
都道府県別受験対象中学校例

北海道

北海道教育大学附属旭川 北海道教育大学附属釧路 北海道教育大学附属札幌 北海道教育大学附属函館

札幌大谷 札幌光星 札幌日本大学 立命館慶祥

青森県

弘前大学教育学部附属 県立三本木高等学校附属

岩手県

岩手大学教育学部附属 盛岡中央高附属

宮城県

宮城教育大学附属

秋田県

秋田大学教育文化学部附属

山形県

山形大学附属 東桜学館中学校

福島県

福島大学附属

茨城県

茨城大学教育学部附属 茨城 清真学園 水戸英宏

茗溪学園

栃木県

作新学院中等部 宇都宮短期大学附属中学校

埼玉県

埼玉大学教育学部附属 開智未来 春日部共栄 埼玉栄

狭山ケ丘高等学校付属 城西川越 昌平 城北埼玉

西武学園文理 獨協埼玉 星野学園

千葉県

光英VERITAS 千葉日本大学第一 成田高等学校付属 二松學舎大学附属柏

八千代松陰 和洋国府台女子 昭和学院中学校 日出学園中学校

和洋国府台中学校

東京都

東京大附属中等教育学校 足立学園 穎明館 江戸川女子

桜美林 大妻多摩 大妻中野 かえつ有明

共立女子 光塩女子学院中等科 晃華学園 工学院大学附属

佼成学園 十文字 順天 昭和女子大学附属昭和

女子聖学院 創価 多摩大学目黒 東京家政大附女子

東京純心女子 東京女学館 東京成徳大学 東京電機大学

桐朋女子 東洋大学京北 獨協 中村

日本大学第三 日本大学第二 日本大学豊山 宝仙学園

三輪田学園 武蔵野大学 明治学院 八雲学園

安田学園 山脇学園

神奈川県

横浜国立大学教育学部付属鎌倉 横浜国立大学教育学部付属横浜 神奈川学園 カリタス女子

関東学院 自修館中等教育学校 湘南学園 聖セシリア女子

清泉女学院 捜真女学校中学部 桐光学園 日本大学

日本大学藤沢 聖園女学院 森村学園中等部 横浜女学院

新潟県

上越教育大学附属 新潟大学教育学部附属長岡 新潟大学教育学部附属新潟 新潟明訓

富山県

富山大学教育学部附属 片山学園

石川県

金沢大学附属 県立金沢錦丘

※上記は受験対象校の一部例です。詳しくはお問い合わせください。
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福井県

福井大学教育学部附属義務教育 北陸

山梨県

山梨大学教育学部附属

長野県

信州大学教育学部附属長野 信州大学教育学部附属松本 佐久長聖 長野日本大学

松本秀峰中等教育学校 屋代高等学校附属中学校

岐阜県

鴬谷

静岡県

静岡大学教育学部附属静岡 静岡大学教育学部附属島田 静岡大学教育学部附属浜松 加藤学園暁秀

静岡聖光学院 静岡雙葉 東海大学付属静岡翔洋高中等部 不二聖心女子学院

愛知県

愛知教育大学附属岡崎 愛知教育大学附属名古屋 名古屋大学教育学部附属 愛知

愛知工業大学名電 海陽中等教育学校 金城学院 椙山女学園

名古屋 南山男子部

三重県

三重大学教育学部附属 暁 鈴鹿 三重

滋賀県

滋賀大学教育学部附属 県立守山 立命館守山

京都府

京都教育大教育学部附属桃山 京都産業大学附属 京都女子 京都聖母学院

同志社 同志社女子 東山 平安女学院

立命館 立命館宇治

大阪府

大阪教育大附属平野 大阪学芸高附属 大阪桐蔭 大谷

開明 関西大倉 関西創価 関西大学第一

関西大学中等部 関西大学北陽 関西学院千里国際中等部 近畿大附

金蘭千里 四天王寺東 常翔学園 常翔啓光学園

清教学園 清風 帝塚山学院 帝塚山泉ケ丘

同志社香里 初芝富田林 初芝立命館 明星

桃山学院 履正社豊中

兵庫県

小林聖心女子学院 啓明学院 甲南 甲南女子

神戸海星女子学院 三田学園 夙川 淳心学院

親和 滝川 滝川第二 仁川学院

雲雀丘学園 報徳学園 武庫川女子大

奈良県

奈良教育大学附属 智辯学園 智辯奈良カレッジ 帝塚山

奈良学園 奈良学園登美ヶ丘

和歌山県

開智 近畿大学附属和歌山 和歌山信愛

鳥取県

鳥取大学附属

島根県

島根大学教育学部附属

岡山県

岡山大学教育学部附属 県立倉敷天城 県立津山 朝日塾

岡山 学芸館清秀 岡山白陵 就実

※上記は受験対象校の一部例です。詳しくはお問い合わせください。
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広島県

広島市立広島中等教育学校 福山市立福山 近大附広島東広島 近大附広島福山校

崇徳 比治山女子 広島城北 広島なぎさ

安田女子

山口県

山口大学教育学部附属光 山口大学教育学部附属山口

徳島県

徳島文理

香川県

大手前高松中学・高等学校 大手前丸亀中学・高等学校 香川誠陵中学校・高等学校

愛媛県

新田青雲中等教育学校

高知県

高知大学教育学部附属 高知 土佐女子 明徳義塾

県立国際中学校 土佐塾中学校 高知学芸中学校 土佐中学校

福岡県

福岡教育大学附属久留米 福岡教育大学附属小倉 九州国際大学付属 小倉日新館

照曜館 西南学院・男子 上智福岡・男子 筑紫女学園

東福岡自彊館 福岡雙葉 明治学園

佐賀県

佐賀大学教育学部附属 県立唐津東 県立香楠中学校 県立武雄青陵中学校

県立致遠館 弘学館 佐賀清和 成穎

東明館 龍谷

長崎県

長崎大学教育学部附属 海星 県立長崎東中学校

熊本県

熊本学園大学付属 熊本マリスト学園 真和中学校 九州学院中学校

信愛女学院中学校 熊本大学教育学部附属中学校

大分県

大分大学教育学部附属 岩田 大分 向陽

宮崎県

日向学院 鵬翔 宮崎学園 宮崎第一

宮崎日本大学

鹿児島県

鹿児島大学教育学部附属 池田 鹿児島修学館 鹿児島純心女子

沖縄県

昭和薬科大学附属 県立開邦中学校 県立球陽中学校

※上記は受験対象校の一部例です。詳しくはお問い合わせください。


