
掲載内容については必ず各校にご確認ください。

所在地 情報取得日 募集対象 日程等

（私）暁星国際学園小学校 共学  千葉県　木更津市 2014/5/19 1～6年 ‣2013年度は7月、12月、3月に実施

（私）国府台女子学院小学部 女子  千葉県　市川市 2014/5/19 -
‣欠員が発生した場合、編入試験を実施（2013年度2月実施）
 帰国子女の場合は随時

（私）光風台三育小学校 共学  千葉県　市原市 2014/5/19 － ‣転入については、随時ご相談に応じております。

（私）昭和学院小学校 共学  千葉県　市川市 2014/6/9 －
‣欠員の生じている学年のみの募集
　(2012年度は2月、2013年度は7月、12月、3月実施）

（私）聖徳大学附属小学校 共学  千葉県　松戸市 2014/5/19 － ‣現1年～現3年に関しましては、電話でお問い合わせください。

（私）千葉日本大学第一小学校 共学  千葉県　船橋市 2014/6/9 1～5年

‣願書受付：2014年7月10日(木)～18日(金)
‣試　　験：2014年7月19日(土)
　　　　　　　国語・算数・運動・面接（4年以上は+社会）
‣合格発表：2014年7月19日(土)　郵送
‣転入学日：2014年9月

‣欠員の生じた学年を対象に実施
　（2013年度は7月、2月実施）

（私）成田高等学校付属小学校 共学  千葉県　成田市 2014/6/9 - ‣編入試験は欠員の生じた場合のみ実施。

（私）日出学園小学校 共学  千葉県　市川市 2014/5/19

2～5年
若干名

※第3回のみ
1年可

第2回
‣願書受付：2014年11月21日(金)締切
‣試　　験：2014年12月6日(土)
　　　　　　　国語・算数・面接(児童及び保護者)
‣転入学日：2014年度3学期

第3回
‣願書受付：2015年2月6日(金)締切
‣試　　験：2015年2月21日(土)
　　　　　　　国語・算数・面接(児童及び保護者)
‣転入学日：2015年度1学期

学校

http://primary.gis.ac.jp/primary/pr_info_admission/
http://www.konodai-gs.ac.jp/elementary/examinee.html
http://www.saniku.ac.jp/kofudai/tennyu.html
http://www.showagakuin.jp/nyuushi/tennyu.html
http://www.seitoku.jp/shogaku/school_entry/examination.html
http://www.nichidai-sho.ed.jp/03entrance/03admission.html
http://www.narita.ac.jp/ps/
http://www.hinode.ed.jp/element/admission/tennyu.html


掲載内容については必ず各校にご確認ください。

所在地 情報取得日 募集対象 日程等学校

（私）青山学院初等部 共学  東京都　渋谷区 2014/5/19 －
‣編入試験は新3年生～新5年生の欠員が出たときに実施（1月頃発表）。
なお、海外からの帰国子女を受け入れる特別の枠は無し。
‣2012年度は2月に新5年を募集

（私）小野学園小学校 共学  東京都　品川区 2014/6/9 －
‣欠員が生じた場合に実施(1～3年生)。詳細は学校へお問い合わせくださ
い。

（私）川村小学校 女子  東京都　豊島区 2014/5/19 － ‣転編入を希望される方は、入試広報室までお問い合わせください。

（私）暁星小学校 男子  東京都　千代田区 2014/5/19 －
‣欠員の生じた学年を対象に実施
　（通常、1月中旬願書受付、2月試験。国語・算数・面接）

（私）国立音楽大学附属小学校 共学  東京都　国立市 2014/9/10 －

‣願書受付：2014年6月30日(月)～7月11日(金)
‣試　　験：2014年7月17日(木)
　　　　　　　国語・算数・作文・音楽・音楽実技・保護者面接
‣合格発表：2014年7月18日(金)　郵送
‣入学手続：2014年7月23日(水)
‣転入学日：2014年9月

‣欠員の生じた学年を対象に実施
　（2013年度7月、2月実施)

（私）国立学園小学校 共学  東京都　国立市 2014/6/9 現2,3年

‣願書配布：2014年6月2日(月)～7月1日(火)
‣願書受付：2014年6月24日(火)～7月1日(火)
‣試　　験：2014年7月13日(日)
　　　　　　　国語・算数・面接（児童・保護者別に実施）
‣合格発表：2014年7月13日(日)　事務局窓口にて手渡し
‣転入学日：2014年9月

‣欠員があった場合のみ実施
　(2012年度は7月・3月、2013年度は７月に実施)

（私）国本小学校 共学  東京都　世田谷区 2014/6/9 － ‣編入試験は1～5年生の欠員が生じた場合のみ実施。帰国子女も同様。

http://www.age.aoyama.ed.jp/admission/transfer_test.html
http://www.onogakuen.jp/syo/01top/index.html
http://www.kawamura.ac.jp/syougaku/syou_index.html
http://www.gyosei-e.ed.jp/newhp/pages/nyushi.htm
http://www.onsho.ed.jp/nyugaku00.html
http://www.kunigaku.ac.jp/elementary/nyuugaku/hennyuu.html
http://www.kunimoto.ed.jp/es/index.htm


掲載内容については必ず各校にご確認ください。

所在地 情報取得日 募集対象 日程等学校

（私）慶應義塾幼稚舎 共学  東京都　渋谷区 2014/5/19 － ‣転・編入学制度なし。

（私）啓明学園初等学校 共学  東京都　昭島市 2014/5/19 －
‣欠員の生じた学年を対象に実施
　（2013年度2月実施）

（私）光塩女子学院初等科 女子  東京都　杉並区 2014/6/9 －
‣欠員があれば編入試験を行う場合があります。詳細は学校にお問い合わ
せください。（2012年度は3月、2013年度は7月、3月に実施）

（私）晃華学園小学校 共学  東京都　調布市 2014/9/10
欠員の出た

学年
2015.1決定

‣願書配布：2015年1月13日(火)～
‣願書受付：2015年1月26日(月)～1月30日(金)
‣試　　験：2015年2月14日(土)
　　　　　　　国語・算数・作文・行動観察・保護者面接
‣合格発表：2015年2月14日(土)　電話にて
‣入学手続：2015年2月16日(月)
‣転入学日：2015年4月

‣欠員が生じた場合のみ、７月と2月に転編入試験実施（2012年は11月に
も実施。）
‣事前登録した場合、日程等連絡あり(はがきにて登録、毎年更新)

（私）自由学園初等部 共学  東京都　東久留米市 2014/6/9 1～5年

‣願書受付：2014年7月1日(火)～10日(木)
‣試　　験：2014年7月26日(土)
　　　　　　　国語・算数・体育・面接
‣合格発表：2014年7月26日(土)　速達にて通知
‣入学手続：2014年7月29日(火)
‣転入学日：2014年9月

‣備　　考：各学期末に実施

（私）淑徳小学校 共学  東京都　板橋区 2014/6/9 －
‣欠員があった場合のみ7月、12月、3月に実施
 詳しくは、前月末までにお問い合わせのうえ、お手続きください。
　(2012年度は3月・6月、2013年度は７月に実施)

http://www.yochisha.keio.ac.jp/index.html
http://www.keimei.ac.jp/primary/
http://shotouka.koen-ejh.ed.jp/tennhennnyuu.html
http://www.kokagakuen.ac.jp/kokasho/admission/guideline/
http://www.jiyu.ac.jp/elementary/elementary_d2.html
http://www.es.shukutoku.ac.jp/


掲載内容については必ず各校にご確認ください。

所在地 情報取得日 募集対象 日程等学校

（私）聖徳学園小学校 共学  東京都　武蔵野市 2014/6/9 －
‣転入・編入は欠員が生じた場合実施
‣転勤等で入学・編入学をお考えの方はお問い合わせ下さい。また、見学
のご希望がありましたらご連絡下さい。

（私）昭和女子大附属昭和小学校 共学  東京都　世田谷区 2014/5/19
新2,3,4年
若干名

‣学年末に定員に空きがある場合、新2･3･4年については編入試験を実施

（私）白百合学園小学校 女子  東京都　千代田区 2014/5/19 －
‣詳細は12月発表
‣2012年度、2013年度は1月に実施（12月上旬願書配布）

（私）聖学院小学校 共学  東京都　北区 2014/5/19 －
‣欠員があった場合のみ実施。転入学ご希望の方はご登録ください。登録
者のみ対象。

（私）成蹊小学校 共学  東京都　武蔵野市 2014/6/9 －
‣詳細は1月上旬に発表
‣欠員が生じた場合に実施（2012年度、2013年度は3月に実施。1月下旬願
書配布開始）

（私）成城学園初等学校 共学  東京都　世田谷区 2014/9/10 － ‣欠員が生じた場合に実施（2012年度後期 9月実施）

（私）聖心女子学院初等科 （2nd Stage） 2014/5/19
新5年
約24名

‣願書販売：2014年6月2日(月)～12月17日(水)
‣願書受付：2014年12月15日(月)～17日(水)
‣試　　験：2015年1月17日(土)
　　　　　　　国語・算数・作文、志願者及び保護者面接
‣合格発表：2015年1月19日(月)
‣入学手続：2015年1月20日(火)
‣転入学日：2015年4月

女子  東京都　港区

http://www.shotoku.com/elementary/s_index.html
http://es.swu.ac.jp/
http://www.shirayuri-e.ed.jp/test/index.html
http://www.seig.ac.jp/prim/bosyuu.html
http://elementary.seikei.ac.jp/tabid/103/Default.aspx
http://www.seijogakuen.ed.jp/shoto/nyushi/
http://www.tky-sacred-heart.ed.jp/syotouka/bosyuu/5nen/


掲載内容については必ず各校にご確認ください。

所在地 情報取得日 募集対象 日程等学校

（私）聖心女子学院初等科 （各学年） 2014/6/9 －

‣転編入試験は、欠員が生じたときのみ実施。実施するときは、ホーム
ページ等で発表。
‣転編入試験受験条件
　(1)初等科入学試験当日に、遠隔地に在住し、受験することができな
かった場合
　　①外国に在住していた。
　　②東京地方（東京都または周辺地区）以外に在住していた。
　　　※ ②で現在私立学校に在籍している場合、学校長の推薦書が必要
です。
　(2)通学時間は１時間以内。
‣その他、詳細は転・編入試験実施時に発表します。

（私）聖ドミニコ学園小学校 共学  東京都　世田谷区 2014/9/10 1～4年

‣願書配布：2014年6月2日(月)～
‣願書受付：2014年6月17日(火)～27日(金)
‣試　　験：2014年7月5日(土)
　　　　　　　国語・算数・作文・親子面接(事前実施)
‣合格発表：2014年7月5日(土)　電話
‣入学手続：2014年7月7日(月)
‣転入学日：2014年9月

‣欠員が生じた場合に実施。2013年度は12月・3月実施

（私）星美学園小学校 共学  東京都　北区 2014/5/19 － ‣随時受け付けております。詳しくは学園にお問い合わせください。

（私）清明学園初等部 共学  東京都　大田区 2014/5/19 1～5年
‣希望される方は、事務に連絡して願書を提出し、登録を行ってくださ
い。
‣試　　験：国語・算数・面接、健康診断書提出

（私）玉川学園小学部 共学  東京都　町田市 2014/9/10
新1～6年
若干名

‣説 明 会：2015年1月16日(金)※要予約
‣願書配布：2015年1月16日(金)～
‣願書受付：2015年1月22日(木)～2月2日(月)
‣試　　験：2015年2月11日(水祝)
　　　　　　　国語・算数・親子面接
‣合格発表：2015年2月11日(水)　電話
‣入学手続：2015年2月16日(月)消印有効
‣転入学日：2015年4月

‣2012年度、2013年度は2月実施

女子  東京都　港区

http://www.tky-sacred-heart.ed.jp/syotouka/bosyuu/123nen/
http://www.dominic.ed.jp/elementary/information/
http://www.el.seibi.ac.jp/el/qa/
http://www.seimei-gakuen.ed.jp/guidance/elementary_summary/
http://www.tamagawa.jp/academy/elementary_d/admission/guide.html


掲載内容については必ず各校にご確認ください。

所在地 情報取得日 募集対象 日程等学校

（私）帝京大学小学校 共学  東京都　多摩市 2014/5/19
現1～4年
若干名

‣試　　験：2014年7月26日(土)
　　　　　　　国語・算数・親子面接

（私）田園調布雙葉小学校 女子  東京都　世田谷区 2014/5/19 － ‣2012年度、2013年度は1月実施（新3,5年。12月中旬願書受付締切）

（私）東京三育小学校 共学  東京都　練馬区 2014/5/19 － ‣詳細は入試試事務室へ

（私）東京女学館小学校 女子  東京都　渋谷区 2014/6/9 －
‣欠員が生じたときのみ実施(3月)。
‣2011年3月実施(新5年)、2012年度なし、2013年度なし

（私）東京都市大学付属小学校 共学  東京都　世田谷区 2014/9/10 －
‣編入試験は欠員が生じた場合に実施(学期末)
‣2012年度7月・12月、2013年度は7月・12月・3月実施

（私）桐朋小学校 共学  東京都　調布市 2014/9/10 －

‣欠員があるときのみ男女別で募集します。
　9月入学　6月中旬有無発表　7月5日(土)試験
　4月入学　1月下旬有無発表　2月21日(土)試験
　（2013年度は７月実施）
‣学園受付にて「希望カード」記入可能

（私）桐朋学園小学校 共学  東京都　国立市 2014/5/19 1～5年
‣欠員が生じた場合のみ、転入編入試験を行います。(6年除く)
‣希望者は学校へ問合せ

（私）東洋英和女学院小学部 女子  東京都　港区 2014/5/19 －
‣新3年・新5年に欠員が生じた際に、11月下旬にお知らせいたします。
‣2012年度は編入試験実施せず。2013年度は12月上旬出願締め切り、1月
試験。国語・算数・保護者面接

http://www.teikyo-u.ac.jp/elementary/exam.html
http://www.denenchofufutaba.ed.jp/admissions/elementary2.html
http://www.tokyosaniku.ed.jp/entrance.html
http://www.schoolweb.ne.jp/swas/index.php?id=1310010
http://www.tcu-elementary.ed.jp/04nyugakuannai/tennyu.html
http://www.toho.ac.jp/shogakko/exam/transfer.html
http://www.tohogakuen-e.ed.jp/exam/transfer.html
http://www.toyoeiwa.ac.jp/shogaku/exam/exam3.html


掲載内容については必ず各校にご確認ください。

所在地 情報取得日 募集対象 日程等学校

（私）トキワ松学園小学校 共学  東京都　目黒区 2014/6/9
2～5年
若干名

第2回
‣願書受付：2015年2月19日(水)～27日(木)
‣試　　験：2015年2月28日(金)
　　　　　　　国語・算数・保護者面接
‣合格発表：2015年2月28日(金)
‣入学手続：2015年3月1日(土)
‣転入学日：2015年度1学期

‣7月・9月に実施

（私）新渡戸文化小学校 共学  東京都　杉並区 2014/5/19 －
‣各学年に欠員がある場合に限り、学期途中での募集を行っております。
募集時期等については新渡戸文化小学校のメール配信「なかよしネット
(登録要)」で行っております。

（私）日本女子大学 附属豊明小学校 女子  東京都　文京区 2014/9/10 －
‣欠員が生じた場合に、転入学試験を行うことになりました。
 欠員が無い場合は転入学試験は行いません。
（2013年度は7月、2月実施。国語・算数・親子面接）

（私）文教大学附属小学校 共学  東京都　大田区 2014/6/9 － ‣編入については学年36人を切った時点で編入試験を行います。

（私）宝仙学園小学校 共学  東京都　中野区 2014/9/10 －

‣7月・12月・3月を予定
‣欠員のある学年のみ実施。編入試験の一ヶ月ほど前に実施する学年がわ
かります。
‣詳細は教頭に問合せください。

（私）明星学園小学校 共学  東京都　三鷹市 2014/5/19 －
‣転入試験は学年に欠員が生じた場合のみ行っています。詳細は教務事務
局へお問い合わせください。

（私）むさしの学園小学校 共学  東京都　府中市 2014/6/9 －
‣欠員がある場合、若干名の募集を行います。欠員の有無は事務室までお
問い合わせください。

http://www.tokiwamatsu.ed.jp/move
http://el.tokyobunka.ac.jp/bunkashou/index.html
http://www.jwu.ac.jp/elm/exam/transfer_test.html
http://www.bunkyo.ac.jp/bkshogak/
http://www.hosen.jp/guidance/admission.html
http://www.myojogakuen.ed.jp/elementary_school/admission_info/move_in
http://www.musashino-gakuen.com/index.html


掲載内容については必ず各校にご確認ください。

所在地 情報取得日 募集対象 日程等学校

（私）武蔵野東小学校 共学  東京都　武蔵野市 2014/9/10 未定

‣願書配布：2015年1月26日(月)～2月4日(水)
‣願書受付：2015年1月26日(月)～2月4日(水)
‣試　　験：2015年2月21日(土)
　　　　　　 国語・算数・運動・保護者面接

‣募集学年についてはお問い合わせください。
‣2012年度、2013年度は2月実施（国語・算数・運動・保護者の面接）

（私）明星小学校 共学  東京都　府中市 2014/5/19 －

‣転編入試験につきましては、小学校にお問い合わせください。
 お問い合わせ：【電話】　042－368－5119
　 　　　　　：【メールアドレス】info_e@es.meisei.ac.jp
　　　　　　　  担当　古賀　博（こが　ひろし）
 
‣詳細は学校へご連絡ください。（2012年度、2013年度は1月実施）

（私）目黒星美学園小学校 共学  東京都　目黒区 2014/6/9 1～5年

‣願書配布：2014年6月23日(月)～7月4日(金)
‣願書受付：2014年6月27日(金)～7月4日(金)
‣試　　験：2014年7月5日(土)
　　　　　　 国語、算数、保護者・児童の面接
‣合格発表：2014年7月5日(土)
‣入学手続：2014年7月7日(月)

‣編入試験は欠員が生じた場合のみ実施。詳細は学校へお問合せくださ
い。（2013年度は7月24日実施済）

（私）立教小学校 男子  東京都　豊島区 2014/6/9 － ‣2012年度は6月21日（木）に、願書受付を終了しました。

（私）立教女学院小学校 女子  東京都　杉並区 2014/9/10 －

‣欠員が生じた場合のみ毎年3月下旬と8月上旬に転編入学試験を行いま
す。転入を希望される方は、2月20日以降及び6月20日以降に欠員の有無
を小学校事務部にお問い合わせください。
（2013年度は8月1日に実施）

（私）和光小学校 共学  東京都　世田谷区 2014/5/19 －
‣欠員が生じたときに随時、編入試験を行います。希望の方は窓口に「編
入希望用紙」がありますので、それに記入の上登録してください。

http://www.musashino-higashi.org/sho_bo.htm
http://www.meisei.ac.jp/es/notify/hennyu.html
http://www.meguroseibisho.ed.jp/index.html
http://prim.rikkyo.ac.jp/entrance/
http://es.rikkyojogakuin.ac.jp/admission/transfer.html
http://www.wako.ed.jp/e/faq/index.html


掲載内容については必ず各校にご確認ください。

所在地 情報取得日 募集対象 日程等学校

（私）早稲田実業学校初等部 共学  東京都　国分寺市 2014/5/19 － ‣転・編入学制度なし。

（私）浦和ルーテル学院初等部 共学  埼玉県　さいたま市 2014/5/19 －

8月試験
‣願書受付：2014年7月17日(木)～25日(金)
‣試　　験：2014年8月1日(金)

1月試験
‣願書受付：2015年1月8日(木)～16日(金)
‣試　　験：2014年1月17日(土)

‣詳細は、学院までお問い合わせください。帰国子女は随時。

（私）開智小学校（総合部） 共学  埼玉県　さいたま市 2014/9/10 - ‣2013年度は12月実施。国語・算数・受験生面接(・英語）

（私）さとえ学園小学校 共学  埼玉県　さいたま市 2014/5/20 －

26年度
‣説 明 会：2014年6月7日(土) WEBより予約要
‣試　　験：2014年7月13日(日)

27年度
‣説 明 会：2014年12月5日(金)
‣試　　験：2015年1月18日(日)

‣2013年度は7月、1月に実施。国語・算数・親子面接・運動（・現3年は
理科・社会)

（私）西武学園文理小学校 共学  埼玉県　狭山市 2014/5/20 －
‣不定期に転入生を募集
‣ホームページより事前登録後、募集時に連絡あり

（私）星野学園小学校 共学  埼玉県　川越市 2014/6/9 －
‣受験を希望される方は、予め事務室(049-227-5588)までご連絡をいただ
き、必ず、転編入学説明会・施設見学にご出席ください。
‣2012年度は3月、2013年度は7月、12月に実施、2014年度は7月に実施

http://www.wasedajg.ed.jp/e/index.html
http://www.uls.ed.jp/entrance/index.html
http://www.kaichigakuen.ed.jp/sougoubu/entrance/entranceexam01.html
http://www.satoe.ed.jp/school_guidance/index.html
http://www.seibubunri-es.ed.jp/entrance/trance/post-2.html
http://www.hoshinogakuen.ed.jp/hes/nyugaku/tenhennyu.html


掲載内容については必ず各校にご確認ください。

所在地 情報取得日 募集対象 日程等学校

（私）江戸川学園取手小学校 共学  茨城県　取手市 2014/6/9 現2年

第1回
‣試　　験：2014年7月26日(土)
‣転入学日：2014年10月

第2回
‣試　　験：2015年1月31日(土)
‣転入学日：2015年4月

‣ペーパーテスト・行動観察・親子面接による総合判定
‣出願期間や面接、合格発表の日程などは、後日ホームページにてお知ら
せいたします。

（私）リリーベール小学校 共学  茨城県　水戸市 2014/9/10 1～4年

‣4年生までの編入学も募集しています。
‣編入学に関してのご質問は、 お電話やFAX、ホームページからお問い合
わせください。

‣2012年度は3回実施(国語・算数・体育・親子面接)

（私）大西学園小学校 共学  神奈川県　川崎市 2014/6/9 － ‣転入学希望の相談も対応。学校見学、入学相談随時。

（私）鎌倉女子大学初等部 共学  神奈川県　鎌倉市 2014/5/20 現2～5年

‣学期末編入試験
‣願書配布：2014年6月23日(月)～7月4日(金)
‣願書受付：2014年7月7日(月)～11日(金)
‣試　　験：2014年7月19日(土)
　　　　　　 国語・算数・行動テスト・親子面接・個別面接
‣合格発表：2014年7月19日(土) 電話
‣入学手続：2014年7月31日(木)
‣転入学日：2014年9月

‣欠員がある場合に限り、本年度は1学期末および3学期末に実施予定。
 2013年2月実施

（私）カリタス小学校 共学  神奈川県　川崎市 2014/5/20
現1年

欠員あり

‣1～5年生で欠員がある場合実施。但し、男子は欠員の有無にかかわらず
随時実施。当該学年に欠員のない場合は、「転編入希望登録」手続き可
能(4月に登録更新要)
‣試験：7月・12月・3月（年3回）
　　　　　　　国語・算数・面接(本人、父母)

http://es.e-t.ed.jp/pboshu.html
http://www.lilyvale.ed.jp/entry/incorporation.html
http://www.onishi-elementarys.com/index.html
http://www.kamakura-u.ac.jp/elementary/nyushi.html
http://caritas.or.jp/es/youkou.html


掲載内容については必ず各校にご確認ください。

所在地 情報取得日 募集対象 日程等学校

（私）関東学院小学校 共学  神奈川県　横浜市 2014/5/20 1～5年

‣1～5年生の受け入れ枠に余裕がある学年について、2015年1月31日(土)
に試験を実施します。
※詳しくは学校にお問い合せください。
‣2013年度は2月実施

（私）関東学院六浦小学校 共学  神奈川県　横浜市 2014/5/20
2～5年
若干名

前期転入試験
‣2014年7月22日(火)

後期転入試験
‣2015年1月17日(土)

（私）函嶺白百合学園小学校 女子  神奈川県　足柄下郡 2014/5/20 －
‣願書受付：2014年6月23日(月)～7月1日(火)
‣試　　験：2014年7月5日(土)
‣転入学は、随時ご相談ください。

（私）相模女子大学小学部 共学  神奈川県　相模原市 2014/9/10 1,3～5年

‣願書受付：2014年6月2日(月)～7月18日(金)
‣試　　験：2014年7月28日(月)
　　　　　　　国語・算数・面接
‣合格発表：2014年7月28日(月)　電報
‣入学手続：2014年7月29日(火)
‣登録方法などのお問い合わせは学校に連絡

‣2012年度は2月、2013年度は7月、2月実施

（私）シュタイナー学園初等部 共学  神奈川県　相模原市 2014/5/20
新2～6年
若干名

‣欠員がある場合に限り実施。学園事務局にお問い合せください。
‣事前の「勉強会」参加者に願書配布

（私）湘南学園小学校 共学  神奈川県　藤沢市 2014/9/10
新2～4年
若干名

‣2年生～4年生の募集があります。2014年7月25日現在

‣第１学年～第５学年定員に欠員が生じた場合、各学期末に実施。
‣試験：国語・算数・児童面接・保護者面接
‣詳細は、事務局にお問い合わせください。
（2013年度7月実施）

http://es.kanto-gakuin.ac.jp/guide/
http://www.kgm.ed.jp/es/enter/
http://www.kanrei-shirayuri.ed.jp/p/
http://www.sagami-wu.ac.jp/sho/tennyu.html
http://www.steiner.ed.jp/recruit/
http://www.shogak.ac.jp/elementary/tennyu


掲載内容については必ず各校にご確認ください。

所在地 情報取得日 募集対象 日程等学校

（私）湘南白百合学園小学校 女子  神奈川県　藤沢市 2014/9/10 新2年生

‣説 明 会：2014年11月18日(火)
‣願書配布：2014年11月18日(火)～12月5日(金)
‣願書受付：2014年12月1日(月)～12月5日(金)
‣面　　接：2014年12月13日(土)
‣試　　験：2014年12月20日(土)
　　　　　　 国語・算数
‣合格発表：2014年12月20日(土)速達郵送
‣入学手続：2014年12月24日(水)

‣転入試験は欠員の生じた場合のみ実施
‣HP以外にブログでも情報発信あり。
　http://netty.typepad.jp/topics/

（私）精華小学校 共学  神奈川県　横浜市 2014/9/10 1～5年
‣転(編)入学試験は名簿登録制(WEBにて登録)。小学1年生～5年生
(ただし、神奈川・東京の私立小学校在籍児童はのぞきます)
‣試　　験：国語・算数・保護者面接

（私）聖セシリア小学校 共学  神奈川県　大和市 2014/9/10
1～4年
若干名

‣願書配布：2014年9月1日(月)～
‣願書受付：2014年11月18日(火)～11月19日(水)
‣試　　験：2014年11月28日(金)
　　　　　　　国語・算数・作文・面接（児童のみ・親子2回実施）
‣合格発表：2014年11月28日(金)　郵送(速達)
‣入学手続：2014年12月1日(月)
‣転入学日：2015年1月

‣2012年度は3月実施、2013年度は7月・11月実施、2014年度は7月実施

（私）清泉小学校 共学  神奈川県　鎌倉市 2014/5/20
2～5年
若干名

‣願書受付：2014年7月1日(水)～14日(金)
‣試　　験：2014年7月19日(土)
　　　　　　 国語・作文・算数・面接
‣合格発表：2014年7月22日(火) 学校受付にて手渡し
‣入学手続：2014年7月23日(水)
‣転入学日：2014年9月

‣2013年度7月、2月実施

http://www.shonan-shirayuri.ac.jp/syougakkou/
http://www.seika-net.ed.jp/admission/transfer.html
http://www.st-cecilia-e.ed.jp/nyuugaku/yoko.html
http://www.seisen-e.ac.jp/entrance/index.html


掲載内容については必ず各校にご確認ください。

所在地 情報取得日 募集対象 日程等学校

（私）聖マリア小学校 共学  神奈川県　逗子市 2014/5/20 現1～4年 ‣編入を受け付けています。入学をお考えの方は学校へご連絡ください。

（私）聖ヨゼフ学園小学校 共学  神奈川県　横浜市 2014/5/20 現1～4年
‣希望される方は、事務に連絡いただき登録を行ってください。
‣考査実施時期欠員があった場合に随時連絡し実施
‣試　　験：国語・算数・三者面談（4年生はプラス理科・社会）

（私）洗足学園小学校 共学  神奈川県　川崎市 2014/5/20 －
‣転編入学試験要項は2015年2月に決定して本ＨＰ上にてお知らせしま
す。
（2012年度は新2、3年募集）

（私）捜真小学校 共学  神奈川県　横浜市 2014/5/20
2年

若干名
‣希望される方は、事務に連絡いただき登録を行ってください。
‣欠員があった場合に連絡

（私）桐蔭学園小学部 共学  神奈川県　横浜市 2014/5/20 －
‣桐蔭学園小学部では、転勤等により児童に欠員が生じた場合、転・編入
試験を行うことがあります。
‣転入希望者はHP内「転入学登録フォーム」登録要

（私）桐光学園小学校 共学  神奈川県　川崎市 2014/5/20 －
‣編入試験の希望者は、予め書類を提出し登録(4月に登録更新要）
‣欠員が発生した場合，編入試験を実施(登録者に連絡)
‣2013年3月実施。国語・算数・面接(児童・保護者)

（私）平和学園小学校 共学  神奈川県　茅ヶ崎市 2014/5/20
現1～5年
若干名

第1回
‣願書受付：2014年6月30日(月)締切
‣試　　験：2014年7月10日(木)

第2回
‣願書受付：2014年11月28日(金)締切
‣試　　験：2014年12月9日(火)

第3回
‣願書受付：2015年3月2日(月)締切
‣試　　験：2015年3月11日(水)

‣欠員のある学年に限り実施（国語・算数・運動・面接）

http://www.ne.jp/asahi/zushi/maria/pg104.html
http://www.st-joseph.ac.jp/primary/tenhennyu.html
http://www.senzoku.ed.jp/admission/guidelines.html
http://www.soshin.ac.jp/primary/page/nyushi_guide.html
http://toin.ac.jp/ele/exam/to-entryform/
http://www.tokoes.com/nyushiinfo/hennyu.html
http://www.aletheia.ac.jp/s/guide/nyugaku.html


掲載内容については必ず各校にご確認ください。

所在地 情報取得日 募集対象 日程等学校

（私）森村学園初等部 共学  神奈川県　横浜市 2014/5/20
4年
2名

‣転編入試験は、定員に空きが生じた場合に、各学期該当学年においての
み実施

1学期
‣願書配布：2014年5月28日(水)～
‣願書受付：2014年6月9日(月)～11日(水）
‣試　　験：2014年6月18日(水)
　　　　　　　国語・算数・面接（児童、保護者）
‣転入月日：2014年9月

2学期
‣願書配布：2014年10月下旬～
‣願書受付：2014年11月12日(水)～14日(金）
‣試　　験：2014年11月26日(水)
　　　　　　　国語・算数・面接（児童、保護者）
‣転入月日：2015年1月

3学期
‣願書配布：2015年1月下旬～
‣願書受付：2015年2月4日(水)～6日(金）
‣試　　験：2015年2月18日(水)
　　　　　　　国語・算数・面接（児童、保護者）
‣転入月日：2015年4月

（私）横須賀学院小学校 共学  神奈川県　横須賀市 2014/9/10
1～5年
若干名

‣願書受付：2014年9月8日(月)～24日(水）
‣試　　験：2014年9月27日(土)
　　　　　　　国語・算数・知能テスト・面接（児童、保護者）
‣合格発表：2014年9月28日(日)速達郵送
‣入学手続：2014年9月29日(月)～30日(火)
‣転入月日：2014年度後期

‣前期末と後期末に、学級定員に余裕がある場合は転入学試験を実施致し
ます。今年度は、期末転入学試験（１～４年生対象）は3月7日(土)に実
施の予定です。
　ご検討される方は学校をご案内いたしますので、ホームページ上の
「フォーム」もしくはお電話にて、お問い合わせ下さい。

（私）横浜英和小学校 共学  神奈川県　横浜市 2014/9/10
1～5年生
若干名

‣随時実施（日程調整の上、決定。2012年度は2月に実施）
‣筆記試験・面接（保護者の面接もあります。）

http://www.morimura.ed.jp/examination/guide.html
http://www.yokosukagakuin.ac.jp/primary/primary.html
http://www.yokohama-eiwa.ac.jp/shougakkou/examination/index.html


掲載内容については必ず各校にご確認ください。

所在地 情報取得日 募集対象 日程等学校

（私）横浜三育小学校 共学  神奈川県　横浜市 2014/5/20 － ‣随時、個別に学校説明をしております。お電話にてご予約ください。

（私）横浜雙葉小学校 女子  神奈川県　横浜市 2014/5/20
現2年
若干名

‣願書販売：2014年11月4日(火)～12月19日(金)
‣願書受付：2015年1月7日(水)
‣試　　験：2015年2月3日(火)　※面接は1月中旬
　　　　　　　国語・算数・運動・面接
‣合格発表：速達簡易書留
‣入学手続：2014年2月5日(木)、6日(金)

‣2013年度は2月実施(願書販売11月～）

（私）山梨学院大学附属小学校 共学  山梨県　甲府市 2014/5/20 －
‣編入学試験は、欠員が出た場合のみ実施しています。
 詳細につきましてはお問い合わせください。

（国）千葉大学教育学部附属小学校 共学  千葉県　千葉市 2014/5/20 － ‣帰国児童(4～6年)

（国）お茶の水女子大学附属小学校 共学  東京都　文京区 2014/5/20 － ‣帰国子女は4年生～6年生に欠員が生じた場合のみ募集あり。

（国）筑波大学附属小学校 共学  東京都　文京区 2014/5/20 － ‣編入の受け入れ無し

（国）東京学芸大学附属世田谷小学校 共学  東京都　世田谷区 2014/5/20 － ‣編入試験・帰国子女受入れともに実施せず。

（国）東京学芸大学小金井小学校 共学  東京都　小金井市 2014/5/20 － ‣編入の受け入れ無し

（国）東京学芸大学附属大泉小学校 共学  東京都　練馬区 2014/5/20 － ‣海外生活経験児童のみ編入試験あり

（国）東京学芸大学附属竹早小学校 共学  東京都　文京区 2014/5/20 － ‣編入、帰国子女の受け入れ無し

（国）横浜国立大学附属横浜小学校 共学  神奈川県　横浜市 2014/5/20 － ‣帰国児童のみ

http://www.yokohama-san-iku.ed.jp/index.html
http://www.y-futaba-e.ed.jp/
http://www.yges.ed.jp/index.html
http://www.el.chiba-u.jp/
http://www.fs.ocha.ac.jp/
http://www.elementary-s.tsukuba.ac.jp/
http://www.setagaya-es.u-gakugei.ac.jp/
http://www.u-gakugei.ac.jp/~kanesyo/index.html
http://www.es.oizumi.u-gakugei.ac.jp/
http://www.u-gakugei.ac.jp/~takesyo/tyousa.html
http://yokosyo.sakura.ne.jp/entrance/index.html


掲載内容については必ず各校にご確認ください。

所在地 情報取得日 募集対象 日程等学校

（国）茨城大学附属小学校 共学  茨城県　水戸市 2014/5/20 － ‣欠員があった場合のみ実施(1月、2012年度は新3年)

（国）宇都宮大学附属小学校 共学  栃木県　宇都宮市 2014/5/20 －
‣公立・私立からの転入を受け入れておりません。
‣帰国子女のみ

http://www.esch.ibaraki.ac.jp/
http://ks001.kj.utsunomiya-u.ac.jp/fsight/elementaryschool/entrance.php

