
首都圏特別入試例 / 令和3年度以降の出願資格・加点例 
各大学の入試要項より抜粋 （2019年11月 株式会社Arte 調べ） 
※ 入試名等の各呼称は各大学の入試要項に基づいて記載しているため、表記ブレあり。 
※ 随時変更の可能性があるため、詳細は各大学の要項を参照のこと。 

2020年時点「一般入試」での外部試験採用例は以下を参照 
・「大学受験パスナビ : 2020年 一般入試 外部検定 利用一覧 国公立大学編」https://passnavi.evidus.com/gaibukentei/08.html 

・「大学受験パスナビ : 2020年 一般入試 外部検定 利用一覧 私立大学編」 https://passnavi.evidus.com/gaibukentei/09.html 

大学名 学部名 学科名 入試名 出願資格 選考方法 出願期間（2020）
千葉大学 教育 AO（方式Ⅰ） 書類審査・適性検査・面接・大学入試センター試

験 国語、地歴公民、 数学ⅠAⅡB、理科基礎2科目、
理科、外国語 いずれか3科目で70%

9/2～9/5

工 物質科学コース AO（方式Ⅰ） 理科に関する実験・調査活動・クラブ活動などを通して優
れた自由研究をおこなった者

審査制度のある自然科学ならびに工学系のコンテストやコ
ンクールなどで優れた成果を発表した者

面接（実績に基づく研究発表）・大学入試センタ
ー試験 数学1A2B、物理、化学、外国語の合計で

70%

11月初旬

AO（方式Ⅱ） 高校生を対象とした個人研究で、著名な国際科学コンクー
ルの日本代表又はそれに準ずる成績をおさめた者

面接（実績に基づく研究発表）

全学部 一般入試

（令和3年度以降）

令和3年度以降 出願資格 
英検 1700以上 / GTEC 690以上 / TEAP 135以上

埼玉大学 教育 推薦入試 面接と、学科により実技試験や小論文、センター
試験などから点数評価

11/1～11/7

東京学芸大学 教育 推薦入試 評定平均が3.8以上～4.3以上（学科によって異なる） 小論文・面接・（学科により実技） 11/1～11/6
一般入試

（令和3年度以降）

大学入学共通テスト「英語」を160点満点に換算し、資
格・検定試験を40点満点とする


英検 40点: 2300以上 / 30点: 1950以上 / 15点: 1700以上 
GTEC 40点: 1190以上 / 30点: 960以上 / 15点: 690以上 

TEAP 40点: 309以上 / 30点: 225以上 / 15点: 135以上
慶應義塾大学 文 自己推薦 評定平均4.1以上 調査書・評価書・自己推薦書・総合考査Ⅰ（小論

文）・総合考査Ⅱ（所与のテーマに基づいて記述）
10/15～11/5

上智大学 文 公募推薦 評定平均4.0以上


英検2級（英文のみ準1）/ TOEICL&R550・
TOEICS&W240 （英文のみL&R700…S&W270）/ TEAP 

220各技能50 （英文のみ280各技能65）のいずれかを取得

書類審査・学科ごとの個別テスト・面接 10/8～11/5

全学部 一般入試

（令和3年度以降）

令和3年度以降 スコアを得点換算、加点 

英検 / GTEC / TEAP / TOEIC L&R + TOEIC S&W
学習院大学 国際社会科学 AO TOEFLiBT 62点以上 / IELTS 5.5以上 / TOEICL&R+S&W 

910点以上 / GTEC1220点以上 / TEAP 310点以上 / 英検準
1級以上かつCSEスコア2304点以上 / ケンブリッジ英検 
FCE以上 のいずれかを取得

書類審査・筆記と口頭試問 11/1～11/4

明治大学 理工 電気電子生命 AO 学力考査・面接試問 9月上旬
機会情報工学 AO 数学・理科・英語の評定平均3.8以上 エントリーシート・学力調査・面接試問
建築 AO 数学・理科・英語の評定平均3.8以上 造形による試験（デッサン・スケッチなど）
応用化学 AO 面接・筆記試験
情報科学 AO 評定平均3.8以上

法政大学 文 日本文学 自己推薦 全体の評定平均値が3.8以上 書類審査・国語の筆記試験 9/17～9/27
中央大学 法 法律学/国際企業関

係法学/政治学

自己推薦 書類審査 8/19～8/23

青山学院大学 文 英米文学 自己推薦 以下の条件いずれか一つを満たす者 
(1)英検準1級以上 
(2)TOEIC L&R 730以上・S 130以上・W 140以上 

(3)TEAP 300以上

書類審査・小論文・面接 9/2～9/5

史学 自己推薦 以下の条件いずれか一つを満たす者 
(1)全体の評定平均値が4.0以上 

(2)全体の評定平均値が3.8以上かつ日本史Bまたは世界史B
の評定平均値が4.5以上

比較芸術学 自己推薦 以下の条件いずれか一つを満たす者 

(1)全体の評定平均値が4.0以上 
(2)以下3点すべての条件を満たす者 

(a)全体の評定平均値が3.8以上 
(b)外国語の評定平均値が4.2以上 

(c)日本史Bまたは世界史Bの評定平均値が4.2以上
立教大学 文 キリスト教学/史

学/文学(日本文学/

文芸・思想)

自由選抜 面接 9/26～10/2

教育学 自由選抜 小論文・面接
文学(英米文学) 自由選抜 英作文・面接
文学(ドイツ文学/

フランス文学)

自由選抜 外国語総合・面接

理 数学/物理学/化学/
生命理学

自由選抜 当該学科の評定平均値が4.5以上かつ以下のいずれかを受
験し、スコアを提出できる者

(1)英検 (2)GTEC (3)TEAP (4)TOEIC

日本女子大学 文 日本文学 自己推薦 古文読解・面接 10/21～10/25
英文学 自己推薦 英検2級または準1級または1級の1950点以上 日本語による英文要約/英作文・口述試験
史学 自己推薦 「日本史」または「世界史」の評定平均値が4.0以上 小論文・面接

芝浦工業大学 システム工 電子情報システム
学

AO 以下の条件のいずれか一つを満たす者 
TOEIC L&R 550/TOEIC L&R+S&W 790/GTEC 960/TEAP 
R/L+W+S 225/英検2級 

小論文・面接 10/1～10/11

機械制御システム
学/環境システム

学/生命科学

AO 以下の条件のいずれか一つを満たす者 

TOEIC L&R 550/TOEIC L&R+S&W 790/GTEC 960/TEAP 
R/L+W+S 225/英検2級 

小論文・プレゼンテーション・面接



数理科学 AO 以下の条件のいずれか一つを満たす者 
TOEIC L&R 550/TOEIC L&R+S&W 790/GTEC 960/TEAP 
R/L+W+S 225/英検2級 

プレゼンテーション・口頭試問・面接

東京理科大学 理工 数学/物理学/情報

科学/応用生物科
学/建築学/先端化

学/電気電子情報工
学/経営工学/機械

工学/土木工学

公募 数学・外国語・理科の評定平均値の平均が4.0以上 書類審査・学術適性検査・面接 11/1～11/7

東洋大学 経済 総合政策 AO プレゼンテーション・質疑応答 9月～11月
日本大学 経済 経済学/産業経営

学/金融公共経済学
AO(プレゼン型) 全体の平均評定値が3.5以上 書類審査・プレゼンテーション 8/19～8/23

経済学/産業経営
学/金融公共経済学

AO(資格取得型) 以下の条件いずれか一つを満たす者 
(1)英検2級以上 (2)TOEIC L&R 470以上

小論文・面接

理工 土木工学 AO レポート・面接 7/1～8/22
交通システム工学 AO 自己PR・課題成果の発表
建築 AO 小論文・実技・面接
まちづくり工学 AO レポートに関するプレゼンテーション・面接
機械工学 AO 面接
精密機械工学 AO 面接
航空宇宙工学 AO 課題のプレゼンテーション・口頭試問
電気工学 AO 筆記試験・面接
応用情報工学 AO 課題に関する口頭試問・面接
物質応用化学 AO 小論文・筆記試験・口頭試問
物理学 AO 面接
数学 AO 課題に関する記述式試問・面接

駒澤大学 文 国文学 自己推薦 以下の条件いずれか一つを満たす者 

(1)全体の評定平均値が3.8以上(2)全体の評定平均値が3.5以
上かつ国語・外国語のいずれか1つが4.0以上

小論文・面接口試 10/3～10/10

英米文学 自己推薦 以下の条件いずれか一つを満たす者 

(1)全体の評定平均値が3.8以上(2)全体の評定平均値が3.5以
上かつ国語・外国語・地理歴史・公民・理科・数学・農
業・工業・商業・水産のいずれか1つが4.0以上

小論文・面接口試

地理学 自己推薦 以下の条件いずれか一つを満たす者 
(1)全体の評定平均値が3.8以上(2)全体の評定平均値が3.5以

上かつ国語・外国語・地理歴史のいずれか1つが4.0以上

小論文・面接口試

歴史学 自己推薦 以下の条件いずれか一つを満たす者 
(1)全体の評定平均値が3.8以上(2)全体の評定平均値が3.5以
上かつ国語・外国語・公民のいずれか1つが4.0以上

小論文・面接口試

社会学 自己推薦 以下の条件いずれか一つを満たす者 

(1)全体の評定平均値が3.8以上(2)全体の評定平均値が3.5以
上かつ国語・外国語・公民のいずれか1つが4.0以上

小論文・面接口試

心理学 自己推薦 全体の平均評定値が3.8以上かつ国語・外国語・数学すべ

てが4.0以上

小論文・面接口試


