
試験日 曜日 大学名 入試方式 実施学部学科 出願期間 合格発表

獨協大学 一般A方式 全学部 1/4〜1/20 2/10

千葉工業大学 一般A日程 全学部 12/21〜1/25 2/7

専修大学  一般スカラシップ 全学部 1/5〜1/24 2/10

大正大学 一般前期 全学部 1/6〜1/26 2/10

帝京大学 一般Ⅰ期
<薬>　<経済>　<法>　<文>　<外国語>　<教育>　<理工>機械・精密シス
テム工、航空宇宙工（航空宇宙工学コース）、情報電子工、バイオサイ
エンス　<医療技術>　<福岡医療技術>

1/4〜1/24 2/7

帝京大学 一般Ⅰ期（一次選考） <理工>航空宇宙工（ヘリパイロットコース） 1/4〜1/24 2/7

帝京大学短期大学 一般Ⅰ期 全学科 1/4〜1/24 2/7

獨協大学 一般B方式 全学部 1/4〜1/20 2/10

千葉工業大学 一般A日程 全学部 12/21〜1/25 2/7

國學院大學 一般A日程　3教科型 全学部 1/4～1/20 2/14

大正大学 一般前期 全学部 1/6〜1/26 2/10

東海大学 文系・理系学部統一
<文>　<観光>　<政治経済>　<法>　<教養>　<海洋>　<健康科>　<経営
>　<国際文化>　<理>　<情報理工>　<工>　<情報通信>　<基盤工>　<
農>　<生物>

1/4〜1/23 2/12

東海大学 一般（A方式) 第一次選考 <医> 1/4〜1/23 2/6

帝京大学 一般Ⅰ期
<薬>　<経済>　<法>　<文>　<外国語>　<教育>　<理工>機械・精密シス
テム工、航空宇宙工（航空宇宙工学コース）、情報電子工、バイオサイ
エンス　<医療技術>　<福岡医療技術>

1/4〜1/24 2/7

帝京大学 一般Ⅰ期（一次選考） <理工>航空宇宙工（ヘリパイロットコース） 1/4〜1/24 2/7

常磐大学 一般Ⅰ期 <人間科学>　<総合政策> 1/6〜1/25 2/13

千葉工業大学 一般A日程 全学部 12/21〜1/25 2/7

亜細亜大学 一般
<経営>ホスピタリティ・マネジメント　<法>法律　<都市創造>都市
創造 1/5〜1/26 2/10

國學院大學 一般A日程得意科目重視型 全学部 1/4～1/20 2/14

創価大学 全学統一（3科目方式） 全学部 12/20〜1/19 2/13

創価大学 全学統一（2科目方式） <経済>　<経営>　<法>　<文>　<教育>　<理工> 12/20〜1/19 2/13

大正大学 一般前期 全学部 1/6〜1/26 2/10

東海大学 一般（A方式) 第一次選考 <医> 1/4〜1/23 2/6

帝京大学 一般（二次選考） <医> 1/4〜1/23 2/7

亜細亜大学 一般 <経営>経営　<国際関係>国際関係 1/5〜1/26 2/10

駒澤大学 全学部統一日程 全学部　※医療健康科学部を除く 1/4〜1/27 2/11

國學院大學 一般A日程学部学科特色型 全学部 1/4～1/20 2/14

清泉女子大学 一般入試（２月） <文> 1/4〜1/24 2/13

帝京大学 一般（二次選考） <医> 1/4〜1/23 2/7

目白大学 一般A日程 全学部 1/5〜1/26 2/9

亜細亜大学 一般 <経営>経済　<国際関係>多文化コミュニケーション 1/5〜1/26 2/10

駒澤大学 一般Ｔ方式
<文>心理　<経済>商　<法>法律(フレックスA)　<医療健康科>　<
グローバル・メディア・スタディーズ> 1/4〜1/27 2/13

駒澤大学 一般S方式 <仏> 1/4〜1/27 2/13

明治大学 全学部統一 <法>　<商> 1/4〜1/20 2/13

明治大学 全学部統一 <政治経済> 1/4〜1/20 2/14

明治大学 全学部統一 <文>　<農> 1/4〜1/20 2/12

明治大学 全学部統一 <理工>　<情報コミュニケーション> 1/4〜1/20 2/15

明治大学 全学部統一 <経営> 1/4〜1/20 2/17

明治大学 全学部統一 <国際日本> 1/4〜1/20 2/16

明治大学 全学部統一 <総合数理> 1/4〜1/20 2/11

田園調布学園大学 一般入試B日程 全学部 1/6〜1/31 2/8

関東学院大学 一般前期 3科目型/2科目判定型
<国際文化>　<社会>　<法>　<経済>　<経営>　<理工>　<建築・
環境>　<人間共生>　<教育>　<栄養>　<看護> 1/6〜1/26 2/16

2/3 金

2/4 土

2/5 日

2/1 水

2/2 木



試験日 曜日 大学名 入試方式 実施学部学科 出願期間 合格発表

駒澤大学 一般Ｔ方式 <仏教>　<文>地理　<経済>経済　<法>政治 1/4〜1/27 2/13

駒澤大学 一般S方式 <医療健康科>　<グローバル・メディア・スタディーズ> 1/4〜1/27 2/13

清泉女子大学 一般入試（２月） <文> 1/4〜1/24 2/13

立教大学 一般 全学部日程 全学部 1/5〜1/24 2/20

関東学院大学 一般前期 3科目型/2科目判定型
<国際文化>　<社会>　<法>　<経済>　<経営>　<理工>　<建築・
環境>　<人間共生>　<教育>　<栄養>　<看護> 1/6〜1/26 2/16

駒澤大学 一般Ｔ方式 <文>国文　<経済>現代応用経済　<経営>経営 1/4〜1/27 2/15

駒澤大学 一般S方式 <文>歴史 1/4〜1/27 2/15

創価大学 一般 <経済>　<法>　<教育> 12/20〜1/19 2/18

東海大学 一般（A方式)
<観光>　<政治経済>　<法>　<教養>　<健康科>　<経営>　<国際文化>
<理>　<工>　<教養>　<海洋>　<体育>　※学科により実施しない場合が
あります

1/4〜1/29 2/19

明治大学 一般 <理工> 1/4〜1/27 2/15

関東学院大学 一般前期 3科目型/2科目判定型
<国際文化>　<社会>　<法>　<経済>　<経営>　<理工>　<建築・
環境>　<人間共生>　<教育>　<栄養>　<看護> 1/6〜1/26 2/16

駒澤大学 一般Ｔ方式 <文>英米文、歴史、社会　<経営>市場戦略 1/4〜1/27 2/15

駒澤大学 一般S方式 <文>国文　<経営>市場戦略 1/4〜1/27 2/15

創価大学 一般 <経営>　<文>　<国際教養> 12/20〜1/19 2/18

東海大学 一般（A方式)
<観光>　<政治経済>　<法>　<教養>　<健康科>　<経営>　<国際文化>
<理>　<工>　<教養>　<海洋>　<体育>　※学科により実施しない場合が
あります

1/4〜1/29 2/19

明治大学 一般 <情報コミュニケーション> 1/4〜1/27 2/15

立教大学 一般 個別学部日程 <異文化コミュニケーション>　<経済>経済政策　<法> 1/5〜1/24 2/21

専修大学 一般前期（一部）A方式、AS方式 <法>政治　<文>日本文学文化、歴史　<人間科学>心理 1/5〜2/3 2/20

専修大学 一般前期（一部）A方式 <経営>経営　<文>英語英米文 1/5〜2/3 2/17

専修大学 一般前期（一部）A方式、AS方式 <商>会計 1/5〜2/3 2/21

創価大学 一般 <理工>　<看護> 12/20〜1/19 2/18

東海大学 一般（A方式)
<観光>　<政治経済>　<法>　<教養>　<健康科>　<経営>　<国際文化>
<理>　<工>　<教養>　<海洋>　<体育>　※学科により実施しない場合が
あります

1/4〜1/29 2/19

明治大学 一般 <国際日本> 1/4〜1/27 2/16

立教大学 一般 個別学部日程 <理> 1/5〜1/24 2/21

中央大学 統一 <法>　<経済>　<商>　<文>　<総合政策> 1/5〜1/24 2/19

専修大学 一般前期（一部）A方式、AS方式 <経済>経済　<ネットワーク情報> 1/5〜2/3 2/21

専修大学 一般前期（一部）C方式 <経済>国際経済 1/5〜2/3 2/21

専修大学 一般前期（一部）A方式、AS方式 <法>法律 1/5〜2/3 2/20

専修大学 一般前期（一部）B方式 <商>マーケティング 1/5〜2/3 2/21

専修大学 一般前期（一部）A方式 <文>日本語、環境地理 1/5〜2/3 2/20

専修大学 一般前期（一部）D方式 <文>日本文学文化 1/5〜2/3 2/20

東海大学 一般（A方式)
<文>　<情報理工>　<情報通信>　<海洋>　<基盤理工>　<農>　<
生物>　※学科により実施しない場合があります 1/4〜1/29 2/20

明治大学 一般 <経営> 1/4〜1/27 2/17

中央大学 一般、英語外部検定試験利用 <文> 1/5〜1/24 2/19

城西大学 一般B日程 <理学部>数学科 1/18〜2/2 2/17

東海大学 一般（A方式)
<文>　<情報理工>　<情報通信>　<海洋>　<基盤理工>　<農>　<
生物>　※学科により実施しない場合があります 1/4〜1/29 2/20

東海大学 一般（A方式) 第二次選考 <医> 1/4〜1/23 2/18

明治大学 一般 <政治経済> 1/4〜1/27 2/18

立教大学 一般 個別学部日程 <文> 1/5〜1/24 2/21

中央大学 一般 <商>会計、商業・貿易 1/5〜1/24 2/21

2/9 木

2/10 金

2/11 土

2/6 月

2/7 火

2/8 水



試験日 曜日 大学名 入試方式 実施学部学科 出願期間 合格発表

城西大学 一般B日程 <経済>　<現代政策>　<マネジメント総合>　<理>数　<薬> 1/18〜2/2 2/17

城西短期大学 一般B日程 ビジネス総合学科 1/18〜2/2 2/17

専修大学 全学部統一
<法>　<文>日本語、日本文学文化、歴史、環境地理　<人間科
学>心理 1/5〜2/3 2/20

専修大学 全学部統一
<経済>　<経営>　<商>　<文>英語英米文、哲、人文ジャーナリ
ズム　<人間科学>社会　<ネットワーク情報> 1/5〜2/3 2/21

東海大学 一般（A方式)
<文>　<情報理工>　<情報通信>　<海洋>　<基盤理工>　<農>　<
生物>　※学科により実施しない場合があります 1/4〜1/29 2/20

東海大学 一般（A方式) 第二次選考 <医> 1/4〜1/23 2/18

立教大学 一般 個別学部日程
<経営>　<観光>交流文化　<コミュニティ福祉>コミュニティ政策
<現代心理>心理 1/5〜1/24 2/22

中央大学 一般 〈法〉法律学科、国際企業関係法学科 1/5〜1/24 2/22

専修大学 一般前期（一部）A方式、AS方式 <経済>国際経済　<商>マーケティング 1/5〜2/3 2/21

専修大学 一般前期（一部）B方式 <経営>　<商>会計 1/5〜2/3 2/21

専修大学 一般前期（一部）E方式 <文>英語英米文 1/5〜2/3 2/21

専修大学 一般前期（一部）A方式 <文>哲、人文・ジャーナリズム　<人間科学>社会 1/5〜2/3 2/21

専修大学 一般前期（一部）F方式 <ネットワーク情報> 1/5〜2/3 2/21

明治大学 一般 <文> 1/4～2/2 2/20

立教大学 一般 個別学部日程
<経済>経済、会計ファイナンス　<観光>観光　<コミュニティ福祉
>スポーツウェルネス 1/5〜1/24 2/22

田園調布学園大学 AOⅥ期 全学部 1/6〜2/7 2/15

中央大学 一般 〈法〉政治学科〈商〉経営、金融 1/5〜1/24 2/22

亜細亜大学 全額統一：中期 全学部 1/16〜2/3 2/18

駒沢女子大学 一般B日程 全学部 1/31〜2/7 2/21

明治大学 一般 <法> 1/4〜2/2 2/21

立教大学 一般 個別学部日程 <社会>　<コミュニティ福祉>福祉　<現代心理>映像身体 1/5〜1/24 2/22

中央大学 一般、英語外部検定試験利用 <経済>経済、経済情報システム、公共・環境経済 1/5〜1/24 2/24

明治大学 一般 <農> 1/4〜2/2 2/22

中央大学 一般、英語外部検定試験利用 <経済>経済、国際経済 1/5〜1/24 2/24

中央大学 一般 <理工> 1/5〜1/24 2/25

駒沢女子大学 AO併願型:Ⅲ期① <人文> 2/7〜2/14 2/17

明治大学 一般 <商> 1/4〜2/2 2/24

中央大学 一般、英語外部検定試験利用 <総合政策> 1/5〜1/24 2/26

千葉工業大学 一般B日程 全学部 1/26〜2/12 2/21

明治大学 一般 <総合数理> 1/4〜2/2 2/25

つくば国際大学 一般2期 <医療保健> 1/27〜2/14 2/24

城西大学 一般C日程 <経済>　<現代政策>　<経営>　<薬>薬、薬科 2/2〜2/13 2/24

城西短期大学 一般C日程 ビジネス総合学科 2/2〜2/13 2/24

城西短期大学 AO 7回 ビジネス総合学科
2/6～2/15（面接審

査）
2/25（発
送日）

千葉工業大学 一般B日程 全学部 1/26〜2/12 2/21

2/19 日 目白大学 一般B日程 全学部 2/1〜2/14 2/25

帝京大学 一般Ⅱ期
<薬>　<経済>　<法>　<文>　<外国語>　<教育>　<理工>機械・精密シス
テム工、航空宇宙工（航空宇宙工学コース）、情報電子工、バイオサイ
エンス　<医療技術>　<福岡医療技術>

2/1〜2/14 2/28

帝京大学 一般Ⅱ期（一次選考） <理工>航空宇宙工（ヘリパイロットコース） 2/1〜2/14 2/28

帝京大学 一般Ⅱ期
<薬>　<経済>　<法>　<文>　<外国語>　<教育>　<理工>機械・精密シス
テム工、航空宇宙工（航空宇宙工学コース）、情報電子工、バイオサイ
エンス　<医療技術>　<福岡医療技術>

2/1〜2/14 2/28

帝京大学 一般Ⅱ期（一次選考） <理工>航空宇宙工（ヘリパイロットコース） 2/1〜2/14 2/28

帝京短期大学 一般Ⅱ期 全学科 2/1〜2/14 2/28

帝京大学短期大学 一般Ⅱ期 全学科 2/1〜2/14 2/28

2/18 土

2/21 火

2/22 水

2/15 水

2/16 木

2/17 金

2/12 日

2/13 月

2/14 火



試験日 曜日 大学名 入試方式 実施学部学科 出願期間 合格発表

駒沢女子大学 AO併願型:Ⅲ期② <人文> 2/15〜2/21 2/24

帝京大学 一般Ⅱ期
<薬>　<経済>　<法>　<文>　<外国語>　<教育>　<理工>機械・精密シス
テム工、航空宇宙工（航空宇宙工学コース）、情報電子工、バイオサイ
エンス　<医療技術>　<福岡医療技術>

2/1〜2/14 2/28

帝京大学 一般Ⅰ期（二次選考） <理工>航空宇宙工（ヘリパイロットコース） 2/17
（書類提出締切日）

2/28

帝京大学 一般Ⅱ期（一次選考） <理工>航空宇宙工（ヘリパイロットコース） 2/1〜2/14 2/28

東京工科大学 一般入試B日程 全学部 2/6〜2/15 3/6

獨協大学 一般C方式 全学部 1/4〜2/17 3/4

亜細亜大学 全額統一：後期 全学部 2/8〜2/16 3/1

城西国際大学 一般C日程 全学部 2/9〜2/21 3/3

2/27 月 國學院大學 一般B日程 全学部 1/4～2/20 3/6

専修大学 一般後期 全学部 2/15〜2/23 3/8

大正大学 一般後期 高得点2科目方式 全学部 2/6〜2/22 3/6

東海大学 一般（B方式)
<国際文化>　<情報通信>　<観光>　<法>　<理>　<工>航空宇宙学科航
空操縦学専攻を除く　<海洋>　<基盤工>　<生物>　<文>　<政治経済>
<教養>　<情報理工>　<健康科>　<経営>　<農>

2/5〜2/21 3/7

2/23 木

2/25 土

2/28 火


