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帰国生対象 編入試（中学・高校）
試験名

試験日

帰国生対象 編入試（校内受験）
【2020年9月編入】

【2021年1月編入】

【2021年4月編入】

7月3日（金）

12月11日（金）

3月4日（木）

○

編入試験については、出願す る前に必ずご相談ください。（出願資格の有無・英語クラスの確認を行います。）

○

急なご帰国の場合等、日程についてはできる範囲で調整をします のでご相談ください。

○

中学3年生・高校3年生の1月編入（12月11日実施）4月編入（3月4日実施）は募集をしていません。

○

中学3年生・高校3年生の9月編入（7月3日実施）には条件があります。事前にご確認ください。

○

高校編入は、単位取得状況により受験ができない場合があります。出願す る前に必ずご相談ください。
若干名

若干名

若干名

募集人員
※学年の在籍人数により募集人員が変わってきます。特に中学2年生への編入は人数が限られています。
① 海外の学校、あるいは国内インター ナショ ナルスクー ル在籍の者
出願資格

② 本校が第一志望の受験生
上記①と②を満たす 者。また、それに準ずる場合はご相談ください。

出願方法

出願期間

インター ネット出願
※インター ネットで24時間出願できます。出願期間外の場合は窓口にて当日受付となります。
6月19日（金）

11月27日（金）

2月18日（木）

～6月30日（火）

～12月8日（火）

～3月1日（月）

○ 成績を証明できる書類（日本人学校の場合は、出願時最新の調査書）
出願書類

○ 海外在留証明書（入学時に提出をしてもらいます）
＜出願期間内必着で届くように、追跡のできる方法でお送りください。送付先は表紙記載。＞

受験料

２２，０００円 ※一度納入された受験料は返金できません ので、あらかじめご了承ください。

試験科目

３科（国語・英語・数学） 各科 １００点 ・ 面接（日本語）
※英語ALコー ス（中学）・グロー バルコー ス（全学年）をご希望の方は事前にご相談ください。
※グロー バルコー ス希望者の試験科目は「国語・数学・英語エッセイ・英語面接・日本語面接」となります。

試験範囲
試験時程

試験範囲は後頁の一覧表でご確認ください。
集合 8:10 ～ 8:30

国語 8:40 ～ 9:30

英語 9:45 ～ 10:35

数学 10:50 ～ 11:40

面接 11:50 ～ （グロー バルコー ス希望者の「英語エッセイ・英語面接」は9:45～10:35の間に行います。）
※試験時程は予定です。状況により変更をす るこ とがあります ので、ご了承ください。
合格発表
書類受取
入学手続日
編入資格
について

当日 14:00 予定

（正門入って右側のガラスケー スに合格者の一覧を掲示します。）

合格者は事務室で合格書類をお受け取り下さい。その後、教務担当者・学年主任と入学に向けての面談を行います。
7月4日（土） 9：00～16：00

12月12日（土） 9：00～16：00

3月5日（金） 9：00～16：00

海外在住の方で、帰国時期が決まっていない場合、または在籍学年を修了す る等の理由の場合、

１ 年 間 の 合 格 の 権 利 を保 有 することができます。詳しくはお問い合わせください。

【インターネット 出願サイト】
中学受験・・・ https://mirai-compass.net/usr/hsngj/common/login.jsf
高校受験・・・ https://mirai-compass.net/usr/hsngh/common/login.jsf

帰国生対象 編入試（中学・高校）

オンライン
試験名

オンライン帰国生対象 編入試
【2020年9月編入】

【2021年1月編入】

【2021年4月編入】

入試担当と相談

入試担当と相談

入試担当と相談

○ 諸事情で帰国ができず 、本校校長が認めた場合にオンラインで入試を行います。
〇 出願す る前に必ずご相談ください。（出願資格の有無・英語クラスの確認を行います。）
試験日

○

日程についてはできる範囲で調整をします のでご相談ください。

○

中学3年生・高校3年生の1月編入・4月編入は募集をしていません。

○

中学3年生・高校3年生の9月編入には条件があります。事前にご確認ください。

○

高校編入は、単位取得状況により受験ができない場合があります。出願す る前に必ずご相談ください。

〇

自宅にオンラインで4時間ほど 継続してつなぐ通信環境とプ リンタ必須です。
若干名

若干名

若干名

募集人員
※学年の在籍人数により募集人員が変わってきます。特に中学2年生への編入は人数が限られています。
① 海外の学校に在籍の者
出願資格

② 本校が第一志望の受験生
上記①と②を満たす 者。また、それに準ずる場合はご相談ください。また、社会情勢上登校が難しいと判断される場合
は国内インター ナショ ナルスクー ルに在籍す る生徒の受験も可能とします。

出願方法

出願期間

インター ネット出願 （24時間出願可能）
6月19日（金）

11月27日（金）

2月18日（木）

～6月30日（火）

～12月8日（火）

～3月1日（月）

○ 成績を証明できる書類（日本人学校の場合は、出願時最新の調査書）
出願書類

○ 海外在留証明書（入学時に提出をしてもらいます）
＜出願期間内必着で届くように、追跡のできる方法でお送りください。送付先は表紙記載。＞

受験料

２２，０００円 ※一度納入された受験料は返金できません ので、あらかじめご了承ください。

試験科目

３科（国語・英語・数学） 各科 １００点 ・ 面接（日本語）
※英語ALコー ス（中学）・グロー バルコー ス（全学年）をご希望の方は事前にご相談ください。
※グロー バルコー ス希望者の試験科目は「国語・数学・英語エッセイ・英語面接・日本語面接」となります。

試験範囲
試験時程

試験範囲は後頁の一覧表でご確認ください。
時差の関係も考え入試担当者と相談してきめます。
接続 試験開始15分前

国語 50分

英語 50分

数学 50分

面接 15分程度 （グロー バルコー ス希望者の「英語エッセイ・英語面接」は英語の50分の間に行います。）
合格発表

メー ルにて試験日2日後までに合否結果を通知。手続きについては、各学年・事務室よりメー ルにて連絡があります。

入学手続日

各学年・事務室からの連絡を待ち、手続きをしてください。

編入資格
について

海外在住の方で、帰国時期が決まっていない場合、または在籍学年を修了す る等の理由の場合、

１ 年 間 の 合 格 の 権 利 を保 有 することができます。詳しくはお問い合わせください。

【インターネット 出願サイト】
中学受験・・・ https://mirai-compass.net/usr/hsngj/common/login.jsf
高校受験・・・ https://mirai-compass.net/usr/hsngh/common/login.jsf

国内 転入試（中学・高校）
試験名

試験日

国内 転入試（校内受験）
【2020年9月転入】

【2021年1月転入】

【2021年4月転入】

7月3日（金）

12月11日（金）

3月4日（木）

○

中学3年生・高校3年生の1月編入（12月11日実施）4月編入（3月4日実施）は募集をしていません。

○

中学3年生・高校3年生の9月編入（7月3日実施）には条件があります。事前にご確認ください。

○

高校編入は、単位取得状況により受験ができない場合があります。出願す る前に必ずご相談ください。
若干名

若干名

若干名

募集人員
※学年の在籍人数により募集人員が変わってきます。特に中学2年生への編入は人数が限られています。
① 転勤等による国内一家転住であるこ と
出願資格

② 本校が第一志望の受験生
上記①と②を満たす 者。また、それに準ずる場合はご相談ください。社会情勢により本校に登校しての試験が難しい場
合はオンラインで実施す る場合もあります。

出願方法

出願期間

出願書類

インター ネット出願
※インター ネットで24時間出願できます。出願期間外の場合は窓口にて当日受付となります。
6月19日（金）

11月27日（金）

2月18日（木）

～6月30日（火）

～12月8日（火）

～3月1日（月）

○ 成績を証明できる書類（成績証明書・調査書 等）
＜出願期間内必着で届くように、追跡のできる方法でお送りください。送付先は表紙記載。＞

受験料

２２，０００円 ※一度納入された受験料は返金できません ので、あらかじめご了承ください。

試験科目

３科（国語・英語・数学） 各科 １００点 ・ 面接（日本語）
※英語ALコー ス（中学）・グロー バルコー ス（全学年）をご希望の方は事前にご相談ください。
※グロー バルコー ス希望者の試験科目は「国語・数学・英語エッセイ・英語面接・日本語面接」となります。

試験範囲
試験時程

試験範囲は後頁の一覧表でご確認ください。
集合 8:10 ～ 8:30

国語 8:40 ～ 9:30

英語 9:45 ～ 10:35

数学 10:50 ～ 11:40

面接 11:50 ～ （グロー バルコー ス希望者の「英語エッセイ・英語面接」は9:45～10:35の間に行います。）
※試験時程は予定です。状況により変更をす るこ とがあります ので、ご了承ください。
合格発表
書類受取
入学手続日

当日 14:00 予定

（正門入って右側のガラスケー スに合格者の一覧を掲示します。）

合格者は事務室で合格書類をお受け取り下さい。その後、教務担当者・学年主任と入学に向けての面談を行います。
7月4日（土） 9：00～16：00

12月12日（土） 9：00～16：00

【インターネット 出願サイト】
中学受験・・・ https://mirai-compass.net/usr/hsngj/common/login.jsf
高校受験・・・ https://mirai-compass.net/usr/hsngh/common/login.jsf

3月5日（金） 9：00～16：00

帰国生等編入試験・転入試 試験範囲
2020 年9 月編入
国語
中学1 年

中学2 年

特 に範 囲 の 指 定
はありません。た
だ し、漢字・ 語句、
現代文、古文が出
題範囲に含まれま
す。

中学3 年

高校1 年
高校2 年
高校3 年

数学

英語

グローバルコース
英語

各学年の学習内
容。文法と長文が
出題されます。

「英語によるエッセ
イ」 な らびに「本校
native speakerの先
生との面接」

数学Ⅰ「数と式」、「２次関数」 お 各学年の学習内
よび中学数学の全内容
容。文法と長文が
出題されます。
数学Ⅰ＋Ａ の全内容および数
学Ⅱ「いろ いろ な 式」

「英語によるエッセ
イ」 な らびに「本校
native speakerの先
生との面接」

公立の中学１年の内容
「正の数・ 負の数」、「文字の
式」
公立の中学１年の全内容およ
び中学２年の内容「式の計
算」、「連立方程式」
公立の中学１年、中学２年の全
内容および中学３年の内容「式
の計算」、「平方根」

特 に範 囲 の 指 定
はありません。た
だ し、漢字・ 語句、
現代文、古文が出
題範囲に含まれま
す。

数学Ⅱ＋B の全内容（た だ し、
数学Ｂ 「確率分布と統計的な 推
測」 を除く） および数学Ⅲ「平面
上の曲線と複素数平面」、「極
限」

2021 年1 月編入

中学1 年

中学2 年

高校1 年

高校2 年

国語

数学

特 に範 囲 の 指 定 は
ありません。た だ
し、漢字・ 語句、現
代文、古文が出題
範囲に含まれま
す。

公立の中学１年の内容「正の
数・ 負の数」、「文字の式」、「 1
次方程式」、「平面図形」

特 に範 囲 の 指 定 は
ありません。た だ
し、漢字・ 語句、現
代文、古文が出題
範囲に含まれま
す。

数学Ⅰ「数と式」、「２次関
数」、「図形と計量」 および「個
数の処理」

英語

グローバルコース
英語

各学年の学習内
容。文法と長文が
出題されます。

「英語によるエッセ
イ」 な らびに「本校
native speakerの先
生との面接」

各学年の学習内
容。文法と長文が
出題されます。

「英語によるエッセ
イ」 な らびに「本校
native speakerの先
生との面接」

公立の中学１年の全内容およ
び中学２年の内容「式の計
算」、「連立方程式」、「１次関
数」、「図形の性質と合同」

数 学 Ⅰ 、 数 学 Ａ の 全 内 容 およ
び数学Ⅱ「いろ いろ な 式」、
「図形と方程式」

2021 年４月編入
国語
新中学
2年
新中学
3年

新高校
2年
新高校
3年

数学

特 に範 囲 の 指 定 は
ありません。た だ
し、漢字・ 語句、現
代文、古文が出題
範囲に含まれま
す。

公立の中学１年の全内容

特 に範 囲 の 指 定 は
ありません。た だ
し、漢字・ 語句、現
代文、古文が出題
範囲に含まれま
す。

数学Ⅰ、数学Ａ の全内容

英語
各学年の学習内
容。文法と長文が
出題されます。

「英語によるエッセ
イ」 な らびに「本校
native speakerの先
生との面接」

各学年の学習内
容。文法と長文が
出題されます。

「英語によるエッセ
イ」 な らびに「本校
native speakerの先
生との面接」

公立の中学１年および中学２
年の全内容

数学Ⅱ、数学B の全内容（た
だ し、数学Ｂ 「確率分布と統計
的な 推測」 を除く）

グローバルコース 英
語

