
㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

●男子校【東　京】

【足立学園  (一般入試･第２回)】 ★廃止【15名,2/2,2科か4科】

足立学園 (一般入試･第２回) 10→25 一般入試･第３回→一般入試･第２回

足立学園 (特別奨学生入試･第１回) 特別奨学生入試･第２回→特別奨学生入試･第１回

【足立学園  (特別奨学生入試･第３回)】 ★廃止【10名,2/2PM,4科】

足立学園 (特別奨学生入試･第２回) 5→10 特別奨学生入試･第４回→特別奨学生入試･第２回

足立学園 (特別奨学生入試･第３回[適性]) 2/1AM→2/4PM 10→7 特別奨学生入試･第１回[適性]→特別奨学生入試･第３回[適性]

足立学園 (特別奨学生入試･第３回[４科]) 新設2/4PM 4科 8 面接なし,合格発表2/4

学習院 (一般･第１回) 約70→約75

学習院 (一般･第２回) 約55→約50

暁星 (帰国生入試) 12/5→12/6

京華 (帰国生特別入試) 12/11→12/8

京華 (第１回･中高一貫入試) 40→50

京華 (第２回･中高一貫入試) 10<帰国生を含む>→20<帰国生を含む>

京華 (適性検査型･特別選抜入試) 15→10

京華 (第１回午前･特別選抜入試)
第1回･特別選抜計65<＊帰国生を含む>

→第1回･特別選抜計60<＊帰国生を含む>
＊帰国は､2/1AM入試のみ

京華 (第１回午後･特別選抜入試)
第1回･特別選抜計65<＊帰国生を含む>

→第1回･特別選抜計60<＊帰国生を含む>
＊帰国は､2/1AM入試のみ

京華 (第３回･特別選抜入試) 5→10

佼成学園 (ｵﾝﾗｲﾝ帰国生入試･第１回) 10/17→10/16

佼成学園 (ｵﾝﾗｲﾝ帰国生入試･第２回) 11/14→11/13

佼成学園 (ｵﾝﾗｲﾝ帰国生入試･第３回) 12/19→12/11

佼成学園 (ｵﾝﾗｲﾝ帰国生入試･第４回) 1/9→1/15

聖学院 (ｵﾝﾗｲﾝ国際生入試) 12/8→11/6
海外帰国計 Ａ方式5･Ｂ方式15
→Ａ方式･Ｂ方式計 若干名

海外帰国生ｵﾝﾗｲﾝ入試→ｵﾝﾗｲﾝ国際生入試
Ｂ方式 日本語面接→英語面接､日本語面接

聖学院 (国際生入試) 12/8→12/4
Ａ方式 英語､算数,Ｂ方式 国語､算数

→Ａ方式 英語,Ｂ方式 国語､算数か英語､算数
海外帰国計 Ａ方式5･Ｂ方式15

→Ａ方式5･Ｂ方式10
海外帰国生入試→国際生入試
Ａ方式 英語中心の面接→英語面接､日本語面接,合格発表 Web･掲示→Web

聖学院 (英語特別入試) 英語選抜→英語特別入試

聖学院 (第１回･一般) 社会､理科 各100点 各40分→各50点 計50分

聖学院 (ものづくり思考力) 思考力→思考力､協働振り返り

聖学院 (第２回･一般) 社会､理科 各100点 各40分→各50点 計50分

聖学院 (特待生) 合格判定 特待生､Advanced→特待生のみ

聖学院 (Ｍ型思考力) 思考力→思考力､協働振り返り

聖学院 (ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ思考力特待) 思考力→思考力､協働振り返り
難関思考力→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ思考力特待
合格判定 特待生､Advanced→特待生､Advanced､Regular

世田谷学園 (１次) 本科･理数計60→本科55･理数5

世田谷学園 (算数特選) 本科･理数計30→本科15･理数15

世田谷学園 (２次) 本科･理数計80→本科65･理数15

世田谷学園 (３次) 本科･理数計30→本科25･理数5

東京都市大学付属 (帰国生入試) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

東京都市大学付属 (一般入試･第１回) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

東京都市大学付属 (一般入試･第２回) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

東京都市大学付属 (一般入試･第３回) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

東京都市大学付属 (一般入試･第４回) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

東京都市大学付属 (グローバル入試) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

獨協 (第１回) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

獨協 (第２回<午後>)
●帰国の受け入れ可[優遇措置あり]
合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

獨協 (第３回) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

獨協 (第４回) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

日本学園 (第３回) 2/3PM→2/3AM 2科[国語＋算数か英語か理科か社会]→2科か4科

日本学園 (第４回) 2/5AM→2/5PM 2科か4科→2科[国語＋算数か英語か理科か社会]

日本学園 (創発学) 2/5AM→2/5PM

　　　　　　　　　　　 ◆この『2022年入試要項変更一覧』は、変更(予定含む)がある学校のみ掲載しています。
　　　　　　　　　　　　 また、入試日･科目･募集人数の変更を主としているため、出願期間･入学手続期間･時間の変更等に関しては、
　　　　　　　　　　　　 掲載しておりませんので、予めご了承ください。

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

明法 (第１回午前) 適性検査型は､特待生入試として実施

明法 (第１回午後･特待生入試) 第１回午後→第１回午後･特待生入試

明法 (第２回午後･特待生入試) 第２回午後→第２回午後･特待生入試

明法 (第３回午前) 新設2/5 2科 第3回計 若干名
国語､算数 各100点 各40分,面接なし
合格発表2/5

明法 (第３回午後･特待生入試) 新設2/5PM 2科か1科[算数] 第3回計 若干名
国語､算数 各100点 各40分,面接なし
合格発表2/5

早稲田 (第１回) 合格発表 掲示･Web→Web

早稲田 (第２回) 合格発表 掲示･Web→Web

●男子校【神奈川】

慶應義塾普通部 出願 郵送→Web<書類は､郵送で提出>

サレジオ学院 (Ａ試験) 合格発表 掲示･Web→Web

サレジオ学院 (Ｂ試験) 合格発表 掲示･Web→Web

逗子開成 (帰国生入試) 12/26→12/25

藤嶺学園藤沢 (帰国生入試) 12/19→12/18

藤嶺学園藤沢 (２科･４科入試②) 掲示での合格発表 試験当日→試験翌日

藤嶺学園藤沢 (得意２科目選択型入試Ｂ) 掲示での合格発表 試験当日→試験翌日

●男子校【埼　玉】

城西川越 (特別選抜入試･第１回)
試験会場 本校･大宮･所沢の3会場→本校･大宮の2会場
　　　　 ㊟2021年入試の所沢会場は､中止

城西川越 (特別選抜入試･第２回)
試験会場 本校･志木･所沢の3会場→本校･志木の2会場
　　　　 ㊟2021年入試の所沢会場は､中止

城西川越 (総合一貫入試･第１回)
試験会場 本校･大宮･所沢の3会場→本校･大宮の2会場
　　　　 ㊟2021年入試の所沢会場は､中止

城西川越 (総合一貫入試･第３回) 1/16→1/15

城北埼玉 (特待入試) 試験会場 本校･さいたま新都心の2会場→本校･与野本町の2会場

●男子校【その他】

海陽中等教育学校

 (帰国生入試Ⅰ[東京･横浜会場])
12/26→12/25

帰国12月計 若干名
→入試Ⅰ､帰国生入試Ⅰ計 約70

帰国生入試12月[東京会場]→帰国生入試Ⅰ[東京･横浜会場]
会場 東京[TKP品川ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰANNEX]→東京[ｺﾝﾌｫｰﾄ水道橋]･横浜[ｳｨﾘﾝｸﾞ横浜]

海陽中等教育学校

 (帰国生入試Ⅱ[東京･横浜会場])
新設1/6 2科か3科[国語､算数､英語] 入試Ⅱ､帰国生入試Ⅱ計 約30

試験会場 東京[ｺﾝﾌｫｰﾄ水道橋]･横浜[ｳｨﾘﾝｸﾞ横浜]の2会場
保護者同伴の面談･3科<国算英>選択者は英語面接あり,合格発表1/8

海陽中等教育学校

 (特別給費生入試[東京･横浜会場])
12/19→12/18

会場 東京[TKP品川ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰANNEX]･横浜[TKPｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨPREMIUM横浜西口]の2会場
　　 →東京[ｺﾝﾌｫｰﾄ水道橋]･横浜[ｳｨﾘﾝｸﾞ横浜]の2会場

海陽中等教育学校 (入試Ⅰ[東京･横浜会場]) 12/26→12/25
3科[国算理]か4科

→3科[国算理]か4科か適性検査型[算数､視聴型問題]

入試Ⅰ計 約70
→入試Ⅰ､帰国生入試Ⅰ計 約70

会場 東京[TKP品川ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰANNEX]･横浜[TKPｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨPREMIUM横浜西口]の2会場
　　 →東京[ｺﾝﾌｫｰﾄ水道橋]･横浜[ｳｨﾘﾝｸﾞ横浜]の2会場

海陽中等教育学校 (入試Ⅱ[東京･横浜会場]) 1/9→1/6
算数､視聴型総合か算数1科

→3科[国算理]か4科か適性検査型[算数､視聴型問題]
入試Ⅱ計 約20→入試Ⅱ､帰国生入試Ⅱ計 約30

試験会場 東京[ＴＫＰ品川ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰＡＮＮＥＸ]
　　　　 →東京[ｺﾝﾌｫｰﾄ水道橋]･横浜[ｳｨﾘﾝｸﾞ横浜]の2会場

海陽中等教育学校 (入試Ⅲ[東京会場]) 2/7→2/6 算数､視聴型総合→2科 入試Ⅲ計 約10→入試Ⅲ計 若干名 試験会場 東京[ＴＫＰ品川ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰＡＮＮＥＸ]→東京[ｺﾝﾌｫｰﾄ水道橋]

静岡聖光学院 (帰国生入試[ｵﾝﾗｲﾝ]) 12/6→12/5

静岡聖光学院 (Ⅰ期入試) 1/9→1/8 東京の試験会場 港区[ＡＰ品川]→品川区[ＴＯＣ五反田メッセ]

静岡聖光学院 (21世紀型入試[ｵﾝﾗｲﾝ]) 1/9PM→1/8PM

静岡聖光学院 (BIGIRION入試[ｵﾝﾗｲﾝ]) 1/10→1/9

静岡聖光学院 (英語１科目入試) 1/10→1/9

静岡聖光学院 (特待生入試) 1/10PM→1/9PM

静岡聖光学院 (Ⅱ期入試) 1/24→1/23

北嶺 (東京会場) 試験会場 千代田区[フクラシア東京ステーション→ベルサール秋葉原]

●女子校【東　京】

跡見学園 (帰国生入試) 12/24→12/18 合格発表 試験翌日→試験当日

跡見学園 (一般入試･第１回) 合格発表 試験当日<掲示･Web>→試験当日<Web>･翌日<掲示>

跡見学園 (一般入試･第２回) 合格発表 試験当日<掲示･Web>→試験当日<Web>･翌日<掲示>

跡見学園 (特待入試･第３回[思考力]) 合格発表 試験当日<掲示･Web>→試験当日<Web>･翌日<掲示>

跡見学園 (特待入試･第３回[英語ＣＳ]) 合格発表 試験当日<掲示･Web>→試験当日<Web>･翌日<掲示>

跡見学園 (特待入試･第４回) 合格発表 試験当日<掲示･Web>→試験当日<Web>･翌日<掲示>

大妻 (海外帰国生) 12/13→12/12

大妻多摩
 (総合進学入試･帰国生[対面試験])

11/29→11/28 総合進学･帰国計 若干名→特に定めず

大妻多摩
 (総合進学入試･帰国生[ｵﾝﾗｲﾝ試験])

11/29→11/28 総合進学･帰国計 若干名→特に定めず

【大妻多摩
 (総合進学･帰国生､国際生入試)】

★廃止【若干名,2/1,4科】

大妻多摩 (国際進学･帰国生[対面試験]) 11/29→11/28 国際進学･帰国計10→特に定めず

大妻多摩 (国際進学･帰国生[ｵﾝﾗｲﾝ試験]) 11/29→11/28 国際進学･帰国計10→特に定めず

大妻多摩 (総合進学･第１回) 35→40

大妻多摩 (総合進学･第３回) 10→15

大妻中野 (第１回海外帰国生入試) 11/7→11/6 国語､算数 各50分→各40分

大妻中野 (第２回海外帰国生入試) 1/9→12/23 国語､算数 各50分→各40分

大妻中野 (第１回ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試)
英検CSE2.0 1980点<2級程度>等の場合､筆記試験を免除し､
面接<保同>試験で選考
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㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

学習院女子 (帰国生入試) 1/23→1/22

川村 (プレミアム[特待生選抜]) 30→25
プレミアム→プレミアム[特待生選抜],面接<保同>廃止
●英語を選択し､英検3級以上取得の場合､英語試験を免除

川村 (セレクト①[特待生選抜]) ｾﾚｸﾄ計10→ｾﾚｸﾄ計25
セレクト①→セレクト①[特待生選抜],面接<保同>廃止
●英語を選択し､英検3級以上取得の場合､英語試験を免除

川村 (セレクト②[特待生選抜]) ｾﾚｸﾄ計10→ｾﾚｸﾄ計25
セレクト②→セレクト②[特待生選抜],面接<保同>廃止
●英語を選択し､英検3級以上取得の場合､英語試験を免除

川村 (セレクト③) 2/10→2/5 国語･算数･英語より2科→1科[国語か算数] ｾﾚｸﾄ計10→ｾﾚｸﾄ計25
国語､算数 各50分→各60分
面接<保同>廃止

川村 (セレクト④) 新設2/6 1科[国語か算数] ｾﾚｸﾄ計25
国語､算数 各100点 各60分,面接なし
合格発表2/6

【川村  (2月10日適性検査型入試)】 ★廃止【10名,2/10,適性検査ⅠⅡ】

神田女学園 (第１回･帰国生入試) 11/14→11/13 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂｸﾗｽ

神田女学園 (第２回･帰国生入試) 12/12→12/11 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂｸﾗｽ

神田女学園 (第１回･２科選択型) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂｸﾗｽ

神田女学園 (第１回･適性検査型) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂｸﾗｽ

神田女学園
 (第２回特待生選抜･２科選択型)

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂｸﾗｽ

神田女学園
 (第２回特待生選抜･適性検査型)

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂｸﾗｽ

神田女学園
 (第３回特待生選抜[ＤＤＰ]･２科選択型)

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂｸﾗｽ

神田女学園
 (第３回特待生選抜[ＤＤＰ]･４科必修型)

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂｸﾗｽ

神田女学園 (第４回･２科選択型) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂｸﾗｽ

神田女学園 (第４回･得意科目型) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂｸﾗｽ

神田女学園 (第５回･多言語選択) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂｸﾗｽ

神田女学園 (第５回･新思考力型) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂｸﾗｽ

神田女学園 (第６回･２科選択型) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂｸﾗｽ

神田女学園 (第６回･得意科目型) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂｸﾗｽ

北豊島 (海外帰国生入試･第１回) 10/31→10/30

北豊島 (海外帰国生入試･第２回) 12/19→12/20

共立女子 (海外帰国生入試) 11/29→11/28

共立女子 (2/1入試)
社会､理科 各75点 各35分→各50点 各30分
<2021年入試は､特例で各50点 計50分>

共立女子 (2/2入試)
社会､理科 各75点 各35分→各50点 各30分
<2021年入試は､特例で各50点 計50分>

共立女子 (2/3午後入試[英語4技能型]) 2/3AM→2/3PM 2科[算数､英語ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞﾄﾗｲｱﾙ]→2科[算数､英語4技能]
2/3インタラクティブ入試→2/3午後入試[英語4技能型]
英語ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ約30分→英語4技能60分,合格発表2/3→2/4

共立女子 (2/3午後入試[合科型])
2/3合科型入試→2/3午後入試[合科型]
算数50分→45分,合科型論述50分→60分

【共立女子第二  (海外帰国生１)】 ★廃止【5名,11/23,2科】

共立女子第二 (海外帰国生入試) 1/7→1/8 5→10 海外帰国生２→海外帰国生入試

国本女子 (帰国生ＤＤｺｰｽ･第１回) 1科[英語]か2科→1科[英語]か2科か3科[国算英] 帰国生計20→帰国生ＤＤｺｰｽ計10
1科[英語]受験者の面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ･保同→本人>,
2科､3科[国算英]受験者も面接<本人>を実施,3科[国算英]は高得点2科で判定

国本女子 (帰国生ＤＤｺｰｽ･第２回) 11/14AM→11/20PM 1科[英語]か2科→1科[英語]か2科か3科[国算英] 帰国生計20→帰国生ＤＤｺｰｽ計10
1科[英語]受験者の面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ･保同→本人>,
2科､3科[国算英]受験者も面接<本人>を実施,3科[国算英]は高得点2科で判定

国本女子 (帰国生ＤＤｺｰｽ･第３回) 12/19PM→12/19AM 1科[英語]か2科→1科[英語]か2科か3科[国算英] 帰国生計20→帰国生ＤＤｺｰｽ計10
1科[英語]受験者の面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ･保同→本人>,
2科､3科[国算英]受験者も面接<本人>を実施,3科[国算英]は高得点2科で判定

【国本女子  (帰国生ＤＤｺｰｽ･第４回)】 ★廃止【帰国生計20名,1/17,1科<英語>か2科】

【国本女子
　  (ｵﾝﾗｲﾝ帰国生ＤＤｺｰｽ･第１回)】

★廃止【帰国生計20名,10/29～10/31,英語ｴｯｾｲ<事前課題>とｵﾝﾗｲﾝ面接】

【国本女子
　  (ｵﾝﾗｲﾝ帰国生ＤＤｺｰｽ･第２回)】

★廃止【帰国生計20名,11/15～11/17,英語ｴｯｾｲ<事前課題>とｵﾝﾗｲﾝ面接】

国本女子 (ｵﾝﾗｲﾝ海外帰国生ＤＤｺｰｽ)
※12/3～12/5

→※12/2～12/4
帰国生計20→若干名

ｵﾝﾗｲﾝ帰国生ＤＤｺｰｽ･第３回→ｵﾝﾗｲﾝ海外帰国生ＤＤｺｰｽ
※事前に個々に調整

国本女子 (帰国生ＬＡｺｰｽ･第１回) 新設10/16PM 2科か3科[国語､算数､英語] 帰国生ＬＡｺｰｽ計10
●３科[国算英]受験者は､高得点２科で判定
国語､算数､英語 各100点 各50分,面接<本人>あり,合格発表10/16

国本女子 (帰国生ＬＡｺｰｽ･第２回) 新設11/20PM 2科か3科[国語､算数､英語] 帰国生ＬＡｺｰｽ計10
●３科[国算英]受験者は､高得点２科で判定
国語､算数､英語 各100点 各50分,面接<本人>あり,合格発表11/20

国本女子 (帰国生ＬＡｺｰｽ･第３回) 新設12/19 2科か3科[国語､算数､英語] 帰国生ＬＡｺｰｽ計10
●３科[国算英]受験者は､高得点２科で判定
国語､算数､英語 各100点 各50分,面接<本人>あり,合格発表12/19

国本女子 (一般ＤＤｺｰｽ･第１回)
1科[英語]か2科か4科

→1科[英語]か2科か3科[国算英]
10→一般ＤＤｺｰｽ計20

1科[英語]受験者の面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ･保同→本人>,
2科､3科[国算英]受験者も面接<本人>を実施,3科[国算英]は高得点2科で判定

国本女子 (一般ＤＤｺｰｽ･第２回) 1科[英語]か2科→1科[英語]か2科か3科[国算英] 10→一般ＤＤｺｰｽ計20
1科[英語]受験者の面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ･保同→本人>,
2科､3科[国算英]受験者も面接<本人>を実施,3科[国算英]は高得点2科で判定

【国本女子  (一般ＤＤｺｰｽ･第３回)】 ★廃止【5名,2/2,1科<英語>か2科か4科】

国本女子 (一般ＤＤｺｰｽ･第３回) 2/2PM→2/3PM 1科[英語]か2科→1科[英語]か2科か3科[国算英] 5→一般ＤＤｺｰｽ計20
一般ＤＤｺｰｽ･第４回→一般ＤＤｺｰｽ･第３回
1科[英語]受験者の面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ･保同→本人>,2科､3科[国算英]受験者も面接実施

国本女子 (一般ＤＤｺｰｽ･第４回) 2/3AM→2/4PM 1科[英語]か2科→1科[英語]か2科か3科[国算英] 5→一般ＤＤｺｰｽ計20
一般ＤＤｺｰｽ･第５回→一般ＤＤｺｰｽ･第４回
1科[英語]受験者の面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ･保同→本人>,2科､3科[国算英]受験者も面接実施

国本女子 (一般ＤＤｺｰｽ･第５回)
1科[英語]か2科か4科

→1科[英語]か2科か3科[国算英]
5→一般ＤＤｺｰｽ計20

一般ＤＤｺｰｽ･第６回→一般ＤＤｺｰｽ･第５回
1科[英語]受験者の面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ･保同→本人>,2科､3科[国算英]受験者も面接実施

国本女子 (一般ＬＡｺｰｽ･第１回) 2科か4科→2科か3科[国算英] 10→一般ＬＡｺｰｽ計20 面接<保同→本人>

国本女子 (一般ＬＡｺｰｽ･第２回) 2科→2科か3科[国算英] 5→一般ＬＡｺｰｽ計20 面接<保同→本人>

【国本女子  (一般ＬＡｺｰｽ･第３回)】 ★廃止【5名,2/2,2科か4科】

国本女子 (一般ＬＡｺｰｽ･第３回) 2/2PM→2/3PM 2科→2科か3科[国算英]
一般ＬＡｺｰｽ第4､5､6回計 若干名

→一般ＬＡｺｰｽ計20
一般ＬＡｺｰｽ･第４回→一般ＬＡｺｰｽ･第３回
面接<保同→本人>

国本女子 (一般ＬＡｺｰｽ･第４回) 2/3AM→2/4PM 2科→2科か3科[国算英]
一般ＬＡｺｰｽ第4､5､6回計 若干名

→一般ＬＡｺｰｽ計20
一般ＬＡｺｰｽ･第５回→一般ＬＡｺｰｽ･第４回
面接<保同→本人>

国本女子 (一般ＬＡｺｰｽ･第５回) 2科か4科→2科か3科[国算英]
一般ＬＡｺｰｽ第4､5､6回計 若干名

→一般ＬＡｺｰｽ計20
一般ＬＡｺｰｽ･第６回→一般ＬＡｺｰｽ･第５回
面接<保同→本人>

京華女子 (帰国生･留学生特別入試) 12/11→12/3

京華女子
 (第１回午後､2科4科型[特待･一般])

第１回午後､2科4科型[特待]→第１回午後､2科4科型[特待･一般]

－ 3 －



㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

麴町学園女子 (帰国生入試[来校型]) 10/31→11/3 2科か1科[英語４技能]→1科[英語]

麴町学園女子 (帰国生入試[ｵﾝﾗｲﾝ型]) 10/24→10/30

麴町学園女子
 (2月1日午前･一般入試[2科4科])

40→50 合格発表 掲示･Web→Web

麴町学園女子
 (2月1日午前･一般入試[英語型])

30→20
2月1日午前･Active English入試→2月1日午前･一般入試[英語型]
合格発表 掲示･Web→Web

麴町学園女子
 (2月1日午後･特待入試[2科4科])

5→2/1PM計10 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

麴町学園女子
 (2月1日午後･特待入試[英語資格型])

新設2/1PM 2科＋英語資格 2/1PM計10
国語､算数 各100点 各45分
＋英語資格100点[英検4級ﾚﾍﾞﾙ80点､3級ﾚﾍﾞﾙ以上100点]

麴町学園女子
 (2月2日午前･一般入試[2科4科])

合格発表 掲示･Web→Web

麴町学園女子
 (2月2日午後･特待入試[2科4科])

合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

麴町学園女子
 (2月3日午前･一般入試[2科4科])

合格発表 掲示･Web→Web

麴町学園女子
 (2月3日午前･一般入試[英語型])

10→5
2月3日午前･Active English入試→2月3日午前･一般入試[英語型]
合格発表 掲示･Web→Web

麴町学園女子
 (2月6日午前･一般入試[2科4科])

2/7→2/6
2月7日午前･一般入試→2月6日午前･一般入試[2科4科]
合格発表 掲示･Web→Web

佼成学園女子 (帰国生入試･第１回) 10/31→10/30 帰国生入試 ４回のうち２回まで受験可→４回のうち１回のみ受験可

佼成学園女子 (帰国生入試･第２回) 11/20→11/19 帰国生入試 ４回のうち２回まで受験可→４回のうち１回のみ受験可

佼成学園女子 (帰国生入試･第３回) 12/4→12/8 帰国生入試 ４回のうち２回まで受験可→４回のうち１回のみ受験可

佼成学園女子 (帰国生入試･第４回) 1/9→1/8 帰国生入試 ４回のうち２回まで受験可→４回のうち１回のみ受験可

佼成学園女子 (３日午前[英語]) 2/4→2/3 ４日午前[英語]→３日午前[英語]

佼成学園女子 (３日午後[ﾌﾟﾚｾﾞﾝ])
ﾃﾞｰﾀﾘﾃﾗｼｰかﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ<課題型か自由型>

→ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ
特に定めず→10 ３日午後[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ]→３日午後[ﾌﾟﾚｾﾞﾝ]

【佼成学園女子  (３日午後[Ｓ特待])】 ★廃止【10名,2/3PM,2科】

【佼成学園女子  (４日午前[Ｓ特待])】 ★廃止【5名,2/4,2科】

佼成学園女子 (５日午前[2科]) 5→2/5､2/6入試計 特に定めず

佼成学園女子 (５日午後[Ｓ特待]) 2/5AM→2/5PM 5→2/5､2/6入試計 特に定めず ５日午前[Ｓ特待]→５日午後[Ｓ特待]

佼成学園女子 (６日午前[2科]) 新設2/6 2科 2/5､2/6入試計 特に定めず
国語､算数 各100点 各45分,面接なし
合格発表2/6

佼成学園女子 (６日午前[Ｓ特待]) 2/7→2/6 5→2/5､2/6入試計 特に定めず ７日午前[Ｓ特待]→６日午前[Ｓ特待]

駒沢学園女子 (第１回午前[一般]) 30→25
４科の国算 各50点→各100点･社理 各50点 計60分→各100点 計60分
４科は､得点上位２科で判定

駒沢学園女子
 (第２回午前[有資格者１科目選択])

新設2/2 1科[国語か算数] 5 面接なし,合格発表2/2

駒沢学園女子 (第２回午後[１科]) 2科→1科[国語か算数] 第２回午後[一般]→第２回午後[１科]

実践女子学園
 (第２回帰国生入試[ｵﾝﾗｲﾝ型])

1/10→1/9

実践女子学園 (一般入試･第１回) 50→40 一般入試･第１回午前Ａ→一般入試･第１回

実践女子学園 (一般入試･第２回) 一般入試･第２回午後Ａ→一般入試･第２回

実践女子学園 (一般入試･第３回) 一般入試･第３回午前Ａ→一般入試･第３回

実践女子学園 (一般入試･第４回) 一般入試･第４回午後Ａ→一般入試･第４回

実践女子学園 (一般入試･第５回) 一般入試･第５回→一般入試･第５回

実践女子学園 (一般入試･第６回) 2/4AM→2/4PM 2科基礎学力→2科 10→20 一般入試･第６回→一般入試･第６回

実践女子学園 (思考表現入試･第１回) 一般入試･第１回午前Ｂ→思考表現入試･第１回

実践女子学園 (思考表現入試･第２回) 一般入試･第３回午前Ｂ→思考表現入試･第２回

実践女子学園 (英語資格入試･第１回) 一般入試･第２回午後Ｂ→英語資格入試･第１回

実践女子学園 (英語資格入試･第２回) 一般入試･第４回午後Ｂ→英語資格入試･第２回

品川女子学院 (帰国生) 11/15→11/14

品川女子学院 (表現力･総合型) 第３回[表現力･総合型]→表現力･総合型

十文字 (帰国生入試) 11/15→11/21

淑徳ＳＣ (一般入試･第１回) 2科→5科[国算社理英]より2科か適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ 10→15 Basic･第１回→一般入試･第１回

【淑徳ＳＣ  (Scholarship･第１回)】 ★廃止【10名,2/1,適性検査ⅠⅡⅢか3科[英国算]か英語か4科より2科】

淑徳ＳＣ (一般入試･第２回) 1科[国語か算数]→5科[国算社理英]より2科 Basic･第２回→一般入試･第２回

【淑徳ＳＣ  (Scholarship･第２回)】 ★廃止【5名,2/1PM,3科[英国算]か英語か4科より2科】

淑徳ＳＣ (一般入試･第３回) 2科→5科[国算社理英]より2科 Basic･第３回→一般入試･第３回

【淑徳ＳＣ  (Scholarship･第３回)】 ★廃止【5名,2/2,3科[英国算]か英語か4科より2科】

淑徳ＳＣ (一般入試･第４回) 1科[国語か算数]→5科[国算社理英]より2科 Basic･第４回→一般入試･第４回

【淑徳ＳＣ  (Scholarship･第４回)】 ★廃止【5名,2/2PM,3科[英国算]か英語か4科より2科】

淑徳ＳＣ (一般入試･第５回) 2科か1科[国語か算数]→5科[国算社理英]より2科 Basic･第５回→一般入試･第５回

【淑徳ＳＣ  (Scholarship･第５回)】 ★廃止【5名,2/3,3科[英国算]か英語か4科より2科】

【淑徳ＳＣ  (Basic･第６回)】 ★廃止【5名,2/6,2科か1科[国語か算数]】

【淑徳ＳＣ  (Scholarship･第６回)】 ★廃止【5名,2/6,3科[英国算]か英語か4科より2科】

【淑徳ＳＣ  (Basic･第７回)】 ★廃止【5名,2/11,2科か1科[国語か算数]】

【淑徳ＳＣ  (Scholarship･第７回)】 ★廃止【5名,2/11,適性検査Ⅰ[作文2文型]】

淑徳ＳＣ (特別入試) 新設2/1 作文 5
●学校説明会で個別相談を受けること
面接あり,合格発表2/1
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㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

頌栄女子学院 (12月帰国生) 12/5→12/4
出願 郵送→Web
合格発表 掲示･Web→Web

頌栄女子学院 (２月帰国生)
出願 郵送→Web
合格発表 掲示･Web→Web

頌栄女子学院 (一般生･第１回)
出願 郵送→Web,通知表ｺﾋﾟｰの提出不要
合格発表 掲示･Web→Web

頌栄女子学院 (一般生･第２回)
出願 郵送･窓口→Web,通知表ｺﾋﾟｰの提出不要
合格発表 掲示･Web→Web

昭和女子大学附属昭和 (帰国生入試) 11/7→11/20 特に定めず→帰国計 特に定めず

昭和女子大学附属昭和
 (帰国生入試[ｵﾝﾗｲﾝ])

新設12/23 作文[日本語] 帰国計 特に定めず
●英語取得資格を優遇対象 [英検2級以上等]
面接<本人>あり,合格発表12/23

昭和女子大学附属昭和 (本科ｺｰｽＤ) 思考力総合問題→2科
思考力総合[本科ｺｰｽ]→本科ｺｰｽＤ
思考力総合<国語記述､算理社の総合>100点60分→国語､算数 各100点 各50分

昭和女子大学附属昭和
 (ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝｽｺｰｽＳＡ)

4科→3科[国語､算数､理科] 社会､理科 計100点 計50分→理科100点50分

昭和女子大学附属昭和
 (ｽｰﾊﾟｰｻｲｴﾝｽｺｰｽＳＢ)

4科→3科[国語､算数､理科] 社会､理科 計100点 計50分→理科100点50分

女子聖学院 (海外帰国生) 11/25PM→12/1PM

女子聖学院 (第１回) 60→50 掲示での合格発表2/1→2/2

女子聖学院 (第３回) 15→20

女子聖学院 (第４回) 新設2/3 2科か4科得意ﾌﾟﾗｽ型 10 面接なし,合格発表2/3<Web>･2/4<掲示>

女子聖学院 (第５回) 第４回→第５回

女子聖学院 (第６回) 第５回→第６回

女子聖学院 (英語表現力) 2/2AM→2/3PM
通知表ｺﾋﾟｰの提出あり
掲示での合格発表 試験当日→試験翌日

【女子聖学院  (日本語表現力)】 ★廃止【10名,2/2,聞き取りﾃｽﾄ､算数基礎等】

【女子聖学院  (言語･数理ﾘﾃﾗｼｰ)】 ★廃止【5名,2/2,算数､文章問題】

女子聖学院 (ＢａＭ表現力) 新設2/3PM 2科[基礎]､自己紹介 10 面接<本人と保同の2回>あり,合格発表2/3<Web>･2/4<掲示>

女子美術大学付属
 (第１回[2科･4科選択入試])

105→110

女子美術大学付属
 (第２回[女子美自己表現入試])

15程度→10程度

白梅学園清修 (帰国生入試) 12/12AM→1/15PM

白梅学園清修 (第１回午後)
英語か2科か自己表現力

→英語か2科選択か自己表現力
15→10 2科選択:国算か国社か国理か算社か算理

白梅学園清修 (第５回) 新設2/6 2科[国算か国社か国理か算社か算理] 5
国語､算数､社会､理科 各100点 各50分
面接なし,合格発表2/6

白梅学園清修 (第６回) 適性検査Ⅰ､Ⅱか2科→適性検査Ⅰ､Ⅱ 第５回→第６回

白百合学園 (海外帰国生入試) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

白百合学園 (一般入試) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

成女学園 (第１回) 2科→2科､作文
提出書類 報告書か通知表ｺﾋﾟｰ→報告書
合格発表 郵送→掲示･Web

【成女学園  (第２回)】 ★廃止【全合計30名,2/1PM,2科】

成女学園 (第２回) 2科→2科､作文
第３回→第２回
提出書類 報告書か通知表ｺﾋﾟｰ→報告書,合格発表 郵送→掲示･Web

成女学園 (第３回) 2/3→2/11 2科→2科､作文
第４回→第３回
提出書類 報告書か通知表ｺﾋﾟｰ→報告書,合格発表 郵送→掲示･Web

聖ドミニコ学園 (帰国生) 11/28→11/27

聖ドミニコ学園 (前期第１回)
選択2科<ｱｶﾃﾞﾐｯｸ>か選択2科か英語<ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ>

→2科<ｱｶﾃﾞﾐｯｸ>か2科か英語<ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ>

第１回→前期第１回
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 英語80点45分→70点50分,ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ20点→30点

聖ドミニコ学園 (前期第２回)
2科<ｱｶﾃﾞﾐｯｸ/ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ>

→選択2科<ｱｶﾃﾞﾐｯｸ/ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ>
第２回→前期第２回

聖ドミニコ学園 (前期第３回)
第３回→前期第３回
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ 英語80点45分→70点50分,ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ20点→30点

聖ドミニコ学園 (前期第４回) 第４回→前期第４回

聖ドミニコ学園 (後期)
英語､ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ<ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ>

→2科か思考力<ｱｶﾃﾞﾐｯｸ>か英語､ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ<ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ>
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｺｰｽ5→ｱｶﾃﾞﾐｯｸｺｰｽ､ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｺｰｽ計5 インターⅡ期→後期

瀧野川女子学園 (第１回)
2科か4科か英語[ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力､計算力]

→2科か4科か※授業評価型
※国語[授業＋ﾃｽﾄ]､算数[授業＋ﾃｽﾄ] 各100点 各40分

瀧野川女子学園 (第２回) 2科か4科か英語[ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ力､計算力]→2科

瀧野川女子学園 (第４回) 2科か4科→2科

瀧野川女子学園 (第５回) 2/3→2/5 2科か4科→2科

玉川聖学院 (帰国子女入試Ａ日程) 12/19→12/18

田園調布学園 (帰国生入試) 12/6→12/5

田園調布学園 (帰国生ｵﾝﾗｲﾝ入試)
12/6<AM･PM>

→12/5<AM･PM>

東京家政学院 (2月1日午前入試) 合格発表 掲示･Web→Web

東京家政学院 (2月1日午後入試)
特待SS2科かﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ

→2科か英語資格かﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝかSDGs
英語資格…国語＋英語資格<英検5級70点･4級80点･3級以上100点に得点化>

東京家政学院 (2月2日午前入試) 得意2科かSDGs→得意2科か英語資格
得意2科…国語＋算数か社会か理科
英語資格…国語＋英語資格<英検5級70点･4級80点･3級以上100点に得点化>

東京家政学院 (2月2日午後入試)
特待SS得意2科

→特待SS得意2科か特待SS英語資格
特待SS得意2科…国語＋算数か社会か理科
英語資格…国語＋英語資格<英検5級70点･4級80点･3級以上100点に得点化>

東京家政学院 (2月5日午前入試)
1科[国語か算数か英語]

→1科[国語か算数]か英語資格
英語資格…英語資格<英検5級70点･4級80点･3級以上100点に得点化>
　　　　　＋英語面接25点5分

東京家政大学附属女子 (帰国生入試) 12/26→12/25

東京家政大学附属女子 (第６回) Ⅰ[思考力･課題作文]､Ⅱ[国語･算数]→1科[算数]
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㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

東京純心女子 (私立型第１回入試) 20→30 １日午前→私立型第１回入試

東京純心女子 (私立型第２回入試) 30→20 １日午後→私立型第２回入試

東京純心女子 (私立型第３回入試) 2科か4科→2科 20→30 ２日午前→私立型第３回入試

東京純心女子 (数的処理型入試) 2科→1科[算数<計算･図形など>] 30→20
２日午後→数的処理型入試
算数100点50分で､50題

【東京純心女子
  (タラント発見･発掘型)】

★廃止【10名,2/3PM,聴く力･読む力等をみる問題､自己ｱﾋﾟｰﾙ作文､対話】

東京純心女子 (江角ヤス特待生入試) 新設2/5 2科か適性検査Ⅰ､Ⅱ 10
●中学３年間の授業料を免除[一般合格の発表もあり]
国語､算数 各100点 各50分,適性検査Ⅰ､Ⅱ 各100点 各50分

東京女学館 (国際学級･帰国生) 12/6→12/5

東京女学館
 (国際学級･帰国生ｵﾝﾗｲﾝ特別入試)

11/28か11/29
→11/27AMかPM

合格発表12/6→11/27

東京女子学院 (帰国生入試11月) 新設11/20 国語･算数･英語より2科 帰国生入試計 若干名
国語､算数､英語 各100点 各50分,面接あり,合格発表11/20
●ｵﾝﾗｲﾝ入試を希望する場合､要問い合わせ

東京女子学院 (帰国生入試12月) 12/12→12/11 ●ｵﾝﾗｲﾝ入試を希望する場合､要問い合わせ

東京女子学院 (帰国生入試１月) 1/9→1/8 ●ｵﾝﾗｲﾝ入試を希望する場合､要問い合わせ

東京女子学院 (第１回午前)
1科選択か2科選択か英語か芸術等か課題

→1科選択か2科選択か英語か芸術等か適性か課題
●1科選択:国か算,2科選択:国算か国社か国理か算社か算理,
　英語:筆記､ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ,芸術等:面接,適性:適性Ⅰ､Ⅱ,課題:ﾌﾟﾚｾﾞﾝ＋質問

東京女子学院 (第１回午後)
1科選択か2科選択

→1科選択か2科選択か英語か芸術等か課題か特待
●1科選択:国か算,2科選択:国算か国社か国理か算社か算理,
　英語:筆記､ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ,芸術等:面接,課題:ﾌﾟﾚｾﾞﾝ＋質問,特待:2科､面接

東京女子学院 (第２回午前)
適性検査の内容を変更

Ⅰ､ⅡかⅠ､Ⅲ→Ⅰ､ⅡかⅡ､Ⅲ

東京女子学院 (第２回午後)
1科選択か2科選択

→1科選択か2科選択か英語か芸術等か課題か特待
●1科選択:国か算,2科選択:国算か国社か国理か算社か算理,
　英語:筆記､ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ,芸術等:面接,課題:ﾌﾟﾚｾﾞﾝ＋質問,特待:2科､面接

東京女子学院 (第３回午後)
1科選択か2科選択

→1科選択か2科選択か英語か芸術等か課題か特待
●1科選択:国か算,2科選択:国算か国社か国理か算社か算理,
　英語:筆記､ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ,芸術等:面接,課題:ﾌﾟﾚｾﾞﾝ＋質問,特待:2科､面接

【東京女子学園  (帰国生入試･第１回)】 ★廃止【帰国生入試 若干名,11/22,1科<国語か算数か英語かＩＣＴ思考力>】

東京女子学園 (帰国生入試･第１回)
1科[国語か算数か英語かICT思考力]

→1科[国語か算数か英語かICT探究]
帰国生入試･第２回→帰国生入試･第１回

東京女子学園 (帰国生入試･第２回) 1/8→1/24
1科[国語か算数か英語かICT思考力]

→1科[国語か算数か英語かICT探究]
帰国生入試･第３回→帰国生入試･第２回

東京女子学園 (第１回)
1科[国語か算数か英語かICT思考力]

→1科[国語か算数か英語かICT探究]
基礎学力①→第１回

東京女子学園 (第２回)
1科[国語か算数か英語かICT思考力]

→1科[国か算か英かICT]か2科か適性[ﾃﾞｰﾀｻｲｴﾝｽ]

基礎学力②→第２回
２科と適性検査型の選択者は､面接なし

東京女子学園 (第３回)
1科[国語か算数か英語かICT思考力]

→1科[国語か算数か英語かICT探究]
基礎学力③→第３回

東京女子学園 (第４回)
1科[国語か算数か英語かICT思考力]

→1科[国語か算数か英語かICT探究]か2科
基礎学力④→第４回
２科の選択者は､面接なし

東京女子学園 (第５回) 新設2/5 2科 全合計60 面接なし,合格発表2/5

桐朋女子 (帰国生対象特別入試･第１回) 12/6→12/5

東洋英和女学院 (帰国生) 出願資格を変更

トキワ松学園 (帰国生入試･第１回) 12/19→12/18

中村 (一般入試･2科4科②) 2/2AM→2/5PM

【中村  (一般入試･得意科目①)】 ★廃止【一般入試計70名,2/1PM,2科<傾斜配点>】

【中村  (一般入試･得意科目②)】 ★廃止【一般入試計70名,2/5PM,2科<傾斜配点>】

中村 (一般入試･国算基礎) 2/2PM→2/2AM

中村 (特待生入試･2科4科①) 2/1AM→2/1PM

中村 (特待生入試･2科4科②) 2/2AM→2/2PM

【中村  (特待生入試･2科①)】 ★廃止【特待生入試計25名,2/1PM,2科】

【中村  (特待生入試･2科②)】 ★廃止【特待生入試計25名,2/5PM,2科】

中村 (エクスプレス入試①) 2/2PM→2/2AM 2科[口述試験]→5科[国･算･理･社･英]より1科 7→ｴｸｽﾌﾟﾚｽ入試計7 国算エクスプレス入試→エクスプレス入試①

中村 (エクスプレス入試②) 新設2/5 5科[国･算･理･社･英]より1科 ｴｸｽﾌﾟﾚｽ入試計7
●ルーブリック評価に基づき評価 [1科目50分]
面接なし,合格発表2/5

中村 (ポテンシャル入試①) 2/1PM→2/2PM
作文→

活動ｱﾋﾟｰﾙ[ＡＡ型]かﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ[ＰＳ型]＋作文
●ＡＡ型またはＰＳ型＋作文､面接､提出書類の４つを
　それぞれルーブリック評価に基づき判定

中村 (ポテンシャル入試②)
作文→

活動ｱﾋﾟｰﾙ[ＡＡ型]かﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ[ＰＳ型]＋作文
●ＡＡ型またはＰＳ型＋作文､面接､提出書類の４つを
　それぞれルーブリック評価に基づき判定

日本体育大学桜華 (第１回)
2科かＡＯ[面接]か適性検査Ⅰ型

→2科かＡＯ[面接]

出願 窓口→Web
合格発表 手渡し→Web

日本体育大学桜華 (第２回) 2科→2科かＡＯ[面接] 5→10
第２回･成績特待生選考入試→第２回
出願 窓口→Web,合格発表 手渡し→Web

日本体育大学桜華 (第３回) 2/3PM→2/3AM
出願 窓口→Web
合格発表 手渡し→Web

【日本体育大学桜華  (第４回)】 ★廃止【5名,2/13PM,ＡＯ[面接]】

日本大学豊山女子 (帰国子女) 12/12→12/18

日本大学豊山女子 (２科選択型) 25→20

日本大学豊山女子
 (ﾌﾟﾚｾﾞﾝ[課題解決]型)

ﾌﾟﾚｾﾞﾝ[課題発見]型→ﾌﾟﾚｾﾞﾝ[課題解決]型

【日本大学豊山女子
　 (思考力[ﾌﾟﾚｾﾞﾝ]型)】

★廃止【5名,2/11,ﾃｰﾏ選択･情報収集･まとめ､発表】

富士見 (第１回) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

富士見 (第２回) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

富士見 (第３回) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

富士見 (算数１教科入試) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>
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㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

富士見丘 (帰国生入試１回) 11/7→11/6
英語ｴｯｾｲ､基礎日本語作文か2科

→英語ｴｯｾｲ､基礎日本語作文か国算英より2科

富士見丘 (帰国生入試２回) 1/13→1/12
英語ｴｯｾｲ､基礎日本語作文か2科

→英語ｴｯｾｲ､基礎日本語作文か国算英より2科

富士見丘 (WILL入試)
国語･算数･英語より2科

→一般ｺｰｽ2科,英語特別ｺｰｽ1科[国語か算数]＋英語資格

富士見丘 (一般入試2/1PM) 一般入試､英語資格入試計50→一般入試計30

富士見丘 (一般入試2/2AM) 一般入試､英語資格入試計50→一般入試計30

富士見丘 (一般入試2/2PM) 一般入試､英語資格入試計50→一般入試計30

富士見丘 (一般入試2/3PM) 一般入試､英語資格入試計50→一般入試計30

富士見丘 (一般入試2/4AM) 一般入試､英語資格入試計50→一般入試計30

富士見丘 (英語資格入試2/1PM)
一般入試､英語資格入試計50

→英語資格入試計30
※英検4級80点､3級以上100点に得点化
　→英検4級80点､3級90点､準2級以上100点に得点化

富士見丘 (英語資格入試2/2AM)
一般入試､英語資格入試計50

→英語資格入試計30
※英検4級80点､3級以上100点に得点化
　→英検4級80点､3級90点､準2級以上100点に得点化

富士見丘 (英語資格入試2/2PM)
一般入試､英語資格入試計50

→英語資格入試計30
※英検4級80点､3級以上100点に得点化
　→英検4級80点､3級90点､準2級以上100点に得点化

富士見丘 (英語資格入試2/3PM)
一般入試､英語資格入試計50

→英語資格入試計30
※英検4級80点､3級以上100点に得点化
　→英検4級80点､3級90点､準2級以上100点に得点化

富士見丘 (英語資格入試2/4AM)
一般入試､英語資格入試計50

→英語資格入試計30
※英検4級80点､3級以上100点に得点化
　→英検4級80点､3級90点､準2級以上100点に得点化

富士見丘 (ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｱｽﾘｰﾄ入試)
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱｽﾘｰﾄ 1科[国語か算数か英語]＋作文

→一般 1科[国か算]＋作文,英語特別 英語資格＋作文
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱｽﾘｰﾄｺｰｽ15

→一般ｺｰｽ､英語特別ｺｰｽ計10
※英検4級40点､3級45点､準2級以上50点に得点化
作文20点→50点

富士見丘 (適性検査型･思考力入試) 一般ｺｰｽ15→一般ｺｰｽ10

藤村女子 (帰国生入試12月) 12/5→12/4 ★特選ｺｰｽ･特進ｺｰｽのｺｰｽ別を廃止

藤村女子 (帰国生入試１月) ★特選ｺｰｽ･特進ｺｰｽのｺｰｽ別を廃止

藤村女子 (2科入試･2月1日午前)
国語･算数･英語より1科か2科
→国語･算数･英語より2科

2月1日午前計 特選ｺｰｽ10･特進ｺｰｽ10
→2科､ﾅｿﾞ解き､自己表現計30

1日午前入試[特選･特進]→2科入試･2月1日午前
★特選ｺｰｽ･特進ｺｰｽのｺｰｽ別を廃止 ,合格発表 手渡し･Web→Web

藤村女子 (ナゾ解き入試･2月1日午前)
2月1日午前計 特進ｺｰｽ10に含む

→2科､ﾅｿﾞ解き､自己表現計30
ナゾ解き入試1日[特進]→ナゾ解き入試･2月1日午前
★特選ｺｰｽ･特進ｺｰｽのｺｰｽ別を廃止 ,合格発表 手渡し･Web→Web

藤村女子 (2科入試･2月2日午前)
国語･算数･英語より1科か2科
→国語･算数･英語より2科

特選ｺｰｽ5･特進ｺｰｽ10
→2科､ﾅｿﾞ解き､自己表現計30

2日午前入試[特選･特進]→2科入試･2月2日午前
★特選ｺｰｽ･特進ｺｰｽのｺｰｽ別を廃止 ,合格発表 手渡し･Web→Web

藤村女子 (自己表現入試･2月2日午前) 2/1→2/2
2月1日午前計 特進ｺｰｽ10

→2科､ﾅｿﾞ解き､自己表現計30
自己表現入試[特進]→自己表現入試･2月2日午前
★特選ｺｰｽ･特進ｺｰｽのｺｰｽ別を廃止 ,合格発表 手渡し･Web→Web

藤村女子 (2科入試･2月3日午前)
国語･算数･英語より1科か2科
→国語･算数･英語より2科

特選ｺｰｽ､特進ｺｰｽ計5
→2科､ﾅｿﾞ解き､自己表現計30

3日午前入試[特選･特進]→2科入試･2月3日午前
★特選ｺｰｽ･特進ｺｰｽのｺｰｽ別を廃止 ,合格発表 手渡し→Web

藤村女子 (ナゾ解き入試･2月5日午前) 2/6→2/5 ﾌﾟﾚﾐｱﾑ入試計 特進ｺｰｽ10に含む→若干名
ナゾ解き入試6日[特進]→ナゾ解き入試･2月5日午前
★特選ｺｰｽ･特進ｺｰｽのｺｰｽ別を廃止 ,合格発表 手渡し→Web

【藤村女子
  (ナゾ解き入試2月11日[特進 ])】

★廃止【適性検査計 特進ｺｰｽ5名に含む,2/11,謎検型､脱出ｹﾞｰﾑ型】

藤村女子 (奨学生入試･2月1日午後)
ﾌﾟﾚﾐｱﾑ入試計 特選ｺｰｽ､特進ｺｰｽ計10

→奨学生2/1PM､2/2PM計15
1日午後ﾌﾟﾚﾐｱﾑ[特選･特進]→奨学生入試･2月1日午後
★特選ｺｰｽ･特進ｺｰｽのｺｰｽ別を廃止 ,合格発表 手渡し･Web→Web

藤村女子 (奨学生入試･2月2日午後)
ﾌﾟﾚﾐｱﾑ入試計 特選ｺｰｽ､特進ｺｰｽ計10

→奨学生2/1PM､2/2PM計15
2日午後ﾌﾟﾚﾐｱﾑ[特選･特進]→奨学生入試･2月2日午後
★特選ｺｰｽ･特進ｺｰｽのｺｰｽ別を廃止 ,合格発表 手渡し･Web→Web

藤村女子 (奨学生入試･2月3日午後) 新設2/3PM
国語･算数･英語より2科か

国語･算数･英語より2科＋理科､社会
奨学生2/3PM､2/5AM計 15

国語､算数､英語 各100点 各50分,理科､社会 各50点 計50分
面接なし,合格発表2/3

藤村女子 (奨学生入試･2月5日午前) 2/6→2/5
ﾌﾟﾚﾐｱﾑ入試計 特選ｺｰｽ､特進ｺｰｽ計10

→奨学生2/3PM､2/5AM計15
6日午前ﾌﾟﾚﾐｱﾑ[特選･特進]→奨学生入試･2月5日午前
★特選ｺｰｽ･特進ｺｰｽのｺｰｽ別を廃止 ,合格発表 手渡し→Web

【藤村女子  (１日適性検査[特選･特進] )】 ★廃止【適性検査計 特選5名･特進5名,2/1,適性検査ⅠⅡかⅠⅡⅢ】

藤村女子 (適性検査入試･2月11日午前) 適性検査入試計 特選ｺｰｽ5･特進ｺｰｽ5→若干名
11日適性検査[特選･特進]→適性検査入試･2月11日午前
★特選ｺｰｽ･特進ｺｰｽのｺｰｽ別を廃止 ,合格発表 手渡し→Web

普連土学園 (１日午前４科) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

普連土学園 (１日午後算数) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

普連土学園 (２日午後２科) 合格発表 掲示･Web→Web

普連土学園 (４日午前４科) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

文京学院大学女子 (海外帰国生･第１回) 12/5→12/4
英語か2科[国算か国英]

→英語か2科[国算か国英]か※ｵﾝﾗｲﾝ方式
●ｵﾝﾗｲﾝ方式は原則､試験日に受験生･保護者が海外在住の者を対象
※自己ＰＲ＋口頭試問と面接<保同>

文京学院大学女子 (海外帰国生･第２回)
英語か2科[国算か国英]

→英語か2科[国算か国英]か※ｵﾝﾗｲﾝ方式
●ｵﾝﾗｲﾝ方式は原則､試験日に受験生･保護者が海外在住の者を対象
※自己ＰＲ＋口頭試問と面接<保同>

文京学院大学女子 (海外帰国生･第３回)
英語か2科[国算か国英]

→英語か2科[国算か国英]か※ｵﾝﾗｲﾝ方式
●ｵﾝﾗｲﾝ方式は原則､試験日に受験生･保護者が海外在住の者を対象
※自己ＰＲ＋口頭試問と面接<保同>

【文京学院大学女子
　  (ポテンシャル後期)】

★廃止【若干名,2/10,2科[高得点1科判定]】

文京学院大学女子 (適性検査型) 2/1PM→2/1AM 英検5級以上の取得者は､換算点による考慮あり

文京学院大学女子
 (科学実験プレゼン型Ａ)

思考力プレゼンテーションＡ→科学実験プレゼン型Ａ
英検5級以上の取得者は､換算点による考慮あり

文京学院大学女子
 (英語インタラクティブＡ)

英検5級以上の取得者は､換算点による考慮あり

文京学院大学女子
 (科学実験プレゼン型Ｂ)

思考力プレゼンテーションＢ→科学実験プレゼン型Ｂ
英検5級以上の取得者は､換算点による考慮あり

文京学院大学女子
 (英語インタラクティブＢ)

英検5級以上の取得者は､換算点による考慮あり

三輪田学園 (帰国生入試) 11/21→11/20

三輪田学園 (帰国生入試[ｵﾝﾗｲﾝ]) 11/21→11/20

三輪田学園 (一般入試･第１回午前Ａ) 一般入試･第１回午前→一般入試･第１回午前Ａ

三輪田学園 (一般入試･第１回午前Ｂ) 新設2/1 2科＋英検級 5
英検級は､4級70点･3級80点･準2級90点･2級100点
面接なし,合格発表2/1

三輪田学園 (一般入試･第１回午後) 30→25

三輪田学園 (一般入試･第２回午前Ｂ)
英検級のみなし点 英検4級80点､3級90点､準2級以上100点
　　　　　　　　 →英検4級70点､3級80点､準2級90点､2級100点

目黒星美学園 (帰国生入試) 12/10PM→12/9PM
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㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

山脇学園 (帰国生入試Ⅰ期) 11/28PM→11/27PM
帰国生入試､英語入試計40

→帰国生入試､英語入試計50

山脇学園 (帰国生入試Ⅱ期Ａ)
帰国生入試､英語入試計40

→帰国生入試､英語入試計50

山脇学園 (帰国生入試Ⅱ期Ｂ)
帰国生入試､英語入試計40

→帰国生入試､英語入試計50

山脇学園 (帰国生入試Ⅱ期Ｃ)
帰国生入試､英語入試計40

→帰国生入試､英語入試計50

山脇学園 (英語入試Ａ)
帰国生入試､英語入試計40

→帰国生入試､英語入試計50

山脇学園 (英語入試Ｂ)
帰国生入試､英語入試計40

→帰国生入試､英語入試計50

山脇学園 (英語入試Ｃ)
帰国生入試､英語入試計40

→帰国生入試､英語入試計50

山脇学園 (英語入試ＡＬ) 新設2/1PM 1科[算数] 帰国生入試､英語入試計50
●英検3級相当以上の取得者を対象[要確認]
算数45分,面接なし,合格発表2/1

山脇学園 (一般入試Ｃ) 50→40

山脇学園 (探究ｻｲｴﾝｽ入試) 2/2PM→2/3PM

立教女学院 (帰国生) 12/21→12/22 出願 郵送→Web

立教女学院 (一般) 出願 郵送→Web

和洋九段女子 (海外帰国生･第１回) 11/14PM→11/13AM

和洋九段女子 (海外帰国生･第２回) 12/26→12/25

和洋九段女子 (第２回)
2科[国算か理算か国社か英語]

→2科[国算か理算か国社]か英語かＰＢＬ
本科35･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ10→本科30･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ10 ＰＢＬは､ＳＤＧｓを題材に､個人で行う課題解決型

和洋九段女子 (第３回特待生選抜) 新設2/2 2科か4科 本科･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ計15<ｽﾗｲﾄﾞ合格含む> 面接なし,合格発表2/2

和洋九段女子 (第４回) 第３回→第４回

和洋九段女子 (第５回特待生選抜)
本科･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ計 特待5･一般10

→本科･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ計10<ｽﾗｲﾄﾞ合格含む>
第４回→第５回特待生選抜

和洋九段女子 (第６回)
2科[到達度確認ﾃｽﾄ]か1科[英語]

→2科[到達度確認ﾃｽﾄ]か1科[英語]かPBL
第５回→第６回
ＰＢＬは､プレゼンテーション＋質疑応答のプロジェクト型

【和洋九段女子  (第６回】 ★廃止【本科･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ計5名,2/10,2科[到達度確認ﾃｽﾄ]】

●女子校【神奈川】

神奈川学園 (帰国子女入試) 12/19→12/10

神奈川学園 (一般入試Ａ日程AM) 70→80

神奈川学園 (一般入試Ａ日程PM) 35→30

神奈川学園 (一般入試Ｂ日程) 65→60

鎌倉女学院 (１次)
理科､社会 各40分→各45分
<2021年入試は､特例で試験時間を短縮したが､従来通り各45分に戻す>

鎌倉女学院 (２次)
理科､社会 各40分→各45分(予定)

<2021年入試は､特例で試験時間を短縮したが､従来通り各45分に戻す>

鎌倉女子大学
 (帰国生入試12月[国際教養ｺｰｽ])

12/18→12/17

鎌倉女子大学
 (帰国生入試２月[国際教養ｺｰｽ])

2/10→2/5

鎌倉女子大学 (Ｋ-１[国際教養ｺｰｽ]) 国際教養ｺｰｽ計40→国際教養ｺｰｽ計80

鎌倉女子大学 (適性１[国際教養ｺｰｽ]) 国際教養ｺｰｽ計40→国際教養ｺｰｽ計80

鎌倉女子大学 (Ｋ-２[国際教養ｺｰｽ]) 国際教養ｺｰｽ計40→国際教養ｺｰｽ計80

鎌倉女子大学 (適性２[国際教養ｺｰｽ]) 国際教養ｺｰｽ計40→国際教養ｺｰｽ計80

鎌倉女子大学 (Ｋ-３[国際教養ｺｰｽ]) 国際教養ｺｰｽ計40→国際教養ｺｰｽ計80

鎌倉女子大学 (適性３[国際教養ｺｰｽ]) 国際教養ｺｰｽ計40→国際教養ｺｰｽ計80

鎌倉女子大学 (Ｋ-４[国際教養ｺｰｽ]) 国際教養ｺｰｽ計40→国際教養ｺｰｽ計80

鎌倉女子大学 (Ｋ-５[国際教養ｺｰｽ]) 国際教養ｺｰｽ計40→国際教養ｺｰｽ計80

鎌倉女子大学 (Ｋ-６[国際教養ｺｰｽ]) 2/5PM→2/4PM 国際教養ｺｰｽ計40→国際教養ｺｰｽ計80

鎌倉女子大学 (適性４[国際教養ｺｰｽ]) 2/5PM→2/4PM 国際教養ｺｰｽ計40→国際教養ｺｰｽ計80

鎌倉女子大学 (Ｋ-７[国際教養ｺｰｽ]) 新設2/5PM 4科 国際教養ｺｰｽ計80
国語､算数 各100点 各50分,理科､社会 計100点 計50分
面接なし,合格発表2/6

鎌倉女子大学 (適性５[国際教養ｺｰｽ]) 2/10PM→2/5PM 国際教養ｺｰｽ計40→国際教養ｺｰｽ計80

鎌倉女子大学 (Ｐ-１[ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ]) 40→ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ計40

鎌倉女子大学 (Ｐ-２[ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ]) 20→ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ計40

鎌倉女子大学 (Ｐ-３[ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ]) 10→ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ計40

鎌倉女子大学 (Ｐ-４[ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ]) 5→ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ計40

鎌倉女子大学 (Ｐ-５[ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ]) 5→ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ計40

カリタス女子 (帰国生12月) 12/19→12/18 外国語[英語かフランス語]50分→40分

カリタス女子 (帰国生12月ｵﾝﾗｲﾝ試験) 12/12PM→12/18PM 外国語[英語かフランス語]50分→40分
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㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

北鎌倉女子学園 (先進ｺｰｽ･４科総合) 20→10 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

北鎌倉女子学園 (先進ｺｰｽ･算数①) 2/2PM→2/1PM 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

北鎌倉女子学園 (先進ｺｰｽ･エッセイ①) 新設2/2PM ｴｯｾｲ､質疑応答 5
エッセイ30分､質疑応答  約5分
面接なし,合格発表2/2

北鎌倉女子学園
 (先進ｺｰｽ･かんたん英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝ①)

新設2/2PM 英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝ､質疑応答 5
英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝ＋質疑応答  約10分
面接なし,合格発表2/2

北鎌倉女子学園 (先進ｺｰｽ･算数②) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

北鎌倉女子学園
 (先進ｺｰｽ･かんたん英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝ②)

先進ｺｰｽ･かんたん英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝ→先進ｺｰｽ･かんたん英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝ②
合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

北鎌倉女子学園
 (先進ｺｰｽ･日本語４技能②)

2/7→2/6 合格発表 試験当日<掲示･Web>→試験当日<Web>

北鎌倉女子学園 (先進ｺｰｽ･エッセイ②) 2/7PM→2/6PM
先進ｺｰｽ･エッセイ→先進ｺｰｽ･エッセイ②
合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

北鎌倉女子学園
 (先進ｺｰｽ･ｵﾝﾗｲﾝかんたん英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝ)

※2/1～2/7
→※2/3～2/5

※2/1PM･2/2AM･PM､2/3AM･PM､2/4AM･PM､2/5AM･PM､2/6AM･PM､2/7AM･PMより選択
　→2/3AM･PM､2/4AM･PM､2/5AMより選択

北鎌倉女子学園
 (先進ｺｰｽ･オンラインエッセイ)

※2/1～2/7
→※2/3～2/5

※2/1PM･2/2AM･PM､2/3AM･PM､2/4AM･PM､2/5AM･PM､2/6AM･PM､2/7AM･PMより選択
　→2/3AM･PM､2/4AM･PM､2/5AMより選択

相模女子大学 (帰国生入試) 12/28→12/19 帰国生入試Ａ日程→帰国生入試

【相模女子大学  (帰国生入試Ｂ日程)】 ★廃止【若干名,1/21,国算か英算､作文】

相模女子大学 (プログラミング･第１回) 2/1PM→2/1AM

相模女子大学 (プログラミング･第２回) 2/14→2/12

湘南白百合学園 (帰国生入試[ｵﾝﾗｲﾝ])
12/19<AM･PM>

→12/18<AM･PM>

湘南白百合学園 (一般･１教科入試) 1科[算数]→1科[算数か国語] 15→20 一般･算数１教科入試→一般･１教科入試

聖セシリア女子 (帰国生) 12/13→12/12 出願 窓口→Web

聖セシリア女子
 (帰国生･海外在住型[ｵﾝﾗｲﾝ入試])

12/13→12/12 読解表現→適性検査

聖セシリア女子 (Ａ方式１次)
出願 窓口･郵送→Web
掲示での合格発表 試験当日→試験翌日

聖セシリア女子 (Ａ方式２次) 30→25 出願 窓口･郵送→Web

聖セシリア女子 (Ａ方式３次) 出願 窓口･郵送→Web

聖セシリア女子
 (Ｂ方式･ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ型適性検査)

読解･表現､ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ→適性検査､ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ
出願 窓口･郵送→Web
Ｂ方式･ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ型→Ｂ方式･ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ型適性検査

聖セシリア女子 (Ｂ方式･英語入試)
出願 窓口･郵送→Web
掲示での合格発表 試験当日→試験翌日

聖セシリア女子 (Ｂ方式･英語表現入試) 新設2/3 身体表現､英語面接<本人> 5
身体表現は､英文にｼﾞｪｽﾁｬｰやﾀﾞﾝｽを交えて自由に表現 100点
英語面接時に､自己紹介･英文暗唱あり,合格発表2/3<Web>･2/4<掲示>

清泉女学院 (帰国生１期) 12/5PM→12/4PM

清泉女学院 (ｵﾝﾗｲﾝ帰国生Ａ方式) 12/1→11/29

清泉女学院 (ｵﾝﾗｲﾝ帰国生Ｂ方式)
※12/1～12/4

→※11/29～12/2
※４日間に分散実施

聖和学院 (帰国生･第１回) 新設12/6 1科[英語] 特に定めず
英語100点45分
面接<本人[日本語･英語]>あり,合格発表12/7

聖和学院 (帰国生･第２回) 新設1/13 1科[英語] 特に定めず
英語100点45分
面接<本人[日本語･英語]>あり,合格発表1/14

聖和学院 (第１回)
2科か4科か英語か英語Ｉか英語Ｐかﾋﾞﾌﾞﾘｵ

→2科か4科か英語か英語Ｐかﾋﾞﾌﾞﾘｵ
英語Ｉ:英語ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ
英語Ｐ:英語ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

聖和学院 (特待①)
特待選抜→特待①
特待合格のみ→特待合格､普通[特待対象外]合格

聖和学院 (第２回)
2科か4科か英語Ｉかﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

→2科か4科かﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ
英語Ｉ:英語ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ

聖和学院 (特待②) 特待①→特待②

聖和学院 (第３回)
2科か英語ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞか英語ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

→2科か英語ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

聖和学院 (特待③)
2科か英語かﾋﾞﾌﾞﾘｵかﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

→2科か4科か英語
特待②→特待③

聖和学院 (特別①) 2/7PM→2/6PM
英語Ｐかﾋﾞﾌﾞﾘｵかﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

→2科か英語Ｐかﾋﾞﾌﾞﾘｵかﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ
英語Ｐ:英語ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

洗足学園 (帰国生) 1/9→1/8

捜真女学校 (帰国生入試１) 12/12→12/11

捜真女学校 (Ａ) Ａ１→Ａ

捜真女学校 (スカラシップ１) 20→40<一般合格含む>

【捜真女学校  (Ａ２)】 ★廃止【20名,2/1PM,1科<国語か算数>】

【捜真女学校  (Ｄ)】 ★廃止【若干名,2/12,2科】

フェリス女学院
面接を中止とし､筆記による人物考査を実施
㊟2021年入試も面接は中止

聖園女学院 (帰国生入試[校内]) 10→5<ｵﾝﾗｲﾝ帰国生入試を含む> 帰国Ａ→帰国生入試[校内]

【聖園女学院  (帰国Ｂ)】 ★廃止【若干名,1/5PM,計算力確認＋日本語作文か英作文､ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ】

聖園女学院 (ｵﾝﾗｲﾝ帰国生入試) 新設12/4
計算力確認試験

＋日本語の作文か英作文､ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ
5<帰国生入試[校内]を含む>

■海外在住者[帰国後､国内にて隔離期間中の者を含む ]を対象
面接<保同>あり,合格発表は､面接終了時に詳細を連絡

聖園女学院 (１次Ａ)
１次→１次Ａ
面接 本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ→本人

聖園女学院 (１次Ｂ) 総合力→＊2科か総合力 20→25
総合力→１次Ｂ,総合力60分→50分,面接 本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ→本人
＊2科は､2段階判定[国算で判定､国算＋英検取得級を加点して判定]

聖園女学院 (２次Ａ)
２次→２次Ａ
面接 本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ→本人

聖園女学院 (２次Ｂ) 国語･算数･英語より2科→＊2科 15→20
３次→２次Ｂ,面接 本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ→本人
＊2段階判定[国算で判定､国算＋英検取得級を加点して判定]

聖園女学院 (３次) 15→10
４次→３次
面接 本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ→本人

聖園女学院 (４次)
５次→４次
面接 本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ→本人

横浜女学院
 (帰国生Ａ方式[海外滞在型<ｵﾝﾗｲﾝ>])

12/2→11/26 帰国生Ｂ方式[ｵﾝﾗｲﾝ]→帰国生Ａ方式[海外滞在型<ｵﾝﾗｲﾝ>]

横浜女学院 (帰国生Ｂ方式) 帰国生Ａ方式→帰国生Ｂ方式

横浜女学院 (帰国生Ｃ方式) 2/25→2/22
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㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

横浜雙葉 帰国生入試の出願資格を変更

●女子校【千　葉】

【和洋国府台女子  (帰国生入試)】 ★廃止【若干名,12/1,基礎学力ﾃｽﾄ[国語･算数]】

和洋国府台女子 (推薦入試)
●英語選択者で英検3級以上の取得の場合､優遇制度あり
基礎学力ﾃｽﾄの英語30分→40分

和洋国府台女子 (一般入試･第１回)
●英語選択者で英検3級以上の取得の場合､優遇制度あり
３科の英語60点30分→100点40分

●女子校【埼　玉】

大妻嵐山 (帰国生入試) 12/5→12/4

大妻嵐山 (まなび力入試) 30→まなび力計30

大妻嵐山 (まなび力エキスパート入試) 新設1/10 国語･算数･英語より2科 まなび力計30
●事前個別相談への参加[9月～12月に実施]およびｴﾝﾄﾘｰｼｰﾄを提出
試験会場 本校･大宮[大宮ｿﾆｯｸｼﾃｨ]の2会場,面接なし,合格発表1/10

大妻嵐山 (第１回･一般入試) 1/10AM→1/10PM 合格発表1/10→1/11

大妻嵐山 (第２回･一般入試) 1/10PM→1/11PM 合格発表1/11→1/12

大妻嵐山 (大妻奨学入試) 10→20
奨学生入試→大妻奨学入試
理科､社会 各50点 計50分→各60点 各30分,合格発表1/11→1/12

【大妻嵐山  (プログラミング入試)】 ★廃止【1/11PM計10名,1/11PM,ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ】

【大妻嵐山  (１教科英語入試)】 ★廃止【1/11PM計10名,1/11PM,1科[英語]】

淑徳与野 (第１回) 試験会場 本校→本校･大宮の2会場

●女子校【その他】

【札幌聖心女子学院  (首都圏入試)】 ★廃止【全合計<本校､首都圏>60名,1/11,4科】

不二聖心女子学院 (帰国生) 1/9→1/8

不二聖心女子学院 (Ａ日程) 1/9→1/8

不二聖心女子学院 (Ｓ日程) 1/16→1/15

盛岡白百合学園 (首都圏入試Ⅱ[特待]) 合格発表1/15→1/14

盛岡白百合学園 (首都圏入試Ⅰ) 合格発表1/15→1/14

●共学､別学校【東　京】

青山学院 合格発表 掲示･Web→Web

郁文館 (国際生入試) 12/5AM→12/18PM
帰国計 男女<ＧＬ･特進･進学>若干名
→男女<ＧＬ･特進･進学>若干名

第１回帰国生入試→国際生入試

【郁文館  (第２回帰国生入試)】 ★廃止【帰国生入試計 男女 若干名,1/9,2科<国語､英語>】

郁文館 (第１回総合入試) 2科か４科→国語･算数･英語より2科
男女<ＧＬ･特進･進学>20

→男女<ＧＬ･特進･進学>50

郁文館 (第１回ｉＰｸﾗｽ選抜入試) 4科→2科 iPｸﾗｽ計 男女20→男女<ｉPｸﾗｽ>10
ｉＰｸﾗｽ選抜入試①→第１回ｉＰｸﾗｽ選抜入試
国語､算数 各40分→各50分,ｸﾞﾙｰﾌﾟ面談を廃止

郁文館 (第２回総合入試) 2科→国語･算数･英語より2科
男女<進学ｸﾗｽ>10

→男女<ＧＬ･特進･進学>25
第１回一般入試→第２回総合入試
合格ｸﾗｽ 進学→ＧＬ･特進･進学

郁文館 (ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰ特進ｸﾗｽ選抜入試) 国語･算数･英語より2科→1科[英語] 男女<ＧＬ>25→男女<ＧＬ>30 面接[日本語]を実施

郁文館 (未来力入試) 2/3AM→2/2PM 合格ｸﾗｽ 進学→ＧＬ･特進･進学

郁文館 (第３回総合入試)
特進ｸﾗｽ選抜入試→第３回総合入試
合格ｸﾗｽ 特進→ＧＬ･特進･進学

郁文館 (第２回ｉＰｸﾗｽ選抜入試) 2/2AM→2/3PM 4科→2科 iPｸﾗｽ計 男女20→男女<ｉPｸﾗｽ>5
ｉＰｸﾗｽ選抜入試②→第２回ｉＰｸﾗｽ選抜入試
国語､算数 各40分→各50分,ｸﾞﾙｰﾌﾟ面談を廃止

郁文館 (第４回総合入試) 第２回総合入試→第４回総合入試

【郁文館  (第２回一般入試)】 ★廃止【男女5名,2/4PM,2科】

郁文館 (第５回総合入試) 2/6PM→2/5AM
男女<ＧＬ･特進･進学>15

→男女<ＧＬ･特進･進学>10
第３回総合入試→第５回総合入試

【郁文館  (特別編成入試)】 ★廃止【男女 若干名,2/13PM,2科】

【郁文館  (第３回･適性検査型入試)】 ★廃止【男女5～10名,2/4,適性検査ⅠⅡⅢ】

郁文館 (適性検査型ｉＰｸﾗｽ選抜入試) 新設2/5 適性検査 国語型､算数型 男女5
適性検査 国語型､算数型 各45分
面接なし,合格発表2/5

【郁文館  (適性検査型･特別編成入試)】 ★廃止【男女 若干名,2/13PM,適性検査ⅠⅡ】

上野学園 (2科型･2月1日午後) 4科より2科[国語か算数は必須]→2科 得意科目2科･2月1日午後→2科型･2月1日午後

上野学園 (特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ･2月4日午前) 2科か4科→2科

上野学園 (2科型･2月5日午前) 2/6→2/5 2科型･2月6日午前→2科型･2月5日午前

穎明館 (第１回･一般入試) 第1回計 男女60→第1回計 男女50

穎明館 (第１回･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試) 第1回計 男女60→第1回計 男女50

穎明館 (第２回･一般入試) 男女50→男女60

穎明館 (第４回･総合入試) 4科→総合Ⅰ[国語･社会]､Ⅱ[算数･理科]
第４回･一般入試→第４回･総合入試
総合Ⅰ100点[国語60点･社会40点]50分､総合Ⅱ100点[算数60点･理科40点]50分

桜美林 (帰国生入試) 12/17→12/18

開智日本橋学園 (第１回･帰国生入試) 国語､算数 各30分→各50分

開智日本橋学園 (第２回･帰国生入試) 12/12→12/16 国語､算数 各30分→各50分

開智日本橋学園
 (特待生入試･4科1科選択)

算数1科160点65分→算数Ⅰ120点50分､算数Ⅱ40点20分

－ 10 －



㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

かえつ有明 (国際生Advanced選考) 11/22→11/21 英語面接と日本語面接→英語面接

かえつ有明 (国際生Regular選考) 11/22PM→11/21PM 面接廃止

かえつ有明 (国際生Honors選考) 12/6→12/5 英語面接と日本語面接→英語面接

かえつ有明 (国際生Honors海外ｵﾝﾗｲﾝ選考)
※12/10AM･PM
→※12/9AM･PM

※ＡＭかＰＭを選択

かえつ有明 (2月1日午前･2科4科入試) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

かえつ有明 (2月1日午後･特待入試) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

かえつ有明 (2月2日午後･特待入試) 男女20→男女25 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

かえつ有明 (2月3日午後･特待入試) 4科→2科[特待なし]か4科 男女10→男女15 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

かえつ有明
 (2月1日午前･思考力特待入試)

男女20→男女10
通知表ｺﾋﾟｰの提出不要
合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

かえつ有明
 (2月3日午後･ＡＬ思考力特待入試)

通知表ｺﾋﾟｰの提出不要
合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

かえつ有明
 (国際生Honors/Advanced選考)

英語面接と日本語面接→英語面接
合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

共栄学園 (第１回[２科･適性検査]) 男女 特進20･進学50→男女 特進30･進学40 合格発表 掲示･Web→Web

共栄学園
 (第２回特待生選抜[２科ｾﾚｸﾄ])

4科より2科→5科[国算理社英]より2科 合格発表 掲示･Web→Web

共栄学園 (第３回[１科ｾﾚｸﾄ]） 2/2AM→2/2PM 2科→1科[国語か算数]
第３回特待選抜[２科]→第３回[１科ｾﾚｸﾄ]
合格発表 試験当日<掲示･Web>→試験翌日<Web>

共栄学園
 (第４回特待生選抜[２科･適性検査])

第４回[２科･適性検査]→第４回特待生選抜[２科･適性検査]
合格発表 掲示･Web→Web

啓明学園 (国際入試)
英語型

英語筆記､ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ､日本語作文→ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ､日本語作文

啓明学園 (一般入試･第３回) 2科[国算か国英]→2科[国算か国英か国社か算理]

工学院大学附属 (帰国生選抜･第１回) 12/5PM→11/23PM
1科[英語]か国算英より2科か思考力

→1科[英語]か2科[国語､算数か英語､算数]

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ､ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ特進ｸﾗｽ､ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ特進理数ｸﾗｽ
→ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ､先進ｸﾗｽ

工学院大学附属 (帰国生選抜･第２回) 1/7PM→1/8PM
1科[英語]か国算英より2科か思考力

→1科[英語]か2科[国語､算数か英語､算数]

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ､ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ特進ｸﾗｽ､ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ特進理数ｸﾗｽ
→ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ､先進ｸﾗｽ

工学院大学附属 (第１回Ａ)
2科か4科か英語1科か思考力

→2科[国語､算数か英語､算数]か4科
男女25→2/1AM入試計 男女30

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ､ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ特進ｸﾗｽ､ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ特進理数ｸﾗｽ
→ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ､先進ｸﾗｽ

工学院大学附属 (適性検査型ＭＴ①) 新設2/1 適性検査Ⅰ､Ⅱ 2/1AM入試計  男女30
●ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ､先進ｸﾗｽあり
適性検査Ⅰ､Ⅱ 各100点 各50分,面接なし

工学院大学附属 (第１回Ｂ特待)
2科か英語1科か算数1科
→2科[国語､算数か英語､算数]

男女30→男女30<特待10名>
第１回Ｂ→第１回Ｂ特待,一般へのｽﾗｲﾄﾞ合格あり
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ､ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ特進ｸﾗｽ､ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ特進理数ｸﾗｽ→ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ､先進ｸﾗｽ

工学院大学附属 (第２回Ａ)
2科か4科か英語1科か思考力

→2科[国語､算数か英語､算数]か4科
男女15→男女10

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ､ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ特進ｸﾗｽ､ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ特進理数ｸﾗｽ
→ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ､先進ｸﾗｽ

工学院大学附属 (第２回Ｂ)
2科か英語1科か算数1科
→2科[国語､算数か英語､算数]

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ､ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ特進ｸﾗｽ､ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ特進理数ｸﾗｽ
→ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ､先進ｸﾗｽ

工学院大学附属 (第３回)
2科か英語1科か思考力

→2科[国語､算数か英語､算数]

ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ､ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ特進ｸﾗｽ､ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ特進理数ｸﾗｽ
→ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ､先進ｸﾗｽ

工学院大学附属 (第４回) 2/5AM→2/6PM 2科か4科か思考力→2科[国語､算数か英語､算数] 男女10→2/6PM計 男女10
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ､ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ特進ｸﾗｽ､ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ特進理数ｸﾗｽ
→ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ､先進ｸﾗｽ

工学院大学附属 (適性検査型ＭＴ②) 新設2/6PM 適性検査Ⅰ､Ⅱ 2/6PM入試計 男女10
●ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ､先進ｸﾗｽあり
適性検査Ⅰ､Ⅱ 各100点 各50分,面接なし

国学院大学久我山 (帰国生入試) 1/10→1/9

国士舘 (第１回) 男女<特待生含む>50→男女<奨学生含む>40

国士舘 (第２回) 2/1PM→2/2AM 適性検査→2科 男女10→男女<奨学生含む>20

駒込 (第１回)
2科か3科[国算英]か4科か適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ

→2科か4科か※適性検査
男女<国際先進ｺｰｽ>40

→男女<国際先進ｺｰｽ>2科4科30･適性検査20
※適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ→適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲか適性検査１､２､３

駒込 (第２回) 2科か適性検査1､2､3→2科 男女<国際先進ｺｰｽ>40→男女<国際先進ｺｰｽ>25

駒込 (第３回)
2科か4科か適性検査Ⅰ､Ⅱ

→2科か4科か※特色
男女<国際先進ｺｰｽ>20

→男女<国際先進ｺｰｽ>2科4科15･特色､英語10
※ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞＳＴＥＭ[STEM､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ]か自己表現[ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ型かﾃﾞｨﾍﾞｰﾄ型]
　か英語[国語､算数､英語]

駒込 (第５回) 2科かＳＴＥＭか自己表現→2科

桜丘 (帰国生入試) 12/13→12/12

桜丘 (第１回･特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ)
2科か4科か思考力ﾃｽﾄⅠ､Ⅱ

→2科か4科か適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ

桜丘 (第３回･特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ)
2科か4科か思考力ﾃｽﾄⅠ､Ⅱ

→2科か4科か適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ

サレジアン国際学園 (帰国生･第１回) 12/5→11/7
算数､作文→

本科･ｲﾝﾀｰSG 2科､ｲﾝﾀｰAG 英語､英語ｴｯｾｲ､面接
女 若干名→男女 特に定めず

●校名変更【現 星美学園】,女子校→共学校
海外帰国生→帰国生･第１回,本科ｸﾗｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ[Standard/Advanced]あり

サレジアン国際学園 (帰国生･第２回) 新設12/12
本科･ｲﾝﾀｰSG 2科

ｲﾝﾀｰAG 英語､英語ｴｯｾｲ
男女 特に定めず

●本科ｸﾗｽ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ [Standard/Advanced]あり
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽＡＧのみ面接 <本人>あり,合格発表12/13

サレジアン国際学園 (第１回[本科ｸﾗｽ]) 女20→男女30
●校名変更【現 星美学園】,女子校→共学校
基礎力重視型入試α→第１回[本科ｸﾗｽ]

サレジアン国際学園
 (第１回[ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ])

新設2/1
Standard 2科か4科

Advanced 英語､英語ｴｯｾｲ
男女15

●Standard､Advancedあり
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽＡＧのみ面接 <本人>あり,合格発表2/1

サレジアン国際学園
 (自由選択入試[本科ｸﾗｽ])

2科か4科→4科より2科 女20→男女25
●校名変更【現 星美学園】,女子校→共学校
2科4科型入試α→自由選択入試[本科ｸﾗｽ],Webでの合格発表2/2→2/1

サレジアン国際学園
 (自由選択入試[ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ])

新設2/1PM Standard 4科より2科 男女10
国語､算数､理科､社会 各50点 2科計60分
面接なし,合格発表2/1<Web>･2/2<掲示>

【星美学園  (適性検査型入試α)】 ★廃止【女10名,2/1PM,適性検査ⅠⅡ】

【星美学園  (2科4科型入試β)】 ★廃止【女20名,2/2,2科か4科】

サレジアン国際学園 (第２回[本科ｸﾗｽ]) 2科[国英か算英]→2科か4科 女20→男女30
●校名変更【現 星美学園】,女子校→共学校
英語型入試→第２回[本科ｸﾗｽ],掲示での合格発表2/3

サレジアン国際学園
 (第２回[ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ])

新設2/2PM
Standard 2科か4科

Advanced 英語､英語ｴｯｾｲ
男女15

●Standard､Advancedあり
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽＡＧのみ面接 <本人>あり,合格発表2/2<Web>･2/3<掲示>

サレジアン国際学園
 (第３回ｽｶﾗｼｯﾌﾟ[本科ｸﾗｽ])

2/4AM→2/3PM 女10→男女10
●校名変更【現 星美学園】,女子校→共学校
基礎力重視型入試β→第３回ｽｶﾗｼｯﾌﾟ[本科ｸﾗｽ],掲示での合格発表2/4

サレジアン国際学園
 (第３回ｽｶﾗｼｯﾌﾟ[ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ])

新設2/3PM
Standard 2科か4科

Advanced 英語､英語ｴｯｾｲ
男女10

●Standard､Advancedあり
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽＡＧのみ面接 <本人>あり,合格発表2/3<Web>･2/4<掲示>

サレジアン国際学園
 (21世紀型入試[本科ｸﾗｽ])

適性検査Ⅰ､Ⅱ→適性検査[思考力問題] 女10→男女5
●校名変更【現 星美学園】,女子校→共学校
適性検査型入試β→21世紀型入試[本科ｸﾗｽ],掲示での合格発表2/5
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㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

実践学園 (帰国生ＬＡ＆Ｓｸﾗｽ入試) 2科→作文[日本語･英語]
帰国生入試→帰国生ＬＡ＆Ｓｸﾗｽ入試
面接 本人･保護者→本人<保護者は面談として実施あり>

実践学園 (ｵﾝﾗｲﾝ帰国生ＬＡ＆Ｓｸﾗｽ入試) ｵﾝﾗｲﾝ4科合教科→事前提出の課題作文[日本語･英語]
帰国生入試[ｵﾝﾗｲﾝ]→ｵﾝﾗｲﾝ帰国生ＬＡ＆Ｓｸﾗｽ入試
面接 本人･保護者→本人<保護者は面談として実施あり>

実践学園 (教科入試･第２回) 男女15→男女10

実践学園 (適性検査型入試) 2/1→2/2

実践学園 (自己ＰＲ型入試) 新設2/3 基礎学力試験[国語･算数]､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 男女5
基礎学力試験[国語･算数]100点45分､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ100点45分
面接なし,合格発表2/3

実践学園 (特別入試) 1科[算数か英語]→1科[算数]

実践学園 (ＬＡ＆Ｓｸﾗｽ入試･第１回) 新設2/1 作文[日本語･英語] 男女5
作文[日本語･英語]50点45分､面接50点
面接あり,合格発表2/1

実践学園 (ＬＡ＆Ｓｸﾗｽ入試･第２回) 新設2/2PM 作文[日本語･英語] 男女5
作文[日本語･英語]50点45分､面接50点
面接あり,合格発表2/2

品川翔英 (第２回2科型[特待生入試]) 一般ｽﾗｲﾄﾞ合格あり→特待生合格のみ

品川翔英 (第２回ﾗｰﾅｰｽﾞ型) 2/2PM→2/1PM ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸかﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
→自己PRﾌﾟﾚｾﾞﾝかｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸかﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞか英語ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ

ﾗｰﾅｰｽﾞ型計 男女10→男女10 第４回ﾗｰﾅｰｽﾞ型Ａ→第２回ﾗｰﾅｰｽﾞ型

品川翔英 (第３回得意2科型･算数1科型) 2/2AM→2/2PM 2科か4科→※得意2科か算数1科 男女20→男女10
第３回2科･4科選択型→第３回得意2科型･算数1科型
※国算か国社か国理か算社か算理

品川翔英 (第４回得意2科型) 新設2/3PM 得意2科[国算か国社か国理か算社か算理] 男女5
国語､算数､社会､理科 各100点 各50分
面接なし,合格発表2/3

品川翔英 (第５回得意2科型･ﾗｰﾅｰｽﾞ型) 2/3PM→2/4PM 英語ｲﾝﾀﾋﾞｭｰか◇ＰＲ
→◇ＰＲかｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸかﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞか英語ｲﾝﾀﾋﾞｭｰか※得意2科

ﾗｰﾅｰｽﾞ型計 男女10→男女10
第５回ﾗｲﾅｰｽﾞ型Ｂ→第５回得意2科型･ﾗｰﾅｰｽﾞ型
◇自己ＰＲﾌﾟﾚｾﾞﾝ,※国算か国社か国理か算社か算理

【品川翔英  (第６回算数1科型)】 ★第６回と統合【男女5名,2/4,1科[算数]】

品川翔英
 (第６回4科型･得意2科型･算数1科型)

2科か4科→4科か※得意2科か算数1科
第７回2科･4科選択型→第６回4科型･得意2科型･算数1科型
※国算か国社か国理か算社か算理

芝浦工業大学附属 (帰国生入試) 12/15→12/11

芝浦工業大学附属 (第１回) 国語･算数と同様に､理科でも聞いて解く問題[ﾘｽﾆﾝｸﾞ]を実施

芝浦工業大学附属 (第２回) 国語･算数と同様に､理科でも聞いて解く問題[ﾘｽﾆﾝｸﾞ]を実施

芝浦工業大学附属 (第３回) 第１回･第２回と同様に､国語､算数､理科で聞いて解く問題[ﾘｽﾆﾝｸﾞ]を実施

自由学園男子部 (帰国生･第１回) 11/14→11/20

自由学園女子部 (帰国生･第１回) 11/14→11/20
2科＋集団考査[Ⅰ､Ⅱ]

→国･算･英より2科＋集団考査

自由学園女子部 (帰国生･第２回)
2科＋集団考査[Ⅰ､Ⅱ]

→国･算･英より2科＋集団考査

修徳 (１回) 合格発表 掲示･Web→Web

修徳 (３回)
2科か総合学力ﾃｽﾄ[作文]

→国･算･英より1科か総合学力ﾃｽﾄ[作文]

修徳 (５回) 2/3AM→2/3PM 2科→国語･算数･英語より1科

修徳 (６回) 2/3PM→2/4PM

修徳 (７回) 2/4PM→2/6PM

淑徳 (帰国生) 12/5→12/4

淑徳 (ｽｰﾊﾟｰ特進東大選抜･第１回) 男女35→男女 東大35･ｽｰﾊﾟｰ特進ｽﾗｲﾄﾞ10

淑徳 (ｽｰﾊﾟｰ特進東大選抜･第２回)
男女 東大30･ｽｰﾊﾟｰ特進ｽﾗｲﾄﾞ25

→男女 東大30･ｽｰﾊﾟｰ特進ｽﾗｲﾄﾞ15

淑徳巣鴨 (帰国子女入試) 12/5→12/4

順天 (帰国生入試･第１回) 12/5→12/4

【松蔭】 ★校舎建て替えの為､2022年入試は募集停止

城西大学附属城西 (帰国生入試･第１回) 12/11→12/4

城西大学附属城西 (帰国生入試･第２回) 1/13→1/12

城西大学附属城西 (第１回午前) 2科か4科→2科か4科か英語技能<ⅠかⅡ> 男女45→男女35 英語技能…Ⅰ<英語＋面接>､Ⅱ<面接のみ[CEFR A2以上の資格者]>

城西大学附属城西 (第１回午後) 2科か4科か英語技能<ⅠかⅡ>→2科か4科 男女25→男女20

城西大学附属城西
 (第２回午前･適性検査型)

適性検査Ⅰ､Ⅱ
→適性検査Ⅰ､Ⅱ[共通型]かⅠ､Ⅱ､Ⅲ[大泉型]

男女10→男女15

城西大学附属城西 (第２回午後) 男女10→男女15

城西大学附属城西 (第３回午前) 男女10→男女15

聖徳学園 (帰国生入試･第１回) 11/21→11/17

聖徳学園 (帰国生入試･第２回) 12/16→12/11

聖徳学園 (帰国生入試･第３回) 1/20→1/19

聖徳学園 (ＡＯ入試) 作文[事前提出]→基礎学力[国語･算数]

聖徳学園 (適性検査型[2科型]) 合格発表2/1→2/2

聖徳学園 (適性検査型[3科型]) 合格発表2/1→2/2
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㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

駿台学園 (2科4科型･2月1日午前) 男女20→男女40 第１回2科4科型→2科4科型･2月1日午前

駿台学園 (2科4科型･2月2日午前) 男女20→男女40 第２回2科4科型→2科4科型･2月2日午前

駿台学園 (新型入試･2月1日午後)
2科<高得点1科判定>

→1科[国語か算数]＋内申重視型か英語型
第１回1科判定型→新型入試･2月1日午後
内申重視型は､通知表を50点満点に得点化,英語型は､ﾘｽﾆﾝｸﾞ問題50点

駿台学園 (新型入試･2月2日午後)
2科<高得点1科判定>

→1科[国語か算数]＋内申重視型か英語型
第２回1科判定型→新型入試･2月2日午後
内申重視型は､通知表を50点満点に得点化,英語型は､ﾘｽﾆﾝｸﾞ問題50点

駿台学園 (新型入試･2月4日午後) 2/3PM→2/4PM
2科<高得点1科判定>

→1科[国語か算数]＋内申重視型か英語型
第３回1科判定型→新型入試･2月4日午後
内申重視型は､通知表を50点満点に得点化,英語型は､ﾘｽﾆﾝｸﾞ問題50点

【駿台学園  (第３回2科･4科型)】 ★廃止【2/4入試計 男女10名,2/4,2科か4科】

駿台学園 (新型入試･2月5日午後) 2/4AM→2/5PM
2科<高得点1科判定>

→1科[国語か算数]＋内申重視型か英語型
2/4入試計 男女10→男女10

第４回1科判定型→新型入試･2月5日午後
内申重視型は､通知表を50点満点に得点化,英語型は､ﾘｽﾆﾝｸﾞ問題50点

【駿台学園
　  (第１回公立一貫対応作文型)】

★廃止【男女10名,2/1PM,視聴型共通ﾃｽﾄ､公立一貫対応作文】

【駿台学園
　  (第１回英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ型)】

★廃止【2/2PM入試計 男女10名,2/2PM,視聴型共通ﾃｽﾄ､英語】

【駿台学園  (第１回ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ型)】 ★廃止【2/2PM入試計 男女10名,2/2PM,視聴型共通ﾃｽﾄ､ﾌﾟﾚｾﾞﾝ】

【駿台学園  (第２回ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ型)】 ★廃止【男女10名,2/3PM,視聴型共通ﾃｽﾄ､ﾌﾟﾚｾﾞﾝ】

【駿台学園
　  (第２回英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ型)】

★廃止【男女10名,2/4,視聴型共通ﾃｽﾄ､英語】

成蹊 (国際学級入試) 掲示での合格発表1/9→1/11

成立学園 (第１回)
2科か4科か適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ

→2科[算＋国か理か社]か4科か適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ
合格発表 試験当日<手渡し･Web>→試験当日<Web>･翌日<手渡し>

成立学園 (第３回)
2科か4科か適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ

→2科[算数＋国語か理科か社会]か4科

青稜 (海外帰国生オンライン入試)
11/14か11/15

→11/13か11/14

創価 4科→4科か3科[国語､算数､英語] 社会､理科 各60点 各30分→各50点 計45分

玉川学園 (ＩＢｸﾗｽ･帰国生入試) 12/5PM→12/4PM
4科[国語か英語＋算数､理科､社会]

→4科[英語､算数､理科､社会]

英語50分→40分,算数50分<英語による出題>→40分<英語か日本語による出題選択>,
理科､社会 各30分<英語による出題>→各40分<日本語による出題>

玉川学園 (ＩＢｸﾗｽ･一般入試､第１回)
4科[国語か英語＋算数､理科､社会]

→4科[英語､算数､理科､社会]

英語､算数 各50分→各40分,
理科､社会 各30分<日本語か英語による出題選択>→各40分<日本語による出題>

玉川学園 (ＩＢｸﾗｽ･一般入試､第２回)
4科[国語か英語＋算数､理科､社会]

→4科[英語､算数､理科､社会]

英語､算数 各50分→各40分,
理科､社会 各30分<日本語か英語による出題選択>→各40分<日本語による出題>

玉川学園 (一般ｸﾗｽ･第２回) 2科→2科か英語資格利用型
●英語資格利用型…英検3級以上の取得者を対象,
　　　　　　　　　英検級[3級70点､準2級85点､2級以上100点]＋国語か算数

玉川学園 (一般ｸﾗｽ･第３回)
2科[国算か算理]か4科か英語[英国か英算]

→2科[国算か算理]か4科

多摩大学附属聖ヶ丘 (一般入試第１回)
理科､社会 計50分→計60分
合格発表 掲示･Web→Web

多摩大学附属聖ヶ丘 (一般入試第２回) 合格発表 掲示･Web→Web

多摩大学附属聖ヶ丘 (一般入試第３回) 2/2PM→2/3PM 男女15→男女10 合格発表 掲示･Web→Web

多摩大学附属聖ヶ丘 (一般入試第４回) 2/3AM→2/4PM 2科か4科→2科 合格発表 掲示･Web→Web

多摩大学附属聖ヶ丘 (一般入試第５回)
理科､社会 計50分→計60分
合格発表 掲示･Web→Web

多摩大学附属聖ヶ丘 (適性型入試) 男女20→男女25 合格発表 掲示･Web→Web

多摩大学附属聖ヶ丘 (リスニング入試) 2/3PM→2/4AM
基礎学力<国語･算数>30分→基礎学力<国語･算数>各20分
合格発表 掲示･Web→Web

多摩大学目黒 (進学･第１回) 進学計 男女38→進学計 男女34

多摩大学目黒 (進学･第２回) 進学計 男女38→進学計 男女34

多摩大学目黒 (特待･特進第１回)
特待･特進全計 男女 特待20･特進56

→特待･特進全計 男女 特待20･特進60

多摩大学目黒 (特待･特進第２回)
特待･特進全計 男女 特待20･特進56

→特待･特進全計 男女 特待20･特進60

多摩大学目黒 (特待･特進第３回)
特待･特進全計 男女 特待20･特進56

→特待･特進全計 男女 特待20･特進60

多摩大学目黒 (特待･特進第４回)
特待･特進全計 男女 特待20･特進56

→特待･特進全計 男女 特待20･特進60

多摩大学目黒 (特待･特進第５回)
特待･特進全計 男女 特待20･特進56

→特待･特進全計 男女 特待20･特進60

千代田国際 (海外帰国生一般入試) 新設11/20PM 2科<教科型>かエッセイ<英語型> 男女 若干名
面接<本人>あり,合格発表11/22
㊟教科型選択者は､日本語面接,英語型選択者は､英語面接

千代田国際 (海外帰国生ｵﾝﾗｲﾝ入試) 新設12/19 エッセイ[事前課題] 男女 若干名
●日本への帰国が難しい場合のみ受験可
ｵﾝﾗｲﾝ面接<本人>,合格発表12/20

千代田国際 (教科型入試･第１回) 新設2/1 2科か4科 男女30
国語､算数 各100点 各50分,社会､理科 計100点 計50分
面接なし,合格発表2/1

千代田国際 (教科型入試･第２回) 新設2/1PM 2科か4科 男女20
国語､算数 各100点 各50分,社会､理科 計100点 計50分
面接なし,合格発表2/2

千代田国際 (教科型入試･第３回) 新設2/2 2科[算数＋国語か英語] 男女20
算数､国語､英語 各100点 各50分
面接なし,合格発表2/2

千代田国際 (教科型入試･第４回) 新設2/2PM 2科[算数＋理科か英語] 男女20
算数､理科､英語 各100点 各50分
面接なし,合格発表2/2

千代田国際 (教科型入試･第５回) 新設2/4PM 2科 男女5
国語､算数 各100点 各50分
面接なし,合格発表2/4

千代田国際 (思考力入試) 新設2/5PM 基礎学力[国語･算数]､思考力型 男女5
基礎学力[国語､算数]30分,思考力型60分
面接なし,合格発表2/5

帝京 (帰国生) 12/14→12/15
一貫特進･一貫進学計 若干名

→一貫特進 若干名･一貫進学 若干名

帝京 (第１回午前)
第1回計<一貫特進･一貫進学>75

→第1回計 一貫特進20･一貫進学40

帝京 (第１回午後)
第1回計<一貫特進･一貫進学>75

→第1回計 一貫特進20･一貫進学40

帝京 (第２回午前)
第2回計<一貫特進･一貫進学>20

→第2回計 一貫特進10･一貫進学20

帝京 (第２回午後)
第2回計<一貫特進･一貫進学>20

→第2回計 一貫特進10･一貫進学20

帝京 (第３回)
一貫特進･一貫進学計10

→一貫特進5･一貫進学10

帝京 (第４回)
一貫特進･一貫進学計 若干名

→一貫特進 若干名･一貫進学 若干名

帝京八王子 (第３回Ａ) 2/5→2/4

帝京八王子 (第３回Ｂ) 2/5PM→2/4PM

帝京八王子 (第４回) 2/7→2/6

帝京八王子 (２次) 2/14→2/13
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㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

貞静学園 (２科入試･第１回) 一般入試･第１回→２科入試･第１回

貞静学園 (２科入試･第２回) 一般入試･第２回→２科入試･第２回

貞静学園 (２科入試･第３回) 一般入試･第３回→２科入試･第３回

貞静学園 (２科入試･第４回) 一般入試･第４回→２科入試･第４回

貞静学園 (２科入試･第５回) 一般入試･第５回→２科入試･第５回

東京成徳大学 (帰国生入試) 11/28→11/27

東京成徳大学 (第１回一般選抜) 第１回午前→第１回一般選抜

東京成徳大学 (第１回特待選抜) 2科か適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ→2科 第１回午後→第１回特待選抜

東京成徳大学 (第２回一般選抜) 第２回午前→第２回一般選抜

東京成徳大学 (第２回特待選抜) 第２回午後→第２回特待選抜

東京成徳大学 (第３回一般選抜) 第３回午前→第３回一般選抜

東京成徳大学 (第３回特待選抜) 第４回午前→第３回特待選抜

東京都市大学等々力
 (算数１教科入試[Ｓ特選ｺｰｽ])

2/1PM→2/2PM

東京都市大学等々力
 (ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ型入試)

検査Ⅰ[判断力]30分→20分､検査Ⅱ[発想力]40分→20分､
検査Ⅲ[表現力<ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ含む>]20分→30分

東京立正 (第１回午前) 適性検査Ⅲ30分→45分

東京立正 (第３回午前) 第３回→第３回午前

東京立正 (第３回午後) 新設2/4PM 作文､自己ＰＲﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 第3回､第4回計 男女10
自己ＰＲﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝでﾀﾌﾞﾚｯﾄ 等の使用可[要持参]
面接<本人>あり,合格発表2/4

東星学園 (第２回･一般入試) 新設2/1PM 2科 男女10 面接<本人>あり,合格発表2/1

東星学園 (第３回･一般入試) 2/2PM→2/2AM 男女10→男女5 第２回･一般入試→第３回･一般入試

東星学園 (国語１教科入試) 男女10→男女5

【ドルトン東京学園
　 (帰国生型海外･第１回)】

★廃止【帰国生計 男女 若干名,11/30,英語作文､日本語作文】

ドルトン東京学園
 (帰国生型･海外ｵﾝﾗｲﾝ)

12/2PM→12/2AM･PM
帰国生型海外･第２回→帰国生型･海外ｵﾝﾗｲﾝ
㊟海外在住者を対象

ドルトン東京学園
 (帰国生型･国内第１回)

12/12→12/11
事前提出[英語作文､日本語作文]

→英作文､日本語作文か2科
英作文25分[㊟2021年入試は､事前提出]→40分
国語､算数 各50分

ドルトン東京学園
 (帰国生型･国内第２回)

事前提出[英語作文､日本語作文]

→英作文､日本語作文か2科
英作文25分[㊟2021年入試は､事前提出]→40分
国語､算数 各50分

ドルトン東京学園
 (一般入試2月1日午前[2科4科型])

2/1AM入試計 男女30→男女30 社会､理科 各70点 計60分→各50点 各30分

【ドルトン東京学園
　 (一般入試2月1日午前[思考力型])】

★廃止【2/1AM計 男女30名,2/1,筆記､ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ･記述】

ドルトン東京学園
 (一般入試2月1日午後[特待型])

2/2PM→2/1PM 一般入試2月2日午後[特待型]→一般入試2月1日午後[特待型]

【ドルトン東京学園
　 (一般入試2月1日午後[2科型])】

★廃止【男女20名,2/1PM,2科】

ドルトン東京学園
 (一般入試2月2日午前[2科4科型])

社会､理科 各70点 計60分→各50点 各30分

ドルトン東京学園
 (一般入試2月2日午前[思考･表現型])

新設2/2 日本語[作文＋面接]か英語[英作文＋英語面接] 2/2AM入試計  男女35
●出願理由書[800字程度]の事前提出および出願要件あり
面接は個別<本人>,合格発表2/2

【ドルトン東京学園
　(一般入試2月2日午前[ﾌﾟﾗｽ型])】

★廃止【2/2AM計 男女35名,2/2,2科＋面接】

【ドルトン東京学園
　  (一般入試2月2日午前[英語型])】

★廃止【2/2AM計 男女35名,2/2,2科､英作文＋英語面接】

【ドルトン東京学園
　  (一般入試2月2日午後[2科型])】

★廃止【男女5名,2/2PM,2科】

ドルトン東京学園
 (一般入試2月2日午後[理数特待型])

新設2/2PM 2科[算数､理科] 男女 若干名
算数､理科 各100点 各50分
面接なし,合格発表2/2[一般ｽﾗｲﾄﾞ合格あり]

新渡戸文化 (２科･第１回) 面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ>→ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ

新渡戸文化 (２科･第２回) 面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ>→ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ

新渡戸文化 (２科･第３回) 新設2/2 2科＋ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 全合計 男女60 合格発表2/2

新渡戸文化 (２科･第４回)
２科･第３回→２科･第４回
面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ>→ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ

新渡戸文化
 (好きなこと入試Ｂ日程[ライブ型])

新設2/3PM ｽﾋﾟｰﾁ､口頭試問 全合計 男女60
●来校し､校内にてオンラインでスピーチ､口頭試問を実施
合格発表2/3

新渡戸文化 (２科･第５回)
２科･第４回→２科･第５回
面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ>→ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ

新渡戸文化 (好きなこと入試Ｃ日程) 好きなこと入試Ｂ日程→好きなこと入試Ｃ日程

日本工業大学駒場 (第１回[教科型]) 3科[国算英]か4科か◇得意2科→4科か◇得意2科
◇国算か国社か国理か算社か算理
　→国算か国社か国理か国英か算社か算理か算英

日本工業大学駒場 (第２回[教科型]) 1科[国語か算数]か◇得意2科→◇得意2科
◇国算か国社か国理か算社か算理
　→国算か国社か国理か国英か算社か算理か算英

日本工業大学駒場
 (第２回[自己ｱﾋﾟｰﾙ型])

2/1AM→2/1PM 1科[国か算か英]､自己ｱﾋﾟｰﾙ作文→1科[国か算か英]､作文 第1回計 男女30→第2回計 男女15
第１回[自己ｱﾋﾟｰﾙ型]→第２回[自己ｱﾋﾟｰﾙ型]
面接→ｱﾋﾟｰﾙﾀｲﾑ

日本工業大学駒場 (第３回[教科型]) 3科[国算英]か4科か◇得意2科→4科か◇得意2科 ◇国算か国社か国理か算社か算理

日本工業大学駒場 (第４回[教科型]) 1科[国語か算数]か◇得意2科→◇得意2科 男女15→第4回計 男女10 ◇国算か国社か国理か算社か算理

日本工業大学駒場
 (第４回[ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ型])

2/2AM→2/2PM
1科[国か算か英]､自己ｱﾋﾟｰﾙ作文

→朗読への感想､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ＋質疑応答
第3回計 男女25→第4回計 男女10 第３回[自己ｱﾋﾟｰﾙ型]→第４回[ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ型]

日本工業大学駒場 (第５回[教科型]) 男女15→男女10

日本工業大学駒場 (特別選抜①[教科型]) 新設2/6 4科か得意2科[国算か国社か国理か算社か算理] 男女10
国語､算数､社会､理科 各100点 各45分
面接なし,合格発表2/6

日本工業大学駒場 (特別選抜②[教科型]) 特別選抜[教科型]→特別選抜②[教科型]

日本大学第三 (第１回) 男女166→男女160

日本大学第三 (第２回) 男女80→男女60

－ 14 －



㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

八王子実践 (適性検査入試･第１回) 適性検査[作文､総合]→適性検査Ⅰ､Ⅱ 男女10→2/1入試計 男女20 第１回→適性検査入試･第１回

八王子実践 (適性検査入試･第２回) 新設2/1PM 適性検査Ⅰ､Ⅱ 2/1入試計 男女20 適性検査Ⅰ､Ⅱ 各45分,面接なし,合格発表2/1

八王子実践 (適性検査入試･第３回) 適性検査[作文､総合]→適性検査Ⅰ､Ⅱ 男女10→男女5 第３回→適性検査入試･第３回

八王子実践 (ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ入試･第１回)
英語型 英語筆記→英検3級以上の資格級

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ型 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ実技→ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ検定級
男女15→男女10

第２回→ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ入試･第１回
英語型･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ型は､検定資格取得者[要確認]を対象

八王子実践 (ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ入試･第２回) 2/13AM→2/6PM
英語型 英語筆記→英検3級以上の資格級

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ型 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ実技→ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ検定級
第４回→ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ入試･第２回
英語型･ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ型は､検定資格取得者[要確認]を対象

広尾学園 (国際生入試[ｲﾝﾀｰAG]) 12/17→12/16

広尾学園
 (国際生入試[本科･ｲﾝﾀｰSG･医進ｻｲｴﾝｽ])

12/18→12/17

広尾学園小石川
 (国際生入試･第２回[ｲﾝﾀｰAGｺｰｽ])

12/14→12/13

広尾学園小石川
 (国際生入試･本科/ｲﾝﾀｰSGｺｰｽ)

12/15→12/14

文化学園大学杉並
 (国内帰国生入試･第１回)

11/15→11/14 2科か3科[国算英]か英語､作文→2科か3科[国算英]

文化学園大学杉並
 (国内帰国生入試･第２回)

12/13→12/12 2科か3科[国算英]か英語､作文→2科か3科[国算英]

文化学園大学杉並
 (国内帰国生入試･第３回)

新設1/9 2科か3科[国語､算数､英語] 国内帰国計 男女 特に定めず
3科[国算英]は､高得点2科で判定
面接<本人[日本語か英語]>あり,合格発表1/10

文化学園大学杉並 (第５回) 新設2/3 2科か4科 2/3入試計 男女20
国語､算数 各100点 各50分,社会､理科 各75点 計60分,
面接なし,合格発表2/3

文化学園大学杉並 (第６回) 第５回→第６回

文教大学付属 (帰国生入試) 12/20→12/19

【文教大学付属
 (適性検査型みらい創造)】

★廃止【男女10名,2/1,検査ⅠⅡ】

文教大学付属 (第２回) 男女25→男女30

文教大学付属 (第３回) 男女15→男女20

宝仙学園 (帰国生等 日本入試) 12/12→12/11

三田国際学園 (国際生入試･第１回) 11/27→11/26
国際生入試計 男女<IC>20

→国際生入試計 男女<ISC､IC>30
●ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｲｴﾝｽｸﾗｽ [ISC]を新設
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｲｴﾝｽｸﾗｽ選択者は､面接ｼｰﾄあり

三田国際学園 (国際生入試･第２回) 12/15→12/14
国際生入試計 男女<IC>20

→国際生入試計 男女<ISC､IC>30
●ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｲｴﾝｽｸﾗｽ [ISC]を新設
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｲｴﾝｽｸﾗｽ選択者は､面接ｼｰﾄあり

三田国際学園
 (第１回[ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｲｴﾝｽｸﾗｽ])

第１回[本科]→第１回[ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｲｴﾝｽ]
本科ｸﾗｽ→ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｲｴﾝｽｸﾗｽ<ＩＳＣ>

三田国際学園
 (第２回[ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｲｴﾝｽｸﾗｽ])

1科[算数]→4科か英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む>､日本語作文 男女<本科>20→男女<ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｲｴﾝｽ>25
算数入試[本科]→第２回[ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｲｴﾝｽ]
本科→ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｲｴﾝｽ<ISC>,英語､日本語作文選択者は面接あり

三田国際学園 (第２回[ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ]) 4科→4科か1科[英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む>] 男女<ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ>30→男女<ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ>25 英語選択者は面接あり

三田国際学園
 (第３回[ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｲｴﾝｽｸﾗｽ])

4科→4科か英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む>､日本語作文 男女<本科>20→男女<ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｲｴﾝｽ>25
第３回[本科]→第３回[ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｲｴﾝｽｸﾗｽ]
本科→ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｲｴﾝｽ<ISC>,英語､日本語作文選択者は面接あり

三田国際学園
 (第４回[ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｲｴﾝｽｸﾗｽ])

第４回[本科]→第４回[ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｲｴﾝｽｸﾗｽ]
本科ｸﾗｽ→ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｻｲｴﾝｽｸﾗｽ<ＩＳＣ>

【三田国際学園
　  (第４回[ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ])】

★廃止【ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｸﾗｽ 男女5名,2/4PM,4科か1科<英語>】

明星学園 (帰国生入試) 11/28PM→11/27PM

武蔵野 (第１回)
2科か1科[国か算]､ｱｸﾃｨﾌﾞｼｰﾄ

→2科か1科[国か算]､ｱｸﾃｨﾌﾞｼｰﾄか適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ
男女 2科30･ｱｸﾃｨﾌﾞ10→男女30

適性検査は､面接の実施なし
合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

武蔵野 (第２回)
2科か4科か1科[国か算]､ｱｸﾃｨﾌﾞｼｰﾄ

→2科か4科か1科[国か算]､ｱｸﾃｨﾌﾞｼｰﾄか適性検査Ⅰ､Ⅱ
男女 2科4科10･ｱｸﾃｨﾌﾞ10→男女20

適性検査は､面接の実施なし
合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

【武蔵野  (第２回午後)】 ★廃止【男女5名,2/2PM,2科】

武蔵野 (第３回) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

武蔵野 (第４回) 男女5→男女10 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

武蔵野大学 (海外帰国生一般入試) 12/13→11/21 2科[国算か英算]かｴｯｾｲ[英語]→2科かｴｯｾｲ[英語] 男女10→帰国計 男女 若干名

武蔵野大学 (海外帰国生ｵﾝﾗｲﾝ入試) 新設12/18 英語検定資格､事前課題＋ｵﾝﾗｲﾝ面接 帰国計 男女 若干名
●試験当日､海外に在住している者を対象
面接<本人>は試験当日,合格発表12/20

武蔵野大学 (ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ入試) 2/3AM→2/4PM 2/3､2/4入試計 男女10→男女10

【武蔵野大学  (自己表現入試)】 ★廃止【2/3､2/4入試計 男女10名,2/4,基礎学力試験､自己表現】

武蔵野大学 (適性検査型入試[ⅠⅡ型])
適性検査型入試→適性検査型入試[ⅠⅡ型]
●適性Ⅰ､Ⅱ[都立三鷹準拠]

武蔵野大学 (適性検査型入試[ⅠⅡⅢ型]) 新設2/1 適性Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ 男女10
適性Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ[都立武蔵準拠]各45分
面接なし,合格発表2/1

武蔵野東
 (とくい２科①[一般･特待生選抜])

とくい２科①[特待生選抜]→とくい２科①[一般･特待生選抜]

武蔵野東
 (４科①[一般･特待生選抜])

４科①[特待生選抜]→４科①[一般･特待生選抜]

武蔵野東
 (適性型①[一般･特待生選抜])

適性型①[特待生選抜]→適性型①[一般･特待生選抜]

武蔵野東
 (重視型２科[一般･特待生選抜])

重視型２科[特待生選抜]→重視型２科[一般･特待生選抜]

武蔵野東
 (４科②[一般･特待生選抜])

４科②[特待生選抜]→４科②[一般･特待生選抜]

武蔵野東
 (ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｴｷｽﾊﾟｰﾄ①[一般･特待生選抜])

ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｴｷｽﾊﾟｰﾄ①[特待生選抜]→ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｴｷｽﾊﾟｰﾄ①[一般･特待生選抜]

武蔵野東 (適性型②[一般･特待生選抜]) 適性型②[特待生選抜]→適性型②[一般･特待生選抜]

武蔵野東 (とくい２科②[特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ])
2/4入試計 男女 若干名

→2/4AM入試計 男女 若干名

武蔵野東 (４科③[特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ])
2/4入試計 男女 若干名

→2/4AM入試計 男女 若干名

武蔵野東
 (ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｴｷｽﾊﾟｰﾄ②[特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ])

2/4入試計 男女 若干名
→2/4AM入試計 男女 若干名

武蔵野東 (適性型③[一般･特待生選抜]) 2/4入試計 男女 若干名→男女 若干名 適性型③[特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ]→適性型③[一般･特待生選抜]

武蔵野東 (２科[一般･特待生選抜]) ２科[特待生選抜]→２科[一般･特待生選抜]

【武蔵野東  (未来探究型)】 ★廃止【男女 特に定めず,2/4PM,資料作成､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ､質疑応答】

武蔵野東 (ＡＯ入試[一般･特待生選抜]) ＡＯ入試[特待生選抜]→ＡＯ入試[一般･特待生選抜]

明治大学付属明治 (第１回) 出願 郵送→Web

明治大学付属明治 (第２回) 出願 郵送→Web
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㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

明星 (帰国生入試) 11/14→11/13 2科[国算か国英]→面接

明星 (総合ｸﾗｽ入試･第１回) 2科→国語･算数･英語より2科 男女45→男女50 第１回２科[総合ｸﾗｽ]→総合ｸﾗｽ入試･第１回

明星 (特別選抜ｸﾗｽ入試･４科第１回) 第１回４科[特別選抜ｸﾗｽ]→特別選抜ｸﾗｽ入試･４科第１回

明星
 (特別選抜ｸﾗｽ入試･適性検査型第１回)

第１回適性検査型[特別選抜ｸﾗｽ]→特別選抜ｸﾗｽ入試･適性検査型第１回

【明星  (第１回ＡＳ算数特化型)】 ★廃止【男女5名,2/1PM,1科<算数>】

【明星  (第１回ＥＳ英語特化型)】 ★廃止【男女5名,2/1PM,1科<英語>】

明星
 (特別選抜ｸﾗｽ入試･2科第１回)

新設2/1PM 2科 男女5
国語､算数 各100点 各45分
面接<本人>あり,合格発表2/1[総合ｸﾗｽへのｽﾗｲﾄﾞ合格あり]

明星 (特別選抜ｸﾗｽ入試･４科第２回) 第２回４科[特別選抜ｸﾗｽ]→特別選抜ｸﾗｽ入試･４科第２回

明星
 (特別選抜ｸﾗｽ入試･適性検査型第２回)

第２回適性検査型[特別選抜ｸﾗｽ]
→特別選抜ｸﾗｽ入試･適性検査型第２回

明星 (総合ｸﾗｽ入試･第２回) 2/2PM→2/2AM 男女20→男女15 第２回２科[総合ｸﾗｽ]→総合ｸﾗｽ入試･第２回

明星 (総合ｸﾗｽ入試･第３回) 2/4AM→2/2PM 男女20→男女15 第３回２科[総合ｸﾗｽ]→総合ｸﾗｽ入試･第３回

【明星  (第３回ＡＳ算数特化型)】 ★廃止【2/4PM入試計 男女5名,2/4PM,1科<算数>】

【明星  (第３回ＥＳ英語特化型)】 ★廃止【2/4PM入試計 男女5名,2/4PM,1科<英語>】

明星
 (特別選抜ｸﾗｽ入試･2科第２回)

新設2/4PM 2科 男女10
国語､算数 各100点 各45分
面接<本人>あり,合格発表2/4[総合ｸﾗｽへのｽﾗｲﾄﾞ合格あり]

明星 (総合ｸﾗｽ入試･第４回) 男女 若干名→男女5 第４回２科[総合ｸﾗｽ]→総合ｸﾗｽ入試･第４回

目黒学院 (第１回) 面接廃止

目黒学院 (第２回)
2科か1科[英語か数学]

→2科か1科[英語か数学かｻｲｴﾝｽ]

目黒学院 (第４回) 2/5PM→2/5AM

目黒日本大学 (第１回[4科型]) 2科か4科→4科
第１回[2科･4科型]→第１回[4科型]
合格発表 掲示･Web→Web

【目黒日本大学
　  (第１回[適性検査型])】

★廃止【男女5名,2/1,適性検査ⅠⅡ】

目黒日本大学 (第２回[算理入試]) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

目黒日本大学 (第３回[2科･4科型]) 男女5→男女10 合格発表 掲示･Web→Web

目黒日本大学
 (第３回特待選抜[適性検査型])

第３回[適性検査型]→第３回特待選抜[適性検査型]
合格発表 掲示･Web→Web

目黒日本大学 (第４回特待選抜[2科型]) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験翌日<Web>

目白研心 (国内帰国生入試･第１回) 10/31AM→10/30PM 1科[英語]か2科→1科[英語]か2科か2科＋英検資格 英検資格は､英検3級以上の取得者を対象とし､英検級を得点換算

目白研心 (国内帰国生入試･第２回) 1科[英語]か2科→1科[英語]か2科か2科＋英検資格
英検資格は､英検3級以上の取得者を対象とし､英検級を得点換算
合格発表 試験当日→試験翌日

目白研心 (第１回[2科･4科]) 2科→2科か4科 第１回[2科]→第１回[2科･4科]

目白研心 (適性検査型) 第１回[適性検査型]→適性検査型

目白研心 (第３回[2科]) 2科か4科→2科 第３回[2科･4科]→第３回[2科]

【目白研心  (第２回[適性検査型])】 ★廃止【2/2入試計 男女20名,2/2,適性検査ⅠⅡかⅠⅡⅢ】

目白研心 (第１回[英語ｽﾋﾟｰﾁ]) 2/2PM→2/2AM

目白研心 (第１回[算数特別]) 新設2/2PM 1科[算数<計算力問題､思考力問題>] 2/2入試計 男女20
計算力問題､思考力問題 各100点 各50分
面接なし,合格発表2/2

目白研心 (第５回[2科]) 2/3PM→2/3AM

目白研心 (第２回[算数特別]) 2/3AM→2/3PM 算数特別→第２回[算数特別]

八雲学園 (帰国生入試) 12/5→12/6

八雲学園 (第１回) 2/1入試計 男女80→2/1入試計 男女74

八雲学園 (第２回) 2/1入試計 男女80→2/1入試計 男女74

八雲学園 (未来発見) 男女24→男女30

安田学園 (先進特待入試･第１回[適性]) 先進特待入試･第１回→先進特待入試･第１回[適性]

安田学園 (先進特待入試･第１回[3科4科]) 新設2/1 3科[国語､算数､英語]か4科 先進ｺｰｽ 男女20 面接なし,合格発表2/1

安田学園 (先進特待入試･第２回) 先進ｺｰｽ 男女35→先進ｺｰｽ 男女25

安田学園 (先進特待入試･第３回[適性]) 先進特待入試･第３回→先進特待入試･第３回[適性]

安田学園 (先進特待入試･第３回[3科4科]) 新設2/2 3科[国語､算数､英語]か4科 先進ｺｰｽ 男女10 面接なし,合格発表2/2

安田学園 (一般入試･第１回) 総合ｺｰｽ 男女40→総合ｺｰｽ 男女25

安田学園 (一般入試･第２回) 総合ｺｰｽ 男女20→総合ｺｰｽ 男女15

立正大学付属立正 (第１回午後) 合格発表 掲示･Web→Web

立正大学付属立正 (第２回) 合格発表 掲示･Web→Web

立正大学付属立正 (第３回) 合格発表 掲示･Web→Web

立正大学付属立正 (第４回) 合格発表 掲示･Web→Web

早稲田実業学校
男85･女40<帰国 男女計3名以内>

→男 約70･女 約40<帰国 男女計 若干名>

●共学､別学校【神奈川】

青山学院横浜英和 (帰国生選抜) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

青山学院横浜英和 (一般入試Ａ日程) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

青山学院横浜英和 (一般入試Ｂ日程) 4科→2科 合格発表 試験翌日<掲示･Web>→試験当日<Web>

青山学院横浜英和 (一般入試Ｃ日程) 4科→2科 合格発表 試験翌日<掲示･Web>→試験当日<Web>
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㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

アレセイア湘南 (第３回教科入試･午前) 2/5→2/4

アレセイア湘南 (第３回教科入試･午後) 2/5PM→2/4PM

アレセイア湘南 (特待生入試) 2/5→2/4

神奈川大学附属 (第１回) 男女40→男女60

神奈川大学附属 (第３回) 男女40→男女20

関東学院 (帰国生) 12/12PM→12/18PM

関東学院 (１期Ａ) 男女60→男女50 合格発表 掲示･Web→Web

関東学院 (１期Ｂ) 男女60→男女65 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

関東学院 (１期Ｃ) 男女60→男女65 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

関東学院 (２期) 2/6→2/5 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

関東学院六浦 (帰国生Ⅰ期) 12/12→12/18

関東学院六浦 (帰国生Ⅱ期) 1/16PM→1/15PM

関東学院六浦 (英語型) 2/2PM→2/3PM 面接 英語→英語･日本語

公文国際学園 (帰国生入試) 1/14→1/13

慶應義塾湘南藤沢 (帰国生入試) 一次試験の合格発表 掲示･Web→Web

慶應義塾湘南藤沢 (一般入試) 一次試験の合格発表 掲示･Web→Web

自修館中等教育学校 (帰国生入試) 12/12→12/11

自修館中等教育学校 (一般入試・探究) 試験会場 本校･平塚の2会場→本校

自修館中等教育学校 (一般入試Ａ１) 試験会場 本校･平塚の2会場→本校

自修館中等教育学校 (一般入試Ａ２) 試験会場 本校･平塚の2会場→本校

自修館中等教育学校 (一般入試Ｂ１) 試験会場 本校･平塚の2会場→本校

自修館中等教育学校 (一般入試Ｂ２) 試験会場 本校･平塚の2会場→本校

湘南学園 (ＥＳＤ入試) 記述･論述50分→60分

相洋 (第１回Ａ) 面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ→本人>

相洋 (第１回Ｂ) 面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ→本人>

相洋 (第２回Ａ) 面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ→本人>

相洋 (第２回Ｂ) 面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ→本人>

相洋 (第３回) 面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ→本人>

橘学苑 (帰国生入試) 12/9→12/11 男女 特に定めず→男女 若干名 帰国子女入試→帰国生入試

橘学苑 (第１回[2科]) 男女25→男女20 第１回→第１回[2科]

橘学苑 (第１回[適性検査型]) 新設2/1 適性検査Ⅰ､Ⅱ 男女10 合格発表2/1

橘学苑 (第２回) 男女20→男女10

橘学苑 (第４回) 男女10→男女5

橘学苑 (第５回) 男女10→男女5

橘学苑 (第６回) 2/20→2/26 2科かﾈｲﾁｬｰｲﾝ[作文､ﾌﾟﾚｾﾞﾝ]→2科

鶴見大学附属 (進学ｸﾗｽ入試１次) 2科基礎力ﾃｽﾄ→2科か4科

鶴見大学附属 (適性検査入試) 算数基礎力ﾃｽﾄ､適性検査→算数､適性検査

鶴見大学附属 (進学ｸﾗｽ入試２次) 2科基礎力ﾃｽﾄ→2科か4科

桐蔭学園中等教育学校 (帰国生入試) 1/8→1/11

桐蔭学園中等教育学校 (第１回午前) 4科かＡＬ[総合思考力問題､算数基礎]→4科 男30･女20→男35･女25

桐蔭学園中等教育学校 (第１回午後) 2科[国算か英算]か算数選抜[記述]→2科

桐蔭学園中等教育学校

 (第２回午後[特別奨学生選抜])
2科→2科[国算か英算]か算数選抜[記述]

桐蔭学園中等教育学校 (第３回) 2/3→2/5 4科→2科か4科かＡＬ[総合思考力問題､算数基礎] 男20･女10→男15･女10 ＡＬのみ集団面接形式での個別ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝあり

東海大学付属相模 (Ａ試験) 合格発表 掲示･Web→Web

東海大学付属相模 (Ｂ試験) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

東海大学付属相模 (Ｃ試験) 2科か4科→2科 合格発表 掲示･Web→Web

日本大学 (帰国生) 12/13→12/12 ＧＬｺｰｽ,ＮＳｺｰｽ→ＧＬｺｰｽ,ＡＦｺｰｽ

日本大学 (Ａ-１日程) ＧＬｺｰｽ,ＮＳｺｰｽ→ＧＬｺｰｽ,ＡＦｺｰｽ

日本大学 (適性検査型) ＧＬｺｰｽ,ＮＳｺｰｽ→ＧＬｺｰｽ,ＡＦｺｰｽ

日本大学 (Ａ-２日程) ＧＬｺｰｽ,ＮＳｺｰｽ→ＧＬｺｰｽ,ＡＦｺｰｽ

日本大学 (Ｂ日程) ＧＬｺｰｽ,ＮＳｺｰｽ→ＧＬｺｰｽ,ＡＦｺｰｽ

日本大学 (Ｃ日程) ＧＬｺｰｽ,ＮＳｺｰｽ→ＧＬｺｰｽ,ＡＦｺｰｽ

日本大学藤沢 (第２回) 新設2/2PM ２科 男女 若干名
国語､算数 各100点 各50分<高得点1科を2倍とし300点満点で判定>
面接なし,合格発表2/2

日本大学藤沢 (第３回) 第２回→第３回

法政大学第二 (帰国生入試) 1/10→1/9
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㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

森村学園 (帰国生) 12/20→12/19

横須賀学院 (帰国生入試) 12/23→12/25

横浜創英 (第１回) 2科か4科→2科か4科か算数1科かｻｲｴﾝｽ 男女20→男女55<ｻｲｴﾝｽ15名>(予定)
●ｻｲｴﾝｽｺｰｽを新設
第１回[4科･2科]→第１回,ｻｲｴﾝｽ100点50分

【横浜創英  (第１回[適性検査])】 ★廃止【男女20名,2/1,適性検査ⅠⅡ】

横浜創英 (第２回) 男女10→男女20(予定) ●ｻｲｴﾝｽｺｰｽを新設

横浜創英 (第３回) 2科か4科→2科か4科か算数1科 ●ｻｲｴﾝｽｺｰｽを新設

横浜創英 (第４回) ●ｻｲｴﾝｽｺｰｽを新設

横浜創英 (第５回) 2科→2科か算数1科 ●ｻｲｴﾝｽｺｰｽを新設

横浜隼人 (一般入試型･第３回) 2/6→2/5

横浜富士見丘学園 (第５回) 2科か4科→2科か4科か◇英語2科か◇英語4科
◇英語2科…英語､国語か英語､算数
　英語4科…英語､国語か英語､算数＋社会､理科

横浜富士見丘学園 (第６回) 2科か4科か◇英語2科か◇英語4科→2科か4科
◇英語2科…英語､国語か英語､算数
　英語4科…英語､国語か英語､算数＋社会､理科

●共学校【千　葉】

市川 (１２月帰国生) 12/6→12/5

暁星国際 (Ⅰ期Ｂ[特色化選抜入試]) 1/24→1/23 5科[国算理社英]より1科
→5科[国算理社英]より1科か2科か4科

Ⅰ期Ｂ[１教科入試]→Ⅰ期Ｂ[特色化選抜入試]

【暁星国際  (Ⅰ期Ｃ[特奨生入試])】 ★廃止【男女 若干名,1/26,国語か英語＋算数】

暁星国際 (Ⅱ期[一般入試]) 2/22→2/16

光英ＶＥＲＩＴＡＳ (帰国生入試) 2科→2科か4科

光英ＶＥＲＩＴＡＳ (帰国生ｵﾝﾗｲﾝ入試) 新設11/14 国語､算数<Ａ方式>か算数､英語<※Ｂ方式> 男女 若干名
●試験日に､海外に居住中の者を対象 ,※英検準2級等の取得者を対象
面接[日本語]あり,合格発表11/16

光英ＶＥＲＩＴＡＳ (第１回) 男女10→男女25 第１回[特待]→第１回

【光英ＶＥＲＩＴＡＳ  (算数入試)】 ★廃止【1/22PM入試計 男女10名,1/22PM,1科[算数]】

光英ＶＥＲＩＴＡＳ (英語入試) 1/22PM入試計 男女10→男女5 英語60分→90分

光英ＶＥＲＩＴＡＳ (特待選抜入試) 男女10→男女15

光英ＶＥＲＩＴＡＳ (第３回) 第３回[特待]→第３回

志学館 (一般Ｂ入試) 1/30→1/29

志学館 (一般Ｃ入試) 2/6→2/11

秀明大学学校教師学部附属

秀明八千代 (一般入試Ｂ日程)
1/29→1/28

秀明大学学校教師学部附属

秀明八千代 (一般入試Ｃ日程)
2/6→2/5

翔凜 (推薦入試) 出願 窓口･郵送→Web<書類は､郵送か窓口で提出>

翔凜 (一般入試) 出願 窓口･郵送→Web<書類は､郵送か窓口で提出>

翔凜 (特別入試) 出願 窓口･郵送→Web<書類は､郵送か窓口で提出>

昭和学院 (一般入試･国語１科) 新設1/20 1科[国語] 一般入試計 男女72
●ＩＡｺｰｽ,ＡＡｺｰｽ,ＧＡｺｰｽあり
面接なし,合格発表1/21

昭和学院 (一般入試･ﾏｲﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ②) 1/20PM→1/20AM

西武台千葉 (第一志望入試) 12/6→12/5
男女<帰国子女･外国人5名含む>60

→男女<帰国子女･外国人5名含む>50
面接<保同→本人>

西武台千葉 (第１回入試) 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

西武台千葉
 (１科目特待選抜入試)

新設1/29 1科[算数か英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む>] 男女10
●特待合格のみの選考
面接なし,合格発表1/30

西武台千葉 (第２回入試) 2/6→2/5 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

千葉日本大学第一 (自己推薦入試) 第一志望入試→自己推薦入試

千葉日本大学第一 (第１期) 面接<本人>を実施

千葉日本大学第一 (第２期) 4科→2科 面接<本人>を実施

千葉明徳 (適性検査型入試) 1/20→1/21
※適性検査Ⅰ､ⅡかⅠ､Ⅱ､Ⅲ

→※適性検査Ⅰ､ⅡかⅢＡ､ⅢＢかⅢＣかⅠ､Ⅱ､Ⅲ
※<本校会場>Ⅰ､Ⅱ＋面接かⅠ､Ⅱ､Ⅲ,<市川会場>Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ
　→<本校会場>Ⅰ､Ⅱ＋面接かⅢＡ､ⅢＢ＋面接かⅢＣ＋面接,<市川会場>Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ

千葉明徳 (一般入試１) 1/21→1/20 2科[国算英より選択]か4科→2科か4科

【千葉明徳  (算数１科目入試)】 ★廃止【男女 約10名,1/21PM,1科[算数]】

千葉明徳 (一般入試２) 1/23→1/25 2科[国算英より選択]か4科→2科か4科

千葉明徳 (一般入試３) 1/30→1/29 男女 若干名→男女 約10

千葉明徳 (一般入試４) 新設2/5 2科 男女 若干名 面接<本人>あり,合格発表2/6

二松學舍大学附属柏
 (第一志望入試[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ探究ｺｰｽ])

第一志望<特選･選抜>計 男女 約30→男女5 特選ｺｰｽ→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ探究ｺｰｽ

二松學舍大学附属柏
 (第一志望入試[総合探究ｺｰｽ])

第一志望<特選･選抜>計 男女 約30→男女25 選抜ｺｰｽ→総合探究ｺｰｽ

二松學舍大学附属柏 (総合探究第１回) 男女 約10→男女25
選抜第１回→総合探究第１回
選抜ｺｰｽ→総合探究ｺｰｽ

二松學舍大学附属柏
 (ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ特待第１回)

男女 約40→男女20
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ/特選･第１回→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ特待第１回
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽ､特選ｺｰｽ→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ探究ｺｰｽ

二松學舍大学附属柏
 (ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ特待第２回)

1/25→1/22 男女 約20→男女15
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ/特選･第２回→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ特待第２回
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽ､特選ｺｰｽ→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ探究ｺｰｽ

二松學舍大学附属柏 (総合探究第２回) 1/22→1/24 男女 若干名→男女10
選抜第２回→総合探究第２回
選抜ｺｰｽ→総合探究ｺｰｽ

二松學舍大学附属柏 (２月全ｺｰｽ入試) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽ､特選ｺｰｽ→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ探究ｺｰｽ,選抜ｺｰｽ→総合探究ｺｰｽ

八千代松陰 (推薦入試･学科推薦) 2科[国語＋算数か理科か社会か英語]→2科 英検4級以上の取得者 選択教科を免除→算数を免除

八千代松陰 (一般･21日入試) 1科[国語か算数か英語]→1科[国語か算数]
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㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

麗澤 (第１回[ＡＥｺｰｽ]) 男女15→男女20 合格発表1/21<Web>･1/22<本校掲示>→1/22<Web>

麗澤 (第１回[ＥＥｺｰｽ]) 男女40→男女35
３科の英語<ｲﾝﾀﾋﾞｭｰﾃｽﾄ>→英語<筆記[ﾘｽﾆﾝｸﾞを含む]>
合格発表1/21<Web>･1/22<本校掲示>→1/22<Web>

麗澤 (第２回[ＡＥｺｰｽ]) 合格発表1/25<Web>･1/26<本校掲示>→1/26<Web>

麗澤 (第２回[ＥＥｺｰｽ]) 男女35→男女30
３科の英語<ｲﾝﾀﾋﾞｭｰﾃｽﾄ>→英語<筆記[ﾘｽﾆﾝｸﾞを含む]>
合格発表1/25<Web>･1/26<本校掲示>→1/26<Web>

麗澤 (第３回[ＡＥｺｰｽ]) 合格発表 本校掲示･Web→Web

麗澤 (第３回[ＥＥｺｰｽ]) 合格発表 本校掲示･Web→Web

麗澤 (第４回[ＡＥｺｰｽ]) 男女 若干名→男女5
会場 本校･千代田区[秋葉原UDX]の2会場→本校･市川[市川ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ]の2会場
合格発表 本校掲示･Web→Web

麗澤 (第４回[ＥＥｺｰｽ])
会場 本校･千代田区[秋葉原UDX]の2会場→本校･市川[市川ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ]の2会場
合格発表 本校掲示･Web→Web

●共学校【埼　玉】

青山学院大学系属浦和ルーテル学院
 (第１回)

男女20→男女 4科型10･英検利用型5

青山学院大学系属浦和ルーテル学院
 (第２回)

男女20→男女 4科型7･英検利用型3

青山学院大学系属浦和ルーテル学院
 (第３回)

2/1→2/4 男女5→男女 4科型 若干名･英検利用型 若干名

浦和実業学園 (第２回午後･特待入試) 2科→3科[国語､算数､英語]

大宮開成 (第１回) 男女 約70→男女 約80(予定)

大宮開成 (特待生選抜入試) 男女 約30→男女 約50(予定)

開智 (帰国生11月入試) 新設11/23 2科､ｴｯｾｲﾗｲﾃｨﾝｸﾞ [英語] 先端ｸﾗｽ 男女 若干名
●開智日本橋学園の帰国生入試第１回で､本校の合否判定をする入試
試験会場 開智日本橋で実施,面接[英語･日本語]･口頭試問あり,合格発表11/23

開智 (先端Ａ) 1/13→1/12 試験会場 本校→本校･さいたま新都心の2会場

開智 (算数特待) 1/11PM→1/12PM 試験会場 本校･大宮の2会場→本校･さいたま新都心の2会場

開智 (先端２) 1/14→1/15 試験会場 本校→本校･開智望の2会場

開智未来 (算数１科)
試験会場 本校･大宮[ｿﾆｯｸ]の2会場
　　　　 →本校･大宮[ｿﾆｯｸ]･東岩槻[開智]の3会場

開智未来 (開智併願型) 1/10→1/15
試験会場 東岩槻[開智]･さいたま新都心[さいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅ]の2会場
　　　　 →東岩槻[開智]･新守谷[開智望]の2会場

開智未来 (第２回) 1/15→1/17

春日部共栄 (第１回午前)
全合計 ＧＥｸﾗｽ160

→全合計 政経ｺｰｽ80･ＩＴ医学ｺｰｽ80
ＧＥｸﾗｽ→ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞ政経ｺｰｽ､ＩＴ医学ｻｲｴﾝｽｺｰｽ

春日部共栄 (第１回午後)
全合計 ＧＥｸﾗｽ160

→全合計 政経ｺｰｽ80･ＩＴ医学ｺｰｽ80
ＧＥｸﾗｽ→ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞ政経ｺｰｽ､ＩＴ医学ｻｲｴﾝｽｺｰｽ
大宮会場 松栄学園高等学校大宮校→TKPｶﾞｰﾃﾞﾝｼﾃｨPREMIUM大宮

春日部共栄 (第２回午前)
全合計 ＧＥｸﾗｽ160

→全合計 政経ｺｰｽ80･ＩＴ医学ｺｰｽ80
ＧＥｸﾗｽ→ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞ政経ｺｰｽ､ＩＴ医学ｻｲｴﾝｽｺｰｽ

春日部共栄 (第２回午後[特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ])
全合計 ＧＥｸﾗｽ160

→全合計 政経ｺｰｽ80･ＩＴ医学ｺｰｽ80
第２回午後→第２回午後[特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ]
ＧＥｸﾗｽ→ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞ政経ｺｰｽ､ＩＴ医学ｻｲｴﾝｽｺｰｽ

春日部共栄 (第３回) 1/13AM→1/13PM 2科→算数1科[IT医学ｺｰｽ]か2科
全合計 ＧＥｸﾗｽ160

→全合計 政経ｺｰｽ80･ＩＴ医学ｺｰｽ80
ＧＥｸﾗｽ→ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞ政経ｺｰｽ､ＩＴ医学ｻｲｴﾝｽｺｰｽ
試験会場 本校･大宮の2会場→大宮,合格発表 試験当日→試験翌日

春日部共栄 (第４回[特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ]) 2/3PM→1/15AM
全合計 ＧＥｸﾗｽ160

→全合計 政経ｺｰｽ80･ＩＴ医学ｺｰｽ80
第４回→第４回[特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ]
ＧＥｸﾗｽ→ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞ政経ｺｰｽ､ＩＴ医学ｻｲｴﾝｽｺｰｽ,試験会場 越谷→本校

国際学院 (専願入試) 第1回AM計 男女30→全合計 男女80
第１回AM･専願入試→専願入試
合格発表 Web･郵送→Web

国際学院 (一般入試1月10日午前) 第1回AM計 男女30→全合計 男女80
第１回AM･一般入試→一般入試1月10日午前
合格発表 Web･郵送→Web

国際学院 (適性検査型入試) 1/11→1/10 第2回AM計 男女20→全合計 男女80
第２回AM･適性検査型入試→適性検査型入試
合格発表 Web･郵送→Web

国際学院 (特待生入試1月10日午後) 第1回PM計 男女20→全合計 男女80
第１回PM･特待生入試→特待生入試1月10日午後
合格発表 Web･郵送→Web

国際学院 (英語入試) 第1回PM計 男女20→全合計 男女80
第１回PM･英語入試→英語入試
合格発表 Web･郵送→Web

国際学院 (一般入試1月11日午前) 第2回AM計 男女20→全合計 男女80
第２回AM･一般入試→一般入試1月11日午前
合格発表 Web･郵送→Web

国際学院 (特待生入試1月11日午後) 男女 特に定めず→全合計 男女80
第２回PM･特待生入試→特待生入試1月11日午後
合格発表 Web･郵送→Web

国際学院 (一般入試1月15日午前) 1/16→1/15 男女10→全合計 男女80
第３回･一般入試→一般入試1月15日午前
合格発表 Web･郵送→Web

国際学院 (一般入試2月5日午前) 2/6→2/5 男女 若干名→全合計 男女80
第４回･一般入試→一般入試2月5日午前
合格発表 Web･郵送→Web

埼玉栄 (第１回･進学ｸﾗｽ) 男女30→男女40

埼玉栄 (第３回･進学ｸﾗｽ) 男女20→男女15

埼玉栄 (第４回･医学ｸﾗｽ) 1/12PM→1/11PM

埼玉栄 (第４回･難関大ｸﾗｽ) 1/12PM→1/11PM

埼玉栄 (第５回･進学ｸﾗｽ) 男女20→男女15

埼玉平成 (第２回) 1/16→1/15 男女20→男女15

埼玉平成 (第３回) 2/6→2/5 男女5→男女 若干名

埼玉平成 (ＳＴＥＭ入試) 1/11AM→1/10PM 英語かSTEMか英語＋STEM→STEM プラクティカル入試→ＳＴＥＭ入試

埼玉平成 (１科入試･第１回) 新設1/12 国語･算数･英語より1科 男女5 専願者のみ面接<本人>あり,合格発表1/12

埼玉平成 (１科入試･第２回) 新設1/23 国語･算数･英語より1科 男女5 専願者のみ面接<本人>あり,合格発表1/23

栄東 (Ａ日程[東大ｸﾗｽ･難関大ｸﾗｽ])
1/10か1/12選択

→1/10か1/11選択
特待 若干名･東大20･難関大120

→特待 若干名･東大40･難関大100
第１回[東大ｸﾗｽ･難関大ｸﾗｽ]→Ａ日程[東大ｸﾗｽ･難関大ｸﾗｽ]
基本問題を中心に出題

栄東 (東大特待Ⅰ[東大特待ｸﾗｽ]) 1/16→1/12
東大特待ｸﾗｽ→東大特待Ⅰ[東大ｸﾗｽ]
試験会場 本校･西大宮[埼玉栄]の2会場→本校

栄東 (Ｂ日程[難関大ｸﾗｽ]) 1/18→1/16 特待 若干名･東大10･難関大60→難関大40
第２回[東大ｸﾗｽ･難関大ｸﾗｽ]→Ｂ日程[難関大ｸﾗｽ]
基本問題を中心に出題

栄東 (東大Ⅱ[東大ｸﾗｽ]) 新設1/18 4科 男女<特待生含む>30
国語､算数 各150点 各50分,社会､理科 各75点 各40分
面接なし,合格発表1/19

狭山ヶ丘高等学校付属 (第４回) 2/6→2/7
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㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

自由の森学園 (Ａ入試) 1/16→1/15

自由の森学園 (Ｂ入試) 1/16→1/15

自由の森学園 (Ｃ入試②) 2/6→2/5

秀明 (専願入試) 12/6→12/5 出願 郵送→Web,合格発表 郵送→Web･郵送

秀明 (一般入試･第Ⅰ期) 出願 郵送→Web,合格発表 郵送→Web･郵送

秀明 (一般入試･第Ⅱ期) 2/6→2/5 出願 郵送→Web,合格発表 郵送→Web･郵送

秀明 (奨学生入試[専願]) 12/6→12/5 出願 郵送→Web,合格発表 郵送→Web･郵送

昌平 (帰国子女入試) 12/24PM→12/23PM 1科[英語]か2科→1科[英語]､作文[日本語]か2科

西武学園文理 (第１回) 男女30→男女35

西武学園文理 (特待入試) 男女10→男女15
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ選抜ｸﾗｽ特待生合格のみ
→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ選抜ｸﾗｽ特待生合格､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ選抜ｸﾗｽ合格

西武学園文理 (第３回) 1/15→1/23

西武学園文理 (適性検査型入試) 1/17→1/16

西武学園文理 (思考力入試) 1/24→1/22 男女20→男女10 合格発表1/26→1/23

西武学園文理 (英語４技能入試) 1/24→1/23

西武台新座 (帰国生入試) 新設12/12AMかPM 作文[ｵﾝﾗｲﾝでの事前提出] 男女 若干名
●特進選抜ｺｰｽ合格･特進ｺｰｽ合格あり
面接[日本語か英語]は､来校またはｵﾝﾗｲﾝで実施,合格発表12/13

西武台新座 (第１回･特進入試) 男女25→男女20

西武台新座 (第１回･特進選抜入試) 男女15→男女10

西武台新座 (適性検査型入試) 新設1/14PM 適性検査Ⅰ､Ⅱ 男女10
●特進選抜ｺｰｽ合格･特進ｺｰｽ合格あり
適性検査Ⅰ[作文型]､Ⅱ[科目複合型]各100点 各45分,面接なし,合格発表1/15

【聖望学園  (第１回･専願)】 ★第１回･2科4科型入試と統合【男女15名,1/10,2科か4科】

聖望学園 (第１回･2科4科型) 男女20→男女35
第１回･一般→第１回･2科4科型
●専願受験可

聖望学園 (第２回･適性検査型) 男女 特に定めず→男女5 ●専願受験可

聖望学園 (第３回･2科4科型) 新設1/12PM 2科か4科 男女20
試験会場 本校･所沢の2会場で実施
専願受験可,面接なし,合格発表1/14

聖望学園 (第４回･英語) 1/12→1/18 男女 特に定めず→1/18入試計 男女15
第３回･英語→第４回･英語
●専願受験可

聖望学園 (第４回･基礎学力１教科選択型) 1/12→1/18 男女 特に定めず→1/18入試計 男女15
第３回･基礎学力１教科選択型→第４回･基礎学力１教科選択型
●専願受験可

聖望学園 (第４回･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ) 1/12→1/18 男女 特に定めず→1/18入試計 男女15
第３回･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ→第４回･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ
●専願受験可

聖望学園 (第４回･2科4科型) 男女20→男女5
第４回･一般→第４回･2科4科型
●専願受験可

聖望学園 (第５回･2科4科型)
第５回･一般→第５回･2科4科型
●専願受験可

東京成徳大学深谷 (第１回)
2科か4科か作文か※英語[Ⅰ型かⅡ型]

→2科か4科か※英語[Ⅰ型かⅡ型]

※Ⅰ型:英語､ﾘｽﾆﾝｸﾞ､国語･算数
　Ⅱ型:英語､ﾘｽﾆﾝｸﾞ

東京成徳大学深谷 (第３回) 1/23→1/16
2科か4科か作文か※英語[Ⅰ型かⅡ型]

→2科か4科か※英語[Ⅰ型かⅡ型]

※Ⅰ型:英語､ﾘｽﾆﾝｸﾞ､国語･算数
　Ⅱ型:英語､ﾘｽﾆﾝｸﾞ

東京成徳大学深谷 (第４回) 2/7→2/6 2科→2科か※英語[Ⅰ型かⅡ型]
※Ⅰ型:英語､ﾘｽﾆﾝｸﾞ､国語･算数,Ⅱ型:英語､ﾘｽﾆﾝｸﾞ
面接を廃止

東京農業大第三高等学校附属
 (帰国子女入試)

12/20→12/19

東京農業大第三高等学校附属
 (第１回特待入試)

試験会場 大宮･ふじみ野の2会場→大宮･川越の2会場
合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

東京農業大第三高等学校附属
 (第２回特待入試)

試験会場 大宮･ふじみ野の2会場→大宮･川越の2会場
合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

東京農業大第三高等学校附属 (第３回) 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

東京農業大第三高等学校附属 (第４回) 1/30→1/29 合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

獨協埼玉 (第１回)
試験会場 本校･大宮[ＴＫＰ大宮ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ]の2会場
　　　　 →本校･川口[川口駅前市民ﾎｰﾙ ﾌﾚﾝﾃﾞｨｱ]の2会場

武南 (第１回午前)
出願 郵送･窓口→Web
合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>→試験当日<Web>

武南 (第１回午後)
出願 郵送･窓口→Web
合格発表 掲示･Web→Web

武南 (第２回) 1/11→1/12
出願 郵送･窓口→Web
合格発表 掲示･Web→Web

武南 (第３回) 1/16→1/15
出願 郵送･窓口→Web
合格発表 掲示･Web→Web

武南 (第４回) 1/24→1/29
出願 郵送･窓口→Web
合格発表 掲示･Web→Web

武南 (第５回) 2/6→2/5
出願 郵送･窓口→Web
合格発表 掲示･Web→Web

細田学園 (帰国生入試･第２回) 1/7→1/6

細田学園 (一般入試･第１回) 男女25→男女35

細田学園 (一般入試･第２回) 男女15→男女20

【細田学園  (一般入試･第３回)】 ★廃止【男女15名,1/13,4科か3科[国算英]】

細田学園 (特待生入試･第２回) 1/13→1/12

細田学園 (dots入試[適性検査型]第２回) 1/16→1/15

細田学園 (一般入試･第３回) 一般入試･第４回→一般入試･第３回

本庄第一 (第３回･一般入試) 1/24→1/30

本庄東高等学校附属 (第２回) 2科か総合[国語､算数､総合Ⅰ､総合Ⅱ]→2科か4科

本庄東高等学校附属 (第３回) 1/23→1/22
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㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

●共学校【茨　城】

江戸川学園取手 (帰国生入試) 新設11/20 3科[国語､算数､英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む>] 男女 若干名
国語･算数 計150点 計60分､英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む>100点60分､面接50点
面接<本人>あり,合格発表11/22

江戸川学園取手 (適性型入試) 新設1/6 適性Ａ､Ｂ＋英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ> 男女30
適性Ａ､Ｂ 各100点 各50分､英語ﾘｽﾆﾝｸﾞ50点20分､面接5段階評価
面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ>あり,合格発表1/7

江戸川学園取手 (第１回)
4科か3科[国算英]か適性型Ａ､Ｂ
→5科[国算理社英]か3科[国算英]

男女200→男女180
5科の英語はﾘｽﾆﾝｸﾞ50点20分
合格発表1/19→1/18

江戸川学園取手 (第２回)
4科か3科[国算英]

→5科[国算理社英]か3科[国算英]か適性型ＡＢ＋英語
男女70→男女60

5科､適性型の英語はﾘｽﾆﾝｸﾞ50点20分
適性型は面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ>の実施あり,合格発表1/26→1/27

江戸川学園取手 (第３回)
4科か3科[国算英]

→5科[国算理社英]か3科[国算英]
5科の英語はﾘｽﾆﾝｸﾞ50点20分

霞ヶ浦高等学校附属 (専願入試･第１回) 11/28→11/27

霞ヶ浦高等学校附属 (専願入試･第２回) 12/20→12/18

霞ヶ浦高等学校附属 (一般入試･第１回) 12/20→12/18

霞ヶ浦高等学校附属
 (一般入試･第２回[兼 奨学生採用試験])

1/30→1/29

常総学院 (適性検査型入試) 12/5→12/4

常総学院 (推薦･専願入試) 12/12→12/11

常総学院 (第２回一般入試) 1/28→1/27

清真学園 (後期入試) 2/6→2/5

智学館中等教育学校 (第１回･智学館入試) 11/22→11/21

智学館中等教育学校 (第１回･一般入試Ａ) 11/22→11/21

【智学館中等教育学校

　 (第２回･適性検査型入試)】
★廃止【男女20名,12/19,適性検査ⅠⅡ】

智学館中等教育学校 (第２回･一般入試Ｂ) 1/16→1/23 男女20→男女40 第３回･一般入試Ｂ→第２回･一般入試Ｂ

土浦日本大学中等教育学校

 (帰国･国際生入試)
1/27→1/26

土浦日本大学中等教育学校

 (英語運用力入試)
11/14AM→11/6PM 運用力入試計 男女 若干名→男女 若干名

【土浦日本大学中等教育学校

　 (理数運用力入試)】
★廃止【運用力入試計 男女 若干名,11/14,1科[算数･理科]】

【土浦日本大学中等教育学校

　 (読解運用力入試)】
★廃止【運用力入試計 男女 若干名,11/14,1科[筆記]】

土浦日本大学中等教育学校 (ＣＳＡＴ入試) 11/28→11/27 合格発表12/1→12/3

土浦日本大学中等教育学校 (推薦入試) 12/5→12/4 男女50→男女60 総合学力試験45分→60分

土浦日本大学中等教育学校 (ＩＳＡＴ入試) 12/12→12/11 男女20→男女10
試験会場 本校･つくば･取手の3会場→本校
面接 希望者→必須<合否に含めない>,合格発表12/15→12/18

土浦日本大学中等教育学校

 (第２回一般入試)
1/27→1/26 試験会場 本校→つくば[つくば国際会議場]

【土浦日本大学中等教育学校

　 (新学力型入試)】
★廃止【男女 若干名,1/27,読解Ｌ＋英語Ｃか理数Ｌ】

東洋大学附属牛久 (専願入試) 12/6→12/4

東洋大学附属牛久 (適性検査型入試) 11/22→11/21

東洋大学附属牛久 (第１回英語特別入試) 11/22PM→11/21PM

東洋大学附属牛久 (第２回一般入試) 1/24→1/23

東洋大学附属牛久 (第２回英語特別入試) 1/24PM→1/23PM

東洋大学附属牛久 (総合型入試) 2/6PM→2/5PM

水戸英宏 (第１回･専願入試Ａ) 11/21→11/20
試験会場 本校･日立･つくばの3会場→本校･日立の2会場
面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ>を実施

水戸英宏 (第１回･一般入試Ａ) 11/21→11/20
試験会場 本校･日立･つくばの3会場→本校･日立の2会場
面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ>を実施

水戸英宏 (第２回･推薦入試Ｂ) 11/23→11/28

水戸英宏 (第２回･専願入試Ｂ) 11/23→11/28 3科[国語､算数､英語]か4科→2科

水戸英宏 (第２回･一般入試Ｂ) 11/23→11/28 3科[国語､算数､英語]か4科→2科

水戸英宏 (第３回･専願入試Ｃ) 適性検査受検者のみ面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ>を実施

水戸英宏 (第３回･一般入試Ｃ) 適性検査受検者のみ面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ>を実施

水戸英宏 (第４回･専願入試Ｄ) 1/23→1/22

水戸英宏 (第４回･一般入試Ｄ) 1/23→1/22
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㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

茗溪学園 (ＡＣ入試･第１回[帰国生]) 12/12→12/18

茗溪学園 (ＡＣ入試･第２回[帰国生]) 1/10→1/9

茗溪学園 (ＭＧ入試･第１回[帰国生]) 12/12→12/18 ＭＧ入試･帰国生①→ＭＧ入試･第１回[帰国生]

茗溪学園 (ＭＧ入試･第２回[帰国生]) 1/10→1/9 ＭＧ入試･帰国生②→ＭＧ入試･第２回[帰国生]

茗溪学園 (ＡＣ入試･第１回[推薦]) 12/12→12/18

茗溪学園 (ＡＣ入試･第１回[英語資格]) 12/12→12/18

茗溪学園 (ＡＣ入試･第２回[英語資格]) 1/10→1/9

茗溪学園 (ＡＣ入試･Ｇ専願<Ｇｸﾗｽ>)
一次11/27･最終12/12

→11/27
一次 英語ｴｯｾｲ･最終 算数
→3科[国語･算数､英語ｴｯｾｲ]

ＡＣ入試･第１回ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽ専願→ＡＣ入試･Ｇ専願<Ｇｸﾗｽ>

茗溪学園 (ＡＣ入試･第２回[Ｇｸﾗｽ]) 1/10→1/9 英語ｴｯｾｲ､算数→3科[国語､算数､英語ｴｯｾｲ] ＡＣ入試･第２回ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽ併願→ＡＣ入試･第２回[Ｇｸﾗｽ]

茗溪学園 (ＡＣ入試･第２回[一般]) 1/10→1/9 ＡＣ入試･第２回､一般→ＡＣ入試･第２回[一般]

茗溪学園 (ＡＣ入試･第３回[一般]) 1/23→1/22
ＡＣ入試･第３回､一般→ＡＣ入試･第３回[一般]
面接<本人>廃止[寮生･帰国生を除く]

茗溪学園 (ＭＧ入試･第１回[推薦]) 12/12→12/18 ＭＧ入試･推薦→ＭＧ入試･第１回[推薦]

茗溪学園 (ＭＧ入試･第１回[英語資格]) 12/12→12/18 ＭＧ入試･英語資格①→ＭＧ入試･第１回[英語資格]

茗溪学園 (ＭＧ入試･第２回[英語資格]) 1/10→1/9 ＭＧ入試･英語資格②→ＭＧ入試･第２回[英語資格]

茗溪学園 (ＭＧ入試･Ｇ専願<Ｇｸﾗｽ>) 英語ｴｯｾｲ→英語ｴｯｾｲ､日本語ｴｯｾｲ ＭＧ入試･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽ専願→ＭＧ入試･Ｇ専願<Ｇｸﾗｽ>

茗溪学園 (ＭＧ入試･第２回[Ｇｸﾗｽ]) 1/10→1/9 英語ｴｯｾｲ→英語ｴｯｾｲ､日本語ｴｯｾｲ ＭＧ入試･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽ併願→ＭＧ入試･第２回[Ｇｸﾗｽ]

茗溪学園 (ＭＧ入試･第２回[一般]) 1/10→1/9 ＭＧ入試･一般①→ＭＧ入試･第２回[一般]

茗溪学園 (ＭＧ入試･第３回[一般]) 1/23→1/22
ＭＧ入試･一般②→ＭＧ入試･第３回[一般]
面接<本人>廃止[寮生･帰国生を除く]

●共学校【栃　木】

國學院大學栃木
 (第１回･自己推薦[単願])

11/28→11/27

國學院大學栃木
 (第１回･一般[単願/併願])

11/28→11/27

國學院大學栃木
 (第２回･自己推薦[単願])

12/12→12/11

國學院大學栃木
 (第２回･一般[単願/併願])

12/12→12/11

國學院大學栃木
 (第２回･英語[単願/併願])

12/12→12/11

國學院大學栃木
 (第２回･適性検査[単願/併願])

12/12→12/11

國學院大學栃木
 (第３回･自己推薦[単願])

1/23→1/22

國學院大學栃木
 (第３回･一般[単願/併願])

1/23→1/22

佐野日本大学中等教育学校

 (第２回･一般入試[単願/併願])
12/13→12/12

佐野日本大学中等教育学校

 (英語アドバンス入試[単願/併願])
新設12/12 2科[英語､国語か英語､算数] 全合計 男女140

英語､国語､算数 各100点 各50分
面接<本人>あり,合格発表12/12<Web>･12/13<郵送発送>

佐野日本大学中等教育学校

 (自己アピール入試[単願/併願])
12/13→12/12

セレクトワン入試→自己アピール入試
作文30分→自己ｱﾋﾟｰﾙ作文50分

佐野日本大学中等教育学校

 (第３回･一般入試[単願/併願])
1/24→1/23

佐野日本大学中等教育学校

 (第４回･一般入試[単願])
2/7→2/6

●共学､別学校【その他】

加藤学園暁秀 (一般選抜) 1/9→1/8

加藤学園暁秀 (特別選抜) 1/23→1/22

金沢学院大学附属 (東京会場) 新設1/7 4科 全合計 男女 特進ｺｰｽ35･総合ｺｰｽ35
試験会場 千代田区[ｱﾙｶﾃﾞｨｱ市ヶ谷]で実施
国語､算数 各50分,社会､理科 各40分,面接あり,合格発表1/13

佐久長聖 (東京入試①[東京会場]) 1/11→1/10
東京･大阪入試①[東京会場]→東京入試①[東京会場]
試験会場 文京区･新宿区→文京区･豊島区

佐久長聖 (東京入試②[東京会場]) 1/12→1/11 東京･大阪入試②[東京会場]→東京入試②[東京会場]

静岡サレジオ (一般入試) 1/9→1/8 2科→3科[国語､算数､英語]

静岡サレジオ (特待生入試) 1/9→1/8 2科､作文→3科[国語､算数､英語]＋小論文

【秀光  (秀光トライアル[東京会場])】
★2022年入試の東京会場は中止
　【全合計 男女80名,1次1/11･2次2/6～2/12,1次4科･2次 面接】

長崎日本大学 (関東入試[東京･神奈川])
☆関東入試を実施
　[入試日1/6,2科か4科,発表1/11,試験会場 千代田区･藤沢市の2会場]

西大和学園 (東京会場) 1/8→1/7 試験会場 千代田区[東京国際ﾌｫｰﾗﾑ]→千代田区[ﾍﾞﾙｻｰﾙ神田]

日本大学三島 (総合選抜型入試･第１期) 1/9→1/8

日本大学三島 (総合選抜型入試･第２期) 1/23→1/22

日本大学三島 (学力選抜型入試) 1/17→1/9 2科→2科か4科 試験会場 静岡･小田原の2会場→東京･藤沢･小田原･静岡の4会場

宮崎日本大学 (首都圏入試) 1/17→1/16

麗澤瑞浪 (東京会場入試) 1/9→1/8

早稲田佐賀 (新思考入試[首都圏会場]) 新設12/5 総合Ⅰ､Ⅱか総合Ⅰ､英語 男女 若干名
総合Ⅰ<数理的思考力>､Ⅱ<読解力･表現力･資料活用力>,
面接あり[専願及び帰国生のみ],合格発表12/14

早稲田佐賀 (一般入試１月[首都圏会場]) 1/11→1/10

早稲田佐賀 (一般入試２月[首都圏会場]) 試験会場 所沢[早稲田大学 所沢ｷｬﾝﾊﾟｽ]→新宿区[早稲田大学 西早稲田ｷｬﾝﾊﾟｽ]
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㊟再変更の場合がありますので、予めご了承ください。

　【１２月５日までの判明分】 首都圏模試センター情報ステーション

中学校名 入試日 科目 募集人数 その他

●国立校

筑波大学附属駒場 抽選1/19→1/18 第2次選考の合格発表 掲示→Web

お茶の水女子大学附属
 (帰国生徒教育学級)

2/5→2/7
出願 窓口→Web
合格発表 掲示→Web

お茶の水女子大学附属 (一般) 男 約25･女 約30→男 約25･女 約35
出願 窓口→Web
合格発表 掲示→Web

筑波大学附属 報告書点36点満点→英語を加え42点満点

東京学芸大学附属小金井 男25･女26→男34･女31 出願 郵送･窓口→郵送

東京学芸大学附属国際中等教育学校

 (Ａ方式)
合格発表2/5→2/8

東京学芸大学附属国際中等教育学校

 (Ｂ方式)
合格発表2/5→2/8

東京学芸大学附属竹早 男 約40･女 約40→男 約40･女 約43 面接試験の代わりに､自己ＰＲカードの記入あり

東京大学教育学部附属中等教育学校

 (推薦選抜)
2次12/26→2次12/19 出願 郵送→Web

東京大学教育学部附属中等教育学校

 (一般選抜)
出願 郵送→Web

東京大学教育学部附属中等教育学校

 (双生児)
出願 郵送→Web

横浜国立大学教育学部附属鎌倉 (帰国)
2/7[筆記]･2/8[面接]

→2/4[筆記]･2/5[面接]
男女15→男女15程度 出願 窓口→Web

横浜国立大学教育学部附属鎌倉 (一般)
2/7[筆記]･2/8[面接]

→2/4[筆記]･2/5[面接]
出願 窓口→Web

横浜国立大学教育学部附属横浜 (帰国) 合格発表2/5→2/7

横浜国立大学教育学部附属横浜 (一般) 男女 約60→男女 約40
社会､理科 各30分→各40分
合格発表2/5→2/7

千葉大学教育学部附属 (帰国生) 1/22→1/24 合格発表2/12→1/31

千葉大学教育学部附属 (一般) 2次選考の合格発表2/12→1/31

埼玉大学教育学部附属 (帰国生) 3/24→3/23 2科､作文→面接､提出書類 面接､提出された書類の総合判定

茨城大学教育学部附属 1/11→1/10
■試験会場は､2021年入試と同様[校舎改修工事のため]､
　茨城大学教育学部で実施

●公立中高一貫校

東京都立大泉高等学校附属 男60･女60→男80･女80

東京都立白鷗高等学校附属 (一般枠) 適性検査Ⅲ30分→45分

東京都立両国高等学校附属 男60･女60→男80･女80 適性検査Ⅲ30分→45分

神奈川県立相模原中等教育学校 男80･女80→男女160 2021年入試と同様､2022年入試もグループ活動を中止

神奈川県立平塚中等教育学校 男80･女80→男女160 2021年入試と同様､2022年入試もグループ活動を中止

川崎市立川崎高等学校附属
2021年入試と同様､面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ>を中止
●選考方法 適性７:面接２:調査書１→適性９:調査書１の割合に換算

横浜市立南高等学校附属 合格発表 掲示･Web→Web

横浜市立横浜ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ高等学校附属 合格発表 掲示･Web→Web

千葉市立稲毛国際中等教育学校
1/24→

一次12/11･二次1/24
適性検査Ⅰ､Ⅱ､面接

→一次 適性検査Ⅰ､Ⅱ・二次 適性検査Ⅲ､面接
男40･女40→男女160

●校名変更【現 千葉市立稲毛高等学校附属】
　中学校→中等教育学校へ移行

千葉県立千葉
一次12/5PM･二次1/24

→一次12/11PM･二次1/24

千葉県立東葛飾
一次12/5PM･二次1/24

→一次12/11PM･二次1/24

川口市立高等学校附属
一次1/16･二次1/23

→一次1/15･二次1/22
出願(第一次選考)窓口→Web

さいたま市立浦和
1次1/16･2次1/23

→1次1/15･2次1/22
さいたま市立大宮国際中等教育学校

 (特別選抜[帰国生､外国人])
1次1/17･2次1/23

→1次1/16･2次1/22
面接 個別→集団

さいたま市立大宮国際中等教育学校

 (一般選抜)
1次1/17･2次1/23

→1次1/16･2次1/22

埼玉県立伊奈学園
一次1/16･二次1/30

→一次1/15･二次1/22
一次の合格発表 1/26<Web,郵送1/25までに発送>→1/20<Web>
二次の合格発表 2/4<Web,郵送2/3までに発送>→1/27<Web,郵送1/26までに発送>

茨城県立太田第一高等学校附属 1/9→1/8

茨城県立鹿島高等学校附属 1/9→1/8

茨城県立勝田中等教育学校 1/9→1/8

茨城県立古河中等教育学校 1/9→1/8

茨城県立下館第一高等学校附属 1/9→1/8

茨城県立下妻第一高等学校附属 新設1/8 適性検査Ⅰ､Ⅱ 男20程度･女20程度 面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ>あり,合格発表1/19

茨城県立土浦第一高等学校附属 1/9→1/8

茨城県立並木中等教育学校 1/9→1/8

茨城県立日立第一高等学校附属 1/9→1/8

茨城県立鉾田第一高等学校附属 1/9→1/8

茨城県立水海道第一高等学校附属 新設1/8 適性検査Ⅰ､Ⅱ 男20程度･女20程度 面接<本人ｸﾞﾙｰﾌﾟ>あり,合格発表1/19

茨城県立水戸第一高等学校附属 1/9→1/8

茨城県立竜ヶ崎第一高等学校附属 1/9→1/8
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