
2017年首都圏中学入試での「4科･2科」以外の科目･形態入試の実施校（「適性検査（思考力･ PISA･総合）型入試」･「英語入試ほか」）実施校 首都圏模試センター調べ【2017年1月4日現在】
●＝男子校、○＝女子校、◎＝共学校

校数
のべ
件数

区
分

設置 所在地 大分類 小分類① 小分類① NEW
中学校･中等教育学校
名

試験名称 入試日 A/P 科目 面接 備　考

1 1 ● 私立 東京 適性検査型
NEW

適性検査型 NEW 足立学園 適性検査型入試 2/1 適性検査Ⅰ､Ⅱ ×

2 2 ● 私立 東京 得意選択型 得意選択型 攻玉社 特別選抜 2/5 国語[1､2]か算数[1､2]選択 ×

3 3 ● 私立 東京 得意選択型 得意選択型 高輪 算数午後入試 2/2 ＰＭ １科[算数] ×

4 4 ● 私立 東京 英語 英語 東京都市大学付属 グローバル入試 2/2 算数､英語と作文[日本語] ×

5 5 ● 私立 東京 自己アピール 自己アピール 立教池袋 第２回 2/1 ２科と自己アピール面接 本人※ 書類(第２回):保護者等が記入の活動報告書および保護者記入
の自己ｱﾋﾟｰﾙ申請書の提出あり※自己アピール面接

6 6 ● 私立 東京 適性検査型 適性検査型 京華 特別選抜ｸﾗｽ･適性検査 2/2 適性検査Ⅰ[国]､Ⅱ[算理社] ×

7 7 ● 私立 東京 英語 英語 佼成学園 第1回･一般 2/1 ２科[国算か算◇英]か４科 × ◇英語[ﾗｲﾃｨﾝｸﾞとｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞあり]受験者…英検4級以上の取得者
を対象<合格証ｺﾋﾟｰを出願期間内に>

8 ● 私立 東京 英語 英語 得意選択型 佼成学園 第3回･一般 2/1 算数か◇英語選択 × ◇英語[ﾗｲﾃｨﾝｸﾞとｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞあり]受験者…英検4級以上の取得者
を対象<合格証ｺﾋﾟｰを出願期間内に>

9 ● 私立 東京 適性検査型 適性検査型 佼成学園 第１回･適性特別奨学生 2/1 適性検査Ⅰ､Ⅱ × 　

10 ● 私立 東京 適性検査型 適性検査型 佼成学園 第２回･適性特別奨学生 2/2 適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ ×

8 11 ● 私立 東京 英語 英語 聖学院 英語選抜 2/2 ※１科[英語] 本人Ｇ ※英語選抜…英検3級以上の取得者対象[TOEFL Junior670点以
上か英検準2級以上の取得者は筆記を免除]。書類(英語選抜):英
検合格証またはｽｺｱﾚﾎﾟｰﾄをﾒｰﾙか郵送で出願期間内に提出

12 ● 私立 東京 適性検査型 思考力 聖学院 思考力入試 2/2 思考ものづくりか思考＋計算 × 【変更】思考力ものづくり入試。2/2PM→2/2。思考力＋計算力入
試。2/3PM→2/2

9 13 ● 私立 東京 適性検査型 適性検査型 日本学園 適性検査 2/1 適性検査Ⅰ､Ⅱ ×

10 14 ● 私立 神奈川 得意選択型 得意選択型 鎌倉学園 算数選抜 2/1 ＰＭ １科[算数]

11 15 ● 私立 神奈川 英語 英語 桐蔭学園中等教育学
校

２次PM 2/2 ＰＭ 国語､算数か英語､算数選択 ×

16 ● 私立 神奈川 適性検査型
NEW

思考力
NEW

NEW 桐蔭学園中等教育学
校

ＡＬ入試 2/4 ＰＭ 総合思考力問題､算数基礎 本人Ｇ

12 17 ● 私立 神奈川 適性検査型 適性検査型 横浜 適性検査型 2/1 ＰＭ 適性検査Ⅰ､Ⅱ × 科目(適性検査型):適性検査Ⅰ<人文･社会科学系>､Ⅱ<数理･自
然科学系＞

13 18 ● 私立 神奈川 適性検査型 総合型 藤嶺学園藤沢 第５回 2/5 ４科融合 ×

14 19 ● 私立 埼玉 得意選択型 得意選択型 城北埼玉 特待入試 1/10 ＰＭ ２科[算数､理科] ×

15 20 ● 私立 埼玉 適性検査型 基礎学力型 城西川越 一般･第２回 1/11 ＰＭ ２科[標準的学力重視型] ×

21 ● 私立 埼玉 適性検査型 基礎学力型 城西川越 一般･第４回 2/6 ２科[標準的学力重視型] ×

16 22 ○ 私立 東京 適性検査型 基礎学力型 自己アピール 跡見学園 特別入試･Ｐ選考 2/1 ＰＭ 学力試験､自己ＰＲシート ×

17 23 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 江戸川女子 ＡＯ入試 2/1 ＰＭ ２科[基礎学力] × 書類(ＡＯ):英検､漢検､数検のいずれかで3級以上を取得している
場合､その証明書ｺﾋﾟｰを出願時に提出

18 24 ○ 私立 東京 推薦･第1志
望･単願

自己アピール 英語 桜華女学院 第１回 2/1 ２科かＡＯ[面接のみ] × ＡＯ入試…本校を第一志望とし､単願で受験する者[1/7までに要
個別相談]。部活動・習い事・英語など得意な分野について話す。

25 ○ 私立 東京 推薦･第1志
望･単願

自己アピール 英語 桜華女学院 第2回 2/1 ＰＭ ２科かＡＯ[面接のみ] × ＡＯ入試…本校を第一志望とし､単願で受験する者[1/7までに要
個別相談]。部活動・習い事・英語など得意な分野について話す。

26 ○ 私立 東京 推薦･第1志
望･単願

自己アピール 英語 桜華女学院 第3回 2/2 ＰＭ ２科かＡＯ[面接のみ] × ＡＯ入試…本校を第一志望とし､単願で受験する者[1/7までに要
個別相談]。部活動・習い事・英語など得意な分野について話す。

27 ○ 私立 東京 推薦･第1志
望･単願

自己アピール 英語 桜華女学院 第4回 2/3 ２科かＡＯ[面接のみ] × ＡＯ入試…本校を第一志望とし､単願で受験する者[1/7までに要
個別相談]。部活動・習い事・英語など得意な分野について話す。

19 28 ○ 私立 東京 適性検査型 自己アピール 英語NEW NEW 大妻多摩 プレゼンテーション入試（帰
国･国際生対象）

2/2 国･算とプレゼンテーション試験 × 国･算とプレゼンテーション試験(約10分 100点)※5分以内の発表
(日本語または英語を選択50点)と5分程度の質疑(日本語50点)

1 / 14 ページ



2017年首都圏中学入試での「4科･2科」以外の科目･形態入試の実施校（「適性検査（思考力･ PISA･総合）型入試」･「英語入試ほか」）実施校 首都圏模試センター調べ【2017年1月4日現在】
●＝男子校、○＝女子校、◎＝共学校

校数
のべ
件数

区
分

設置 所在地 大分類 小分類① 小分類① NEW
中学校･中等教育学校
名

試験名称 入試日 A/P 科目 面接 備　考

29 ○ 私立 東京 適性検査型
NEW

総合型 NEW 大妻多摩 第３回〈4科または総合型〉入
試

2/4 ４科か※合科型 × ※合科型…合科型試験[理科社会]､算数､作文

20 30 ○ 私立 東京 適性検査型
NEW

総合型 思考力 NEW 大妻中野 新思考力入試 2/4 総合Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ ×

31 ○ 私立 東京 英語 英語 大妻中野 第1回･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試 2/1 ３科[国語､算数､英語] × ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰｽﾞｺｰｽ[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試,ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｺｰｽ､ｺｱｺｰｽへの合
格あり],ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｺｰｽ[ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ選抜入試,ｺｱｺｰｽへのｽﾗｲﾄﾞ合格
あり],ｺｱｺｰｽあり

32 ○ 私立 東京 英語 英語 追加 大妻中野 第2回･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試 2/3 ３科[国語､算数､英語] × ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰｽﾞｺｰｽ[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試,ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｺｰｽ､ｺｱｺｰｽへの合
格あり],ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｺｰｽ[ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ選抜入試,ｺｱｺｰｽへのｽﾗｲﾄﾞ合格
あり],ｺｱｺｰｽあり

21 33 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 小野学園女子 適性[特待]･第１回 2/1 適性検査Ⅰ､Ⅱ × ■特待生入試,適性[特待]入試…一般へのｽﾗｲﾄﾞ合格あり■適性
[特待]･第２回…ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ指向

34 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 小野学園女子 適性[特待]･第２回 2/1 ＰＭ 適性検査Ⅰ､Ⅱ × ■特待生入試,適性[特待]入試…一般へのｽﾗｲﾄﾞ合格あり■適性
[特待]･第２回…ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ指向

22 35 ○ 私立 東京 英語 英語 川村 第１回 2/1 国語･算数･英語より２科選択 保同

36 ○ 私立 東京 英語 英語 川村 第2回 2/1 ＰＭ 国語･算数･英語より２科選択 保同

37 ○ 私立 東京 英語 英語 川村 第3回〈2/3入試〉※ 2/3 国語･算数･英語より２科選択 保同 ※2/3か2/4のいずれか１日を選択

38 ○ 私立 東京 英語 英語 川村 第3回〈2/4入試〉※ 2/4 国語･算数･英語より２科選択 保同 ※2/3か2/4のいずれか１日を選択

23 39 ○ 私立 東京 英語 英語 神田女学園 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ① 2/1 １科[英語]と基礎学力[国算] ※ ■ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ,ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ,ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽあり■ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ,ｱﾄﾞ
ﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ,適性検査型…ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽへのｽﾗｲﾄﾞ合格あり。

40 ○ 私立 東京 英語 英語 神田女学園 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ② 2/1 ＰＭ １科[英語]と基礎学力[国算] ※ ■ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ,ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ,ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽあり■ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ,ｱﾄﾞ
ﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ,適性検査型…ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽへのｽﾗｲﾄﾞ合格あり。

41 ○ 私立 東京 英語 英語 神田女学園 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ③ 2/2 ＰＭ １科[英語]と基礎学力[国算] ※ ■ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ,ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ,ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽあり■ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ,ｱﾄﾞ
ﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ,適性検査型…ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽへのｽﾗｲﾄﾞ合格あり。

42 ○ 私立 東京 英語 英語 神田女学園 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ④ 2/4 ＰＭ １科[英語]と基礎学力[国算] ※ ■ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ,ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ,ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽあり■ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ,ｱﾄﾞ
ﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ,適性検査型…ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽへのｽﾗｲﾄﾞ合格あり。

43 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 神田女学園 適性検査型① 2/1 適性検査Ⅰ､Ⅱ × 科目(適性検査型):適性検査Ⅰ[国語分野]､Ⅱ[理科･算数･社会分
野]

44 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 神田女学園 適性検査型② 2/1 ＰＭ 適性検査Ⅰ､Ⅱ × 科目(適性検査型):適性検査Ⅰ[国語分野]､Ⅱ[理科･算数･社会分
野]

24 45 ○ 私立 東京 英語
NEW

英語 NEW 北豊島 英語 2/2 １科[英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞあり>] 本 人

46 ○ 私立 東京 適性検査型 思考力 得意選択型 NEW 北豊島 表現思考型 2/2 国語か算数選択 本 人 ■特待入試,表現思考型入試…一般合格の発表あり

25 47 ○ 私立 東京 適性検査型 総合型 変更 共立女子 C日程（算＋合科型論述テス
ト）

2/3 １科[算数]と合科型論述ﾃｽﾄ 本人 C日程（算＋合科型論述テスト）。2/4→2/3 定員30→40名

26 48 ○ 私立 東京 英語 英語 NEW 共立女子第二 English 4-skills Test 2/1 ＰＭ １科[英語]と日本語作文 ◇本人 ◇英語面接

49 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 共立女子第二 適性検査型 2/1 ＰＭ 適性検査Ⅰ[国]､Ⅱ[算理社] ×

27 50 ○ 私立 東京 英語 英語 国本女子 １回Ａ 2/2 ２科か４科か英語面接選択 本人Ｇ ※英語面接は本人Ｇ

28 51 ○ 私立 東京 適性検査型 総合型 変更 光塩女子学院 第1回〈総合型〉入試（2科基
礎と総合）。定員約15→25名

2/1 ２科基礎と総合 定員約15→25名

29 52 ○ 私立 東京 適性検査型
NEW

適性検査型 NEW 京華女子 第１回適性検査型 2/1 適性検査Ⅰ､Ⅱ

30 53 ○ 私立 東京 英語
NEW

英語 NEW 麹町学園女子 Active English入試（国･算
基礎＋英語）

2/2 ３科[２科基礎､英語] 本人 科目(Active English):英検等の資格取得状況[要確認]により､受
験科目の免除[要確認]あり

31 54 ○ 私立 東京 適性検査型 PISA型 佼成学園女子 第１回Ａ 2/1 2科か4科か英語かPISA選択 × 科目(第1回A,第1回B):PISAは､適性検査Ⅰと適性検査Ⅱと基礎
算数･国語。

55 ○ 私立 東京 適性検査型 PISA型 佼成学園女子 第１回Ｂ 2/1 ＰＭ 2科か4科か英語かPISA選択 × 科目(第1回A,第1回B):PISAは､適性検査Ⅰと適性検査Ⅱと基礎
算数･国語。

56 ○ 私立 東京 適性検査型 自己アピール
NEW

NEW 佼成学園女子 第３回Ａ〈自己アピール入試〉 2/4 ２科か自己ｱﾋﾟｰﾙ選択 × 科目(第3回A):自己ｱﾋﾟｰﾙは､基礎算数･国語と自己ｱﾋﾟｰﾙ作文､ﾌﾟ
ﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

32 57 ○ 私立 東京 適性検査型 作文型
NEW

NEW 駒沢学園女子 第４回･特別選択 2/4 ２科か課題作文選択※ 本人 ※課題作文選択者のみ面接の実施あり

58 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 駒沢学園女子 第１回･適性検査型 2/1 検査Ⅰ[読解]､Ⅱ[情報･科学･数
学]

× ★スカラシップ制度(第1回･適性,第1回･一般,ｽｶﾗｼｯﾌﾟ入試を対
象)あり
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2017年首都圏中学入試での「4科･2科」以外の科目･形態入試の実施校（「適性検査（思考力･ PISA･総合）型入試」･「英語入試ほか」）実施校 首都圏模試センター調べ【2017年1月4日現在】
●＝男子校、○＝女子校、◎＝共学校

校数
のべ
件数

区
分

設置 所在地 大分類 小分類① 小分類① NEW
中学校･中等教育学校
名

試験名称 入試日 A/P 科目 面接 備　考

33 59 ○ 私立 東京 英語 英語 実践女子学園 ＧＳＣ･一般 2/1 ＰＭ ３科[国算英]か４科選択 × ■ＧＳＣ･一般…英検4級相当以上の英語力を有する者を対象。
※別枠のＧＳＣ･帰国を含む。書類(ＧＳＣ･一般):英検等の資格を
証明する書類のｺﾋﾟｰか英語の学習歴等を記載した経歴書。

34 60 ○ 私立 東京 適性検査型 総合型 品川女子学院 第３回〈４科目･表現力総合
型〉

2/4 試験Ⅰ[4科総合]､Ⅱ[読解･論
述]

× ■英検取得級[３級以上]加点制度<出願時に､合格証明書ｺﾋﾟｰを
提出>あり

35 61 ○ 私立 東京 適性検査型 思考力 十文字 第３回･思考力特待 2/1 記述式総合[理数系､社会系] ×

62 ○ 私立 東京 英語 英語 十文字 第３回･ﾁｬﾚﾝｼﾞ型 2/2 ＰＭ ２科基礎か英語､国語基礎 ×

63 ○ 私立 東京 英語 英語 得意選択型
NEW

NEW 十文字 得意型（算or英）特待入試 2/4 英語か算数選択

36 64 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 英語 淑徳ＳＣ 特選[SS]･第１回 2/1 ◇適性か３科[国算英]か４科選
択※

本人 ◇適性…適性検査Ⅰ[作文型]､Ⅱ[科目複合型]。※３科<国算英>
と４科受験者は､面接の実施あり。

65 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 英語 淑徳ＳＣ 特選[SS]･第2回 2/2 ◇適性か３科[国算英]か４科選
択※

本人 ◇適性…適性検査Ⅰ[作文型]､Ⅱ[科目複合型]。※３科<国算英>
と４科受験者は､面接の実施あり。

66 ○ 私立 東京 英語 英語 淑徳ＳＣ 特選[SS]･第3回 2/4 ３科[国算英]か４科選択※ 本人 ◇適性…適性検査Ⅰ[作文型]､Ⅱ[科目複合型]。※３科<国算英>
と４科受験者は､面接の実施あり。

67 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 作文型
NEW

NEW 淑徳ＳＣ 特選[SS]･第4回 2/11 適性検査Ⅰ[作文型] 本人 ◇適性…適性検査Ⅰ[作文型]。

37 68 ○ 私立 東京 適性検査型 作文 自己アピール NEW 女子聖学院 日本語表現力入試① 2/2 聞き取りﾃｽﾄ､作文､自己紹介 本人 科目(日本語表現力):自己紹介は､日本語。

69 ○ 私立 東京 適性検査型 作文 自己アピール NEW 女子聖学院 日本語表現力入試② 2/4 聞き取りﾃｽﾄ､作文､自己紹介 本人 科目(日本語表現力):自己紹介は､日本語。

70 ○ 私立 東京 英語 英語 自己アピール NEW 女子聖学院 英語表現力入試 2/2 英語ﾘｽﾆﾝｸﾞ､課題文暗誦､自己
紹介

◇保同 科目(英語表現力):自己紹介は､英語。◇日本語で２回実施<保同
と本人>あり

38 71 ○ 私立 東京 英語･適性検
査型

適性検査型 英語 白梅学園清修 第１回AM 2/1 英語か２科か４科か適性選択 本人※ 科目(第１回AM):適性は､適性検査Ⅰ､Ⅱ。※英語選択者のみ面
接の実施あり

72 ○ 私立 東京 英語 英語 白梅学園清修 第１回PM 2/1 ＰＭ １科[英語]か２科選択 本人※ ※英語選択者のみ面接の実施あり

73 ○ 私立 東京 英語 英語 白梅学園清修 第2回 2/2 １科[英語]か２科か４科選択 本人※ ※英語選択者のみ面接の実施あり

39 74 ○ 私立 東京 基礎学力型 基礎学力型 星美学園 基礎力重視型･第１回 2/1 ２科か４科選択

75 ○ 私立 東京 適性検査型
NEW

適性検査型 NEW 星美学園 適性検査型･第２回 2/1 ＰＭ 適性検査Ⅰ､Ⅱ

76 ○ 私立 東京 英語
NEW

英語 NEW 星美学園 英語型･第４回 2/2 ＰＭ 国語､英語か算数､英語選択

40 77 ○ 私立 東京 適性検査型
NEW

基礎学力型 発表型
NEW

NEW 瀧野川女子学園 第１回AM 2/1 特待2科か4科 , 一般2科と表現 本人 科目:2科か4科<特待>または2科基礎学力ﾃｽﾄと表現能力ﾃｽﾄ<一
般>

78 ○ 私立 東京 適性検査型
NEW

基礎学力型 発表型
NEW

NEW 瀧野川女子学園 第１回PM 2/1 ＰＭ 特待2科か4科 , 一般2科と表現 本人 科目:2科か4科<特待>または2科基礎学力ﾃｽﾄと表現能力ﾃｽﾄ<一
般>

79 ○ 私立 東京 適性検査型
NEW

基礎学力型 発表型
NEW

NEW 瀧野川女子学園 第2回 2/2 特待2科か4科 , 一般2科と表現 本人 科目:2科か4科<特待>または2科基礎学力ﾃｽﾄと表現能力ﾃｽﾄ<一
般>

80 ○ 私立 東京 適性検査型
NEW

基礎学力型 発表型
NEW

NEW 瀧野川女子学園 第3回 2/4 特待2科か4科 , 一般2科と表現 本人 科目:2科か4科<特待>または2科基礎学力ﾃｽﾄと表現能力ﾃｽﾄ<一
般>

41 81 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 玉川聖学院 適性検査型入試 2/1 適性検査Ⅰ[作文]､Ⅱ ×

42 82 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 千代田女学園 適性検査型Ａ 2/1 適性検査Ⅰ､Ⅱ ×

83 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 千代田女学園 適性検査型Ｂ 2/1 ＰＭ 適性検査Ⅰ､Ⅱ ×

43 84 ○ 私立 東京 適性検査型 口頭試問型 桐朋女子 Ａ入試 2/1 ２科と口頭試問 ×

85 ○ 私立 東京 適性検査型 総合型 思考力 NEW 桐朋女子 論理的思考力＆発想力入試 2/2 記述型[言語分野､理数分野] ×

44 86 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 トキワ松学園 適性検査型 2/1 適性検査ⅠＡ､ⅡかⅠＢ､Ⅱ ×

87 ○ 私立 東京 英語 英語 トキワ松学園 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 2/2 国語､英会話か算数､英会話 ×

45 88 ○ 私立 東京 適性検査型 自己アピール
NEW

NEW 東京家政学院 KVA（国･算基礎学力テスト
＋面接）入試

2/1 ＰＭ ２科か４科か◇ＫＶＡ選択 書類(ＫＶＡ入試>:活動報告書の提出あり。◇ＫＶＡ…基礎学力ﾃｽ
ﾄ[国語･算数]とﾌﾟﾚｾﾞﾝ･自己ｱﾋﾟｰﾙ面接。※３科受験者､ＫＶＡ受験
者は面接の実施あり
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2017年首都圏中学入試での「4科･2科」以外の科目･形態入試の実施校（「適性検査（思考力･ PISA･総合）型入試」･「英語入試ほか」）実施校 首都圏模試センター調べ【2017年1月4日現在】
●＝男子校、○＝女子校、◎＝共学校

校数
のべ
件数

区
分

設置 所在地 大分類 小分類① 小分類① NEW
中学校･中等教育学校
名

試験名称 入試日 A/P 科目 面接 備　考

89 ○ 私立 東京 適性検査型 自己アピール
NEW

NEW 東京家政学院 KVA（国･算基礎学力テスト
＋面接）入試

2/3 ２科か４科か◇ＫＶＡ選択 書類(ＫＶＡ入試>:活動報告書の提出あり。◇ＫＶＡ…基礎学力ﾃｽ
ﾄ[国語･算数]とﾌﾟﾚｾﾞﾝ･自己ｱﾋﾟｰﾙ面接。※３科受験者､ＫＶＡ受験
者は面接の実施あり

90 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 英語 東京家政学院 2/1PM入試 2/1 ＰＭ 2科か◇3科か4科か◇適性選
択

× ◇３科…国語､算数､英語と英語面接。適性…適性検査Ⅰ[作文]､
Ⅱ[総合問題]。※３科受験者､ＫＶＡ受験者は面接の実施あり

46 91 ○ 私立 東京 適性検査型 思考力 英語 NEW 東京家政大学附属女
子

ｾﾚｸﾄ入試[第１回] 2/1 国･算･英･思考より２つ選択 ※2科4科40名､適性検査10名。◇適性検査Ⅰ[作文]､Ⅱ[科目複
合型]

92 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 東京家政大学附属女
子

特別奨学生[第２回] 2/1 ＰＭ ２科か４科か◇適性検査選択 ※2科4科40名､適性検査10名。◇適性検査Ⅰ[作文]､Ⅱ[科目複
合型]

47 93 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 東京純心女子 １次適性検査･特待選抜 2/1 適性検査Ⅰ､Ⅱ × 科目(1次適性,2次適性):適性検査Ⅰ[国語]､Ⅱ[算理社的な要素
の教科横断型]。

94 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 追加 東京純心女子 ２次適性検査･特待選抜 2/2 適性検査Ⅰ､Ⅱ × 科目(1次適性,2次適性):適性検査Ⅰ[国語]､Ⅱ[算理社的な要素
の教科横断型]。

95 ○ 私立 東京 適性検査型 自己アピール
NEW

NEW 東京純心女子 タラント発見･発掘入試 2/4 自己ｱﾋﾟｰﾙ作文等 科目(ﾀﾗﾝﾄ発見･発掘):聴く力･書く力等を図る問題､自己ｱﾋﾟｰﾙ作
文と面接

48 96 ○ 私立 東京 英語 英語 東京女子学院 第１回 2/1 ２科か４科か英語特別[英語] 本 人 ★奨学制度[英検準2級以上の取得者を対象]あり

97 ○ 私立 東京 英語 英語 東京女子学院 第３回 2/2 ２科か４科か英語特別[英語] 本 人 ★奨学制度[英検準2級以上の取得者を対象]あり

98 ○ 私立 東京 英語 英語 東京女子学院 第５回 2/2 ２科か英語特別[英語] 本 人 ★奨学制度[英検準2級以上の取得者を対象]あり

49 99 ○ 私立 東京 英語 英語 NEW 東京女子学園 第１回Ｅ 2/1 １科[英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ､ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ>] × ★奨学制度[英検準2級以上の取得者を対象]あり

100 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 作文型
NEW

東京女子学園 第１回Ｐ 2/2 PISA型Ⅰ[総合問題]､Ⅱ[作文] × ★奨学制度[英検準2級以上の取得者を対象]あり

101 ○ 私立 東京 得意選択型
NEW

得意選択型 NEW 東京女子学園 第２回 2/2 国語か算数選択 ×

50 102 ○ 私立 東京 適性検査型 自己アピール 英語 中村 ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ第１回 2/2 作文[400字程度]と書類審査 本 人 書類(ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ入試):志願書､活動報告書の提出あり。面接(ﾎﾟﾃﾝ
ｼｬﾙ入試):自己ｱﾋﾟｰﾙ[英語希望の場合は英会話]及び面接

103 ○ 私立 東京 適性検査型 自己アピール 英語 中村 ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ第２回 2/5 作文[400字程度]と書類審査 本 人 書類(ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ入試):志願書､活動報告書の提出あり。面接(ﾎﾟﾃﾝ
ｼｬﾙ入試):自己ｱﾋﾟｰﾙ[英語希望の場合は英会話]及び面接

51 104 ○ 私立 東京 適性検査型
NEW

思考力型 NEW 日本大学豊山女子 思考力型入試 第1回 2/5 調べ学習､まとめ､発表 × 科目(思考力型):テーマをひとつ選択し､情報収集をしてまとめ､そ
のまとめた内容について発表する

105 ○ 私立 東京 適性検査型
NEW

思考力型 NEW 日本大学豊山女子 思考力型入試 第2回 2/11 調べ学習､まとめ､発表 × 科目(思考力型):テーマをひとつ選択し､情報収集をしてまとめ､そ
のまとめた内容について発表する

52 106 ○ 私立 東京 適性検査型 思考力 英語 富士見丘 ＷＩＬＬ入試 2/1 国語･算数･思考力より２科 × ■WILL,思考力,2科3科入試で英語特別ｺｰｽ<英語口頭試問を含
む面接実施>あり。WILL入試…国語､算数､思考力より２科と英
語。思考力入試…思考力Ⅰ､Ⅱと英語。

107 ○ 私立 東京 適性検査型 思考力 英語 富士見丘 思考力入試 2/2 思考力ﾃｽﾄⅠ[読解]､Ⅱ[融合] × ■WILL,思考力,2科3科入試で英語特別ｺｰｽ<英語口頭試問を含
む面接実施>あり。WILL入試…国語､算数､思考力より２科と英
語。思考力入試…思考力Ⅰ､Ⅱと英語。

108 ○ 私立 東京 英語 英語 富士見丘 2科3科入試① 2/2 ２科か３科[国算と社か理か英] × ■WILL,思考力,2科3科入試で英語特別ｺｰｽ<英語口頭試問を含
む面接実施>あり。2科3科入試…国語､算数､英語

109 ○ 私立 東京 英語 英語 富士見丘 2科3科入試② 2/4 ２科か３科[国算と社か理か英] × ■WILL,思考力,2科3科入試で英語特別ｺｰｽ<英語口頭試問を含
む面接実施>あり。2科3科入試…国語､算数､英語

53 110 ○ 私立 東京 英語 英語 藤村女子 １日午前入試 2/1 ２科か※４科選択 × ※4科…国語､算数と社会･理科･英語より２科

111 ○ 私立 東京 英語 英語 藤村女子 ２日午前入試 2/2 ２科か※４科選択 × ※4科…国語､算数と社会･理科･英語より２科

112 ○ 私立 東京 英語 英語 藤村女子 ３日午前入試 2/3 ２科か※４科選択 × ※4科…国語､算数と社会･理科･英語より２科

113 ○ 私立 東京 英語 英語 藤村女子 ５日午前入試 2/5 ２科か※４科選択 × ※4科…国語､算数と社会･理科･英語より２科

114 ○ 私立 東京 英語 英語 藤村女子 １日午後ﾌﾟﾚﾐｱﾑ入試 2/1 ２科か※４科選択 × ※4科…国語､算数と社会･理科･英語より２科

115 ○ 私立 東京 英語 英語 藤村女子 ２日午後ﾌﾟﾚﾐｱﾑ入試 2/2 ２科か※４科選択 × ※4科…国語､算数と社会･理科･英語より２科

116 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 藤村女子 １日･適性検査入試 2/1 適性Ⅰ､Ⅱ × ※4科…国語､算数と社会･理科･英語より２科
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2017年首都圏中学入試での「4科･2科」以外の科目･形態入試の実施校（「適性検査（思考力･ PISA･総合）型入試」･「英語入試ほか」）実施校 首都圏模試センター調べ【2017年1月4日現在】
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117 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 追加 藤村女子 ５日･適性検査入試 2/5 適性Ⅰ､Ⅱ × ※4科…国語､算数と社会･理科･英語より２科

54 118 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 文化学園大学杉並 Ａ型① 2/1 適性試験Ⅰ､Ⅱ ×

119 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 文化学園大学杉並 Ａ型② 2/4 適性試験Ⅰ､Ⅱ ×

55 120 ○ 私立 東京 英語 英語 文京学院大学女子 第１回 2/1 ２科か２科＋※選択 × ※選択…理科2題､社会2題､英語2題の計６題より２題以上を選択

121 ○ 私立 東京 英語 英語 文京学院大学女子 第２回 2/1 ＰＭ ２科か２科＋※選択 × ※選択…理科2題､社会2題､英語2題の計６題より２題以上を選択

122 ○ 私立 東京 英語 英語 文京学院大学女子 第３回 2/2 ＰＭ ２科か２科＋※選択 × ※選択…理科2題､社会2題､英語2題の計６題より２題以上を選択

123 ○ 私立 東京 英語 英語 文京学院大学女子 第４回 2/3 ＰＭ ２科か２科＋※選択 × ※選択…理科2題､社会2題､英語2題の計６題より２題以上を選択

56 124 ○ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 目黒星美学園 発想力入試 2/1 発想力作文､発想力試験 ×

57 125 ○ 私立 東京 英語
NEW

英語 自己アピール
NEW

NEW 八雲学園 未来発見入試 2/2 ＰＭ 国･算･英より１科と自己表現文 × 科目(未来発見入試):自己表現文は400字程度

58 126 ○ 私立 東京 英語 英語 山脇学園 英語入試Ａ 2/1 ３科[国語､算数､英語] 通 書類:英検4級以上取得の場合､合格証ｺﾋﾟｰの提出もあり。科目
(英語入試):英検3級以上の取得者[取得後2年以内]は､希望によ
り英語の筆記を免除<合格証ｺﾋﾟｰを提出>

127 ○ 私立 東京 英語 英語 山脇学園 英語入試Ｂ 2/2 ３科[国語､算数､英語] 通 書類:英検4級以上取得の場合､合格証ｺﾋﾟｰの提出もあり。科目
(英語入試):英検3級以上の取得者[取得後2年以内]は､希望によ
り英語の筆記を免除<合格証ｺﾋﾟｰを提出>

128 ○ 私立 東京 英語 英語 山脇学園 英語入試Ｃ 2/4 ３科[国語､算数､英語] 通 書類:英検4級以上取得の場合､合格証ｺﾋﾟｰの提出もあり。科目
(英語入試):英検3級以上の取得者[取得後2年以内]は､希望によ
り英語の筆記を免除<合格証ｺﾋﾟｰを提出>

59 129 ○ 私立 東京 英語
NEW

英語 NEW 和洋九段女子 第２回ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 2/1 ＰＭ 2科か3科[国算英]か4科選択 ×

130 ○ 私立 東京 英語
NEW

英語 NEW 和洋九段女子 第４回ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ 2/3 ＰＭ 2科か3科[国算英]か4科選択 ×

131 ○ 私立 東京 適性検査型
NEW

適性検査型 NEW 和洋九段女子 第３回本科 2/2 2科か4科か適性検査Ⅰ､Ⅱ選
択

×

60 132 ◎ 私立 東京 英語 英語 郁文館 第１回･進学ｸﾗｽ 2/1 ※２科か※４科選択 × ※２科…国語､算数､英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む>より２科選択。４科…国
語､算数､英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む>より２科と社会､理科。

133 ◎ 私立 東京 英語 英語 郁文館 第１回･特別奨学生 2/1 ＰＭ ※２科か※４科選択 × ※２科…国語､算数､英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む>より２科選択。４科…国
語､算数､英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む>より２科と社会､理科。

134 ◎ 私立 東京 英語 英語 郁文館 第２回･進学ｸﾗｽ 2/2 ※２科か※４科選択 × ※２科…国語､算数､英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む>より２科選択。４科…国
語､算数､英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む>より２科と社会､理科。

135 ◎ 私立 東京 英語 英語 郁文館 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰ特進ｸﾗｽ 2/2 ＰＭ 国語･算数･英語より２科選択 × ※２科…国語､算数､英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む>より２科選択。４科…国
語､算数､英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む>より２科と社会､理科。

136 ◎ 私立 東京 適性検査型 自己アピール
NEW

NEW 郁文館 ﾙｰﾌﾞﾘｯｸ評価型 2/2 ＰＭ ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ､Ｑ＆Ａ × 科目(ﾙｰﾌﾞﾘｯｸ評価型):活動報告書記入し､記載事項を元に口頭
で発表

137 ◎ 私立 東京 英語 英語 郁文館 第３回･進学ｸﾗｽ 2/3 ※２科か※４科選択 × ※２科…国語､算数､英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む>より２科選択。４科…国
語､算数､英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む>より２科と社会､理科。

138 ◎ 私立 東京 英語 英語 郁文館 第４回･進学ｸﾗｽ 2/4 ※２科か※４科選択 × ※２科…国語､算数､英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む>より２科選択。４科…国
語､算数､英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む>より２科と社会､理科。

139 ◎ 私立 東京 英語 英語 郁文館 第２回･特別奨学生 2/4 ※２科か※４科選択 × ※２科…国語､算数､英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む>より２科選択。４科…国
語､算数､英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む>より２科と社会､理科。

140 ◎ 私立 東京 英語 英語 郁文館 特別編成 2/18 ＰＭ 国･算･英より２科か３科選択 × ※２科…国語､算数､英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む>より２科選択。

141 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 郁文館 第1回･適性､特別奨学生 2/1 適性検査Ⅰ､Ⅱ ×

142 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 郁文館 第2回･適性､特別奨学生 2/1 ＰＭ 適性検査Ⅰ､Ⅱ ×

143 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 郁文館 第3回･適性､特別奨学生 2/2 適性検査Ⅰ､Ⅱ ×

144 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 郁文館 適性検査型･特別編成 2/18 ＰＭ 適性検査Ⅰ､Ⅱ ×

61 145 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 上野学園 Ｓ日程ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄ･ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ 2/1 適性検査Ⅰ､Ⅱ ×

62 146 ◎ 私立 東京 適性検査型
NEW

総合型 NEW 桜美林 総合学力評価テスト 2/1 文系総合､理系総合 ×
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63 147 ◎ 私立 東京 英語 英語 開智日本橋学園 第１回･2科4科 2/1 ２科か４科かGLC ※本人 科目(第1回,第4回,第5回):ＧＬＣ希望者は､３科[国算英]と面接。※
ＧＬＣのみ口頭試問･面接の実施あり

148 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 開智日本橋学園 適性検査型 2/1 適性検査Ⅰ､Ⅱ ×

149 ◎ 私立 東京 英語 英語 開智日本橋学園 第４回･3科総合 2/3 ＰＭ ２科と英社理より１科かGLC ※本人 科目(第1回,第4回,第5回):ＧＬＣ希望者は､３科[国算英]と面接。※
ＧＬＣのみ口頭試問･面接の実施あり

150 ◎ 私立 東京 英語 英語 開智日本橋学園 第５回･3科総合 2/4 ２科と英社理より１科かGLC ※本人 科目(第1回,第4回,第5回):ＧＬＣ希望者は､３科[国算英]と面接。※
ＧＬＣのみ口頭試問･面接の実施あり

64 151 ◎ 私立 東京 適性検査型 思考力 かえつ有明 2/1AM･思考力入試 2/1 思考力Ⅰ､Ⅱ × 書類(2/1･思考,2/2･思考,2/4･AL思考)

152 ◎ 私立 東京 適性検査型 思考力 追加 かえつ有明 2/2AM･思考力特待入試 2/2 難関思考力Ⅰ､思考力Ⅱ × 書類(2/1･思考,2/2･思考,2/4･AL思考)

153 ◎ 私立 東京 適性検査型 思考力 かえつ有明 2/4AM･ＡＬ思考力特待 2/4 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ思考力 × 書類(2/1･思考,2/2･思考,2/4･AL思考)

154 ◎ 私立 東京 英語 英語 かえつ有明 2/1PM･2科+英語入試 2/1 ＰＭ ３科[国語､算数､英語] × 書類(2/1･思考,2/2･思考,2/4･AL思考)

65 155 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 共栄学園 第１回[2科･適性入試①] 2/1 ２科か適性検査Ⅰ､Ⅱ選択 本 人

156 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 共栄学園 第４回[2科･適性入試②] 2/5 ２科か適性検査Ⅰ､Ⅱ選択 本 人

66 157 ◎ 私立 東京 英語
NEW

英語
NEW

啓明学園 第１回 2/1 ２科[国語､算数か国語､英語] 本 人

158 ◎ 私立 東京 英語
NEW

英語
NEW

啓明学園 第２回 2/2 ２科[国語､算数か国語､英語] 本 人

159 ◎ 私立 東京 英語
NEW

英語
NEW

啓明学園 第３回 2/3 ２科[国語､算数か国語､英語] 本 人

67 160 ◎ 私立 東京 適性検査型 思考力 英語 工学院大学附属 第１回Ａ･特待選抜 2/1 2科か4科か英語か思考力選択 ※保同 ※英語受験者のみ面接の実施あり

161 ◎ 私立 東京 英語 英語 工学院大学附属 第１回Ｂ･特待選抜 2/1 ＰＭ ２科か英語選択 ※保同 ※英語受験者のみ面接の実施あり

162 ◎ 私立 東京 適性検査型 思考力 英語 工学院大学附属 第２回Ａ 2/2 2科か4科か英語か思考力選択 ※保同 ※英語受験者のみ面接の実施あり

163 ◎ 私立 東京 適性検査型 思考力 英語 工学院大学附属 第３回 2/3 ＰＭ ２科か英語か思考力選択 ※保同 ※英語受験者のみ面接の実施あり

164 ◎ 私立 東京 適性検査型 思考力 英語 工学院大学附属 第４回 2/5 ２科か４科か思考力選択 × ※英語受験者のみ面接の実施あり

68 165 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 国士舘 第２回 2/1 ＰＭ 適性検査 本 人

69 166 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 英語 駒込 第２回 2/1 ＰＭ ※３科か◇適性か４科選択 × ※３科<英語特別枠>…国語､算数､英語。◇適性…思考表現､数
的処理､理社総合<理社総合を英語に変更可>

70 167 ◎ 私立 東京 適性検査型 思考力 桜丘 第１回･特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ 2/1 ２科か４科か※思考力選択 × ※思考力…思考力テストⅠ､Ⅱ

168 ◎ 私立 東京 適性検査型 思考力 桜丘 第３回･特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ 2/2 ２科か４科か※思考力選択 × ※思考力…思考力テストⅠ､Ⅱ

71 169 ◎ 私立 東京 得意選択
NEW

得意選択 得意選択 NEW 実践学園 第５回〈1科（日本語表現
力）入試〉

2/4 １科[国語<日本語表現力ﾃｽﾄ>]

72 170 ◎ 私立 東京 英語
NEW

英語 NEW 淑徳巣鴨 ｽｶﾗｼｯﾌﾟ入試･第１回 2/1 ＰＭ ※３科[国算英]か４科選択 × ※３科…英検3級以上の取得者は､英語筆記を免除[試験当日に､
英検合格証または証明書のｺﾋﾟｰを提出]

171 ◎ 私立 東京 英語
NEW

英語 NEW 淑徳巣鴨 ｽｶﾗｼｯﾌﾟ入試･第３回 2/3 ＰＭ ※３科[国算英]か４科選択 × ※３科…英検3級以上の取得者は､英語筆記を免除[試験当日に､
英検合格証または証明書のｺﾋﾟｰを提出]

172 ◎ 私立 東京 適性検査型
NEW

思考力 NEW 淑徳巣鴨 一般入試･第2回[未来力] 2/2 思考の基礎力､思考の展開力 ×

73 173 ◎ 私立 東京 グループワー
ク型

グループワー
ク型

自由学園男子部 第１回 2/1 ２科と集団考査 保 別 書類:作文１編[1200字程度]の提出もあり

174 ◎ 私立 東京 グループワー
ク型

グループワー
ク型

自由学園男子部 第２回 2/4 ２科と集団考査 保 別 書類:作文１編[1200字程度]の提出もあり

175 ◎ 私立 東京 グループワー
ク型

グループワー
ク型

自由学園男子部 第３回 2/22 ２科と集団考査 保 別 書類:作文１編[1200字程度]の提出もあり

176 ◎ 私立 東京 グループワー
ク型

グループワー
ク型

自由学園女子部 第１回 2/1 ２科と集団考査[Ⅰ､Ⅱ] 保 別 書類:作文１編[1200字程度]の提出もあり

177 ◎ 私立 東京 グループワー
ク型

グループワー
ク型

自由学園女子部 第２回 2/10 ２科と集団考査[Ⅰ､Ⅱ] 保 別 書類:作文１編[1200字程度]の提出もあり
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178 ◎ 私立 東京 グループワー
ク型

グループワー
ク型

自由学園女子部 第３回 3/1 ２科と集団考査[Ⅰ､Ⅱ] 保 別 書類:作文１編[1200字程度]の提出もあり

74 179 ◎ 私立 東京 英語 英語 順天 第３回Ｂ入試 2/4 ＰＭ ２科[国語､算数か※英語､算数] × ※英語…ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む

75 180 ◎ 私立 東京 英語 英語 NEW 城西大学附属城西 第１回AM〈英語技能（選択）
入試

2/1 １科[英語（リスニングを含む）〉]
か２科か４科

※本人 科目(第1回AM,第1回PM):１科[英語]は､ﾘｽﾆﾝｸﾞあり。※１科[英
語]受験者のみ面接の実施あり

181 ◎ 私立 東京 英語 英語 NEW 城西大学附属城西 第１回AM〈英語技能（選択）
入試

2/1 ＰＭ １科[英語（リスニングを含む）〉]
か２科か４科

※本人 科目(第1回AM,第1回PM):１科[英語]は､ﾘｽﾆﾝｸﾞあり。※１科[英
語]受験者のみ面接の実施あり

182 ◎ 私立 東京 適性検査型
NEW

適性検査型 NEW 城西大学附属城西 適性検査型入試 2/2 ×

76 183 ◎ 私立 東京 英語 英語 聖徳学園 総合入試 2/1 国語･算数･英語より２科選択 本 人 書類(総合入試):自己申告書の提出もあり

184 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 聖徳学園 適性検査型入試 2/1 適性検査Ⅰ､Ⅱ ×

185 ◎ 私立 東京 適性検査型 思考力 聖徳学園 思考力入試 2/2 思考力 本 人

77 186 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 成立学園 第１回 2/1 2科か4科か適性検査Ⅰ､Ⅱ × 科目(第１回):適性検査は､小石川･白鷗ﾀｲﾌﾟか市立浦和ﾀｲﾌﾟより
選択。

187 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 追加 成立学園 第４回 2/4 適性検査Ⅰ､Ⅱ × 科目(第４回):適性検査は､小石川･白鷗ﾀｲﾌﾟ

78 188 ◎ 私立 東京 英語
NEW

英語 総合 NEW 玉川学園 ＩＢｸﾗｽ･第１回 2/1 ３科[国か英と算､理社総合] ※保同

189 ◎ 私立 東京 英語
NEW

英語 総合 NEW 玉川学園 ＩＢｸﾗｽ･第２回 2/2 ３科[国か英と算､理社総合] ※保同

79 190 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 多摩大学附属聖ヶ丘 適性型 2/2 適性Ⅰ[作文型]､Ⅱ[資料型] ×

80 191 ◎ 私立 東京 英語 英語 帝京 第１回AM 2/1 ２科[国算英より選択]か４科選
択

×

192 ◎ 私立 東京 英語 英語 帝京 第１回PM 2/1 ＰＭ 国語･算数･英語より２科選択 ×

193 ◎ 私立 東京 英語 英語 帝京 第２回AM 2/2 ２科[国算英より選択]か４科選
択

×

194 ◎ 私立 東京 英語 英語 帝京 第２回PM 2/2 ＰＭ 国語･算数･英語より２科選択 ×

195 ◎ 私立 東京 英語 英語 帝京 第３回 2/4 ２科[国算英より選択]か４科選
択

×

196 ◎ 私立 東京 英語 英語 帝京 第４回 2/7 ２科[国算英より選択]か４科選
択

×

81 197 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 帝京八王子 第１回Ｂ 2/1 ＰＭ 国語か算数か適性検査選択 本 人

198 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 帝京八王子 第２回Ｂ 2/2 ＰＭ 国語か算数か適性検査選択 本 人

199 ◎ 私立 東京 得意選択型 得意選択型 帝京八王子 第３回Ｂ 2/3 ＰＭ 国語か算数選択 本 人

200 ◎ 私立 東京 得意選択型 得意選択型 帝京八王子 第４回 2/5 ４科より１科選択 本 人

201 ◎ 私立 東京 得意選択型 得意選択型 帝京八王子 ２次 2/12 国語か算数選択 本 人

82 202 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 貞静学園 適性検査型･第１回 2/1 ＰＭ 適性検査Ⅰ､Ⅱ 本 人

203 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 貞静学園 適性検査型･第２回 2/11 適性検査Ⅰ､Ⅱ 本 人

83 204 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 東海大学菅生 第１回Ｂ 2/1 ＰＭ ２科か４科か適性検査Ⅰ､Ⅱ ※本人Ｇ

84 205 ◎ 私立 東京 適性検査型 思考力 東京成徳大学 第１回午後 2/1 ＰＭ ２科か思考力Ⅰ､Ⅱ選択 ×

85 206 ◎ 私立 東京 得意選択型
NEW

得意選択型 NEW 東京電機大学 第４回 2/4 ＰＭ ４科より２科選択 ×

86 207 ◎ 私立 東京 英語 英語 東京都市大学等々力 第３回Ｓ特選ﾁｬﾚﾝｼﾞ 2/3 ＰＭ ３科[国算英]か４科選択 × 科目(第３回Ｓ特選):３科<国算英>受験者は､英語と国語か算
数の高得点１科の計２科で合否判定

208 ◎ 私立 東京 適性検査型
NEW

思考力
NEW

NEW 東京都市大学等々力 思考力･協働力入試 2/4 検査Ⅰ[思考･協働]､Ⅱ[論文] × ■思考力･協働力入試…Ｓ特選ｺー ｽ合格,特選ｺー ｽ合格,特進ｺー ｽ
合格あり。
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87 209 ◎ 私立 東京 適性検査型 自己アピール 東京立正 第１回AM〈2科かAO〉入試。 2/1 ２科か◇ＡＯ[国算]選択 本 人 ◇ＡＯ…ｽﾎﾟｰﾂや芸術などに小学校時代から習い事の一環として
学んできた者対象<ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄの提出もあり>。面接(第1回･ＡＯ,第
4回･ＡＯ,第５回):面接は､自己ＰＲ面接

210 ◎ 私立 東京 英語 英語 東京立正 第１回PM 2/1 ＰＭ ２科か※英語[ＡかＢ]選択 本 人 ※英語Ａ…英語､国語､算数と面接[英検4級取得者は優遇措置あ
り<要確認>,出願時に合格証ｺﾋﾟｰを提出]。英語Ｂ…国語､算数と
英語面接。

211 ◎ 私立 東京 英語 英語 東京立正 第２回AM 2/2 ２科か※英語[ＡかＢ]選択 本 人 ※英語Ａ…英語､国語､算数と面接[英検4級取得者は優遇措置あ
り<要確認>,出願時に合格証ｺﾋﾟｰを提出]。英語Ｂ…国語､算数と
英語面接。

212 ◎ 私立 東京 英語 英語 東京立正 第３回 2/4 ２科か※英語[ＡかＢ]選択 本 人 ※英語Ａ…英語､国語､算数と面接[英検4級取得者は優遇措置あ
り<要確認>,出願時に合格証ｺﾋﾟｰを提出]。英語Ｂ…国語､算数と
英語面接。

213 ◎ 私立 東京 適性検査型 自己アピール 追加 東京立正 第4回〈2科かAO〉入試。
AO〈スポーツ･芸術･習い
事〉入試（自己PR面接＋

2/8 ２科か◇ＡＯ[国算]選択 本 人 ◇ＡＯ…ｽﾎﾟｰﾂや芸術などに小学校時代から習い事の一環として
学んできた者対象<ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄの提出もあり>。面接(第1回･ＡＯ,第
4回･ＡＯ,第５回):面接は､自己ＰＲ面接

214 ◎ 私立 東京 適性検査型 自己アピール NEW 東京立正 第５回[アクティブ入試（エッセ
イ＋自己PR面接＋基本国･

2/12 ２科（国･算）基本とエッセイ＋自
己PR面接

本 人 面接(第1回･ＡＯ,第4回･ＡＯ,第５回):面接は､自己ＰＲ面接

88 215 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 東星学園 第２回 2/1 ＰＭ 適性検査Ⅰ､Ⅱ ×

89 216 ◎ 私立 東京 適性検査型
NEW

総合型 思考力
NEW

NEW 東洋大学京北 「哲学教育」思考･表現力入
試

2/4 哲学的思考問題､要約･論述問
題

×

90 217 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 日本工業大学駒場 第１回 2/1 ２科か４科か適性検査Ⅰ､Ⅱ × ◇２科選択…国､算か国､社か国､理か算､社か算､理を試験当日
に選択

218 ◎ 私立 東京 得意選択型 得意選択型 日本工業大学駒場 第２回 2/1 ＰＭ ◇２科選択 × ◇２科選択…国､算か国､社か国､理か算､社か算､理を試験当日
に選択。

219 ◎ 私立 東京 適性検査型 自己アピール
NEW

英語
NEW

NEW 日本工業大学駒場 第３回〈2科か4科か自己ア
ピール〉入試

2/2 ２科か４科か◇自己ｱﾋﾟｰﾙ ※本人 ◇２科選択…国､算か国､社か国､理か算､社か算､理を試験当日
に選択。自己ｱﾋﾟｰﾙ…自己ｱﾋﾟｰﾙ[作文]と面接と国か算か英より
１科選択<試験当日>。※自己ｱﾋﾟｰﾙ受験者のみ面接の実施あり

220 ◎ 私立 東京 適性検査型 自己アピール
NEW

英語
NEW

NEW 日本工業大学駒場 第４回〈2科選択か自己ア
ピール〉入試

2/2 ＰＭ ◇２科選択か◇自己ｱﾋﾟｰﾙ ※本人 ◇２科選択…国､算か国､社か国､理か算､社か算､理を試験当日
に選択。自己ｱﾋﾟｰﾙ…自己ｱﾋﾟｰﾙ[作文]と面接と国か算か英より
１科選択<試験当日>。※自己ｱﾋﾟｰﾙ受験者のみ面接の実施あり

221 ◎ 私立 東京 得意選択型 得意選択型 日本工業大学駒場 第５回 2/5 ◇２科選択 × ◇２科選択…国､算か国､社か国､理か算､社か算､理を試験当日
に選択。

222 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 日本工業大学駒場 特別選抜 2/7 ◇２科選択か適性検査Ⅰ､Ⅱ × ◇２科選択…国､算か国､社か国､理か算､社か算､理を試験当日
に選択。

91 223 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 八王子学園八王子 東大･医進ｸﾗｽ① 2/1 適性検査Ⅰ､Ⅱ × 科目(東大･医進①):適性検査Ⅰ[文章を読み質問に対して文章を
書く]､適性検査Ⅱ[算数･理科･社会の融合問題]。

92 224 ◎ 私立 東京 適性検査型
NEW

適性検査型 NEW 日出 2/1AM入試 2/1 ２科か４科か適性検査Ⅰ､Ⅱ × ■受験前に､個別相談を必ず受けること。★学業奨学生制度,
スポーツ奨学生[本校第一志望者を対象]制度あり<希望者は､
要個別面談>

93 225 ◎ 私立 東京 英語 英語 NEW 広尾学園 インターＡＧ 2/2 ＰＭ 3科[English､Mathematics､
Japanese]

本 人

94 226 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 追加 宝仙学園
共学部･理数インター

2/1･公立一貫対応 2/1 適性検査Ⅰ[作文]､Ⅱ[総合問
題]

×

227 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 宝仙学園
共学部･理数インター

2/2･公立一貫対応 2/2 適性検査Ⅰ[作文]､Ⅱ[総合問
題]

×

228 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 宝仙学園
共学部･理数インター

2/4･公立､特待選抜 2/4 適性検査Ⅰ[作文]､Ⅱ[総合問
題]

×

229 ◎ 私立 東京 適性検査型 自己アピール 追加 宝仙学園
共学部･理数インター

2/1･リベラルアーツ入試 2/1 ＰＭ 日本語ﾘｽﾆﾝｸﾞ ◇本人 書類(ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ入試,ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試):学習歴報告書の提出もあり。
◇ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ入試は､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ面接。※ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試は､英語
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ面接

230 ◎ 私立 東京 適性検査型 自己アピール 英語
NEW

NEW 宝仙学園
共学部･理数インター

2/1･グローバル〈英語プレゼ
ンテーション選択〉入試

2/1 ＰＭ 日本語ﾘｽﾆﾝｸﾞ ※本人 書類(ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ入試,ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試):学習歴報告書の提出もあり。
◇ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ入試は､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ面接。※ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試は､英語
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ面接

231 ◎ 私立 東京 適性検査型 自己アピール 宝仙学園
共学部･理数インター

2/4リベラルアーツ入試 2/4 ＰＭ 日本語ﾘｽﾆﾝｸﾞ ◇本人 書類(ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ入試,ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試):学習歴報告書の提出もあり。
◇ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ入試は､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ面接。※ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試は､英語
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ面接

232 ◎ 私立 東京 適性検査型 自己アピール 英語
NEW

NEW 宝仙学園
共学部･理数インター

2/4･グローバル〈英語プレゼ
ンテーション選択〉入試

2/4 ＰＭ 日本語ﾘｽﾆﾝｸﾞ ※本人 書類(ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ入試,ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試):学習歴報告書の提出もあり。
◇ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ入試は､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ面接。※ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試は､英語
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ面接
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95 233 ◎ 私立 東京 英語 英語 三田国際学園 第２回ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 2/1 ＰＭ 1科[英語]か2科か4科選択 ※本人 ※１科[英語､ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む]受験者のみ面接の実施[ﾈｲﾃｨﾌﾞｲﾝﾀ
ﾋﾞｭｰ]あり

234 ◎ 私立 東京 英語 英語 三田国際学園 第４回ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 2/3 ＰＭ 1科[英語]か2科か4科選択 ※本人 ※１科[英語､ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む]受験者のみ面接の実施[ﾈｲﾃｨﾌﾞｲﾝﾀ
ﾋﾞｭｰ]あり

96 235 ◎ 私立 東京 英語 英語 武蔵野東 第１回AM 2/1 2科か※3科[国算英]か※4科 本 人 ※３科[国語基礎､算数基礎､英語],４科[国語基礎､算数基礎､総
合]。

236 ◎ 私立 東京 適性検査型
NEW

思考力 NEW 武蔵野東 第１回PM 2/1 ＰＭ ２科か◇国立型か◇都立型 本 人 ◇国立型[総合Ⅰ<国･社>､Ⅱ<算･理>],都立型[総合Ⅰ<表現力>､
Ⅱ<思考力>]

237 ◎ 私立 東京 推薦･第1志
望

自己アピール 基礎学力型 武蔵野東 ＡＯ入試 2/3 ２科基礎 保 別 ■ＡＯ入試…体育や学芸に優れた特技を持ち､本校を第一志望と
し､合格した場合､必ず入学する意志のある者<要事前相談,出願
時､特技に関する実績を証明する書類を提出>。

97 238 ◎ 私立 東京 適性検査型
NEW

総合型
NEW

思考力 NEW 明治大学付属中野八
王子

B方式《4科総合型》入試 2/5 ＰＭ ４科総合問題 ×

98 239 ◎ 私立 東京 適性検査型
NEW

適性検査型 NEW 明星 適性･特待ＭＧＳｸﾗｽ 2/1 適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ 本 人

240 ◎ 私立 東京 得意選択型
NEW

得意選択型 NEW 明星 第1回ＡＳＭＧＳｸﾗｽ 2/1 ＰＭ １科[算数] 本 人

241 ◎ 私立 東京 得意選択型
NEW

得意選択型 NEW 明星 第2回ＡＳＭＧＳｸﾗｽ 2/2 ＰＭ １科[算数] 本 人

99 242 ◎ 私立 東京 得意選択型 得意選択型 目黒学院 第１回 2/1 ２科[国語か社会と算数か理科] 本 人

243 ◎ 私立 東京 適性検査型 自己アピール 目黒学院 第１回･一能一芸 2/1 作文と◆書類 本 人 ■第１回･一能一芸…要事前相談◆各種証明書[英語･数学･ｽ
ﾎﾟｰﾂ等]。

244 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 目黒学院 第３回 2/2 ２科か４科か適性検査Ⅰ､Ⅱ ※本人 ※適性検査受験者のみ面接の実施あり

100 245 ◎ 私立 東京 英語 英語 目白研心 第２回 2/1 ＰＭ 国算か算理か国社か国英選択 × ■第２回の国英選択者で､英検4級以上の取得者は､加点制度
[出願時に合格証ｺﾋﾟｰ提出]あり

246 ◎ 私立 東京 得意選択型 得意選択型 目白研心 第４回 2/2 ＰＭ 国算か算理か国社選択 ×

101 247 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 安田学園 先進特待入試･第１回 2/1 適性Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ ×

248 ◎ 私立 東京 英語 英語 安田学園 先進特待入試･第２回 2/1 ＰＭ ３科[国算英]か４科選択 ×

249 ◎ 私立 東京 英語 英語 安田学園 先進特待入試･第３回 2/2 ＰＭ ３科[国算英]か４科選択 ×

102 250 ◎ 私立 東京 英語 英語 立正大学付属立正 第２回､英国･英算 2/2 ２科[英語､国語か英語､算数] ×

251 ◎ 私立 東京 適性検査型 適性検査型 立正大学付属立正 第２回､適性検査型 2/2 適性検査Ⅰ､Ⅱ ×

103 252 ○ 私立 神奈川 適性検査型
NEW

適性検査型 NEW 鎌倉女子大学 適性検査型入試 2/2 ＰＭ 筆記と発表 ×

104 253 ○ 私立 神奈川 適性検査型
NEW

適性検査型 英語
NEW

NEW カリタス女子 新３科型入試 2/2 ＰＭ 読解･論述､算数､英語か理科 ×

105 254 ○ 私立 神奈川 適性検査型 総合型 北鎌倉女子学園 普通ｺｰｽＢ日程 2/1 ＰＭ ４科総合 保 同

106 255 ○ 私立 神奈川 適性検査型 適性検査型 相模女子大学 第３回 2/2 適性検査 ×

107 256 ○ 私立 神奈川 適性検査型
NEW

適性検査型 英語
NEW

NEW 聖セシリア女子 Ｂ方式 2/4 １科[算数か英語]と読解･表現 ×

108 257 ○ 私立 神奈川 英語
NEW

英語 NEW 清泉女学院 ２期〈2科かグローバル（英語
1科）〉入試

2/1 ＰＭ １科[英語]か２科選択
※本人

※英語選択[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試]のみ英語面接の実施あり

109 258 ○ 私立 神奈川 適性検査型 適性検査型 聖ヨゼフ学園 適性検査型Ａ日程 2/1 ＰＭ 適性検査型 総合 ※保同 面接:事前[1/14か1/15か1/21]実施または試験当日<※第1回～
第3回は､通常面接か自己ｱﾋﾟｰﾙ面接を出願時に選択、適性検査
型は､自己ｱﾋﾟｰﾙ面接>

259 ○ 私立 神奈川 適性検査型 適性検査型 聖ヨゼフ学園 適性検査型Ｂ日程 2/4 適性検査型 総合 ※保同 面接:事前[1/14か1/15か1/21]実施または試験当日<※第1回～
第3回は､通常面接か自己ｱﾋﾟｰﾙ面接を出願時に選択、適性検査
型は､自己ｱﾋﾟｰﾙ面接>

110 260 ○ 私立 神奈川 英語 英語 聖和学院 Ａ[4科･2科･英 選択] 2/1 ２科か４科か英語 × 科目:英語[英語型<英検4級以上の取得者は加点あり>…筆記か
英会話と作文]。

261 ○ 私立 神奈川 適性検査型
NEW

総合型 英語 NEW 聖和学院 Ｂ[2科･英･表 選択] 2/1 ＰＭ ２科か英語か表現･総合 × ■Ｂ[2科･英･表 選択]…特待生合格のみの選考試験。科目:英語
[英語型<英検4級以上の取得者は加点あり>…筆記か英会話と
作文]。表現･総合[表現力･総合型]
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2017年首都圏中学入試での「4科･2科」以外の科目･形態入試の実施校（「適性検査（思考力･ PISA･総合）型入試」･「英語入試ほか」）実施校 首都圏模試センター調べ【2017年1月4日現在】
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262 ○ 私立 神奈川 適性検査型
NEW

自己アピール
NEW

英語 NEW 聖和学院 Ｃ[英･ﾌﾟﾚ･表 選択]〈表現力･
総合型入試。自己アピール
入試〉

2/2 英語かﾌﾟﾚｾﾞﾝか表現･総合 × 科目:英語[英語型<英検4級以上の取得者は加点あり>…筆記か
英会話と作文]。ﾌﾟﾚｾﾞﾝ[ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ型…作文と自己ＰＲ]。表現･
総合[表現力･総合型]

263 ○ 私立 神奈川 英語 英語 聖和学院 Ｄ[4科･2科･英 選択] 2/2 ＰＭ ２科か４科か英語 × ■Ｂ[2科･英･表 選択]…特待生合格のみの選考試験。科目:英語
[英語型<英検4級以上の取得者は加点あり>…筆記か英会話と

264 ○ 私立 神奈川 適性検査型
NEW

自己アピール
NEW

英語 NEW 聖和学院 Ｅ[2科･英･ﾌﾟﾚ･表 選択]〈表
現力･総合型入試。自己ア
ピール入試〉

2/5 2科か英語かﾌﾟﾚｾﾞﾝか表現･総
合

× 科目:英語[英語型<英検4級以上の取得者は加点あり>…筆記か
英会話と作文]。ﾌﾟﾚｾﾞﾝ[ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ型…作文と自己ＰＲ]。表現･
総合[表現力･総合型]

111 265 ○ 私立 神奈川 適性検査型
NEW

総合型
NEW

NEW 聖園女学院 総合力ﾃｽﾄ 2/3 ＰＭ 総合力Ⅰ､Ⅱ 本人Ｇ 科目(総合力ﾃｽﾄ):総合力Ⅰ[横断的な知識を問う]､総合力Ⅱ[思
考力･判断力･表現力を問う]。面接:事前[1/21か1/22]実施または

112 266 ○ 私立 神奈川 英語
NEW

英語 NEW 横浜女学院 Ａ入試 2/1 ２科[国算か英国か英算]か４科 × 入試(Ａ入試,Ｄ入試,Ｅ入試):英算受験者は※9:20集合。(Ｂ入試,Ｃ
入試):集合時間は､試験当日に選択

267 ○ 私立 神奈川 英語
NEW

英語 NEW 横浜女学院 Ｄ入試 2/3 ２科[国算か英国か英算]か４科 × 入試(Ａ入試,Ｄ入試,Ｅ入試):英算受験者は※9:20集合。(Ｂ入試,Ｃ
入試):集合時間は､試験当日に選択

268 ○ 私立 神奈川 英語
NEW

英語 NEW 横浜女学院 Ｅ入試 2/4 ２科[国算か英国か英算]か４科 × 入試(Ａ入試,Ｄ入試,Ｅ入試):英算受験者は※9:20集合。(Ｂ入試,Ｃ
入試):集合時間は､試験当日に選択

113 269 ○ 私立 神奈川 英語 英語 横浜富士見丘学園中
等教育学校

第１回 2/1 ２科[国算か国英]か４科選択 ×

270 ○ 私立 神奈川 適性検査型 適性検査型 横浜富士見丘学園中
等教育学校

適性検査型入試 2/1 適性検査Ⅰ､Ⅱ ×

271 ○ 私立 神奈川 適性検査型 総合型 作文型
NEW

NEW 横浜富士見丘学園中
等教育学校

未来力入試 2/5 基礎学力､課題作文､課題作業 ×

114 272 ◎ 私立 神奈川 英語
NEW

英語 NEW アレセイア湘南 グローバル〈英語･国語か英
語･算数選択〉入試

2/2 ２科[英語､国語か英語､算数] 本 人 ■数学検定５級<1次,2次>以上の合格者は､算数の筆記を免除
[合格証を提出](第1回AM･PM,第2回AM･PM,第3回AM･PM入試を
対象)

115 273 ◎ 私立 神奈川 英語 英語 関東学院六浦 Ａ－１日程 2/1 ２科か４科か※英語型選択 × ■英語型[国算英]に出願する場合は､英検3級以上に合格してい
る者を対象。※英語型…国語､算数､英語による口頭試問

274 ◎ 私立 神奈川 英語 英語 関東学院六浦 Ｂ－１日程 2/2 ２科か４科か※英語型選択 × ■英語型[国算英]に出願する場合は､英検3級以上に合格してい
る者を対象。※英語型…国語､算数､英語による口頭試問

275 ◎ 私立 神奈川 英語 英語 関東学院六浦 Ｃ日程 2/4 ２科か４科か※英語型選択 × ■英語型[国算英]に出願する場合は､英検3級以上に合格してい
る者を対象。※英語型…国語､算数､英語による口頭試問

116 276 私立 神奈川 英語 英語 公文国際学園 Ａ入試 2/1 国語､算数か国語､数学か国語､
英語選択

× ※国語､算数40名･国語､数学40名･国語､英語30名。書類(Ａ入試
の国､数か国､英の受験者):希望者のみ自己推薦書を提出

117 277 ◎ 私立 神奈川 英語 英語 橘学苑 第１回 2/1 ２科と※外国語活動 × ※外国語活動…個別面接形式で実施

278 ◎ 私立 神奈川 英語 英語 橘学苑 第２回 2/1 ＰＭ ２科と※外国語活動 × ※外国語活動…個別面接形式で実施

279 ◎ 私立 神奈川 英語 英語 橘学苑 第３回 2/2 ＰＭ ２科と※外国語活動 × ※外国語活動…個別面接形式で実施

280 ◎ 私立 神奈川 英語 英語 橘学苑 第４回 2/4 ２科と※外国語活動 × ※外国語活動…個別面接形式で実施

118 281 ◎ 私立 神奈川 基礎学力型 基礎学力型 鶴見大学附属 進学ｸﾗｽ１次 2/1 ２科基礎力テスト ×

282 ◎ 私立 神奈川 基礎学力型 基礎学力型 鶴見大学附属 進学ｸﾗｽ２次 2/2 ２科基礎力テスト ×

283 ◎ 私立 神奈川 適性検査型
NEW

適性検査型 NEW 鶴見大学附属 適性検査入試 2/2 ２科基礎力ﾃｽﾄ､適性検査 ×

284 ◎ 私立 神奈川 英語
NEW

英語 NEW 鶴見大学附属 総合入試（国･算2科か国･算
＋理･社または英語）

2/4 2科か3科[国算英]か4科選択 ×

119 285 ◎ 私立 神奈川 英語 英語 桐蔭学園 ２次PM男子部 2/2 ＰＭ 国語･算数･英語より２科選択 ×

286 ◎ 私立 神奈川 英語 英語 桐蔭学園 女子部,理数 2/2 ＰＭ 国語､算数か英語､算数選択 ×

287 ◎ 私立 神奈川 英語 英語 桐蔭学園 女子部,普通 2/2 ＰＭ 国語･算数･英語より２科選択 ×

288 ◎ 私立 神奈川 適性検査型
NEW

思考力 総合型 NEW 桐蔭学園 ＡＬ（アクティブラーニング）入
試

2/4 総合思考力問題､算数基礎 本人Ｇ 面接(ＡＬ入試):ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ形式

120 289 ◎ 私立 神奈川 得意選択型 得意選択型 東海大学付属相模 Ｂ試験 2/3 国算か国理社か算理社選択 本人Ｇ

121 290 ◎ 私立 神奈川 英語 英語 桐光学園 第3回B試験「英語資格入試」 2/4 ２科 本 人 ■第３回Ｂ･英語資格…英検､その他の英語資格を有する者[英
検3級以上,またはそれに準ずるもの]。
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291 ◎ 私立 神奈川 適性検査型
NEW

自己アピール
NEW

英語 NEW 桐光学園 第3回B試験「T＆M
〈talentand motivation〉入試」

2/4 ２科 本 人 ■第３回Ｂ･Ｔ＆Ｍ…小学校時代に各種競技会･ｺﾝﾃｽﾄ･資格試験
などで努力し続け､本校でさらにそれを伸ばしたい者。書類(第３
回Ｂ):資格の証明書ｺﾋﾟｰ､ｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄの提出あり <出願期間内必
着で郵送>

122 292 ◎ 私立 神奈川 英語
NEW

英語 NEW 日本大学 Ａ-１日程 2/1 ３科[国算英]か４科選択 ×

123 293 ◎ 私立 神奈川 適性検査型 適性検査型 横須賀学院 適性検査型入試 2/1 適性検査Ⅰ､Ⅱ × 科目(適性検査型):適性検査Ⅰ[主に人文社会科学系]､Ⅱ[主に数
理自然科学系]

294 ◎ 私立 神奈川 英語 英語 横須賀学院 英語入試 2/2 ＰＭ 作文[日本語] 保 同 ■英語入試…英検4級以上等[要確認]の取得者を対象<当日､証
明書類等を提出>。■優遇措置あり…英検､漢検､数検4級以上の
取得者等[要確認]<当日に証明書類等を提出>。

124 295 ◎ 私立 神奈川 適性検査型
NEW

適性検査型 NEW 横浜翠陵 適性検査型入試 2/1 ＰＭ 適性検査Ⅰ､Ⅱ × 科目(適性検査型入試):適性検査Ⅰ[人文･社会科学系]､Ⅱ[数理･
自然科学系]

125 296 ◎ 私立 神奈川 適性検査型 適性検査型 横浜隼人 適性検査型入試 2/1 ＰＭ 適性検査Ⅰ､Ⅱ ×

126 297 ○ 私立 千葉 適性検査型 自己アピール
NEW

NEW 聖徳大学附属女子 第一志望B入試（アビリティー
入試）

12/1 １科[国か算]と作文[特技表現] 本 人 ■第一志望入試…本校､第一志望の者[Ｂ入試は､受験資格のあ
る特技<要確認>がある者,出願前に要個別相談]]

298 ○ 私立 千葉 適性検査型 適性検査型 聖徳大学附属女子 第１回PM　適性検査型 1/20 ＰＭ 適性検査Ⅰ､Ⅱ ×

127 299 ○ 私立 千葉 英語
NEW

英語 NEW 和洋国府台女子 推薦〈国･算基礎学力＋面接
もしくは英語リスニング＋グ
ループワーク〉入試

12/1 2科か1科[英語]とｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ × ■推薦入試…合格した場合､必ず本校に入学する児童。書類(推
薦):志願理由書､推薦書を提出<11/28必着で郵送>。科目(推薦):
基礎学力ﾃｽﾄ型[2科と面接]か英語ﾘｽﾆﾝｸﾞ型[英語とｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰ
ｸ]。※2科基礎学力ﾃｽﾄ受験者のみ面接<本人Ｇ>の実施あり

300 ○ 私立 千葉 適性検査型
NEW

英語
NEW

英語 NEW 和洋国府台女子 第2回　2科（国･算）か3科
（国･算･英）か適性入試

1/24 2科か3科[国算英]か◇適性 × 科目(推薦):基礎学力ﾃｽﾄ型[2科と面接]か英語ﾘｽﾆﾝｸﾞ型[英語と
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ]。◇適性…適性検査１､２。※2科基礎学力ﾃｽﾄ受験
者のみ面接<本人Ｇ>の実施あり

128 301 ◎ 私立 千葉 英語
NEW

英語 NEW 市川 英語選択（国･算と英語A＋
英語B）入試

1/20 ３科[国語､算数､※英語Ａ､Ｂ] × 試験会場(第１回,英語選択入試):幕張[幕張ﾒｯｾ国際展示場]で実
施

129 302 ◎ 私立 千葉 英語 英語 暁星国際 推薦 12/1 ２科[国語､算数か英語､算数] 本人Ｇ ■推薦…本校を第一希望とする者。

303 ◎ 私立 千葉 英語 英語 暁星国際 Ⅰ期 1/20 ２科[国語､算数か英語､算数] 本人Ｇ

304 ◎ 私立 千葉 英語 英語 暁星国際 Ⅱ期Ａ 2/6 ２科[国語､算数か英語､算数] 本人Ｇ

305 ◎ 私立 千葉 英語 英語 暁星国際 Ⅱ期Ｂ 2/23 ２科[国語､算数か英語､算数] 本人Ｇ

130 306 ◎ 私立 千葉 英語
NEW

英語 芝浦工業大学柏 第１回ＧＳｸﾗｽ･一般ｸﾗｽ 1/23 ４科 × ■英語入試<試験会場:本校,学力試験と英語口頭試問>あり

307 ◎ 私立 千葉 英語
NEW

英語 芝浦工業大学柏 第２回ＧＳｸﾗｽ･一般ｸﾗｽ 1/27 ４科 × ■英語入試<試験会場:本校,学力試験と英語口頭試問>あり

308 ◎ 私立 千葉 適性検査型 作文型 芝浦工業大学柏 第３回一般ｸﾗｽ 2/4 課題作文[人文社会系､理数系] 本人Ｇ

131 309 ◎ 私立 千葉 適性検査型
NEW

自己アピール
NEW

英語
NEW

NEW 昭和学院 第2回推薦「マイプレゼンテー
ション（作文･プレゼン･面接）
入試」

12/6 自己表現文とﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 本 人 ■推薦入試…本校を第１志望とする児童,合格した場合は､必ず
入学する児童。書類(推薦入試):保護者記入の推薦書の提出もあ
り

310 ◎ 私立 千葉 適性検査型
NEW

自己アピール
NEW

英語
NEW

NEW 昭和学院 第2回一般「マイプレゼンテー
ション（作文･プレゼン･面接）
入試」

1/21 自己表現文とﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 本 人

132 311 ◎ 私立 千葉 英語
NEW

英語 NEW 千葉明徳 英語入試（基礎国語、基礎算
数、英語）

1/23 ２科基礎､英語 本 人

312 ◎ 私立 千葉 適性検査型 適性検査型 千葉明徳 適性検査型入試 1/21 適性検査Ⅰ､Ⅱ ※本人Ｇ 試験会場(適性検査型):本校･市川市[SUN CITY]の２会場で実
施。※本校会場受験者のみ面接の実施あり

133 313 ◎ 私立 千葉 推薦
NEW

推薦 NEW 東邦大学付属東邦 推薦（第一志望）入試 12/1 ４科 × ■推薦…合格した際には､必ず入学する者。書類(推薦):自己推
薦書の提出あり<出願期間内消印で郵送>

134 314 ◎ 私立 千葉 推薦 得意選択型 自己アピール 二松學舍大学附属柏 第一志望入試 12/1 １科[算数]と◇表現力検査 本 人 ■第一志望入試…本校第一志望とし､合格後は入学を確約でき
る者。◇表現力検査…作文＋自己ｱﾋﾟｰﾙ＋面接

315 ◎ 私立 千葉 英語 英語 二松學舍大学附属柏 一般入試･第２回 1/20 ＰＭ ２科か※４科選択 × ※４科…ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽは､３科[国語､算数､英語]での受験可

316 ◎ 私立 千葉 英語 英語 二松學舍大学附属柏 一般入試･第４回 1/24 ２科か※４科か思考力選択 × ※４科…ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽは､３科[国語､算数､英語]での受験可
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2017年首都圏中学入試での「4科･2科」以外の科目･形態入試の実施校（「適性検査（思考力･ PISA･総合）型入試」･「英語入試ほか」）実施校 首都圏模試センター調べ【2017年1月4日現在】
●＝男子校、○＝女子校、◎＝共学校
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名
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317 ◎ 私立 千葉 適性検査型 作文型 自己アピール 二松學舍大学附属柏 一般入試･第５回 2/4 ＰＭ １科[算数]と◇表現力検査 本 人 ◇表現力検査…作文＋自己ｱﾋﾟｰﾙ＋面接。

135 318 ◎ 私立 千葉 推薦 基礎学力型 八千代松陰 推薦入試〈自己推薦〉 12/17 ＰＭ 基礎学力試験 保 同 ■推薦入試…本校を第１志望とする者[一般入試を出願する場
合､推薦(最大2回)を含め計4回まで出願可]

136 319 ◎ 私立 千葉 英語 英語 NEW 麗澤 第１回EEｺｰｽ 1/21 ３科[国算英]か４科選択 ■英語受験の出願資格…英検3級以上または他の同等資格以
上<合格証ｺﾋﾟｰを試験当日提出,試験会場は本校のみ>。

320 ◎ 私立 千葉 英語 英語 NEW 麗澤 第２回EEｺｰｽ 1/22 ３科[国算英]か４科選択 ■英語受験の出願資格…英検3級以上または他の同等資格以
上<合格証ｺﾋﾟｰを試験当日提出,試験会場は本校のみ>。

321 ◎ 私立 千葉 英語 英語 NEW 麗澤 第３回EEｺｰｽ 1/25 ３科[国算英]か４科選択 ■英語受験の出願資格…英検3級以上または他の同等資格以
上<合格証ｺﾋﾟｰを試験当日提出,試験会場は本校のみ>。

322 ◎ 私立 千葉 適性検査型
NEW

記述型 グループワー
ク型

NEW 麗澤 第４回EEｺｰｽ 2/4 ２科基礎と◇表現力ﾃｽﾄ × ◇表現力ﾃｽﾄ…ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸと記述ﾃｽﾄ

137 323 ○ 私立 埼玉 英語 英語 大妻嵐山 ＯＲまなび力入試 1/10 国語･算数･英語より２科選択 × 試験会場(まなび力,みらい力,第1回,成績奨学生):本校･大宮[大宮
ｿﾆｯｸｼﾃｨ]の２会場で実施

324 ○ 私立 埼玉 適性検査型
NEW

総合型 NEW 大妻嵐山 ＯＲみらい力入試 1/10 ＰＭ 総合記述[教科横断型] 本 人 試験会場(まなび力,みらい力,第1回,成績奨学生):本校･大宮[大宮
ｿﾆｯｸｼﾃｨ]の２会場で実施

138 325 ◎ 私立 埼玉 適性検査型 適性検査型 浦和実業学園 適性検査型入試 1/15 適性検査Ⅰ[作文]､Ⅱ[科目複
合型]

×

139 326 ◎ 私立 埼玉 適性検査型
NEW

適性検査型 英語
NEW

NEW 浦和ルーテル学院 第１回Ｅ２入試 1/10 ＰＭ ３科[国算英]か適性検査Ⅰ､Ⅱ ※本人 書類:学習状況を示す自己申告書を提出。※３科…本人,適性検
査…本人Ｇ。◇Ｇ２入試[２科]…自己アピール

327 ◎ 私立 埼玉 適性検査型
NEW

自己アピール
NEW

NEW 浦和ルーテル学院 第２回〈G2：ギフト発見入試〉 1/14 一般２科か４科 , Ｇ２ ２科〈国･算
基礎〉

◇保別 書類:学習状況を示す自己申告書を提出, 第2回Ｇ2入試は､自己ｱ
ﾋﾟｰﾙｼｰﾄの提出もあり。◇Ｇ２入試[２科]…自己アピール

140 328 ◎ 私立 埼玉 適性検査型 総合型 基礎学力型 開智未来 未来型 1/12 ※基礎､図解読解､課題総合 × 会場(特選1,未来A,未来B):本校･さいたま市[ｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ,開智]の
3会場で実施。※基礎…計算基礎､読解基礎

329 ◎ 私立 埼玉 英語
NEW

英語 NEW 開智未来 未来Ｂ 1/12 ＰＭ ３科[国算英]か４科選択 × 会場(特選1,未来A,未来B):本校･さいたま市[ｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ,開智]の
3会場で実施

330 ◎ 私立 埼玉 英語
NEW

英語 NEW 開智未来 特選２ 1/19 ３科[国算英]か４科選択 ×

141 331 ◎ 私立 埼玉 適性検査型 適性検査型 基礎学力型 国際学院 第４回〈4科総合〉 1/12 問題Ⅰ[国･社]､Ⅱ[算･理] ×

142 332 ◎ 私立 埼玉 英語 英語 埼玉栄 ｽｰﾊﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ１回 1/10 作文[英語] 本 人 面接(ｽー ﾊ゚ ｲーﾝｸ゙ ﾘｯｼｭ):英語面接

333 ◎ 私立 埼玉 英語 英語 埼玉栄 ｽｰﾊﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ２回 1/11 作文[英語] 本 人 面接(ｽー ﾊ゚ ｲーﾝｸ゙ ﾘｯｼｭ):英語面接

143 334 ◎ 私立 埼玉 英語 英語 埼玉平成 英語入試 1/10 ２科[国語基礎､英語] 本 人 (英語入試):本校･大宮の２会場で実施<専願者は､本校会場のみ
>。◇専願者のみ面接の実施あり

335 ◎ 私立 埼玉 適性検査型 適性検査型 埼玉平成 適性検査入試 1/10 ＰＭ 適性検査Ⅰ[文系]､Ⅱ[理系] ×

144 336 ◎ 私立 埼玉 適性検査型 授業型 自由の森学園 Ａ入試 1/14 ２科と※授業[課題､感想文] 本人Ｇ ■Ａ入試…本校を第一志望としていること【評価基準あり】書類:
志望理由書の提出もあり。※授業…理科･社会･美術･音楽･体育
より１つの授業を選択し､課題に取り組み感想文をまとめる。

337 ◎ 私立 埼玉 適性検査型 授業型 自由の森学園 Ｂ入試 1/14 ２科と※授業[課題､感想文] 本 人 書類:志望理由書の提出もあり。※授業…理科･社会･美術･音楽･
体育より１つの授業を選択し､課題に取り組み感想文をまとめる。

338 ◎ 私立 埼玉 適性検査型 総合型 自由の森学園 Ｘ入試 1/22 ３科総合[算､理､社の総合] ◇本人

145 339 ◎ 私立 埼玉 英語 英語 秀明 ＡＯ入試 12/4 ２科か※３科[国算英]選択 ◇保別 ■ｽｰﾊﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺｰｽ[※３科<国算英>]あり。■ＡＯ入試…本校
を第一志望とする者。書類(ＡＯ入試):取得した検定試験の合格証
や賞状のｺﾋﾟｰも提出。◇保護者は､試験当日または事前に面談

340 ◎ 私立 埼玉 英語 英語 秀明 一般入試･第Ⅰ期 1/10 ２科か※３科[国算英]選択 ◇保別 ■ｽｰﾊﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺｰｽ[※３科<国算英>]あり。◇保護者は､試験
当日または事前に面談を実施

341 ◎ 私立 埼玉 英語 英語 秀明 一般入試･第Ⅱ期 2/5 ２科か※３科[国算英]選択 ◇保別 ■ｽｰﾊﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺｰｽ[※３科<国算英>]あり。◇保護者は､試験
当日または事前に面談を実施

146 342 ◎ 私立 埼玉 英語
NEW

英語 NEW 昌平 一般･第１回 1/10 2科か3科[国算英]か4科選択 × ★スカラシップ[奨学生]制度あり<英検準2級以上の取得者
[試験当日に､合格証ｺﾋ゚ をー提出]も対象>

343 ◎ 私立 埼玉 英語
NEW

英語 NEW 昌平 一般･第２回 1/11 2科か3科[国算英]か4科選択 × ★スカラシップ[奨学生]制度あり<英検準2級以上の取得者
[試験当日に､合格証ｺﾋ゚ をー提出]も対象>

344 ◎ 私立 埼玉 適性検査型 適性検査型 昌平 適性検査型入試 1/11 ＰＭ 適性検査①､② 本 人
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2017年首都圏中学入試での「4科･2科」以外の科目･形態入試の実施校（「適性検査（思考力･ PISA･総合）型入試」･「英語入試ほか」）実施校 首都圏模試センター調べ【2017年1月4日現在】
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147 345 ◎ 私立 埼玉 英語
NEW

英語 NEW 西武学園文理 第１回･一貫ｸﾗｽ 1/10 ４科か※英語型 × ■英検取得者[3級､準2級､2級以上]への加点優遇あり<資格証ｺ
ﾋﾟｰを提出>。※英語型…国語､英語､英語の質疑

346 ◎ 私立 埼玉 英語
NEW

英語 NEW 西武学園文理 第１回･特選ｸﾗｽ 1/10 ４科か※英語型 × ■英検取得者[3級､準2級､2級以上]への加点優遇あり<資格証ｺ
ﾋﾟｰを提出>。※英語型…国語､英語､英語の質疑

347 ◎ 私立 埼玉 英語
NEW

英語 NEW 西武学園文理 第２回･一貫ｸﾗｽ 1/12 ４科か※英語型 × ■英検取得者[3級､準2級､2級以上]への加点優遇あり<資格証ｺ
ﾋﾟｰを提出>。※英語型…国語､英語､英語の質疑

348 ◎ 私立 埼玉 英語
NEW

英語 NEW 西武学園文理 第２回･特選ｸﾗｽ 1/12 ４科か※英語型 × ■英検取得者[3級､準2級､2級以上]への加点優遇あり<資格証ｺ
ﾋﾟｰを提出>。※英語型…国語､英語､英語の質疑

148 349 ◎ 私立 埼玉 適性検査型 適性検査型 聖望学園 第3回[適性検査型] 1/13 適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ × 試験会場(第３回･適性):本校･所沢[所沢くすの木ﾎｰﾙ]の２会場で
実施

149 350 ◎ 私立 埼玉 得意選択型 得意選択型 東京農業大学第三高
等学校附属

第２回･特待入試 1/10 ＰＭ 総合理科[基礎問題､応用問題] ×

150 351 ◎ 私立 埼玉 推薦･単願 作文型 本庄第一 第１回[単願入試] 1/10 作文 本 人

352 ◎ 私立 埼玉 適性検査型 適性検査型 本庄第一 第１回[一般･適性] 1/10 適性検査①[作文]､②[総合問
題]

×

353 ◎ 私立 埼玉 英語
NEW

英語 NEW 本庄第一 第１回[一般･英語] 1/10 １科[英語,ﾘｽﾆﾝｸﾞあり]と作文 ×

151 354 ○ 私立 茨城 適性検査型
NEW

適性検査型 NEW 聖徳大学附属取手聖
徳女子

一般入試･第１回PM 12/18 ＰＭ 適性検査Ⅰ､Ⅱと◇音楽実技 本人Ｇ

152 355 ◎ 私立 茨城 適性検査型 適性検査型 霞ヶ浦高等学校附属
【現 霞南至健】

一般入試･第１回 12/18 公立中等型 適性検査Ⅰ､Ⅱ
一般型　　 ２科

※ 科目(一般入試･第１回,公立中等型):適性検査Ⅰ[算数･理科]､Ⅱ
[国語･社会]。※本人Ｇ[公立中等型]､保同[一般型]

153 356 ◎ 私立 茨城 適性検査型
NEW

適性検査型 NEW 常総学院 適性検査入試 12/11 適性検査Ⅰ､Ⅱ 本人Ｇ

154 357 ◎ 私立 茨城 適性検査型 適性検査型 智学館中等教育学校 第１回･適性検査型 11/20 適性検査Ⅰ､Ⅱ 本人Ｇ 試験会場(第１回･適性):本校･日立[日立ｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ]の２会場で
実施

155 358 ◎ 私立 茨城 適性検査型 総合型 土浦日本大学中等教
育学校

推薦入試 12/10 総合学力試験 本人Ｇ ■推薦入試,新学力型入試…本校を第一志望とする者。

359 ◎ 私立 茨城 適性検査型 適性検査型 土浦日本大学中等教
育学校

千葉ＳＡＴ入試 12/3 SAT Ⅰ[国社総合]､Ⅱ[算理総
合]

× ■千葉SAT[茨城県外在住の児童を対象]。試験会場(第１回･一
般):本校･取手[取手福祉会館]の２会場で実施。(千葉ＳＡＴ,新学
力型):取手[取手ｳｪﾙﾈｽﾌﾟﾗｻﾞ]で実施。

360 ◎ 私立 茨城 適性検査型 適性検査型 土浦日本大学中等教
育学校

茨城ＳＡＴ入試 12/17 SAT Ⅰ[算理総合]､Ⅱ[国社総
合]

本人Ｇ ■茨城SAT[茨城県在住の児童を対象]。試験会場(第１回･一般):
本校･取手[取手福祉会館]の２会場で実施。(千葉ＳＡＴ,新学力
型):取手[取手ｳｪﾙﾈｽﾌﾟﾗｻﾞ]で実施。

361 ◎ 私立 茨城 英語
NEW

英語 得意選択型
NEW

NEW 土浦日本大学中等教
育学校

新学力型入試 2/5 ＰＭ 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝか算数ﾘﾃﾗｼｰ ◇本人 ◇英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ受験者のみ面接の実施あり

156 362 ◎ 私立 茨城 適性検査型 適性検査型 水戸英宏 第１回･専願入試Ａ 11/19 適性検査Ⅰ､Ⅱ ×

363 ◎ 私立 茨城 適性検査型 適性検査型 水戸英宏 第１回･一般入試Ａ 11/19 適性検査Ⅰ､Ⅱ ×

364 ◎ 私立 茨城 英語 英語 水戸英宏 第２回･専願入試Ｂ 11/27 ３科[国算英]か４科選択 ※ ※英語受験者のみ面接の実施あり

365 ◎ 私立 茨城 英語 英語 水戸英宏 第２回･一般入試Ｂ 11/27 ３科[国算英]か４科選択 ※ ※英語受験者のみ面接の実施あり

157 366 ◎ 私立 茨城 英語 英語 茗溪学園 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽ
ＡＯ･専願11/26入試

◇
11/26

英語ｴｯｾｲ ※保同 ■ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙＡＯ･専願…本校を専願とし合格の場合､入学を確約で
きる者[◇11/26･12/3･12/10より１日選択]。※２回実施<本人と保
同>あり

367 ◎ 私立 茨城 英語 英語 茗溪学園 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽ
ＡＯ･専願12/3入試

◇12/3 英語ｴｯｾｲ ※保同 ■ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙＡＯ･専願…本校を専願とし合格の場合､入学を確約で
きる者[◇11/26･12/3･12/10より１日選択]。※２回実施<本人と保
同>あり

368 ◎ 私立 茨城 英語 英語 茗溪学園 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽ
ＡＯ･専願12/10入試

◇
12/10

英語ｴｯｾｲ ※保同 ■ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙＡＯ･専願…本校を専願とし合格の場合､入学を確約で
きる者[◇11/26･12/3･12/10より１日選択]。※２回実施<本人と保
同>あり

369 ◎ 私立 茨城 英語 英語 茗溪学園 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽＡＯ･併願 1/8 英語ｴｯｾｲ ※保同 ※２回実施<本人と保同>あり

370 ◎ 私立 茨城 適性検査型 総合型 茗溪学園 一般入試･第２回 1/28 総合学力試験 本 人

158 371 ◎ 私立 栃木 適性検査型 適性検査型 國學院大學栃木 総合学力入試 11/20 ＰＭ 適性検査 本 人 ■単願制度[本校を第１志望とし､合格した場合に入学を希望する
者]あり。

372 ◎ 私立 栃木 作文型 作文型 國學院大學栃木 推薦入試 11/20 ＰＭ 作文[400字] 本 人 ■推薦【評定基準あり】,第４回･一般…本校を第１志望とし､合格
した場合に入学を希望する者を対象。

373 ◎ 私立 栃木 基礎学力型 基礎学力型 國學院大學栃木 第１回自己推薦 11/26 ２科基礎 本 人 ■自己推薦【自己推薦基準あり】…本校を第一志望とし､合格した
場合必ず入学すること。書類(自己推薦):自己推薦書の提出もあ
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2017年首都圏中学入試での「4科･2科」以外の科目･形態入試の実施校（「適性検査（思考力･ PISA･総合）型入試」･「英語入試ほか」）実施校 首都圏模試センター調べ【2017年1月4日現在】
●＝男子校、○＝女子校、◎＝共学校

校数
のべ
件数

区
分

設置 所在地 大分類 小分類① 小分類① NEW
中学校･中等教育学校
名

試験名称 入試日 A/P 科目 面接 備　考

374 ◎ 私立 栃木 基礎学力型 基礎学力型 國學院大學栃木 第２回自己推薦 12/10 ２科基礎 本 人 ■自己推薦【自己推薦基準あり】…本校を第一志望とし､合格した
場合必ず入学すること。書類(自己推薦):自己推薦書の提出もあ

375 ◎ 私立 栃木 英語
NEW

英語 基礎学力型 NEW 國學院大學栃木 第2回英語 12/10 ３科[２科基礎､英語] 本 人 ■一般入試,英語入試で､単願受験可…本校を第一志望とし､合
格した場合必ず入学すること。

376 ◎ 私立 栃木 英語
NEW

英語 NEW 國學院大學栃木 英語入試 1/6 ３科[国語､算数､※英語] ※本人

377 ◎ 私立 栃木 基礎学力型 基礎学力型 國學院大學栃木 第３回自己推薦 1/22 ２科基礎 本 人 ■自己推薦【自己推薦基準あり】…本校を第一志望とし､合格した
場合必ず入学すること。書類(自己推薦):自己推薦書の提出もあ

159 378 ◎ 私立 栃木 適性検査型 適性検査型 佐野日本大学中等教
育学校

総合学力入試 11/20 ＰＭ 適性検査 本 人

379 ◎ 私立 栃木 推薦入試 作文型 佐野日本大学中等教
育学校

推薦入試 11/20 ＰＭ 作文[400字] 本 人

380 ◎ 私立 栃木 英語
NEW

英語 NEW 佐野日本大学中等教
育学校

英語入試 1/6 ３科[国語､算数､※英語] ※本人 ※英語…ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む,面接は一部英語で実施

160 381 ○ 私立 その他
〈山梨〉

英語 英語 山梨英和<山梨県> 専願入試 1/7 国語､算数Ａ､算数Ｂか国語､算
数Ａ､英語選択

保 同 ■専願,自己推薦…本校のみに出願し､合格した場合に必ず入
学する者。書類(自己推薦入試):入学志願者活動記録報告書
[賞状､合格証ｺﾋ゚ 等ー]も提出

382 ○ 私立 その他
〈山梨〉

適性検査型 作文 山梨英和<山梨県> 自己推薦入試 1/7 作文 保 同 ■自己推薦入試…事前相談が必要【出願条件あり】。■専願,自
己推薦…本校のみに出願し､合格した場合に必ず入学する者。書
類(自己推薦入試):入学志願者活動記録報告書[賞状､合格証ｺ

161 383 ◎ 私立 その他
〈山梨〉

適性検査型 総合型 山梨学院<山梨県> 推薦入試 1/7 ２科と総合 保 同 ■推薦入試…学校長から推薦された児童で､本校が第一志望[単
願]に限る。■英語資格優遇措置(推薦入試を対象)あり[英検3級
以上の取得者,出願時に､証明書を提出]。書類(推薦入試):確約書
の提出もあり

384 ◎ 私立 その他
〈山梨〉

適性検査型 総合型 山梨学院<山梨県> 一般入試 1/14 ２科と総合 保 同

162 385 ◎ 私立 その他
〈奈良〉

英語
NEW

英語 NEW 西大和学園<奈良県> 東京会場 1/9 ４科か英語重視型選択 ※ ■英語重視型…国､算､英または国､算<英検2級相当の証明書ｺ
ﾋﾟｰを提出>。試験会場:新宿区[早稲田大学 早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ]で実
施。※英語重視型受験者のみ面接の実施あり

386 ◎ 私立 その他
〈奈良〉

適性検査型
NEW

適性検査型 NEW 西大和学園〈現地〉 21世紀型特色入試〈専願。書
類提出と面接〉

1/14 作文と面接〈プレゼンテーショ
ン、グループ討論など〉

自己推薦書･活動歴等の提出あり

163 387 ◎ 私立 その他
〈静岡〉

英語 英語 加藤学園暁秀<静岡県
>

1/7 ２科<ｱﾙﾌｧｺｰｽ,ｺｱｺｰｽ>、３科
[国､算､英]<ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙｺｰｽ>

※保同 ※ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙｺｰｽ受験者のみ面接の実施あり

164 388 ◎ 私立 その他
〈大阪〉

適性検査型
NEW

適性検査型 NEW 早稲田摂陵<大阪府> 第２回[関東] 1/14 ４科か適性検査Ⅰ､Ⅱ × 試験会場::新宿区[早稲田大学本部ｷｬﾝﾊﾟｽ]で実施

165 389 ◎ 国立 東京 英語 英語 東京学芸大学附属国
際中等教育学校

A方式 2/3 外国語作文､基礎日本語作文 本人Ｇ ■書類審査､作文または適性検査､面接の結果を点数化したもの
を総合的に判断して､入学者を決定。書類:志願理由書等の提出

※推薦入試･専願入試など、受験資格が「本校を第一志望とする者」とされている入試も今回の表中には含んでいます。また、従来型「4科･2科」で実施される推薦･第1志望入試については、2017年の新設入試のみご紹介しています。
※最終ページ（162校目の西大和学園の「21世紀型特色入試〈専願〉」は、奈良の現地でのみでの入試ですが、非常に影響の大きな新設入試ですので、ご参考までに紹介しておきます。
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