
2021年度　転・編入（帰国生含む）試験実施校一覧　東日本女子校

学校名（東日本女子校） 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(２０２１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 https://www.otsumanakano.ac.jp/admission/transfer/ *要事前相談

大妻中野高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・② https://www.otsumanakano.ac.jp/admission/transfer/ *要事前相談

大妻嵐山中学校 若干名 11月30日 12月4日 総合（国・算） 有 12月4日 ② https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/jr_exam-2-2/ 海外在留期間1年以上

大妻嵐山高等学校 若干名 11月30日 12月4日 総合（国・数） 有 12月4日 ② https://www.otsuma-ranzan.ed.jp/senior_exam-2/ 海外在留期間1年以上

カリタス女子中学高等学校 若干名 11月29日 12月1日 国・数・英or仏 有 12月2日 ①・② https://www.caritas.ed.jp/admission/explain2.html

カリタス女子中学高等学校 若干名 2月25日 3月2日 国・数・英or仏 有 3月3日 ①・② https://www.caritas.ed.jp/admission/explain2.html

北鎌倉女子学園中学校 若干名 12月4日 12月11日 英・国・数
有（保護者
同伴）

12月11日 ①・② 事前相談必要

北鎌倉女子学園高等学校 若干名 12月4日 12月11日 英・日本語作文
有（保護者
同伴）

12月11日 ①・② 事前相談必要

共立女子中学校 25 11月26日 11月28日 国または英と算 無 11月28日
②原則として保護者の海外勤務により、本人が継
続して１年以上海外に在留し、帰国して３年以内
の者（受験日を起算時とする）。

https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/exam/returnee/application/

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 無 随時 ①・② http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/j_exam/enter/ 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3日 12月15日 国・数・英 有 12月16日 ①・②

若干名（新高2） 2月18日 3月9日 国・数・英 有 3月10日 ①・②

随時 随時 自己アピールシート、面接 ② https://www.komajo.ac.jp/jsh/junior/news_jh/news_jh_21016.html

12月6日 12月8日

3月7日 3月9日
12月6日 12月8日
3月7日 3月9日

実践女子学園中学校 若干名 随時 随時
①【転入】　国・数・英・面接
②【編入】　国・英・面接

有 随時 ①・② https://hs.jissen.ac.jp/admission/transfer/index.html
問い合わせは下記メールアドレスへ
hs-tenhen@jissen.ac.jp

実践女子学園高等学校 若干名 随時 随時
①【転入】国・数・英・面接
②【編入】国・英・面接

有 随時 ①・② https://hs.jissen.ac.jp/admission/transfer/index.html
高1・高2対象
hs-tenhen@jissen.ac.jp

湘南白百合学園中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 試験日当日 ② https://chukou.shonan-shirayuri.ac.jp/exam/info 試験日は相談の上決定

昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ①・② https://jhs.swu.ac.jp/admission/transfer/ 高校2年生の3月まで対象

白梅学園清修中学校 若干名 12月22日 12月25日 国・数・英 有 12月25日郵送 ①・② 事前相談が必要

白梅学園清修中学校 若干名 3月19日 3月23日 国・数・英 有 3月23日郵送 ①・② 事前相談が必要

清泉女学院中学高等学校 若干名 未定 １２月・３月 国・数・英 有 未定 ①・②相談により、随時実施する可能性あり。

玉川聖学院中等部 若干名 随時 随時 国・数・英 有 試験日当日 ①・② 欠員がある場合のみ

玉川聖学院高等部 若干名 随時 随時 国・数・英 有 試験日当日 ①・② 欠員がある場合のみ
田園調布学園中等部 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ② https://www.chofu.ed.jp/material/pdf/guide/transfer_guide_2021.pdf 中１～中３の８月まで
田園調布学園高等部 若干名 随時 随時 国・数・英 有 随時 ② https://www.chofu.ed.jp/material/pdf/guide/transfer_guide_2021.pdf 高１～高２の８月まで

東京女学館中学校 若干名 2月16日 3月4日 国・数・英 有 3月4日 ①・② https://tjk.jp/mh/
国際学級新中2
英検準2級以上取得の場合英語試験は免除

12月20日 12月21日 12月21日 ③ 　（一般）問合せ担当者　tajima@tjg.ac.jp

随時 随時 随時 ② 　（帰国生）問合せ担当者　tajima@tjg.ac.jp
12月20日 12月21日 12月21日 ③ 　（一般）問合せ担当者　tajima@tjg.ac.jp
随時 随時 随時 ② 　（帰国生）問合せ担当者　tajima@tjg.ac.jp

A外国語による作文(英語・仏語・独語から
選択)

12月5日 ①・②

B：国・数・英 12月5日 ①・②
A外国語による作文(英語・仏語・独語から
選択)

3月5日 ①・②

B：国・数・英 3月5日 ①・②
A外国語による作文(英語・仏語・独語から
選択)

12月5日 ①・②

B：国・数・英(高１)
　  国・数・英(高2)

12月5日 ①・②

A外国語による作文(英語・仏語・独語から
選択)

3月5日 ①・②

B：国・数・英(新高2)
　  国・数・英(新高3)

3月5日 ①・②

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 https://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 https://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。

若干名 12月15日 12月18日 国・数・英

若干名 3月1日 3月4日 国・数・英

若干名 12月15日 12月18日

若干名 3月1日 3月4日

中村中学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 試験当日 ③ https://nakamura.ed.jp/#Top 要事前相談（まずは電話でお問い合わせください）

中村高等学校 若干名 随時 随時 国・数・英 有 試験当日 ③ https://nakamura.ed.jp/#Top 要事前相談（まずは電話でお問い合わせください）
若干名 11月27日 12月1日 12月1日
若干名 2月26日 3月1日 3月1日

若干名 11月27日 12月1日
A：英語エッセイ・日本語作文
B：国・数・英

12月1日

若干名 2月26日 3月1日
A：英語エッセイ・日本語作文
B：国・数・英

3月1日

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 https://www.misono.jp/common/pdf/tenhennyu.pdf 要事前問い合わせ（kyoumu@misono.jp）

緑ヶ丘女子中学校 若干名 12月13日 12月14日 作文・英語口頭試問 無 12月14日 ③ 要事前相談

三輪田学園高等学校 高２若干名 随時 随時
国・数・英（国内生）
英・日本語作文（帰国生）

有 試験日当日 ①②

山脇学園中学校
若干名　　　（新
中2と中3）

随時 随時 国・数・英・作文（日本語） 有 随時 ② https://www.yamawaki.ed.jp/exam/transfer/
試験日は面談の上決定。ただし2022年3月18日まで。編入希望者は、面談の際
校内見学などをすることができる。

＊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.

富士見丘高等学校 有 ①・② https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/returnees/moving-application 帰国生の試験日は、事前の相談により変更可能

高１・高２対象

富士見丘中学校
A：英語エッセイ・日本語作文
B：国・数・英

有 ①・② https://www.fujimigaoka.ac.jp/exam/returnees/moving-application 帰国生の試験日は、事前の相談により変更可能

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

有 試験当日 ①・② https://tokiwamatsu.ac.jp/exam_info/

トキワ松学園中学校 有 試験当日 ①・② https://tokiwamatsu.ac.jp/exam_info/ 中１・中２対象

桐朋女子高等学校

高1，高2
各約5名

11月24日 12月5日

有 https://chuko.toho.ac.jp/applicants/guidelines/#guide-t

新高２，新高３
各約5名

2月19日 3月5日

桐朋女子中学校

各学年約5名 11月24日 12月5日

有 https://chuko.toho.ac.jp/applicants/guidelines/#guide-t

新中２，新中３
各約5名

2月19日 3月5日

東京女子学院中学校 若干名 国.・算・英より2科 有 https://www.tjg.ac.jp/

東京女子学院高等学校 若干名 国・数・英 有 https://www.tjg.ac.jp/

①・特別な理由がある場合 https://www.komajo.ac.jp/jsh/junior/tenhen.html

駒沢学園女子高等学校 若干名 国・数・英 有 試験当日 ①・②・特別な理由がある場合 https://www.komajo.ac.jp/jsh/senior/tenhen.html

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

駒沢学園女子中学校 若干名 有 試験当日
国・数・英
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