
2021年度　転・編入（帰国生含む）試験実施校一覧　東日本共学校

学校名（東日本共学校） 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(２０２１年度転・編入試験に関するページ） 備考

暁中学校・高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 無 随時 ①・② なし

12月13日 12月13日 中１，中２

3月14日 3月14日 新中２，新中３

アレセイア湘南高等学校 若干名 HPで確認 12月13日 国・数・英 有 12月13日 ①・② http://www.aletheia.ac.jp/h/nyushi/boshu.html 高２

1月7日 1月22日 有 1月25日

2月25日 3月5日 3月8日

1月7日 1月22日 有 1月25日

2月25日 3月5日 3月8日

上野学園中学校 若干名 随時 随時 相談 有 随時 ①・②

上野学園高等学校 若干名 随時 随時 相談 有 随時 ①・②

12月9日 12月16日 12月16日

3月2日 2月8日 2月8日

12月10日 12月22日 12月22日 ② 第３回国際編入試験

3月16日 3月28日 3月28日 ② 第４回国際編入試験

随時 随時 随時 ①・② 随時国際編入試験、転入試験は随時受け付け

12月10日 12月22日 12月22日 第３回国際編入試験

3月16日 3月28日 3月28日 第４回国際編入試験

随時 随時 随時 随時国際編入試験は随時受け付け。高校は転入試験実施せず

佐久長聖中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ③ https://sakuchosei.ed.jp/ch/tennyu/

佐久長聖高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ③ https://sakuchosei.ed.jp/ch/tennyu/

自修館中等教育学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・② https://www.jishukan.ed.jp/examination/pdf/requirement.pdf 試験日は相談のうえ決定。２年生～４年生対象。

品川翔英中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ② 1・2年生男女、3年生女子のみ

品川翔英高等学校 若干名 随時 随時 英語必須（国語・数学1教科）選択 有 随時 ② ２年生のみ

11月25日 12月15日 12月15日

2月18日 3月9日 3月9日
若干名（高１・
高２）

11月25日 12月15日 国・数・英 12月15日

若干名（高１） 2月18日 3月9日 国・数・英 3月9日
②

①

随時 随時 随時 ②

12月4日 12月11日 12月11日

2月24日 3月2日 3月2日

昌平中学高等学校 若干名 随時 随時
国・数・英・面
※高校IBコースは作文も実施

有 随時 ②

西武学園文理中学校 若干名 3月5日 3月11日 国・数・英 有 3月11日 ①・② https://www.bunri-s.ed.jp/about/transferring/

西武学園文理高等学校 若干名 3月5日 3月11日 国・数・英 有 3月11日 ①・② https://www.bunri-s.ed.jp/about/transferring/

聖ヨゼフ学園中学・高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①② https://www.st-joseph.ac.jp/high/exam/move.php

国・数・英 https://www.tamagawa.jp/academy/lower_upper_d/admission/l_incorporation.html （一般クラス）新中2、中3対象

HP参照 https://www.tamagawa.jp/academy/ib/ib_admission/incorporation.html （国際バカロレアクラス）新中2、中3対象

成田高等学校付属中学校 若干名（中2） 3月2日 3月3日 国・数・英 有 3月4日
①・②
（県外または海外からの一家転住に限る）

https://chibashigaku.jp/modules/nyugakunyushi/index.php/tenhen.html
千葉県私立中学高等学校協会HP参照
出願前に要連絡（0476-22-2131）

成田高等学校
若干名（高1・
２）

3月2日 3月3日 国・数・英 有 3月4日
①・②
（県外または海外からの一家転住に限る）

https://chibashigaku.jp/modules/nyugakunyushi/index.php/tenhen.html
千葉県私立中学高等学校協会HP参照
出願前に要連絡（0476-22-2131）

八王子学園八王子中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 要事前問合せ http://www.hachioji.ed.jp/exam/transfer.html

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

12月16日 英・国・数（英・数は英語による出題） https://www.hiroogakuen.ed.jp/infofiles/japanese/202112j-jhs-ag.pdf インターナショナルコースAG

12月17日 英・国・数 https://www.hiroogakuen.ed.jp/infofiles/japanese/202112j-jhs-sghgms.pdf 本科コース／医進・サイエンスコース／インターナショナルコースSG

広尾学園高等学校 若干名 12月3日 12月16日 英・国・数（英・数は英語による出題） 有 12月18日 ② https://www.hiroogakuen.ed.jp/infofiles/japanese/202112j-hs-in.pdf インターナショナルコース

文化学園大学杉並中学・高等学校 随時 随時 随時 国・数・英 有 当日
①・②
（転編入試験は第一希望が条件）

https://bunsugi.jp/admission/tennyu-hennyu/ （転編入試験）

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 https://www.honjo-higashi.ed.jp/junior/exam/pdf/boshu2022-2.pdf 中１・中２対象（中３は１学期まで）

目黒学院中学校 若干名 随時 随時 国語・数学・英語 有 当日 ③要事前相談 中１・中２、要事前相談

12月3日 12月7日 12月7日 中１・中２

3月3日 3月7日 3月7日 新中２・新中３

12月3日 12月7日 12月7日 高１（Super English Courseのみ）

3月3日 3月7日 3月7日 新高２（Super English Courseのみ）

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 中1・中2対象

八千代松陰高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・② 高1・高2対象

横浜翠陵中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・② 高校は募集なし

横浜隼人中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・② 新中２・新中３対象

麗澤中学校 若干名 12月3日 12月11日 国・数・英 有 12月13日 ② https://www.hs.reitaku.jp/junior/movein/ (AEコース)対象学年：1年・2年

国・数・英・理・社 （S特進コース・TKコース）対象学年：1年・2年

国・数・英 （特選コース・SKコース）対象学年：1年・2年
＊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 ©2021 The Yomiuri Shimbun.

② https://www.hs.reitaku.jp/senior/movein/麗澤高等学校 若干名 12月3日 12月11日 有 12月13日

目白研心高等学校 若干名 英語・国語または英語・数学 有 ② https://mk.mejiro.ac.jp/pdf/21_hen.pdf

目白研心中学校 若干名 英語・国語または英語・数学 有 ② https://mk.mejiro.ac.jp/pdf/21_hen.pdf

HP参照

広尾学園中学校 若干名 12月3日 有 12月18日 ②

玉川学園中学部 若干名 1月28日 2月11日 有 2月11日

随時 中学3年生1学期まで

聖徳学園高等学校 若干名 国・数・英 有 高校1年生
①

渋谷教育学園幕張高等学校 有 ①・② https://www.shibumaku.jp/admissions/transfer-2-2/

聖徳学園中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有

渋谷教育学園幕張中学校
若干名（中１・
中２）

国・数・英 有 ①・② https://www.shibumaku.jp/admissions/transfer-2-2/

啓明学園高等学校 若干名
英語型：英、ライティング、日作文
日本語型：国数英
外国語型：外、外作文、日作文

有 ② https://www.keimei.ac.jp/global/jsh/examinee/jsh/

https://www.obirin.ed.jp/admission/transfer/ 中1、中2対象。

啓明学園中学校 若干名
英語型：英、ライティング、日作文
日本語型、転入試験：国数英
外国語型：外、外作文、日作文

有 https://www.keimei.ac.jp/global/jsh/examinee/jsh/

茨城高等学校 若干名 国・数・英 ①（※②は随時相談） https://www.ibaraki-jsh.ed.jp/candidates

桜美林中学校・高等学校 若干名 国・数・英 有 ①・②

http://www.aletheia.ac.jp/jr/nyushi/transfer.html

茨城中学校 若干名 国・数・英 ①（※②は随時相談） https://www.ibaraki-jsh.ed.jp/candidates

アレセイア湘南中学校 若干名 HPで確認 国・数・英 有 ①・②
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