
          令和3年9月1日現在

※詳細については、各校の募集要項をご確認ください。          　　茨城県私学協会 http://www.ibaraki-shigaku.jp/

学校名（全日制） 出願期間 試験日 合格発表日 試験科目 入学手続日 入試関係HP

11/1～12/8 1/9 1/12 英（リスニング有）・国・数・面接 2/2～3

11/1～12/8 1/19 1/27 英（リスニング有）・国・数・社・理
単願: 2/2～3
併願: 2/4～3/15

1/20～1/28 2/8 2/14 英（リスニング有）・国・数・社・理
単願: 2/18～21
併願: 2/18～3/15

11/1～12/8 1/9 1/12 英・国・数・面接

11/1～12/8 1/17 1/24 英（リスニング有）・国・数・社・理

普通科80名 　家政科20名
看護科25名  （女）

11/1～12/8 1/9 1/12 国・数・英（マークシート）・面接 1/28～29

5科 11/1～12/8 1/17 1/24 英（リスニング有）・国・数・社・理（記述式）

3科 11/1～12/8 1/21 1/26 国・数・英（マークシート）

11/1～12/8 1/9 1/12 国・数・英 1/22

11/1～12/8 1/15 1/22 国・数・英（リスニング有）・社・理
単願切替: 1/26～31
1/26～3/15

11/9～12/8 1/9 1/13 国・数・英・面接 1/17

11/9～12/8 1/15 1/20 英（リスニング有）・国・数・社・理 1/21～3/15

11/1～12/8 1/9 1/11 （推薦・特技）作文・面接 1/27・28

11/1～12/8 1/19 1/24

出願時に教科数を選択（記述式）
2科　　英・国　　　　3科　　英・国・数
5科　　英・国・数・社・理

単願: 1/27・28
専願: 1/27～3/22
併願: 1/27～3/22

11/1～12/8 1/9 1/13 国・数・英（記述式） 推薦・一般単願　2/10，14，15

前期
11/1～12/8
新規追加：1/1 ～ 16
再受験　：1/13 ～16

1/20 1/27 国・数・英・社・理（記述式） 一般（単願切替・保留）　2/10～3/2

後期
1/21～31
 再受験：1/27～31

2/4 2/9 国・数・英・社・理（記述式） 一般併願 3/3～16

11/1～12/8 1/9 1/12 2/3

11/1～12/8,  1/11～13 1/16 1/21

1/20～23 1/25 2/2 国・数・英（リスニング有）・理・社（記述式）

11/1～12/8 1/9 1/12 国・数・英（記述式） 2/8～9

11/1～12/8，  1/12～14　 1/18 1/25

11/1～12/8,　 1/12～27 1/29 2/2

12/2～3 1/9 1/12 1/31まで

12/2～3,  1/12 1/18 1/20 3/15まで（特別奨学生は1/31まで）

11/1～12/15 1/9 1/14 課題作文・個人面接 1/14～19

11/1～12/15 1/22 1/31
単願： 国・数・英(リスニング有)・面接
併願： 国・数・英(リスニング有)・理・社
        (グローバルコースのみ面接)

単願： 1/31～2/3
併願： 1/31～3/15

1/9 1/11 国・数・英(マークシート方式) 1/11～14

1/15 1/20 国・数・英(リスニング有)・社・理(記述式)
単願: 1/20～25
併願A: 1/20～3/15
併願B: 1/20～2/18

12/13～17 1/9 1/13 国・数・英(学業のみ記述式)・面接・作文(学業以外) 1/13～19

12/13～17 1/15 1/24 国・数・英(マークシート方式)・面接(単願のみ)
単願： 1/24～28
併願： 1/24～3/15

1/9 1/12 個人面接 1/12～26

1/19 1/25
単願: 作文・英または作文・数（記述式）
併願: 英・国・数（記述式）

単願： 1/25～2/14
併願： 1/25～3/15

出願入力 11/1～12/13
郵送受付　12/13～16
窓口受付　12/15・16

1/9 1/14 国・数・英（マークシート）・面接（グループ） 1/14～20

出願入力 11/1～12/13
郵送受付　12/13～16
窓口受付　12/15・16

1/16 1/24 国・数・英（リスニング有）・理・社（記述式）
単願： 1/24～28
併願： 1/24～3/15

1/9 1/12 国・数・英（マークシート）・面接 1/12～14

1/22 1/26
単願： 国・数・英（マークシート）・面接
併願： 国・数・英・理・社（マークシート）

単願： 1/26～28
併願： 1/26～3/15

普通科245名 （男女） ネット 11/15～12/16 1/9 1/13 国・英・数（マークシート）・奨学生BⅠ・BⅡのみ面接 1/20～21

普通科290名 （男女） ネット 11/15～12/16, 1/5～6 1/15 1/24 国・英・数（マークシート）
単願： 1/27～28
併願： 1/27～3/16

1/9 1/12 面接のみ 1/28

1/17 1/24
単願： 国・選択(数・英)・面接
併願： 国・数・英・面接

単願: 1/28
併願: （県外3/12・県内3/18）

11/20～1/7 1/9 1/11 国・数・英(同時配布)・面接(集団) 1/11, 12

第1回 11/20～1/13　 1/15 1/17 国・数・英または国・数・英・理・社(選択)
アドミッション方式と帰国生方式は面接あり

1/17～18  (併願延納3/16まで)

第2回 11/20～1/18 1/20 1/21 国・数・英または国・数・英・理・社(選択) 1/21～22  (併願延納3/16まで)

普通科290名 （男女） 12/15～17 1/9 1/13 国・数・英（記述式）・面接 1/28

普通科310名 （男女）
12/15～17
1/9

1/18 1/26 国・数・英・社・理（記述式）
単願： 1/28
併願： 1/31～3/15

1/9 1/12

普通科：〈一般推薦〉 英・国・数から1科目選択・面接
　　　　　〈探究型推薦〉小論文・面接
　　　　　〈陸上推薦〉書類選考・面接
　　　　　〈吹奏楽推薦〉楽器演奏・面接
音楽科： 実技・面接

1/13～22

①1/15
②1/20

1/22
普通科： 英・国・数（記述式）
音楽科： 英・国・数（記述式）・実技

単願：1/24～2/5
併願：1/24～3/15

普通科15名 （男女） 12/3～10 1/9 1/10 面接のみ 1/11

10/29～11/16
11/25～12/2

11/27
12/18

11/29
12/21

面接・英語・日本語エッセイ 2/26まで

1/6～13 1/22 1/25 国語・英語（リスニング含む）・数学 3/15まで

9/17～10/15 11/21 11/29
面接・日本語エッセイ・英語・数学
又は　面接・国語・英語・数学

11/30まで

11/25～12/2 12/11 12/14 面接・日本語エッセイ・英語・数学 12/15まで

1/6～13 1/22 1/25 面接・国語・英語・数学 3/15まで

1/9 1/12 課題作文・面接(S推薦については英語応対を含む) 1/26・27

1/17 1/25 国・数・英(リスニング有)・社・理(記述式)
単願: 1/26・27
併願: 1/26～3/16

12/13～25 1/9 1/14 1/26

①12/13～25, 1/4～19
②1/24～2/5

  ①1/23
  ②2/12

 ①1/28
 ②2/16

単願: ①2/5  ②2/22
併願: 3/16まで

学校名（通信制） 出願期間 試験日 合格発表日 試験科目 入学手続き日 入試関係HP

前期 12/6～4/14 前期　1/17～4/15

後期 8/1～9/26 後期　8/1～9/27

翔洋学園高等学校 普通科1,050名 （男女） 12/16～4/11 1/16～随時 選考後
10日以内

書類選考・必要に応じて面接 履修登録後10日以内 翔洋学園高等学校
入試情報

水戸平成学園高等学校 普通科400名 （男女） 12/6～4/15 1/11～随時 選考日より
1週間以内

書類選考・筆記試験（国・数・英）
面接試験（保護者同伴）

合格通知到着後1週間以内 水戸平成学園高等学校
入試情報

4月入学　12/17～4/8 4月入学　1/16～随時

10月入学　8/1～9/25 10月入学　8/1～随時

12/1～ 1/9 書類選考・作文・面接（推薦書不要）

12/20～

一般(単・併)・進学
1/22・2/12・2/26・3/12
　
(3/14以降随時)
特進  2/12または 2/26

一般(単・併)・進学： 書類選考・作文・面接
特進： 筆記試験(国・数・英)・面接

①食物調理のみ
　単願：11/24～12/3

①12/4 ①12/7 ①12/14

②12/6～1/14
③1/11～2/18
④2/14～3/11
⑤3/16～25

②1/15
③2/19
④3/12
⑤3/26

②1/18
③2/22
④3/15
⑤3/28

②1/25
③3/2
④3/18
⑤3/31

土浦日本大学高等学校 普通科160名（男女） 12/6～ 1/17～随時
選考日より
1週間以内

書類選考・作文試験・面接試験 合格通知到着後1週間以内 土浦日本大学高等学校
入試情報

晃陽学園高等学校 一般 普通科340名 （男女） 国・数・英・面接 晃陽学園高等学校
入試情報

一般

鹿島学園高等学校
入試情報

つくば開成高等学校

推薦

普通科1,200名 （男女）
試験日後
5日以内

履修相談後10日以内 つくば開成高等学校
入試情報

一般

合格通知到着後1週間以内 明秀学園日立高等学校
入試情報

一般

一般

鹿島学園高等学校 一般 普通科2,000名 （男女） 選考日より
2週間以内

書類選考・面接 合格通知到着後10日以内

募集定員

明秀学園日立高等学校 一般 普通科1,080名 （男女） 試験後
1週間以内

書類選考・面接

青丘学院つくば高等学校

推薦

普通科100名 （男女） 国・数・英・面接（受験生・保護者）
青丘学院つくば高等学校
入試情報一般

つくば秀英高等学校

推薦

普通科280名 （男女）
登録期間 11/1～12/22
窓口受付 12/15～22
郵送受付 12/22必着

つくば秀英高等学校
入試情報

一般

茗溪学園高等学校

推薦

茗溪学園高等学校
入試情報

帰国生

普通科25名 （男女）
（帰国生・IBは一般に含む）

一般

IB

常総学院高等学校
推薦

常総学院高等学校
入試情報一般

聖徳大学附属
取手聖徳女子高等学校

推薦

普通科60名
音楽科10名  （女）

出願登録期間  11/1～12/23
窓口　12/8・9
郵送  12/8～24 必着

聖徳大学附属
取手聖徳女子高等学校
入試情報

一般

一般

江戸川学園取手高等学校

推薦

普通科140名 （男女）
江戸川学園取手
高等学校　入試情報一

般

一般

東洋大学附属牛久高等学校

推薦
東洋大学附属牛久
高等学校　入試情報

一般

愛国学園大学附属
龍ケ崎高等学校

推薦

普通科120名 （女）
出願登録期間 11/15～12/16
窓口 12/16～17
郵送 12/17 消印有効

愛国学園大学附属龍ケ崎
高等学校　入試情報

霞ヶ浦高等学校

推薦

普通科480名（男女）
霞ヶ浦高等学校
入試情報

一般

土浦日本大学高等学校

推薦

普通科630名 （男女）

出願登録期間　12/4～15
窓口受付　12/16～17・1/8
　　　　　　 　（1/8は一般のみ）
郵送受付　12/16～22 必着

土浦日本大学高等学校
入試情報

つくば国際大学東風高等学校
推薦

普通科200名 （男女）
WEB出願登録　11／1～
願書1次受付　12／14～17
願書2次受付　1／14（一般のみ）

つくば国際大学東風
高等学校　入試情報一般

一般

つくば国際大学高等学校

推薦

普通科240名 （男女）
つくば国際大学高等学校
入試情報一般

鹿島学園高等学校

推薦

普通科240名 （男女）
鹿島学園高等学校
入試情報一般

岩瀬日本大学高等学校

推薦

普通科200名 （男女）
登録期間　11/1～12/6
出願期間　12/6～9

岩瀬日本大学高等学校
入試情報

清真学園高等学校

推薦

普通科40名 （男女） 英（リスニング有）・数・国 清真学園高等学校
入試情報

一般

水戸葵陵高等学校

推薦

普通科280名　（男女）
（推薦は定員内)

水戸葵陵高等学校
入試情報一般

英(リスニング有)・国・数・社・理(記述式)
一般・チャレンジ単願: 2/8～9
一般・チャレンジ単願切替: 2/8～3/11
一般・チャレンジ併願: 3/14～15チャレンジ

水城高等学校

推薦

普通科640名 （男女）
国・数・英（マークシート方式）

水城高等学校
入試日程一般 単願： 2/3

併願： 2/3～3/15一般(再)

水戸女子高等学校

推薦

普通科100名
商業科20名　　（女）

水戸女子高等学校
入試情報

一般

水戸啓明高等学校

推薦

普通科260名　商業科40名
（推薦は定員内）（男女）

水戸啓明高等学校
入試情報一

般

常磐大学高等学校
推薦

普通科400名 （男女）
（推薦は定員内）

常磐大学高等学校
入試情報一般

茨城高等学校

推薦
普通科約80名 （男女）
（推薦・国際教養コースを含む）

茨城高等学校
入試情報

一般

大成女子高等学校

推薦
大成女子高等学校
入試情報一

般
募集定員内  （女）

1/28～3/15
（1/29以外の土日祝除く）

茨城キリスト教学園高等学校
推薦 普通科200名 （男女）

（推薦は定員内）
推薦・一般単願: 1/27～28
一般併願: 2/1～3/15

茨城キリスト教学園
高等学校　入試情報

一般

令和４年度　　私立高等学校入試日程一覧

募集定員

明秀学園日立高等学校

推薦

普通科360名 （男女）
明秀学園日立高等学校
入試情報

一般

追試験
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