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（平成３１年３月１１日（月）　９：００　現在）

平成３０年度　千葉県私立高等学校　　転入学　・　編入学試験　　(３学期実施予定）
◆高等学校（全日制課程） ＊ 現在調査を行っていますが、　回答があった学校については水色で示しました。

 ＊ 掲載内容が変更される場合もありますのでご注意ください。　詳細につきましては、恐れ入りますが各学校にお問い合わせください。

外国籍生徒の

No 学校名 住所地 学科（コース） 男女別 学年 募集人員 募集期間 試験日 試験科目等 合格発表日 条件 編入学（受入） 必要書類 備考

1 敬愛大学八日市場 　匝瑳市 　普通科 　男女　 　新２年 　若干名 　全日制高等学校在学者、 　なし 　志願書（指定）、転学照会書、
特進コース 　随時 　随時 　国・数・英・面接 　試験日当日 　一家転住など、教育課程が 　在学証明書、成績証明書、
進学コース 　男女 　新３年 　若干名 　類似している事 　 　在学校長推薦書
情報コース

2 成田 　成田市

3 昭和学院 　市川市 　普通科 　男女 　新２年 　若干名 　３月上旬 　３月下旬 　国・数・英・面接 　試験日当日 　転勤に伴う一家転住、 　なし 　転学照会書、在学証明書、

　男女 　新３年 　若干名 　 　カリキュラムの一致 　成績証明書、願書

4 千葉敬愛 　四街道市
5 千葉経済大学附属 　千葉市
6 市川 　市川市

7 東葉 　船橋市 　普通科 　男女 　新２年 　若干名 　３／１１（月）～３／２０（水） 　３／２５（月） 　国・数・英・親子面接 　即日 　一家転住を基本とする 　なし 　転学照会書、在学証明書、 　お問い合わせを

　 　男女 　新３年 　若干名 　 　成績証明書 　お願いいたします。

8 茂原北陵 　茂原市

9 千葉県安房西 　館山市 　普通科 　男女 　新２年 　若干名 　～３／２６（火）まで 　３／２７（水） 　国・数・英・面接 　３／２８（木） 　一家転住、 　なし 　お問い合わせください

　 　男女 　新３年 　若干名

10 文理開成 　鴨川市 普通科 　男女 　新２年 　若干名 　随時 　随時

（大学進学コース） 　国・数・英・面接 　試験から１週間 　あり

 （普通コース） 　男女 　新３年 　若干名 　随時 　随時 　以内 　下段参照

外国籍生徒の受入
れ

　男女 　全学年 　若干名 　要見学、面接 　お問い合わせください 　お問い合わせください

11 千葉黎明 　八街市

12 和洋国府台女子 　市川市 　普通科 　女子 　新２年 　若干名 　２／１５（金）～２／２７（水） 　３／１１（月） 　国・数・英・面接 　試験日当日又は 　一家転住、 　なし 　願書、家庭調査書

　 　女子 　新３年 　若干名 　翌日 　海外帰国子女

13 麗澤 　柏市
普通科（TKコース）
　文系

　男女 　新２年 　若干名 　国・数・英・理・社・面接

普通科（TKコース）
　文系・理系

　男女 　新３年 　若干名 　国・数・英・理・社・面接 　志願書（指定様式）、

普通科（SKコース）
　文系・理系

　男女 　新 ２・３年 　若干名 　国・数・英・面接 　在学証明書、成績証明書

普通科（ILコース）
　文系英語強化

　男女 　新 ２・３年 　若干名 　国・数・英・面接

14 千葉英和 　八千代市

15 千葉萌陽 　香取市 　普通科 　女子 　新２年 　若干名 　随時 　随時 　国・数・英 　試験日当日 　一家転住、 　なし 　転学照会書、願書、調査書 　２学期制

　女子 　新３年 　若干名 　いじめ等 　 　（編入学照会書）

16 日出学園 　市川市 　実施予定はありません
17 千葉明徳 　千葉市

18 千葉商科大学付属 　市川市 　普通科 　男女 　新２年 　若干名 　～２／２７（水）まで 　３／１（金） 　基礎学力テスト（国・数・英）、 　３月２日（土） 　現在、第一学年に在学 　なし ①入学願書、

　個人面接 　中で保護者の転勤に ②成績証明書（修得単位記載があるもの）

　商業科 　男女 　新２年 　若干名 　～２／２７（水）まで 　３／１（金） 　基礎学力テスト（国・数・英）、 　３月２日（土） 　より、現高校への通学が ③在学証明書 ④転学照会書 

　個人面接 　不可能になるもの ⑤保護者の転勤証明書 ⑥合否発送用封筒

19 千葉学芸 　東金市 　実施予定はありません
20 国府台女子学院 　市川市

21 東邦大学付属東邦 　習志野市 　普通科 　男女 　新２年 　若干名 　２／１１（月）～２／１６（土） 　３／８（金） 　国・数・英 　３／８（金） 　海外帰国生 　なし 　学業成績を証明するもの

22 敬愛学園 　千葉市
23 専修大学松戸 　松戸市
24 日本体育大学柏 　柏市
25 日本大学習志野 　船橋市
26 我孫子二階堂 　我孫子市
27 千葉日本大学第一 　船橋市
28 二松学舎大学附属柏 　柏市
29 中央学院 　我孫子市
30 東海大学付属市原望洋 　市原市
31 横芝敬愛   横芝光町
32 東海大学付属浦安 　浦安市
33 拓殖大学紅陵 　木更津市
34 不二女子 　市川市

・一家転住、転勤。問題行動
　ある者は不可。

・試験前、親子での見学を
　お願いいたします。

　通知票など、成績や出欠、科目（履修）
　が分かるもの

　２／１（金）～２／２２（金） 　３／９（土） 　３／１０（日） 　海外帰国生 　なし
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（平成３１年３月１１日（月）　９：００　現在）

平成３０年度　千葉県私立高等学校　　転入学　・　編入学試験　　(３学期実施予定）
◆高等学校（全日制課程） ＊ 現在調査を行っていますが、　回答があった学校については水色で示しました。

 ＊ 掲載内容が変更される場合もありますのでご注意ください。　詳細につきましては、恐れ入りますが各学校にお問い合わせください。

外国籍生徒の

No 学校名 住所地 学科（コース） 男女別 学年 募集人員 募集期間 試験日 試験科目等 合格発表日 条件 編入学（受入） 必要書類 備考

35 八千代松陰 　八千代市 　普通科 　男女 　新２年 　若干名 　随時 　 　国・数・英・面接 　海外又は、県外から 　なし 　在学証明書、成績証明書

　 　男女 　新３年 　若干名 　の一家転住

36 暁星国際 　木更津市 普通科 　新３年 　若干名 　３／１３（水）～３／１９（火） 　３／２２（金） 　国・数・英・面接 　３／２３（土）

 特進・進学コース 　新３年 　若干名 　国内生、 　願書、健康診断書、

普通科 　新２年 　若干名 　３／１３（水）～３／１９（火） 　３／２２（金） 　英・英作文・面接 　３／２３（土） 　海外帰国子女、 　なし 　成績証明書、在学証明書、

インターナショナルコース 　新３年 　若干名 　転勤、一家転住、 　転学照会書、

普通科 　新２年 　若干名 　３／１３（水）～３／１９（火） 　３／２２（金） 　国・数・英・面接・実技 　３／２３（土） 　いじめ等 　帰国生は在留証明書が必要

アストラインターナショナルコース 　新３年 　若干名

37 東京学館 　印旛郡酒々井町

38 植草学園大学附属 　千葉市
39 千葉聖心 　千葉市

40 愛国学園大学附属 　四街道市 　普通科 　女子 　新２年 　若干名 　適宜対応 　 　国・数・英・面接 　一家転住（その他） 　なし （転入）転学照会書、在学証明書、成績証明書、願書

　女子 　新３年 　若干名 （編入）成績証明書、願書

41 芝浦工業大学柏 　柏市
42 東京学館浦安 　浦安市

43 志学館 　木更津市 　普通科 　男女 　新２年 　若干名 　２／２１（木）～２／２７（水） 　３／７（木） 　国・数・英・面接 　３／７（木） 　一家転住 　なし 　転学照会書、在学証明書、

　 　男女 　新３年 　若干名 　成績証明書

44 渋谷教育学園幕張 　千葉市 　普通科 　男女 　新２年 　若干名 　２／１８（月）～２／１９（火） 　３／７（木） 　国・数・英・面接 　３／７（木） 　転居を伴う 　なし 　在学証明書他、

　（他、HPにてご確認） 　 　詳細はホームページをご確認ください。

45 昭和学院秀英 　千葉市
46 市原中央 　市原市
47 聖徳大学附属女子 　松戸市
48 秀明八千代 　八千代市
49 流通経済大学付属柏 　柏市
50 西武台千葉 　野田市
51 東京学館船橋 　船橋市
52 翔凜 　君津市
53 木更津総合 　木更津市
54 桜林 　千葉市

◆高等学校（通信制課程） 　 　

1 明聖 　千葉市 　普通科 　男女 　全学年 　若干名 　３／６（水）～３／８（金） 　３／１３（水） 　面接 　３.／１４（木） 　なし 　なし ①入学願書 ②作文 ③受験料7,000円  H31.4/1付

 （転入学試験） 　３／１８（月）～３／２０（水） 　３／２６（火） 　面接 　３.／２７（水） ④調査書 ⑤転学照会書 ⑥在学証明書  転入学試験

　普通科 　男女 　全学年 　若干名 　３／６（水）～３／８（金） 　３／１３（水） 　面接 　３.／１４（木） 　

 （編入学試験） 　３／１８（月）～３／２０（水） 　３／２６（火） 　面接 　３.／２７（水） 　なし 　なし ①入学願書 ②作文 ③受験料7,000円  H31.4/1付

　３.／２９（金）～４／２（火） 　４／４（木） 　面接 　４／５（金） ④調査書  編入学試験
2 文理開成 　鴨川市

3 わせがく 　香取郡多古町 　普通科 　男女 　全学年 　定員の 　随時 　毎週木曜日 　面接 　試験実施２日後 　お問い合わせください 　なし 　転学照会書、在学証明書、願書

　範囲以内 （一部日にちを除く） 　までに郵送 　単位修得証明書又は成績証明書

4 中山学園 　船橋市 　普通科 　男女 　全学年 　若干名 　～３／２０（水） 　随時 　面接・作文 　電話又は郵送 　なし （転入）①転学照会書、在籍証明書、 　詳細につきまして

（土曜日スクーリ 　 　（国・数・英　実施の （基本的に即日）  ③願書、④成績証明書もしくは調査書 　は、お問い合わせ

　ングコース） 　場合あり） （編入）①単位修得証明書、②願書 　ください

5 あずさ第一 　野田市 　普通科 　男女 　全学年 　若干名 　３／１（金）～ 　指定の日時 　作文・面接 　受験２日後 　なし 　なし 　入学願書、写真２枚、前籍校書類

（日・祝日を除く） 　入学検定料振込受領書、

　受験結果通知用封筒

6 東葉 　船橋市 　普通科 　男女 　新２年 　若干名 　３／１１（月）～３／２０（水） 　３／２５（月） 　基礎学力テスト 　即日 　高校に在学中の生徒 　なし 　転学照会書、在学証明書、 　お問い合わせを

　男女 　新３年 　若干名 　親子面接 　 　成績証明書 　お願いいたします。

7 敬愛大学八日市場 　匝瑳市 　男女 　全学年 　若干名 　随時 　随時 　書類審査、面接 　試験日翌日に 　高等学校在籍者 　なし 　入学願書、転学照会書、

　書留郵便で発送 　在学証明書、成績証明書

8 中央国際 　夷隅郡御宿町

◆中等教育学校　全日制（後期課程）
1 時任学園 　印西市

　男女

　男女

　男女

　実施予定はありません

各相談に応じ、素行面や
発育・発達面で問題の
無い生徒（その他、学校
にて審査）


