国語による作文
　 英語、仏語、独語から選択

①は首都圏以外から東京圏に転居された方が対象

B：国・数・英 1月転・編入
A：外国語による作文
　 英語、仏語、独語から選択

①は首都圏以外から東京圏に転居された方が対象

B：国・数・英 ４月転・編入
A：外国語による作文
　 英語、仏語、独語から選択

①は首都圏以外から東京圏に転居された方が対象

B：国・数・英 1月転・編入
A：外国語による作文
　 英語、仏語、独語から選択

①は首都圏以外から東京圏に転居された方が対象

B：国・英または数・英 ４月転・編入

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 詳細は下記メールアドレスへ

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 chukou@toyoeiwa.ac.jp

１２月１７日 １２月１９日

　３月　２日 　３月　５日

１２月１７日 １２月１９日

　３月　２日 　３月　５日

中村中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ③

中村高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ③ 普通科のみ

若干名 １２月１９日 １２月２６日 国・数・英 有 １２月２６日 ①・②

若干名 　３月　５日 　３月１２日 国・数・英 有 　３月１２日 ①・②

若干名 １２月１９日 １２月２６日 国・数・英 有 １２月２６日 ①・②

若干名 　３月　５日 　３月１２日 国・数・英 有 　３月１２日 ①・②

聖園女学院高等学校・中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・②・③ https://www.misono.jp/common/pdf/2019_tenhennyu.pdf

若干名 １２月１１日 １２月１３日 英語口頭試問と作文 無 １２月１３日 ② http://www.midorigaoka.ed.jp/junior/examination/ 電話問い合わせ／帰国子女入試

若干名 随時 国・数・英 無 随時 ①・② 電話問い合わせ／転入試験

三輪田学園中学校
若干名
（中３のみ）

随時 随時
国・数・英(国内生）
英語・日本語作文（帰国生）

有 試験日当日 ①・② 試験日は２学期が１２月９日、３学期は３月４日まで

三輪田学園高等学校 若干名 随時 随時
英・国または数（国内生）
英・日本語作文（帰国生）

有 試験日当日 ①・② 試験日は２学期が１２月９日、３学期は３月４日まで

山脇学園高等学校
若干名
（新高２のみ）

随時 随時 国・数・英・作文（日本語） 有 随時 ② https://www.yamawaki.ed.jp/
試験日は相談のうえ決定。ただし２０２０年２月２９日まで。編入希望者は、面談
と校内見学を行う必要あり

横浜女学院中学校高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・② https://www.yjg.y-gakuin.ed.jp/examinees/exam_common/#transfer

京都女子中学校 若干名 　２月２１日 　３月２１日 国・数・英 無 　３月２１日 ①・② 応募資格の確認のため事前相談が必要

京都女子高等学校 若干名 　２月２１日 　３月２１日 国・数・英 無 　３月２１日 ①・② 応募資格の確認のため事前相談が必要

＊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 ©2019 The Yomiuri Shimbun.

藤村女子高等学校

緑ヶ丘女子中学校

中１・中２対象

トキワ松学園高等学校 若干名
進学・特進コース…国・数・英
美術デザインコース…国・英・美術実技

高１・高２対象

藤村女子中学校

①・②

https://www.toyoeiwa.ac.jp/chu-ko/nyushi/tennyuugaku_hennyuugaku.html

トキワ松学園中学校 若干名 国・数・英

有 試験日当日 ①・② http://www.tokiwamatsu.ac.jp/prospect/

桐朋女子高等学校

高１・高２
各学年約５名

１１月１８日 １２月　１日 有 １２月　１日

新高２・新高３
各学年約５名

　２月１９日 　３月　７日 有

①・②

http://www.toho.ac.jp/chuko/applicants/guidelines/#guide-t

新中２・新中３
各学年約５名

　２月１９日 　３月　７日 有 　３月　７日 ①・②

①・②

　３月　７日

桐朋女子中学校

各学年約５名 １１月１８日 １２月　１日 有 １２月　１日

恵泉女学園高等学校 https://www.keisen.jp/information/transfer.php

聖ドミニコ学園中学校
https://www.dominic.ed.jp/highschool/entrance/transfer.html

聖ドミニコ学園高等学校

https://www.chofu.ed.jp/material/pdf/guide/transfer_guide_2018.pdf

https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/

http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/j_exam/enter/

https://jhs.swu.ac.jp/admission/transfer/
https://www.matsudo-seitoku.ed.jp/exam/junior_require/
mailto:chukou@toyoeiwa.ac.jp
https://www.misono.jp/common/pdf/2019_tenhennyu.pdf
http://www.midorigaoka.ed.jp/junior/examination/
https://www.yamawaki.ed.jp/
https://www.yjg.y-gakuin.ed.jp/examinees/exam_common/
https://www.toyoeiwa.ac.jp/chu-ko/nyushi/tennyuugaku_hennyuugaku.html
http://www.tokiwamatsu.ac.jp/prospect/index.html
http://www.toho.ac.jp/chuko/applicants/guidelines/
https://www.keisen.jp/
https://www.dominic.ed.jp/highschool/entrance/transfer.html
https://www.chofu.ed.jp/material/pdf/guide/transfer_guide_2018.pdf
https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/j_exam/enter/

