
学校名 入試名 募集人数 試験日 科目 面接 面接詳細 備考

東京･男子校

京華 第1回午後･特別選抜入試 第1回特別選抜計65名 2/1PM 英語･算数 なし

佼成学園 Super English入試 10名 2/3AM 学科試験なし(面接と書類審査) あり 英語・日本語 英検準2級～2級程度もしくはそれ以上の英語力の方対象

聖学院 英語選抜 5名 2/1AM 英語 あり 英語中心による面接
英検4級以上の取得者対象、英検準2級以上か

TOEFL Junior670点以上取得者は英語筆記試験を免除

東京都市大学付属 グローバル入試 若干名 2/2AM 英語･算数･作文(日本語) なし 問題内容：英検準2級程度

第2回 30名 2/1PM 国語･英語 なし

第3回 20名 2/3PM 国語･英語 なし

その他･男子校

静岡聖光学院 英語１科目入試 若干名 1/10AM 英語 あり 個別面接 問題内容：英検準2級程度

東京･女子校

跡見学園
特待入試第3回

[英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ]
20名(特待第3回計) 2/4AM 英語･漢字力･計算力 あり 英語面接

AO入試 全回計200名 2/1PM 英語(リスニング含)･基礎国語･基礎算数 なし 問題内容：英検3級程度、英検3級以上取得者はボーダー付近での優遇あり

一般英語特化型入試 全回計200名 2/2AM Reading,Grammar&Vocabulary･Listening&Writing あり 個別面接(日本語と英語) 問題内容：英検2級程度

国際進学入試･第1回 10名 2/1AM 英語リスニング･国語･算数 なし

国際進学入試･午後 5名 2/1PM 国語･算数 なし 英検3級以上取得者対象､英検準2級以上取得者は加点優遇措置あり

国際進学入試･第2回 5名 2/2AM 英語リスニング･国語･算数 なし

第1回･グローバル入試 約36名(帰国･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ計) 2/1AM 英語スピーキング･国語･算数 なし 英検CSE2.0 1728点(準2級)以上等取得者は英語スピーキング免除

第2回･グローバル入試 約36名(帰国･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ計) 2/3AM 英語スピーキング･国語･算数 なし
英検CSE2.0 1728点(準2級)以上等取得者は英語スピーキング免除

英検CSE2.0 1980点（2級）以上等取得者は学科免除で保同面接を実施

一般入試･プレミアム 30名 2/1AM 英語･国語･算数･自己表現より2科選択 あり 保護者同伴面接

一般入試･セレクト① セレクト計10名 2/1PM 英語･国語･算数より2科選択 あり 保護者同伴面接

一般入試･セレクト② セレクト計10名 2/3AM 英語･国語･算数より2科選択 あり 保護者同伴面接

一般入試･セレクト③ セレクト計10名 2/10AM 英語･国語･算数より2科選択 あり 保護者同伴面接

第1回･2科選択型 第1回計30名 2/1AM 英語･国語･算数より2科選択 なし

第2回特待生選抜･2科選択型 第2回計20名 2/1PM 英語･国語･算数より2科選択 なし

第3回特待生選抜･2科選択型 第3回計10名 2/2AM 英語･国語･算数より2科選択 なし

第4回･2科選択型 第4回計20名 2/2PM 英語･国語･算数より2科選択 なし

第4回･得意科目型 第4回計20名 2/2PM 英語･国語･算数より1科選択 なし

第5回･多言語選択型 第5回計10名 2/3PM 英語･中国語･韓国語･日本語より1言語選択 なし

第6回･2科選択型 第6回計10名 2/4PM 英語･国語･算数より2科選択 なし

第6回･得意科目型 第6回計10名 2/4PM 英語･国語･算数より1科選択 なし

北豊島 英語 10名 2/1PM 英語(リスニングあり)･英会話(ネイティブ含む) あり 個別面接

共立女子 2/3インタラクティブ入試 15名 2/3AM 英語インタラクティブトライアル･算数 なし

日本学園

江戸川女子

大妻多摩

大妻中野

川村

神田女学園

英検の取得級による加点あり

英検取得者は考慮(要相談)あり

英検準2級以上取得者は加点優遇(要相談)あり

英検準2級以上取得者は特待Ⅲ(入学金免除)の対象者

英語(選択)入試導入校143校一覧<2021年入試>
新型コロナウイルス感染防止の為、面接の実施および形態が事前の発表より変更となっている可能性があります。
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共立女子第二 1回PM英語[4技能型] 英語･サイエンス計10名 2/1PM 英語(Listening･Reading･Writing)･日本語作文 あり 英語面接(Speaking Test) 英検準２級以上の取得者は、英語と英語面接を免除。

DDコース･第1回 10名 2/1AM 英語(リスニング含) あり 英語グループ面接と日本語保護者同伴面接

DDコース･第2回 10名 2/1PM 英語(リスニング含) あり 英語グループ面接と日本語保護者同伴面接

DDコース･第3回 5名 2/2AM 英語(リスニング含) あり 英語グループ面接と日本語保護者同伴面接

DDコース･第4回 5名 2/2PM 英語(リスニング含) あり 英語グループ面接と日本語保護者同伴面接

DDコース･第5回 5名 2/3AM 英語(リスニング含) あり 英語グループ面接と日本語保護者同伴面接

DDコース･第6回 5名 2/5PM 英語(リスニング含) あり 英語グループ面接と日本語保護者同伴面接

京華女子 第2回午前･英検利用入試 第2回計15名 2/2AM 英検資格点･国語･算数より上位２つの点数を採用 あり 個別面接
英検5級以上を点数化

(5級:55点､4級:65点､3級:75点､準2級:90点､2級以上:100点)

2/1午前･Active English入試 30名 2/1AM 英語(リスニング･リーディング･ライティング)･国語基礎･算数基礎 あり 英語・日本語

2/3午前･Active English入試 10名 2/3AM 英語(リスニング･リーディング･ライティング)･国語基礎･算数基礎 あり 英語・日本語

2月1日午前･英語 特に定めず 2/1AM 英語インタビュー(英文朗読と質疑応答) あり

2月4日午前･英語 特に定めず 2/4AM 英語インタビュー(英文朗読と質疑応答) あり

第1回午前･有資格者1科選択 5名 2/1AM 国語か算数選択 なし 英検5級以上等取得者対象

第1回午前･英語 10名 2/1AM 英語(リスニング含む) あり

第2回午前･英語 5名 2/2AM 英語(リスニング含む) あり

一般入試･第2回午後Ｂ 10名 2/1PM 国語 なし

一般入試･第4回午後Ｂ 10名 2/2PM 国語 なし

十文字 得意型 約10名 2/3PM 英語･国語･算数より1科か2科選択 なし

第1回･Scholarship 10名 2/1AM 英語か英語･国語･算数選択 あり

第2回･Scholarship 5名 2/1PM 英語か英語･国語･算数選択 あり

第3回･Scholarship 5名 2/2AM 英語か英語･国語･算数選択 あり

第4回･Scholarship 5名 2/2PM 英語か英語･国語･算数選択 あり

第5回･Scholarship 5名 2/3AM 英語か英語･国語･算数選択 あり

第6回･Scholarship 5名 2/6AM 英語か英語･国語･算数選択 あり

本科コース･Ａ 40名 2/1AM 英語･国語･算数 なし

本科コース･Ｂ 30名 2/2AM 英語･国語･算数 なし

本科コース･Ｃ 20名 2/3AM 英語･国語･算数 なし

グローバル留学コース･ＧＡ 10名 2/1AM 英語･国語･算数 なし

グローバル留学コース･ＧＢ 10名 2/2AM 英語･国語･算数 なし

女子聖学院 英語表現力 10名 2/2AM 英語リスニング･課題文暗誦･英語による自己紹介･算数基礎 あり 個別面接と保護者同伴面接

英検の取得級による加点あり

(5級:5点､4級:10点:3級:15点､準2級:20点､2級:40点､準1級以上:60

点)

第1回午前 25名 2/1AM 英語筆記 あり

第1回午後 15名 2/1PM 英語筆記 あり

第2回 5名 2/2AM 英語･国語･算数･社会･理科より2科選択 なし 英検の取得級による加点あり(4級:5点､3級以上:10点)

第1回･インターナショナルコース 第1回計20名 2/1AM 英語筆記(リスニング含む)･スピーキング なし

第3回･インターナショナルコース 第3回計10名 2/2AM 英語筆記(リスニング含む)･スピーキング なし

インターⅡ期 5名 2/11AM 英語(エッセイライティング)･スピーキング あり 保護者同伴面接

星美学園 英語型 20名 2/2PM 英語･国語か英語･算数選択 なし

昭和女子大学附属昭和

白梅学園清修

聖ドミニコ学園

国本女子

麴町学園女子

佼成学園女子

駒沢学園女子

実践女子学園

淑徳ＳＣ

英検優遇制度あり

(3級:70点､準2級:80点､2級:90点とみなし､

当日の得点と比較し高い方を判定に使用)

英検4級以上取得者は英語免除可

(4級:50点､3級以上:75点とみなす)

英検優遇制度あり(3級:55点､準2級:65点､2級以上:75点

を保証し､当日の点数と比べて高い方を採用)

英語資格･検定取得者を対象

英検(4級:50点､3級:60点､準2級:80点､2級以上:100点)等を加点

英検5級以上取得者は､給付制奨学金制度の対象者

問題内容：英検3級レベル

英検2級以上取得者は英語免除(100点に換算)

英検の取得級による加点あり(4級以上:5点)
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第1回 30名 2/1AM 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力ﾃｽﾄ･計算力ﾃｽﾄ あり 個別面接

第2回 10名 2/1PM 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力ﾃｽﾄ･計算力ﾃｽﾄ あり 個別面接

玉川聖学院 多文化共生 特に定めず 2/1PM 英語･算数 あり 個別またはグループ面接

2月1日午前 40名 2/1AM 英語･国語 あり 英語面接 英検取得級による特待生制度あり(3級:特待C､準2級:特待B､2級以上:特待A)

2月2日午前 15名 2/2AM 英語･国語 あり 英語面接

2月2日午後 15名 2/2PM 英語･国語 あり 英語面接

2月5日午前 若干名 2/5AM 英語･国語･算数より1科選択 あり 英語面接

東京家政大学附属女子 第1回(セレクト) 特進E10名･進学i40名 2/1AM 英語･国語･算数より2科選択 あり

第1回午前 第1回計50名 2/1AM 英語筆記､アクティビティ(英語による会話テスト) なし

第2回午前 第2回計30名 2/2AM 英語筆記､アクティビティ(英語による会話テスト) なし

第3回午前 第3回計20名 2/6AM 英語筆記､アクティビティ(英語による会話テスト) なし

基礎学力① 全回計60名 2/1AM 英語(リスニング含) あり 保護者同伴面接

基礎学力② 全回計60名 2/1PM 英語(リスニング含) あり 保護者同伴面接

基礎学力③ 全回計60名 2/2AM 英語(リスニング含) あり 保護者同伴面接

基礎学力④ 全回計60名 2/2PM 英語(リスニング含) あり 保護者同伴面接

桐朋女子 Creative English入試 約10名 2/1PM 英語[準備室課題]･インタビュー なし

トキワ松学園 英語コミュニケーション入試 特待生5名･一般生10名 2/1PM 英語(リスニング･英会話)と国語か算数選択 なし
英検3級以上取得者は英語試験を免除

問題内容：英検4～5級程度

日本大学豊山女子 英語インタビュー型 5名 2/2AM 学科試験なし(オンライン面接のみ) あり
英語を用いてのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力

を見る面接試験
英検3級以上取得､またはそれに準ずる能力を有する者

WILL入試 30名 2/1AM 英語･国語･算数より2科選択 あり 保護者同伴面接

グローバル･アスリート入試 15名 2/1AM 1科[英語･国語･算数より選択]･作文 あり 保護者同伴面接

英語資格2/1PM 一般英語計50名 2/1PM 国語か算数選択･英語資格 なし

英語資格2/2AM 一般英語計50名 2/2AM 国語か算数選択･英語資格 なし

英語資格2/2PM 一般英語計50名 2/2PM 国語か算数選択･英語資格 なし

英語資格2/3PM 一般英語計50名 2/3PM 国語か算数選択･英語資格 なし

英語資格2/4AM 一般英語計50名 2/4AM 国語か算数選択･英語資格 なし

1日午前入試 特選10名･特進10名 2/1AM 1科[国算英より選択]か2科[国算英より選択] なし

2日入試 特選5名･特進5名 2/2AM 1科[国算英より選択]か2科[国算英より選択] なし

3日入試 5名 2/3AM 1科[国算英より選択]か2科[国算英より選択] なし

1日午後プレミアム プレミアム計10名 2/1PM 2科[国算英より選択]か4科[国算英より2科と社理] なし

2日午後プレミアム プレミアム計10名 2/2PM 2科[国算英より選択]か4科[国算英より2科と社理] なし

6日プレミアム プレミアム計10名 2/6AM 2科[国算英より選択]か4科[国算英より2科と社理] なし

ポテンシャル①(文京方式) 60名 2/1AM 2科+選択[理社英各2題の計6題より2題以上を選択] なし

ポテンシャル③(文京方式) 10名 2/2PM 2科+選択[理社英各2題の計6題より2題以上を選択] なし

ポテンシャル④(文京方式) 5名 2/3PM 2科+選択[理社英各2題の計6題より2題以上を選択] なし

英語インタラクティブＡ 適性･思考･英語計15名 2/1PM ネイティブスピーカーと受験生複数名による英語活動 なし

英語インタラクティブＢ 適性･思考･英語計15名 2/4AM ネイティブスピーカーと受験生複数名による英語活動 なし

三輪田学園 一般･第2回午前B 10名 2/2AM 2科+英検級 なし
英検4級以上取得者対象

(4級:80点､3級:90点､準2級以上:100点)

瀧野川女子学園

東京家政学院

東京女子学院

東京女子学園

富士見丘

藤村女子

文京学院大学女子

英語筆記：英検4級レベル

英語資格が必須､英検3級以上:100点､英検4級:80点に得点化

英検3級以上:50点､4級:40点､5級:35点に換算し、

当日の入試得点と比べて高得点を採用

英検の取得級による優遇あり(5級:25点換算､4級以上:50点換算)

英検取得級による特待候補あり

(3級:B特待､準2級:D特待､準2級以上:S特待)

英検取得級による特待候補あり

(3級:B特待､準2級:D特待､準2級以上:S特待)

英検取得級による特待生制度あり

(3級:特待C､準2級:特待B､2級:特待A､準1級以上:特待SS)
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目黒星美学園 英語入試 特に定めず 2/2AM 英語筆記 あり 英語スピーキング

英語入試Ａ 英語･帰国計40名 2/1AM 国語･算数 なし

英語入試Ｂ 英語･帰国計40名 2/2PM 国語･算数 なし

英語入試Ｃ 英語･帰国計40名 2/4AM 国語･算数 なし

第1回 本科30名･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ10名 2/1AM 英語(リスニング含)､ネイティブスピーカーによるスピーキング基礎力 なし

第2回 本科35名･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ10名 2/1PM 英語(リスニング含)､ネイティブスピーカーによるスピーキング基礎力 なし

第3回 15名 2/2PM 英語(リスニング含)､ネイティブスピーカーによるスピーキング基礎力 なし

第5回 5名 2/5AM 英語(リスニング含)､ネイティブスピーカーによるスピーキング基礎力 なし

神奈川･女子校

神奈川学園 一般入試B日程 65名 2/2AM 英語(筆記･リスニング)･国語･算数 なし 3科のうち､得点上位2科で判定

カリタス女子 一般入試･第3回 約30名 2/2PM 国語･英語 なし

函嶺白百合学園 第2回 15名 2/1PM 英語 なし 問題内容:英検4級程度､英検4級以上取得者は筆記免除

北鎌倉女子学園 先進コース･かんたん英語プレゼン 3名 2/5PM プレゼン･質疑応答 なし オンラインでの受験も可(2/1～2/7)

湘南白百合学園 一般･英語資格入試 若干名 2/2AM 2科+英語資格点 なし
英検3級以上取得者対象

(3級:30点､準2級:70点､2級:90点､準1級以上:100点)

聖セシリア女子 Ｂ方式･英語入試 5名 2/2AM 英語[リスニング含む] なし
問題内容:英検4級レベルを中心とし､

10分程度のリスニングを含む

3期[3科] 3期3科･4科計20名 2/3PM 英語･国語･算数 なし 問題内容：英検4級程度

3期[グローバル] 若干名 2/3PM 英語 あり 英語面接 問題内容：英検2級程度

第1回 15名 2/1AM 英語型か英語インタラクティブか英語プログラミング なし

特待選抜 10名 2/1PM 英語型 なし

第2回 10名 2/2AM 英語インタラクティブかプレゼンテーション(英語) なし

特待① 10名 2/2PM 英語型 なし

第3回 5名 2/3PM 英語インタラクティブか英語プログラミング なし

特待② 10名 2/4PM 英語型かプレゼンテーション(英語) なし

特別① 若干名 2/7PM 英語インタラクティブかプレゼンテーション(英語) なし

特別② 若干名 2/11PM 英語インタラクティブかプレゼンテーション(英語) なし

聖園女学院 3次 15名 2/2PM 英語･国語･算数より2科選択 あり グループ面接 英検4級以上取得者は英語筆記免除

清泉女学院

聖和学院

山脇学園

和洋九段女子

英検3級相当以上取得者対象

英検の取得級による加点措置あり
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学校名 入試名 募集人数 試験日 科目 面接 面接詳細 備考

英語(選択)入試導入校143校一覧<2021年入試>
新型コロナウイルス感染防止の為、面接の実施および形態が事前の発表より変更となっている可能性があります。

Ａー１入試[国際教養] 5名 2/1AM 英語･国語か英語･算数選択 なし

特別奨学生Ⅰ[国際教養] 特別奨学生Ⅰ計3名 2/1PM 英語･国語か英語･算数選択 なし

Ｂー１入試[国際教養] 10名 2/1PM 英語･国語か英語･算数選択 なし

Ｃー１入試[国際教養] 5名 2/2AM 英語･国語か英語･算数選択 なし

Ｄー１入試[国際教養] 5名 2/2PM 英語･国語か英語･算数選択 なし

特別奨学生Ⅱ[国際教養] 特別奨学生Ⅱ計3名 2/3PM 英語･国語か英語･算数選択 なし

Ｅー１入試[国際教養] 5名 2/3PM 英語･国語か英語･算数選択 なし

Ａー２入試[アカデミー] 40名 2/1AM 英語･国語･算数より2科選択 なし

特別奨学生Ⅰ[アカデミー] 特別奨学生Ⅰ計3名 2/1PM 英語･国語･算数より2科選択 なし

Ｂー２入試[アカデミー] 27名 2/1PM 英語･国語･算数より2科選択 なし

Ｃー２入試[アカデミー] 30名 2/2AM 英語･国語･算数より2科選択 なし

Ｄー２入試[アカデミー] 25名 2/2PM 英語･国語･算数より2科選択 なし

特別奨学生Ⅱ[アカデミー] 特別奨学生Ⅱ計3名 2/3PM 英語･国語･算数より2科選択 なし

Ｅー２入試[アカデミー] 22名 2/3PM 英語･国語･算数より2科選択 なし

千葉･女子校

推薦入試 40名 12/1AM 英語(リスニング)･基礎国語･基礎算数 あり グループ面接

一般入試･第1回 40名 1/20AM 英語･国語･算数 なし

埼玉･女子校

まなび力入試 30名 1/10AM 英語･国語･算数より2科選択 なし 問題内容：英検3～4級程度

1教科英語入試 1/11PM計10名 1/11PM 英語 あり 英語面接 問題内容：英検2級程度

その他･女子校

不二聖心女子学院 B日程 全回計80名 2/3PM 英語･算数 あり 保護者同伴面接

東京･共学校

郁文館 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰ特進クラス選抜 25名 2/2PM 英語･国語･算数より2科選択 なし 英検3級以上取得者は優遇制度あり

上野学園 得意科目型2科選択･2月2日午前
ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄ10名

ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ10名
2/2AM 英語･国語･算数より2科選択 なし

頴明館 第1回･グローバル入試 第1回計60名 2/1AM 英語･国語･算数 なし

開智日本橋学園 第1回･2科4科選択 25名 2/1AM ＧＬＣ(英語エッセイライティング･国語･算数) あり 口頭試問

かえつ有明 国際生Honors/Advanced選考 10名 2/2AM 英語筆記､英語作文､日本語作文 あり 英語面接と日本語面接あり

一般入試･第1回 50名(国際入試含む) 2/1AM 英語･国語 なし

一般入試･第2回 10名 2/2AM 英語･国語 なし

一般入試･第3回 10名 2/4AM 英語･国語 なし

英語1科入試 10名 2/1PM 英語 なし

横浜女学院

和洋国府台女子

大妻嵐山

啓明学園
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学校名 入試名 募集人数 試験日 科目 面接 面接詳細 備考

英語(選択)入試導入校143校一覧<2021年入試>
新型コロナウイルス感染防止の為、面接の実施および形態が事前の発表より変更となっている可能性があります。

第1回Ａ 25名 2/1AM 英語筆記 あり 個別面接

第1回Ｂ 30名 2/1PM 英語筆記 あり 個別面接

第2回Ａ 15名 2/2AM 英語筆記 あり 個別面接

第2回Ｂ 15名 2/2PM 英語筆記 あり 個別面接

第3回 10名 2/3PM 英語筆記 あり 個別面接

駒込 第1回 40名 2/1AM 英語･国語･算数 なし
問題内容：英検4級程度(一部3級含む)

英検3級取得者は加点､準2級以上取得者は免除(100点に換算)

桜丘
第2回･特待チャレンジ

英検+英語インタビュー入試
2/1計40名 2/1PM 英検級･算数 あり 英語インタビュー 英検5級以上取得者対象､英検取得級による保証点あり

実践学園 特別入試 5名 2/4AM 英語 なし

品川翔英 第5回[ラーナーズ型B] ラーナーズ型計10名 2/3PM 英語インタビュー なし

芝浦工業大学附属 特色入試(午後) 15名 2/2PM 英語･算数 なし

2回 若干名 2/1PM 英語 あり 個別面接

4回 若干名 2/2PM 英語 あり 個別面接

6回 若干名 2/3PM 英語 あり 個別面接

7回 若干名 2/4PM 英語 あり 個別面接

英語入試･2/1AM 英語入試計5名 2/1AM 算数(四則計算)･作文(日本語) あり 英語面接

英語入試･2/1PM 英語入試計5名 2/1PM 算数(四則計算)･作文(日本語) あり 英語面接

英語入試･2/2PM 英語入試計5名 2/2PM 算数(四則計算)･作文(日本語) あり 英語面接

淑徳巣鴨 第3回スカラシップ入試 10名 2/3PM 英語･国語･算数 なし
英検3級以上取得者は英語試験免除

問題内容:英検3～5級レベル

順天 第3回･多面的入試 5名 2/4PM 英語(リスニング含む)･算数 あり マイプレゼンテーション

第1回午後 25名 2/1PM 英語技能ⅠかⅡ あり 面接票記入20分あり､個別面接

第2回午後 10名 2/2PM 英語技能ⅠかⅡかⅢ あり 面接票記入20分あり､個別面接、英語Ⅲは面接免除

聖徳学園 AM入試① 15名 2/1AM 英語･国語･算数より2科選択 なし 英検4級以上取得者は英語試験免除

第1回英語コミュニケーション型 第1回英語･ﾌﾟﾚｾﾞﾝ計10名 2/2PM 視聴型共通テスト･英語(リスニング･英対話) なし

第2回英語コミュニケーション型 10名 2/4AM 視聴型共通テスト･英語(リスニング･英対話) なし

ＩＢクラス･一般第1回 10名 2/1AM 英語(英語による出題)･算数･理科･社会 あり 個別面接と保護者同伴面接

ＩＢクラス･一般第2回 10名 2/2AM 英語(英語による出題)･算数･理科･社会 あり 個別面接と保護者同伴面接

一般クラス･第1回 2/1入試計65名 2/1AM 英語･国語か英語･算数選択 あり 個別面接

一般クラス･第3回 2/2入試計45名 2/2AM 英語･国語か英語･算数選択 あり 個別面接

第1回午前 第1回計75名 2/1AM 英語･国語･算数より2科選択 なし

第1回午後 第1回計75名 2/1PM 英語･国語･算数より2科選択 なし

第2回午後 第2回計20名 2/2PM 英語･国語･算数より2科選択 なし

第3回 10名 2/4AM 英語･国語･算数より2科選択 なし

第4回 若干名 2/7AM 英語･国語･算数より2科選択 なし

帝京

工学院大学附属

修徳

淑徳

城西大学附属城西

駿台学園

玉川学園

英検3級またはそれに準ずる資格取得者対象

問題内容:英検3級レベル

CEFR A2以上の英語資格取得者は筆記試験免除

問題内容:英検4級程度のリスニング

算数･理科社会は日本語または英語による出題を選択可
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一般入試･第1回 第1回計15名 2/1AM 英語･国語 あり 個別面接

１科入試･第1回 第1回計15名 2/1PM 英語 あり 個別面接

一般入試･第2回 第2回計10名 2/2AM 英語･国語 あり 個別面接

１科入試･第2回 第2回計10名 2/2PM 英語 あり 個別面接

一般入試･第3回 第3回計5名 2/3AM 英語･国語 あり 個別面接

１科入試･第3回 第3回計5名 2/3PM 英語 あり 個別面接

一般入試･第4回 若干名 2/5AM 英語･国語 あり 個別面接

１科入試･第4回 若干名 2/5AM 英語 あり 個別面接

一般入試･第5回 若干名 2/10AM 英語･国語 あり 個別面接

１科入試･第5回 若干名 2/10AM 英語 あり 個別面接

東海大学菅生 第2回B 5名 2/2PM 英語･国語･算数より2科選択 あり グループ面接(3人)

東京都市大学等々力 英語１教科入試 全回計180名 2/4AM 英語 なし

第2回午前 第2回計10名 2/2AM 英語･基礎国語･基礎算数より2科選択 なし

第4回 第3･4回計10名 2/13AM 英語･基礎国語･基礎算数より2科選択 なし

ドルトン東京学園 一般入試2月2日午前英語型 2/2AM計35名 2/2AM 国語･算数･英語作文 あり 英語個別面接 英検2級またはそれと同等以上の英語力を有する者を対象

第1回･教科型 第1回計30名 2/1AM 英語･国語･算数 なし 3科のうち､得点上位2科で判定

第1回･アピール型 第1回計30名 2/1AM 英語･自己アピール作文 あり 個別面接

第3回･教科型 第3回計25名 2/2AM 英語･国語･算数 なし 3科のうち､得点上位2科で判定

第3回･アピール型 第3回計25名 2/2AM 英語･自己アピール作文 あり 個別面接

第2回 15名 2/2AM 英語筆記 あり 個別面接

第4回 5名 2/13AM 英語筆記 あり 個別面接

広尾学園 インターＡＧ 10名 2/2PM English･Mathematics･Japanese あり 個別面接 英検2級以上､又は同等以上の英語力を有する者を対象

広尾学園小石川 インターＡＧ 10名 2/4PM English･Mathematics･Japanese あり 個別面接 英検2級以上､又は同等以上の英語力を有する者を対象

英語特別① 2/2計40名 2/2PM 英語(リスニング･リーディング･ライティング) あり スピーキング+日本語面接

英語特別② 2/3計20名 2/3PM 英語(リスニング･リーディング･ライティング) あり スピーキング+日本語面接

第1回･グローバル入試 グローバル入試計10名 2/1PM 英語プレゼンテーション･日本語リスニング なし

第2回･グローバル入試 グローバル入試計10名 2/4PM 英語プレゼンテーション･日本語リスニング なし

英語ＡＬ入試 5名 2/1PM 英語･日本語リスニング なし

第3回･インターナショナル 20名 2/2PM 英語(リスニング含む) あり 個別面接(日本語と英語)

第4回･インターナショナル 5名 2/4PM 英語(リスニング含む) あり 個別面接(日本語と英語)

第2回 40名 2/1PM 英語･国語か英語･算数選択 なし

第3回 30名 2/2AM 英語･国語か英語･算数選択 なし

第4回 20名 2/2PM 英語 あり 英語面接

イングリッシュエキスパート① 2/1PM入試計約30名 2/1PM 英語グループ面接･算数基礎 あり 個別面接
英検2級以上取得者は英語を免除

英検取得級による加点あり(英検4級:5点､3級:10点､準2級:15点､2級以上20点)

イングリッシュエキスパート② 若干名 2/4AM 英語グループ面接･算数基礎 あり 個別面接

貞静学園

東京立正

日本工業大学駒場

八王子実践

文化学園大学杉並

宝仙学園共学部･理数ｲﾝﾀｰ

三田国際学園

武蔵野大学

武蔵野東

英検3級以上取得者は英語筆記試験免除

英検4級取得者は英語筆記試験70点を保証

英検3級以上取得者は英語筆記を免除

英検準2級以上取得者は英語筆記試験90％

英検3級取得者は70%を保証

英検3級以上取得者は英語試験免除(満点扱い)
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第1回･ＥＳ英語特化型 5名 2/1PM 英語 あり 個別面接

第2回･ＥＳ英語特化型 若干名 2/4PM 英語 あり 個別面接

目黒学院 第2回 約10名 2/1PM 英語 なし

第1回･英語スピーチ 2/2計20名 2/2PM 英語スピーチ･Ｑ＆Ａ なし

第2回･英語スピーチ 2/3計10名 2/3AM 英語スピーチ･Ｑ＆Ａ なし

八雲学園 未来発見入試 24名 2/5AM 英語･自己表現文 なし

先進特待･第2回 35名 2/1PM 英語･国語･算数 なし

先進特待･第4回 10名 2/2PM 英語･国語･算数 なし

先進特待･第5回 5名 2/3AM 英語･国語･算数 なし

第1回午前 第1回計110名 2/1AM 英語 なし

第1回午後 第1回計110名 2/1PM 英語 なし

第2回 20名 2/2AM 英語 なし

神奈川･共学校

アレセイア湘南 グローバル入試 2/1計40名 2/1AM 英語･国語か英語･算数選択 あり 日本語個別面接

関東学院六浦 英語型 10名 2/2PM 英語(リスニング･リーディング･ライティング) あり 英語面接 英検3級以上取得による優遇措置あり

公文国際学園 Ａ入試 110名 2/1AM 英語･国語 なし 自己推薦書の提出可(英検3級相当以上)

慶應義塾湘南藤沢 一般入試･一次試験 約70名 2/2AM 英語･国語･算数 なし 一次試験合格者のみ二次試験を実施(体育実技と面接)

橘学苑 第5回 10名 2/4PM 英語･国語か国語･算数選択 あり 英語インタビューアプローチ 英語インタビューアプローチは加点方式

鶴見大学附属 難関進学クラス3次 10名 2/4AM 英語･国語･算数 なし

桐蔭学園中等教育学校 第1回午後 男40名･女30名 2/1PM 英語･算数 なし 問題内容：英検3級程度

桐光学園 第3回B(英語資格入試) 第3回計男40名･女20名 2/4AM 国語･算数 あり 個別面接 英検3級以上､もしくはそれに準ずる英語力を有する者を対象

日本大学 Ａ－２日程 50名 2/1PM 英語(リスニング含む)･算数 なし

横須賀学院 英語資格利用入試 若干名 2/2PM 作文(日本語) あり 保護者同伴面接 英検4級以上等の英語資格を有する者対象

英語資格型入試2月1日 一般入試に含む 2/1AM 国語か算数選択･英語資格 なし

英語資格型入試2月2日 一般入試に含む 2/2AM 国語か算数選択･英語資格 なし

第1回 男10名･女20名 2/1AM 英語2科(英国か英算)か英語4科(英国か英算+社理)選択 なし

第2回 男10名･女20名 2/1PM 英語2科(英国か英算) なし

第6回 10名 2/5AM 英語2科(英国か英算)か英語4科(英国か英算+社理)選択 なし

横浜翠陵

横浜富士見丘学園

明星

目白研心

安田学園

立正大学付属立正

英検4級以上を有する者対象

(英検4級:50点､3級:60点､準2級以上80点)
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学校名 入試名 募集人数 試験日 科目 面接 面接詳細 備考

英語(選択)入試導入校143校一覧<2021年入試>
新型コロナウイルス感染防止の為、面接の実施および形態が事前の発表より変更となっている可能性があります。

千葉･共学校

推薦 35名 12/2AM 英語･算数 あり 個別面接

Ⅰ期Ａ(一般) 30名 1/20AM 英語･算数 あり 個別面接

Ⅰ期Ｂ(1教科) 20名 1/24AM 英語 あり 個別面接

Ⅰ期Ｃ(特奨生) 若干名 1/26AM 英語･算数 あり 個別面接と保護者面接

Ⅱ期(一般) 若干名 2/22AM 英語･算数 あり 個別面接

光英ＶＥＲＩＴＡＳ 英語入試 1/22PM計10名 1/22PM 英語(リーディング･ライティング･コミュニケーション) なし
英検取得級による加点優遇あり

(英検4級:5点､3級:10点､準2級以上は満点とみなす)

秀明大学附属秀明八千代 専願入試 全回計60名 12/1AM 適性検査(国語･算数･英語より2科選択) あり 個別面接

推薦･2科 推薦計52名 12/1AM 英語･国語･算数より2科選択 あり 個別面接

一般･アドバンストチャレンジ(特待選考) 5名 1/25PM 2科[国算英より選択]か4科[国算英より2科と社理] なし

第一志望入試 60名 12/6AM 英語･国語･算数 あり 保護者同伴面接

第1回 30名 1/20AM 英語(リスニング含)･国語･算数 なし

第2回 10名 2/6AM 英語(リスニング含)･国語･算数 なし

一般入試１ 約25名 1/21AM 英語(リスニング含)･国語･算数より2科選択 あり 個別面接

一般入試２ 約10名 1/23AM 英語(リスニング含)･国語･算数より2科選択 あり 個別面接

第一志望入試 約30名 12/1AM 英語(リスニング含)･作文･算数より2科選択･表現力 あり 個別面接

グローバル/特選･第1回 約40名 1/20PM 英語(リスニング含)･国語･算数 なし

グローバル/特選･第2回 約20名 1/25AM 英語(リスニング含)･国語･算数 なし

学科推薦 推薦入試計約105名 12/2AM 英語･国語 あり 保護者同伴面接

一般･20日入試 20日21日計約90名 1/20AM 英語･国語･算数 あり 個別面接

一般･21日入試 20日21日計約90名 1/21AM 英語 あり 個別面接

一般･25日入試 約15名 1/25AM 英語･国語･算数 あり 個別面接

第1回ＥＥコース 3科3名 1/21AM 英語(主にインタビューテスト)･国語･算数 なし

第2回ＥＥコース 3科2名 1/25AM 英語(主にインタビューテスト)･国語･算数 なし

埼玉･共学校

第1回 20名 1/10AM 国語･算数･理科･社会･英検級 あり グループ面接

第2回 20名 1/12AM 国語･算数･理科･社会･英検級 あり グループ面接

第3回 5名 2/1AM 国語･算数･理科･社会･英検級 あり グループ面接

浦和実業学園 英語入試 5名 1/13AM 英語 あり 英語面接

探究２ 20名 1/12AM 英語･計算基礎･読解基礎 なし

第2回 20名 1/15AM 英語･国語･算数 なし

国際学院 第1回午後･英語入試 第1回午後計20名 1/10PM 英語･国語･算数の基礎的な内容 あり 日本語と英語 問題内容：英検5級程度

埼玉平成 プラクティカル入試 10名 1/11AM 英語(リスニング･会話･筆記) あり 専願者は個別面接あり 英語･STEMでの2科受験も可

専願入試 全回計80名 12/6AM 英語･国語･算数より2科選択か英語･国語･算数 あり 個別面接と保護者面談

一般入試･第Ⅰ期 全回計80名 1/10AM 英語･国語･算数より2科選択か英語･国語･算数 あり 個別面接と保護者面談

一般入試･第Ⅱ期 全回計80名 2/6AM 英語･国語･算数より2科選択か英語･国語･算数 あり 個別面接と保護者面談

暁星国際

昭和学院

開智未来

秀明

西武台千葉

千葉明徳

二松學舎大学附属柏

八千代松陰

麗澤

青山学院大学系属

浦和ルーテル学院

算数は日本語表記か英語表記を選択

英語資格取得者は加点あり

問題内容：英検4級程度

英検4級以上取得者は選択科目を免除

英検3級以上または他の同等資格以上取得者を対象

英検3級以上取得者を対象

英検3級:40点､準2級:45点､２級:48点､準1級:50点に換算

算数は日本語表記か英語表記を選択
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学校名 入試名 募集人数 試験日 科目 面接 面接詳細 備考

英語(選択)入試導入校143校一覧<2021年入試>
新型コロナウイルス感染防止の為、面接の実施および形態が事前の発表より変更となっている可能性があります。

第1回･グローバル入試 全回計105名 1/10AM 英語Ⅰ(記述＋リスニング)･英語Ⅱ(グローバルコミュニケーション)･国語･算数 なし

第2回･グローバル入試 全回計105名 1/11AM 英語Ⅰ(記述＋リスニング)･英語Ⅱ(グローバルコミュニケーション)･国語･算数 なし

西武学園文理 英語4技能入試 4名 1/24AM 英語Ⅰ(Reading/Writing)Ⅱ(Listening)Ⅲ(Speaking) あり 英語Ⅲ(Speaking)
英検取得級による加点優遇あり

(英検3級:5点､準2級:10点､2級以上15点)

聖望学園 第3回･英語入試 特に定めず 1/12AM 英語 あり 英語による個別面接 問題内容：英検4級程度

前期･第1回 全回計70名 1/10AM 英語Ⅰ(英語･リスニング･基礎学力)か英語Ⅱ(英語･リスニング)選択 なし

前期･第3回 全回計70名 1/23AM 英語Ⅰ(英語･リスニング･基礎学力)か英語Ⅱ(英語･リスニング)選択 なし

星野学園 総合選抜入試 全回計100名 1/14AM 英語(リスニングあり)･国語･算数 なし

一般入試･第2回 15名 1/12AM 英語･国語･算数 なし

一般入試･第3回 15名 1/13AM 英語･国語･算数 なし

本庄第一 第2回･一般入試英語型 全回計70名 1/11AM 英語(リスニングあり) なし

茨城･共学校

第1回 200名 1/17AM 英語･国語･算数 なし

第2回 70名 1/25AM 英語･国語･算数 なし

第3回 30名 2/5AM 英語･国語･算数 なし

智学館中等教育学校 第1回･一般入試A 40名 11/22AM 英語(英語口頭試問)･国語･算数 なし

英語運用力入試 若干名 11/14AM 英語(リスニング主体の問題) あり 英語面接

新学力型入試 若干名 1/27AM 英語コミュニケーション(リスニング主体の問題)･読解Ｌ あり 英語面接

第1回･英語特別入試 併願入試計30名 11/30AM 英語(リスニング･スピーキング)･課題作文(日本語) あり スピーキングに含む

第2回･英語特別入試 併願入試計30名 1/18PM 英語(リスニング･スピーキング)･課題作文(日本語) あり スピーキングに含む

第2回･専願入試Ｂ 全回計80名 11/23AM 英語･国語･算数 あり 英語面接

第2回･一般入試Ｂ 全回計80名 11/23AM 英語･国語･算数 あり 英語面接

ＡＣ入試第1回グローバル･専願 グローバル入試計25名 11/27AM 英語エッセイ･算数 あり 個別面接(英語含)と保護者同伴面接 算数は12/12に二次として実施

ＡＣ入試第2回グローバル･併願 グローバル入試計25名 1/10AM 英語エッセイ･算数 あり 個別面接(英語含)と保護者同伴面接

ＭＧ入試グローバル･専願 グローバル入試計25名 11/27AM 英語エッセイ あり 個別面接(英語含)と保護者同伴面接

ＭＧ入試グローバル･併願 グローバル入試計25名 1/10AM 英語エッセイ あり 個別面接(英語含)と保護者同伴面接

ＡＣ入試･第1回･英語資格 特に定めず 12/12AM 国語･算数 あり 英語による個別面接

ＭＧ入試･英語資格① 特に定めず 12/12AM 国語･算数 あり 英語による個別面接

ＡＣ入試･第2回･英語資格 特に定めず 1/10AM 国語･算数 なし

ＭＧ入試･英語資格② 特に定めず 1/10AM 国語･算数 なし

栃木･共学校

國學院大學栃木 第2回(英語) 全回計80名 12/12AM 英語･国語基礎･算数基礎 あり 個別面接

佐野日本大学中等教育学校 セレクトワン入試 全回計140名 12/13AM 英語(リスニング含)･作文 あり 一部英語で実施 英検4級以上取得者は優遇あり

土浦日本大学中等教育学校

東洋大学附属牛久

水戸英宏

茗溪学園

昌平

東京成徳大学深谷

細田学園

江戸川学園取手

英検取得級による加点優遇あり

(英検3級:15点､準2級:30点､2級以上45点)

問題内容：英語Ⅰ型は英検4級レベル、

英語Ⅱ型は英検準2級レベル

英語学習履歴書の入力が必要

問題内容：英検3級～準2級程度

英検準2級､TOEFL Junior645点､

TOEFL Primary212点以上取得者を対象
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学校名 入試名 募集人数 試験日 科目 面接 面接詳細 備考
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新型コロナウイルス感染防止の為、面接の実施および形態が事前の発表より変更となっている可能性があります。

その他･共学校

一般選抜 バイリンガルコース30名 1/9AM 英語･国語･算数 あり 保護者同伴面接 面接：英語での質疑応答あり

特別選抜 特別選抜クラス15名 1/23AM 英語･国語･算数 あり 保護者同伴面接

西大和学園 東京会場･英語重視型 男約180名･女約40名(全会場計) 1/8AM 英語･国語･算数 あり
英検2級以上相当取得者

(英検2級:50点､準1級:75点､1級100点に換算)は2科で受

国立校

東京学芸大学附属国際 Ａ方式 約30名 2/3AM 外国語作文･基礎日本語作文 あり グループ面接

加藤学園暁秀
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