
       令和4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 願書受付期間 試験日
合格

発表日
試験科目 入学手続日 入試関係HP

茨城キリスト教学園中学校 単願 単願　　　　　　　　 約50名 Web　11/7～11/11 11/26 12/1 国・算・個人面接 12/2～5

一般 一般Ａ　　　　　　  約10名 Web　11/7～11/11 11/26 12/1 国・算・理・社 12/2～24

一般Ｂ Web　11/28～12/2 12/10 12/16 国・算 12/17～24・1/10～20

適性検査型 適性検査Ⅰ・Ⅱ・集団面接

一般Ｃ　　　　 　　 約10名 Web　1/7～1/12 1/21 1/24 国・算 1/25～28

合計 90名（男・女）
茨城中学校 A方式　　　専願 12/3 専願　　  国・算・社・理

　　　　　　　一般 一般　　  国・算・社・理
　　　　　　　帰国生　 若干名 帰国生　 国・算・面接

B方式　　　一般　　　約20名 12/4 一般　　　適性Ⅰ・適性Ⅱ・面接

第2回 A方式　　　一般 一般　　　国・算・社・理
　　　　　　帰国生 　　あわせて約30名 帰国生 　国・算・面接

B方式　　　一般 一般　　　適性Ⅰ・適性Ⅱ

合計 160名（男・女）
水戸英宏中学校 専願Ａ 11/19 11/24 適性検査Ⅰ・Ⅱ 12/2まで

集団面接
専願Ｂ 11/27 11/30 国・算・社・理 12/2まで

専願Ｃ 郵送　12/13～20 1/4 1/6 国・算 1/13まで
窓口　12/20～21 または適性検査Ⅰ・Ⅱ、集団面接

専願Ｄ 郵送　1/16～23 1/28 1/31 作文・算数 2/3まで
　　　　　　　　　　　　募集定員内 窓口　1/25～27

推薦B 郵送　11/7～14 11/27 11/30 国・算・個人面接 12/2まで
　 窓口　11/14～15

一般 一般Ａ 11/19 11/24 適性検査Ⅰ・Ⅱ 2/7まで
集団面接

一般Ｂ 11/27 11/30 国・算・社・理 12/9まで （延納　2/7まで）

一般Ｃ 郵送　12/13～20 1/4 1/6 国・算 2/7まで    
                              窓口　12/20～21 または適性検査Ⅰ・Ⅱ、集団面接

一般Ｄ　　　　　                           郵送　1/16～23 1/28 1/31 作文・算数 2/7まで　  
窓口　1/25～27

合計 80名（男・女）

清真学園中学校 前期 前期　　　　　　　　140名（男・女） 郵送・窓口 11/26～11/30 1/6 1/8 国・理・社・算 1/13まで

後期 後期　　　　　　　 若干名（男・女） 郵送・窓口 1/26～1/27

合計 140名（男・女）

江戸川学園取手中学校 帰国生 若干名 WEB　11/1～18 11/19 11/22 3科目（国・算・英)・個別面接(10分） 11/22～24 （延納　2/5まで）

一般 適性型      　　　　　 30名 WEB　11/1～12/16 12/17 12/20 適性AB・英（リスニングのみ　20分）・質問シート（10分） 12/20～21 （延納　2/5まで）

第1回　　　　　       180名 WEB　11/21～1/16 1/17 1/18 1/18～19 （延納　2/5まで）

第2回　　　　　　      60名 WEB　11/21～1/24 1/25 1/27 1/27～1/28（延納　2/5まで）

第3回　　　　　　      30名 WEB　11/21～2/4 2/5 2/6 2/6～7

合計 300名（男・女）

土浦日本大学中等教育学校 ＩＣＡＰ　　　   　　　     　  　10名 8/1～17 10/1 10/28 パフォーマンス課題・面接 10/28～11/4

ＡＣＥ　　　　　　　　　　　     10名 10/18～11/1 11/5 11/8 リスニング主体の英語筆記問題・英語面接 11/8～11

ＩＣＬ　　                         60名 11/16～11/30 12/3 12/6 総合学力試験・面接 12/6～9
一般 ＩＳＡＴ　　 　    　         　  20名 11/23～12/7 12/10 12/16 ＩＳＡＴⅠ型・Ⅱ型・模擬面接（グループ） 12/16～26 （延納　1/31まで）

ＫＢＴ　                         30名 12/2～22 1/6 1/8 国・算・社・理 1/8～16　（延納　2/6まで）

ＫＢＴ特待・帰国国際生  若干名 12/16～1/19 1/23 1/25 国・算・社・理 1/25～2/6

(帰国生は英・本人および保護者面接か国・算・面接の選択)

合計 140名（男・女） CSATの10名含む

東洋大学附属牛久中学校 単願 専願入試　　　　                 　30名 11/2～11/30 12/3 12/8 国・算・理社・面接 12/9～12/20
一般 適性検査型入試 11/1～11/17 11/20(午前） 11/24 適性検査型Ⅰ・Ⅱ・グループ面接 11/25～12/2　（延納　1/21まで）

11/1～11/17 11/20(午後） 11/24 課題作文（日本語） 11/25～12/2　（延納　2/3まで）
英語リスニング・スピーキング・面接

①12/1～12/19 1/5 1/11 1/12～1/17　（延納　2/3まで）
②1/11～1/19 1/22 1/25 1/26～2/3　（延納　2/3まで）

総合型入試 1/20～2/6 2/9 2/14 国社・算理・面接 2/15～2/16

合計 60名（男・女）
常総学院中学校 推薦 推薦・専願　　　　    70名 11/1～12/7 12/10 12/13 国・算・面接 12/19

※英検4級以上取得者は算・面接が選択可
一般 適性検査型入試 　　40名 11/1～11/28 12/3 12/7 適性検査Ⅰ・Ⅱ・グループ面接 2/6

第1回　　　　　　      40名 11/14～12/23 1/7 1/11 国・算・社・理 1/16 （延納　2/6まで）

第2回　                10名 1/11～1/24 1/26 1/28 国・算・社・理　または　国・算 2/6

合計 160名（男・女）
茗溪学園中学校 ＡＣ 国際生Ａ方式 面接11/5 面接（本人・保護者同伴）・国・算・英語エッセイ

国際生 国際生Ｂ方式 又は11/12 面接（本人・保護者同伴）・国・算
特別選抜 　　　　　　　　25名※1 筆記11/19
ＡＣ 推薦（専願）　　30名※2 面接12/3 面接（本人・寮生/国際生は保護者同伴あり）・国・算
第１回 国際生Ｂ方式　　※2に含む 又は12/10 面接（本人・保護者同伴）・国・算

筆記12/17
ＡＣ 国際生Ａ方式　　※1に含む 面接（本人・保護者同伴）・国・算・英語エッセイ
第２回 国際生Ｂ方式　　※3に含む 面接（本人・保護者同伴）・国・算

一般４科　　　　35名※3 国・算・社・理（寮生/国際生は本人・保護者同伴面接あり）
ＡＣ 一般総合　　　　 5名 1/6～13 1/24 総合学力（寮生/国際生は本人・保護者同伴面接あり） 2/5まで
第３回

ＭＧ 国際生Ａ方式　　※1に含む 面接11/5 面接（本人・保護者同伴）・英語エッセイ・日本語エッセイ
国際生 国際生Ｂ方式　　※1に含む 又は11/12 面接（本人・保護者同伴）・国・算
特別選抜 筆記11/19
ＭＧ 推薦（専願）　　65名※4 面接12/3 面接（本人・寮生/国際生は保護者同伴あり）・国・算
第１回 国際生Ｂ方式　　※4に含む 又は12/10 面接（本人・保護者同伴）・国・算

筆記12/17
ＭＧ 国際生Ａ方式　　※1に含む 面接（本人・保護者同伴）・英語エッセイ・日本語エッセイ
第２回 国際生Ｂ方式　　※5に含む 面接（本人・保護者同伴）・国・算

一般４科　　　　55名※5 国・算・社・理（寮生/国際生は本人・保護者同伴面接あり）
ＭＧ 一般総合　　　　10名 1/6～13 1/24 総合学力（寮生/国際生は本人・保護者同伴面接あり） 2/5まで
第３回
合計 225名（男・女）

青丘学院つくば中学校 推薦 推薦　   郵送・窓口 12/12～24 1/9 1/13 国・算・面接(受験生・保護者） 1/24
一般 第1回 郵送・窓口 12/12～24・1/4～14 1/21 1/26 単願　2/7まで　　併願　3/16まで

第2回 郵送・窓口 1/27～2/2 2/4 2/9 単願　2/18まで　併願　3/16まで

合計 100名（男・女）

開智望中等教育学校 単願 専願型入試　　　　　　　　　　　　１０名程度 11/1～12/9 12/10 12/10 国・算・面接  帰国生は口頭試問(英語) 12/16まで

一般 適性検査型入試　　　　　　　　　１５名程度 11/1～12/16 12/17 12/21 適性検査Ⅰ・適性検査Ⅱ　グループ面接

開智併願型入試　　　　　　　　　１５名程度 12/1～1/14 1/15 1/15 国・算・理・社

第１回入試　　　　 　　　　　　　　１０名程度 12/1～1/16 1/17 1/17 国・算または国・算・理・社　帰国生は口頭試問(英語)

第２回入試                           若干名 12/1～2/4 2/5 2/5 国・算または国・算・理・社

帰国生 帰国生入試                          若干名

合計 ６０名（男・女）

令和５年度　　私立中学校・中等教育学校入試日程一覧

募集定員

茨城キリスト教学園
中学校　入試情報

第1回 WEB　10/17～11/26 12/9 12/12～13

茨城中学校
入試情報WEB　12/9～1/25 1/29 2/3 2/6～7

水戸英宏中学校
入試情報

推薦

郵送　11/7～14
窓口　11/14～15

専願 郵送　11/7～14
窓口　11/14～15

江戸川学園取手
中学校　入試情報

単願

一般入試（①～③よりいずれか選択）
①5科目型(国・算・理・社・英リスニングのみ　20分）
②英語型（国・算・英）
　　※出願時に英語学習履歴書のWEB入力が必要
③適性型（12/17・1/25）適性AB・英(リスニングのみ
　　　　　　　20分)・質問シート(10分）

清真学園中学校
入試情報

2/4 2/6 国（作文）・算・発想力テスト 2/9まで

土浦日本大学
中等教育学校
入試情報

東洋大学附属牛久
中学校　入試日程

英語特別入試　       一般合計30名

一般入試
国・算・理社・面接

常総学院中学校
入試情報

面接1/14
筆記1/21

10/7～21 11/28 12/21まで

茗溪学園中学校
入試情報

11/11～29 12/20 12/21まで

12/2～21 面接12/17
又は12/23
筆記1/8

1/11 1/12まで
（延納手続者のみ2/5まで）

面接1/14
筆記1/21

10/7～21 11/28 12/21まで

11/11～29 12/20 12/21まで

12/2～21 面接12/17
又は12/23
筆記1/8

1/11 1/12まで
（延納手続者のみ2/5まで）

青丘学院つくば
中学校　入試情報

開智望中等教育学校
入試情報

2/10まで

11/5～11/20 11/23 11/23

国・算・面接(受験生・保護者）

英語ｴｯｾｲﾗｲﾃｨﾝｸﾞ・国・算・口頭試問・面接（英･日）

あわせて110あわせて約110名

あわせて約20名
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