
入試名 募集人数 試験日 科目 面接 面接詳細 備考

1 京華 第1回午後･特別選抜入試 第1回特別選抜計40名 2/1PM 英語･算数 なし

2 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

3 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3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

4 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

6 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

7 江⼾川⼥⼦ AO入試 全回計200名 2/1PM 英語･基礎国語･基礎算数 なし 英検4級以上かTOEIC450点以上取得者は優遇あり

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試験免除で
保護者同伴面接を実施

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 2/6AM 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 15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 10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 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 10名 2/2PM 英語･国語･算数より2科選択 なし

第5回･得意科⽬型 10名 2/3PM 英語･国語･算数より1科選択 なし

第6回･2科選択型 5名 2/4PM 英語･国語･算数より2科選択 なし

12 北豊島 英語 10名 2/1PM 英語(リスニングあり)･英会話 あり

13 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

14 共立⼥⼦第二 1回PM英語[4技能型] 英語･サイエンス計15名 2/1PM 英語(Listening･Reading･Writing)･日本語作文 あり 英語面接(Speaking Test)

英語(選択)入試導入校141校一覧<2020年入試>

●男子校【東 京】

●女子校【東 京】

川村

⽇本学園

⼤妻多摩

⼤妻中野

神田⼥学園

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Ⅱ､
英検3級取得者は特待Ⅲの対象者
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学校名

DDコース･第1回 15名 2/1AM 英語α型(英語+面接)か英語β型(英語+2科)選択 あり α型のみ､英語によるグループ面接

DDコース･第3回 5名 2/2AM 英語α型(英語+面接)か英語β型(英語+2科)選択 あり α型のみ､英語によるグループ面接

DDコース･第4回 5名 2/3AM 英語α型(英語+面接)か英語β型(英語+2科)選択 あり α型のみ､英語によるグループ面接

DDコース･第5回 5名 2/5PM 英語(グローバル思考型)･作文(日本語)･アクティビティ なし

16 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･1科選択(国語か算数) あり 個別面接
英検4級以上取得者に加点あり
(4級:60点､3級:70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･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･国語基礎･算数基礎 あり 英語・日本語

2月1⽇午前･英語 5名 2/1AM 英語インタビュー(英文朗読と質疑応答) あり

2月1⽇午後･英語 5名 2/1PM 英語インタビュー(英文朗読と質疑応答) あり

2月2⽇午後･英語 5名 2/2PM 英語インタビュー(英文朗読と質疑応答) あり

2月3⽇午後･英語 5名 2/3PM 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 5名 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･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

21 十⽂字 1教科型 約10名 2/3PM 英語 なし

特選[A]･第1回 5名 2/1AM 英語･国語･算数 あり

特選[A]･第2回 5名 2/2AM 英語･国語･算数 あり

特選[A]･第3回 5名 2/3AM 英語･国語･算数 あり

本科コース･Ａ 50名 2/1AM 英語･国語･算数 なし

本科コース･Ｂ 40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

24 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 あり
保護者同伴面接と
個別面接2回実施

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 10名 2/1PM 英語筆記 あり

第2回 15名 2/2AM 英語筆記 あり

第3回 10名 2/3AM 英語筆記 あり

第1回･B方式 全回計30名 2/1PM 英･社･算･理･美･家より2科選択 あり 保護者同伴面接

第2回･B方式 全回計30名 2/2AM 英･社･算･理･美･家より2科選択 あり 保護者同伴面接

27 聖ドミニコ学園 第3回･インターナショナルコース 5名 2/2AM 英語筆記(リスニング含む) あり スピーキング

28 星美学園 英語型･第4回 20名 2/2PM 英語･国語か英語･算数選択 なし

淑徳ＳＣ

昭和⼥⼦⼤学附属昭和

白梅学園清修

成⼥学園

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

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5級以上取得者は英語リスニング免除可
(5級:50点､4級:60点､3級以上:80点とみなす)

英検優遇制度あり
(4級:50点､3級:60点､準2級:70点､
 2級以上:80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級は奨学金[SA]､4級以上は奨学金[SS]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

英検の取得級による加点あり
(4級:5点､3級以上:10点)
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学校名

第1回午前 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1回午後 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

2月1⽇午前 40名 2/1AM 英語･国語･算数･社会･理科より2科か3科か4科選択 あり

2月1⽇午後 20名 2/1PM 英語･国語･算数より2科選択 あり

2月2⽇午前 15名 2/2AM 英語･国語･算数･社会･理科より2科選択 あり

2月2⽇午後 15名 2/2PM 英語･国語･算数･社会･理科より2科選択 あり

31 東京家政⼤学附属⼥⼦ 第1回[進学i CLASS] 40名 2/1AM 英語筆記 あり

第1回午前 50名(2/1入試計) 2/1AM 英語筆記､アクティビティ(英語による会話テスト) あり 個別面接

第2回午前 30名(2/2入試計) 2/2AM 英語筆記､アクティビティ(英語による会話テスト) あり 個別面接

第3回午前 20名(2/3入試計) 2/3AM 英語筆記､アクティビティ(英語による会話テスト) あり 個別面接

英語①入試 5名(帰国若干名含む) 2/1AM 英語(リスニング･リーディング･ライティング) あり 英語･日本語､保護者面接あり

英語②入試 5名(帰国若干名含む) 2/2AM 英語(リスニング･リーディング･ライティング) あり 英語･日本語､保護者面接あり

34 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

35 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 英会話･国語か英会話･算数選択 なし 英検3級以上取得者は英会話試験を免除

グローバル入試① グローバル入試計10名 2/1PM ①Warm up ②Show&Tell ③Story Telling ④Reflection なし

グローバル入試② グローバル入試計10名 2/5AM ①Warm up ②Show&Tell ③Story Telling ④Reflection なし

37 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(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
問題内容：英検2級レベルまで
英語特別ｺｰｽ希望者は国英か算英と英語口頭試問

一般入試2/1PM 一般英語計50名 2/1PM 2科[国算英より選択]か3科[国算英より2科と社理より1科] なし

一般入試2/2AM 一般英語計50名 2/2AM 2科[国算英より選択]か3科[国算英より2科と社理より1科] なし

一般入試2/2PM 一般英語計50名 2/2PM 2科[国算英より選択]か3科[国算英より2科と社理より1科] なし

一般入試2/3PM 一般英語計50名 2/3PM 2科[国算英より選択]か3科[国算英より2科と社理より1科] なし

一般入試2/4AM 一般英語計50名 2/4AM 2科[国算英より選択]か3科[国算英より2科と社理より1科] なし

英語特別入試2/1PM 一般英語計50名 2/1PM 2科[国英か算英]か3科[国英か算英と社理より1科]､英語口頭試問 なし

英語特別入試2/2AM 一般英語計50名 2/2AM 2科[国英か算英]か3科[国英か算英と社理より1科]､英語口頭試問 なし

英語特別入試2/2PM 一般英語計50名 2/2PM 2科[国英か算英]か3科[国英か算英と社理より1科]､英語口頭試問 なし

英語特別入試2/3PM 一般英語計50名 2/3PM 2科[国英か算英]か3科[国英か算英と社理より1科]､英語口頭試問 なし

英語特別入試2/4AM 一般英語計50名 2/4AM 2科[国英か算英]か3科[国英か算英と社理より1科]､英語口頭試問 なし

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

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]か4科[国算英より2科と社理] なし

2⽇午前入試 2⽇午前計特選5名･特進10名 2/2AM 2科[国算英より選択]か4科[国算英より2科と社理] なし

3⽇入試 5名 2/3AM 4科[国語･算数と社会･理科･英語より2科] なし

1⽇午後プレミアム 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 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

瀧野川⼥⼦学園

藤村⼥⼦

東京家政学院

東京⼥⼦学院

東京⼥⼦学園

中村

富士見丘

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)

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)

英語筆記：英検5級レベル

英検取得級による特待生制度あり
(準2級:B特待､2級:A特待､準1級以上:S特待)

3～4人のグループにより試験を実施
英検3級程度のレベル

問題内容：英検4～5級程度

問題内容：英検2級レベルまで
各種英語検定資格級による優遇措置あり
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学校名

⽂京方式･第1回 70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

得意型⽂京方式 15名 2/1PM 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

⽂京方式･第2回 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

⽂京方式･第3回 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

インタラクティブ英語(IEE)入試Ａ IEE計10名 2/1PM ネイテゥブスピーカーと受験生複数名による英語活動 なし

インタラクティブ英語(IEE)入試Ｂ IEE計10名 2/4AM ネイテゥブスピーカーと受験生複数名による英語活動 なし

インタラクティブ英語(IEE)入試Ｃ IEE計10名 2/10AM ネイテゥブスピーカーと受験生複数名による英語活動 なし

41 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)

42 ⽬⿊星美学園 英語入試 特に定めず 2/3AM 英語筆記 あり 英語スピーキング 問題内容：筆記は英検4級､面接は英検3級に準じる

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 2/2AM 国語･算数 なし

英語入試Ｃ 英語･帰国計40名 2/3AM 国語･算数 なし

第1回 本科30名･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ10名 2/1AM 英語筆記､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40名･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ10名 2/1PM 英語筆記､ネイティブスピーカーによるスピーキング基礎力 なし

45 神奈川学園 一般入試B⽇程 65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

書類重視型2/1午前 国際教養計30名(特待除く) 2/1AM 書類･自己PR作文 あり

書類重視型2/1午後 国際教養計30名(特待除く) 2/1PM 書類･自己PR作文 あり

書類重視型2/2午前 国際教養計30名(特待除く) 2/2AM 書類･自己PR作文 あり

書類重視型2/2午後 国際教養計30名(特待除く) 2/2PM 書類･自己PR作文 あり

書類重視型2/3午後 国際教養計30名(特待除く) 2/3PM 書類･自己PR作文 あり

書類重視型2/5午後 国際教養･特待計10名 2/5PM 書類･自己PR作文 あり

書類重視型2/10午後 国際教養･特待計10名 2/10PM 書類･自己PR作文 あり

47 カリタス⼥⼦ 一般入試･第3回 約20名 2/2PM 国語･英語 なし

第2回 15名 2/1PM 英語 なし

第4回 5名 2/3AM 英語 あり 保護者同伴面接

49 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

50 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)

51 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] 5名程度 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

●女子校【神奈川】

⽂京学院⼤学⼥⼦

⼭脇学園

和洋九段⼥⼦

鎌倉⼥⼦⼤学

函嶺白百合学園

清泉⼥学院

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3級相当以上取得者対象

特待生基準１を満たしている者を対象
英検4級以上取得者は加点措置あり

特待生基準１を満たしている者を対象

問題内容:英検4級程度
英検4級以上取得者は筆記免除

40

43

44

46

48

52
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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141校一覧<2020年入試>

学校名

Ａ入試 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

Ｂ[特待選抜]入試 10名 2/1PM 英語型 なし

Ｃ入試 10名 2/2AM 英語インタラクティブ なし

Ｄ[特待]入試 10名 2/2PM 英語型 なし

Ｅ入試 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

Ｆ[特待]入試 10名 2/4PM 英語型 なし

54 聖園⼥学院 3次 20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

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

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

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

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

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

特別奨学生入試Ⅰ 3名 2/1PM 英語･国語･算数より2科選択 なし

特別奨学生入試Ⅱ 3名 2/3PM 英語･国語･算数より2科選択 なし

第一志望入試 30名 12/1AM 英語プレゼンテーション･国語･算数 あり 個別面接

第3回午後･英語入試 5名 1/22PM 英語リスニングテスト あり 会話テストと日本語面接 問題内容：英検5級程度

推薦入試 30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 35名 1/20AM 英語･国語･算数 なし

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

みらい力１教科型入試 みらい力計10名 1/11PM 英語 なし 問題内容：英検2級程度

59 聖徳⼤学附属取⼿聖徳⼥⼦ 英語入試 全回計50名 1/18AM 英語口頭試問と国語か算数 なし
英検5級以上取得者は得点優遇あり
英検3級以上取得者は英語試験免除

60 不二聖心⼥⼦学院 B⽇程 全回計70名 2/3PM 英語･算数 あり 保護者同伴面接

●女子校【千 葉】

●女子校【埼 玉】

●女子校【茨 城】

●女子校【その他】

和洋国府台⼥⼦

⼤妻嵐⼭

聖和学院

横浜⼥学院

聖徳⼤学附属⼥⼦

英検の取得級による加点措置あり53

55

56

57

58
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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141校一覧<2020年入試>

学校名

61 郁⽂館 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰ特進クラス入試 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

62 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

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

第2回･グローバル入試 第2回計50名 2/2AM 英語･国語･算数 なし

第4回･グローバル入試 第4回計30名 2/4AM 英語･国語･算数 なし

第1回･2科4科選択 25名 2/1AM ＧＬＣ(英語Ｇ･国語･算数) あり 口頭試問

第3回･3科4科選択 20名 2/3PM 英語Ｒ･国語･算数 なし

第4回･3科4科選択 20名 2/4AM 英語Ｒ･国語･算数かＧＬＣ(英語Ｇ･国語･算数) あり GLCは口頭試問あり

65 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
個別英語面接と
保護者同伴面接あり

一般入試･第1回 60名 2/1AM 英語･国語 なし

一般入試･第2回 10名 2/3AM 英語･国語 なし

一般入試･第3回 10名 2/4AM 英語･国語 なし

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

第1回 国際先進20名･本科20名 2/1AM 英語･国語･算数 なし

第2回 国際先進20名･本科20名 2/1PM 英語･国語･算数 なし

69 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

70 実践学園 特別入試 5名 2/1AM 英語筆記 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

英語入試･2/3PM 英語入試計5名 2/3PM 算数(四則計算)･作文(日本語) あり 英語面接

73 淑徳巣鴨 スカラシップ入試･第3回 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

74 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回午前 50名 2/1AM 英語技能(リスニング＋筆記) あり 面接票記入20分あり､個別面接

第1回午後 30名 2/1PM 英語技能(リスニング＋筆記) あり 面接票記入20分あり､個別面接

●共学校【東 京】

頴明館

開智⽇本橋学園

啓明学園

工学院⼤学附属

駒込

修徳

淑徳

城⻄⼤学附属城⻄

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

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

63

64

66

67

68

71

72

75
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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141校一覧<2020年入試>

学校名

76 聖徳学園 AO入試 30名 2/1AM 英語･国語･算数より2科選択 あり 個別面接 英検4級以上取得者は英語試験免除

第2回[得意科⽬選択型] 20名 2/1PM 英語 なし

第4回[得意科⽬選択型] 10名 2/2PM 英語 なし

第5回[得意科⽬選択型] 10名 2/4AM 英語 なし

第6回[得意科⽬選択型] 10名 2/11AM 英語 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2回実施

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2回実施

一般クラス･第1回 2/1入試計65名 2/1PM 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 2/2PM 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

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

81 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)

82 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1回午後 第1回計30名 2/1PM 英語･基礎国語･基礎算数より2科選択 なし

第2回午前 第2回計15名 2/2AM 英語･基礎国語･基礎算数より2科選択 なし

84 ドルトン東京学園 一般入試2月2⽇午後 15名 2/2PM 国語･算数 あり 英語個別面接

第1回 30名 2/1AM 英語･国語･算数 なし

第3回 25名 2/2AM 英語･国語･算数 なし

第2回 10名 2/2AM 英語筆記 あり ネイティブとの個別面接

第4回 5名 2/15AM 英語筆記 あり ネイティブとの個別面接

87 広尾学園 インターＡＧ 10名 2/2PM English･Mathematics･Japanese あり Interview 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

玉川学園

帝京

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

駿台学園

3科のうち､得点上位2科で判定

問題内容:英検3～4級程度､英検3級以上取得者は筆記試験を免除

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:15点､2級以上20点)

算数･理科社会は日本語または英語による出題を選択可

英検3級以上取得者は英語試験免除

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

88

77

78

79

80

83

85

86
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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141校一覧<2020年入試>

学校名

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･算数･社会･理科より2科選択 なし

第3回 30名 2/2AM 英語･国語･算数･社会･理科より2科選択 なし

第4回 20名 2/2PM 英語 なし

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

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

第1回･ＥＳ英語特化型(MGS) 5名 2/1PM 英語 あり 個別面接

第2回･ＥＳ英語特化型(MGS) 若干名 2/2AM 英語 あり 個別面接

94 ⽬⿊学院 第3回 第2〜4回計約18名 2/3PM 英語 なし

英語スピーチ入試･第1回 2/2計10名 2/2AM 英語スピーチ･Ｑ＆Ａ なし

英語スピーチ入試･第2回 2/4計10名 2/4AM 英語スピーチ･Ｑ＆Ａ なし

96 八雲学園 未来発見入試 15名 2/5AM 英語･自己表現文 なし

先進特待･第2回 15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 2/4AM 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･一般 20名 2/2AM 英語 なし

99 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

100 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

101 公⽂国際学園 Ａ入試 30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)

102 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)

第1回 25名 2/1AM 国語･算数 あり 英語インタビューアプローチ

第2回 15名 2/1PM 国語･算数 あり 英語インタビューアプローチ

第3回 10名 2/2AM 国語･算数 あり 英語インタビューアプローチ

第5回 10名 2/4PM 英語･国語･算数 なし

第6回 10名 2/7PM 英語･国語･算数 なし

●共学校【神奈川】

武蔵野⼤学

武蔵野東

明星

⽬白研心

安田学園

宝仙学園共学部･理数ｲﾝﾀｰ

三田国際学園

立正⼤学付属立正

橘学苑

問題内容：文法･読解は英検4･5級程度
　　　　　リスニングは4級程度

英検準2級以上取得者は英語筆記試験免除､
英検3級取得者は英語筆記試験50点加点

英語インタビューアプローチは加点方式

89

90

91

92

93

95

97

98

103
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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141校一覧<2020年入試>

学校名

104 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

105 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

106 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

107 ⽇本⼤学 Ａ−２⽇程 2/1PM入試計65名 2/1PM 英語(リスニング含む)･算数 なし

108 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

英語型入試2月1⽇ 一般入試に含む 2/1AM 英語･国語か英語･算数選択(英語スピーキングあり) なし

英語型入試2月2⽇ 一般入試に含む 2/2AM 英語･国語か英語･算数選択(英語スピーキングあり) 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

111 市川 英語選択入試 第1回一般に含む 1/20AM 英語Ⅰ(Writing)･英語Ⅱ(Reading)･国語･算数 なし

推薦 35名 12/2AM 英語･算数 あり グループ面接

一般･Ⅰ期 30名 1/20AM 英語･算数 あり グループ面接

一般･Ⅱ期Ａ Ⅱ期計15名 2/5AM 英語･算数 あり グループ面接

一般･Ⅱ期Ｂ Ⅱ期計15名 2/25AM 英語･算数 あり グループ面接

113 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･IA①(特待選考) 5名 12/1AM 英語･国語･算数より2科選択 あり 個別面接

推薦･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝＥ(IA) 推薦プレゼン計5名 12/5AM プレゼンテーション(英語)､自己表現文(日本語) あり 英語による質疑応答

一般･IA②(特待選考) 5名 1/20PM 英語･国語･算数より2科選択 なし

一般･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝＥ(IA) 一般プレゼン計5名 1/20PM プレゼンテーション(英語)､自己表現文(日本語) あり 英語による質疑応答

一般入試 約25名 1/21AM 英語･国語･算数より2科選択 あり 個別面接

特待生入試 約10名 1/24AM 英語･国語･算数より2科選択 あり 個別面接

グローバル/特選･第1回 約30名 1/20PM 英語･国語･算数 なし

グローバル/特選･第2回 約20名 1/25AM 英語･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 約90名 1/20AM 英語･国語･算数 あり 個別面接

一般･21⽇入試 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 2名 1/24AM 英語(主にインタビューテスト)･国語･算数 なし

●共学校【千 葉】

昭和学院

千葉明徳

二松學舎⼤学附属柏

八千代松陰

麗澤

横浜翠陵

横浜富士見丘学園

暁星国際

英語資格取得者は加点あり

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

算数は日本語表記か英語表記を選択

117

118

109

110

112

114

115

116
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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141校一覧<2020年入試>

学校名

119 ⻘⼭学院⼤学系属浦和ルーテル学院 第3回･英検利用型 第3回計5名 2/5AM 国語･算数 あり グループ面接
英検3級以上取得者を対象､
英語試験を英検3級は80点､準2級以上は90点に換算

120 浦和実業学園 英語入試 5名 1/13AM 英語 あり 英語によるグループ面接

未来Ｂ 25名 1/12PM 英語･国語･算数 なし

第2回 15名 1/19AM 英語･国語･算数 なし

122 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

123 埼玉平成 第1回午後(プラクティカル) 10名 1/10PM 実技Ⅰ(英語によるリスニング･会話･筆記) あり 専願者は個別面接あり

専願入試(SEコース) SEコース計20名 12/1AM 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(SEコース) SEコース計20名 1/10AM 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(SEコース) SEコース計20名 2/8AM 英語･国語･算数 あり 個別面接と保護者面談

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

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

126 ⻄武学園⽂理 英語１教科入試 5名 1/12PM 英語 なし

127 聖望学園 第3回･英語入試 特に定めず 1/12PM 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(リスニング含む) なし

前期･第2回 全回計70名 1/11AM 英語(リスニング含む) なし

前期･第3回 全回計70名 1/12AM 英語(リスニング含む) 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

130 本庄第一 第2回･一般入試英語型 全回計70名 1/12AM 英語(リスニングあり) なし

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

132 智学館中等教育学校 第1回･一般入試A 40名 11/17AM 英語(英語口頭試問)･国語･算数 なし

英語運用力入試 若干名 11/16AM 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 2/5AM 英語コミュニケーション(リスニング主体の問題) 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

135 ⽔⼾英宏 第2回 全回計160名 11/24AM 英語･国語･算数 あり 英語面接

●共学校【埼 玉】

●共学校【茨 城】

江⼾川学園取⼿

土浦⽇本⼤学中等教育学校

東洋⼤学附属牛久

開智未来

秀明

昌平

東京成徳⼤学深谷

細田学園

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)

英語学習履歴書の入力が必要

134

121

124

125

128

129

131

133
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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141校一覧<2020年入試>

学校名

グローバルコース入試･専願 グローバルコース入試計25名 11/29AM 英語エッセイ あり

グローバルコース入試･併願 グローバルコース入試計25名 1/12AM 英語エッセイ あり

英語資格入試･第1回 特に定めず 12/14AM 国語･算数 あり 英語による個別面接

英語資格入試･第2回 特に定めず 1/12AM 国語･算数 なし

137 國學院⼤學栃木 第2回(英語) 全回計80名 12/14AM 英語･国語基礎･算数基礎 あり 個別面接

138 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 12/15AM 英語･作文 あり 一部英語で実施 英検取得者は優遇あり

139 加藤学園暁秀 入学試験 バイリンガルコース30名 1/11AM 英語･国語･算数 あり 保護者同伴面接

140 ⻄⼤和学園 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級以上相当取得者は2科で受験

141 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

●共学校【栃 木】

●共学校【その他】

●国立校

茗溪学園
英検準2級､TOEFL Junior645点､
TOEFL Primary212点以上取得者を対象

136

個別面接(英語含む)と
保護者同伴面接2回実施
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