◆この『2017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。
【

確定版 】

首都圏模試センター･情報ステーション

中学校･中等教育学校名
●男子校【東

入試日

科目

募集人数

その他

京】
80→75

足立学園(一般･第１回)

20→15

足立学園(特別奨学生･第１回)
足立学園(適性検査入試)

新設2/1

適性検査Ⅰ､Ⅱ

京華(第３回･中高一貫ｸﾗｽ)
京華(第３回･特別選抜ｸﾗｽ)
攻玉社(国際学級)

10

2/4→2/3
2/4→2/3

10→5

1/10→1/12
30→国語10･算数20

攻玉社(特別選抜)
佼成学園(第１回･帰国生入試)

1/9→12/17

佼成学園(第２回･帰国生入試)

2/1→1/5

国語､算数か英語､算数→英語､算数

佼成学園(第１回･一般)

2/1AM計50→50

佼成学園(第１回･特別奨学生)

2/1PM計25→15

35→30

佼成学園(第２回･一般)

15→10

佼成学園(第４回･一般)
佼成学園(第１回･適性､特別奨学生)
佼成学園(第２回･適性､特別奨学生)

2/1PM→2/2AM

芝浦工業大学附属(帰国生)

11/29→11/27

適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ→適性検査Ⅰ､Ⅱ

2/1AM計50→10

入試名称 適性検査型→第１回･適性､特別奨学生に変更

適性検査Ⅰ､Ⅱ→適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ

2/1PM計25→10

入試名称 適性検査型･特別奨学生→第２回･適性､特別奨学生に変更

校名変更[現 芝浦工業大学]

芝浦工業大学附属(第１回)

4科→3科<国語､算数､理科>

芝浦工業大学附属(第２回)

4科→3科<国語､算数､理科>

校名変更[現 芝浦工業大学]
国算 各100点 各50分→各120点 各60分､理80点40分→100点50分変更
校名変更[現 芝浦工業大学]
国算 各100点 各50分→各120点 各60分､理80点40分→100点50分変更
校名変更[現 芝浦工業大学]
国算 各100点 各50分→各120点 各60分､理80点40分→100点50分変更

4科→3科<国語､算数､理科>

芝浦工業大学附属(第３回)
聖学院(海外帰国生)

12/9→12/8

Ａ15･Ｂ定めず→Ａ5･Ｂ15

聖学院(一般)

【聖学院(第２回) 】

聖学院(思考力)

Ａ…Ａ方式
Ｂ…Ｂ方式
入試名称 第１回→一般に変更

30→35

聖学院(第１回･特待､ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ)

聖学院(英語選抜)

面接なし,合格発表 試験翌日

10→15

京華(第２回･特別選抜ｸﾗｽ)

入試名称 第１回･特待選抜→第１回･特待､ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄに変更

★廃止【30名,2/2,2科か4科選択】

2/1→2/2
新設2/2

＊ 1科か＊ 2科

＊1科15･＊2科15

聖学院(第２回･特待､ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ)

＊思考か2科か4科→2科か4科

聖学院(第３回･特待､ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ)

2科か4科か＊思+計→2科か4科
10→5

聖学院(第４回･特待､ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ)

＊1科<思考力ものづくり>か＊2科<思考力＋計算力>

面接なし,合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>
入試名称 第２回･特待選抜→第２回･特待､ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄに変更
＊思考…思考力ものづくりは､第２回･思考力入試として別枠で実施
入試名称 第３回･特待選抜→第３回･特待､ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄに変更
＊思＋計…思考力＋計算力は､第２回･思考力入試として別枠で実施
入試名称 第４回･特待選抜→第４回･特待､ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄに変更

110→140

成城(第２回)

30→40

成城(第３回)
世田谷学園(１次)

60→70<特待生選抜10>

世田谷学園(３次)

40→30

日本学園(第３回)
日本学園(第４回)

2/5PM→2/5AM

日本学園(第５回)

2/7AM→2/7PM

明法(帰国生)

＊2科か2科とGE問題→2科

明法(ＧＥ･第１回AM)

2科と＊GE問題→4科

明法(ＧＥ･第１回PM)

2科とGE問題<適性>→2科

明法(ＧＥ･第２回)

2科と＊GE問題→2科か4科

明法(ＧＥ･第３回)

2科とGE問題<適性>→2科

−1−

＊2科<明法>か2科とGE問題<ＧＥ>→2科<明法､ＧＥ>
＊GE問題…適性､理科､社会

＊GE問題…適性､理科､社会

【
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首都圏模試センター･情報ステーション

中学校･中等教育学校名

入試日

科目

募集人数

その他

●男子校【神奈川】
鎌倉学園(算数選抜)

15→20

鎌倉学園(３次)

25→20

慶應義塾普通部

合格発表<2/3→2/2>変更

1/9→1/8

聖光学院(帰国生)
桐蔭学園中等教育学校(帰国生)

1/12→1/11

国､算か国､算､英→国､算か英､算

25→30

桐蔭学園中等教育学校(２次PM)
【桐蔭学園 中等教育学校 (４次) 】
桐蔭学園中等教育学校(ＡＬ入試)
藤嶺学園藤沢(帰国生)
武相(海外帰国生･第１回)

★廃止【20名,2/4,4科】

新設2/4

総合思考力問題､算数基礎

15

総合思考力問題100点50分､算数基礎100点50分､
面接<本人Ｇ>50点,合格発表 試験翌日

1/9→1/7
12/12→12/10
2/7→2/5

武相(ﾁｬﾚﾝｼﾞ入試)
【横浜(帰国生) 】

★廃止【若干名,12/25,作文】

横浜(第１回)

30→20

入試名称 １次Ａ→第１回に変更

横浜(第２回)

30→15

入試名称 １次Ｂ→第２回に変更

2/2AM→2/1PM

横浜(適性検査型)

新設2/2

横浜(第３回)
横浜(第４回)
横浜(第５回)

●男子校【埼

30→5
2科

20

国語､算数 各100点 各50分
面接なし,合格発表 試験当日

2科→2科か4科選択

20→5

入試名称 ２次→第４回に変更

2科か適性検査→2科

10→5

入試名称 ３次→第５回に変更

玉】

城西川越(一般･第３回)

1/16→1/14

城西川越(一般･第４回)

2/5→2/6

●男子校【その他】
海陽中等教育学校(帰国生Ⅰ)
海陽中等教育学校(帰国生Ⅱ)

12/20→12/24
1/6→1/7

海陽中等教育学校(特別給費生)

12/12→12/17

海陽中等教育学校(入試Ⅰ)

12/20→12/24

Ⅰ計 約70→Ⅰ計 約60

海陽中等教育学校(入試Ⅱ)

1/6→1/7

Ⅱ計 約30→Ⅱ計 約40

静岡聖光学院(Ⅰ期)

1/9→1/7<本校>､1/8<東京>

1/24→1/22

静岡聖光学院(Ⅱ期)
静岡聖光学院(特待生)

●女子校【東

1/10PM→1/9PM

試験会場 本校･世田谷区の2会場→本校･港区の2会場に変更

京】

跡見学園(帰国生)

12/17→11/26

跡見学園(特別入試･Ｐ選考)
江戸川女子(帰国生入試)

通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

12/6→12/4
入試名称 第１回AM→第１回に変更
*ＡＯ…面接のみ
入試名称 第１回PM→第２回に変更
*ＡＯ…面接のみ
入試名称 第２回→第３回に変更
*ＡＯ…面接のみ
入試名称 第３回→第４回に変更
*ＡＯ…面接のみ

桜華女学院(第１回)
桜華女学院(第２回)
桜華女学院(第３回)
桜華女学院(第４回)
大妻多摩(帰国生)

11/29→11/27

入試名称 帰国生①→帰国生に変更

【大妻多摩(帰国生②) 】

★廃止【若干名,2/1,2科】

若干名→国際､第1回計50

大妻多摩(国際生)
大妻多摩(プレゼンテーション入試)

新設2/2

2科とﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

第2回､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ計50

国語､算数 各100点 各50分,ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ100点10分
面接なし,合格発表 試験当日

40→国際､第1回計50

大妻多摩(第１回)

50→第2回､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ計50

大妻多摩(第２回)

4科→4科か＊合科型

大妻多摩(第３回)

30→20

＊合科型…算数100点50分､作文100点60分､理社合科型100点60分

大妻中野(第１回･海外帰国生)

11/28→11/26

＊約35→＊約36

＊海外帰国生､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ計

大妻中野(第２回･海外帰国生)

1/16→1/14

＊約35→＊約36

＊海外帰国生､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ計

大妻中野(第３回･海外帰国生)

＊約35→＊約36

＊海外帰国生､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ計

大妻中野(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試･第１回)

＊約35→＊約36

入試名称 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試･第１回に変更
＊海外帰国生､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ計

大妻中野(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試･第２回)

新設2/3

3科<国語､算数､英語>

面接なし,合格発表 試験当日

約50→約40

大妻中野(第２回･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ選抜)
大妻中野(新思考力入試･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ選抜)

海外帰国､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ計 約36
約66→約60

大妻中野(第１回･ｺｱ選抜)

新設2/4

約15

総合Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ

−2−

総合Ⅰ<国社理>､Ⅱ<算>､Ⅲ<総合問題> 各60点 各40分
面接なし,合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>

【
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首都圏模試センター･情報ステーション
入試日

科目

募集人数

小野学園女子(一般･第１回)

2科→2科か2科+ＧＰ

20→15

ＧＰ…総合評価 20点

小野学園女子(一般･第２回)

2科→2科か2科+ＧＰ

15→10

ＧＰ…総合評価 20点

2科か4科選択→2科

20→15

2科か4科選択→2科

5→10

【小野学園女子(一般･第３回) 】

★廃止【15名,2/2PM,2科】

小野学園女子(特待生･第１回)
【小野学園女子(特待生･第２回) 】

★廃止【5名,2/2,2科か4科選択】

小野学園女子(特待生･第２回)
学習院女子(帰国生)

その他

入試名称 特待生･第３回→特待生･第２回に変更

1/23→1/21

【川村(第３回･2/5入試) 】

★廃止【第3回計10名,2/5,国算英より2科選択】

神田女学園(ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽ①)

2/1入試計50→全合計＊100

＊ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ40･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ30･ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽ30

神田女学園(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ①)

2/1入試計50→全合計＊100

＊ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ40･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ30･ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽ30

神田女学園(適性検査型①)

2/1入試計50→全合計＊100

＊ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ40･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ30･ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽ30

神田女学園(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ①)

2/1入試計50→全合計＊100

＊ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ40･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ30･ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽ30

神田女学園(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ②)

2/1入試計50→全合計＊100

＊ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ40･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ30･ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽ30

神田女学園(適性検査型②)

2/1入試計50→全合計＊100

＊ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ40･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ30･ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽ30

神田女学園(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ②)

2/2入試計30→全合計＊100

＊ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ40･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ30･ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽ30

神田女学園(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ③)

2/2入試計30→全合計＊100

＊ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ40･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ30･ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽ30

神田女学園(ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽ②)

2/4入試計20→全合計＊100

＊ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ40･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ30･ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽ30

神田女学園(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ③)

2/4入試計20→全合計＊100

＊ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ40･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ30･ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽ30

神田女学園(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ④)

2/4入試計20→全合計＊100

＊ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ40･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ30･ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽ30

北豊島(帰国生･第１回)

12/19→12/24
25→20

北豊島(特待１回)
北豊島(英語)

新設2/2

1科<英語,ﾘｽﾆﾝｸﾞあり>

10

共立女子(海外帰国生)

合格発表<試験翌日→試験当日>変更

160→150

共立女子(Ａ日程)
共立女子(Ｃ日程)

面接<本人>あり,合格発表 試験当日

15→10

北豊島(特待２回)

2/4→2/3

30→40

共立女子第二(１回AM)

通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

40→35

共立女子第二(１回PM)

若干名→10

共立女子第二(English 4-Skills Test)

通知表ｺﾋﾟｰの提出不要
入試名称 英語特別選抜→English 4-Skills Testに変更
通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

共立女子第二(適性検査型)

20→30

通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

共立女子第二(２回AM)

30→25

通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

共立女子第二(２回PM)

20→10

通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

国本女子(１回Ａ)

面接<本人[2科4科受験者]>実施
英語面接<本人Ｇ>

2科か4科→2科か4科か英語面接

国本女子(１回Ｂ)

面接<本人>実施

国本女子(２回)

2科か4科か英語面接→2科か4科

面接<本人>実施

国本女子(３回)

面接<本人>実施

国本女子(４回)

面接<本人>実施

国本女子(５回)

面接<本人>実施

京華女子(帰国生特別入試)

2科<基礎>→国算英より2科選択

若干名→5

京華女子(第１回､適性検査型･特待)

新設2/1

適性検査Ⅰ､Ⅱ

適性検査型計10

京華女子(第１回､適性検査型･一般)

新設2/1

適性検査Ⅰ､Ⅱ

適性検査型計10

京華女子(第１回AM･特待)

第1回AM計30→第1回計40

京華女子(第１回AM･一般)

第1回AM計30→第1回計40

京華女子(第１回PM･特待)

第1回PM計20→第1回計40

京華女子(第１回PM･一般)

第1回PM計20→第1回計40

適性Ⅰ<国語長文記述･国語基礎>､適性Ⅱ<算社理の総合･算数基礎>
面接なし,合格発表 試験当日
適性Ⅰ<国語長文記述･国語基礎>､適性Ⅱ<算社理の総合･算数基礎>
面接なし,合格発表 試験当日

【京華女子(第５回･一般) 】

★廃止【5名,2/5,2科か4科選択】

恵泉女学園(Ｓ方式)

通知表ｺﾋﾟｰの提出<出願時→合格後>変更

恵泉女学園(Ａ方式･第１回)

通知表ｺﾋﾟｰの提出<出願時→合格後>変更

恵泉女学園(Ａ方式･第２回)

通知表ｺﾋﾟｰの提出<出願時→合格後>変更

2科と総合→2科基礎と総合

光塩女子学院(第１回)

約15→約25

光塩女子学院(第２回)
光塩女子学院(第３回)

合格発表の掲示<試験当日→試験翌日>変更
合格発表の掲示<試験当日→試験翌日>変更

2/3→2/4

約25→約15

−3−

【

確定版 】
中学校･中等教育学校名

麴町学園女子(帰国生)

首都圏模試センター･情報ステーション
入試日

科目

募集人数

12/5→12/3
30→25

麴町学園女子(2/1PM･一般入試)

20→15

麴町学園女子(2/2AM･一般入試)
麴町学園女子(Active English入試)

新設2/2

国語基礎､算数基礎､英語

佼成学園女子(帰国生)

若干名

新設2/7

2科か4科選択

若干名

40<英語型､PISA型10名含む>→50

佼成学園女子(第１回Ｂ)

2科か4科かPISA→2科か4科か英かPISA

40<英語型､PISA型10名含む>→50

佼成学園女子(第２回Ａ)

2科か4科か英語→2科

第2回計20→20

2科か4科→2科か自己ｱﾋﾟｰﾙ

第3回計10→20

【佼成学園女子(第２回Ｂ) 】

★廃止【第2回計20名,2/2PM,2科】

佼成学園女子(第３回Ａ)
【佼成学園女子(第３回Ｂ) 】

★廃止【第3回計10名,2/4PM,2科か4科選択】

2科か4科→2科

佼成学園女子(第４回Ａ)
【佼成学園女子(第５回Ａ) 】

★廃止【10名,2/6,2科か4科選択】

4科→2科

佼成学園女子(特別奨学生)

10→5

駒沢学園女子(第１回･ｽｶﾗｼｯﾌﾟ)

実践女子学園(帰国､一般学級･第１回)

2/6→2/4

2科→2科か課題作文選択

11/22→11/20

2科→国語､算数か国語､英語

若干名→5

1/9→1/7

2科→国語､算数か国語､英語

実践女子学園(帰国､ＧＳＣ･第１回)

11/22→11/20

国､算か国､英→英､国か英､算

ＧＳＣ計35→ＧＳＣ計40

実践女子学園(帰国､ＧＳＣ･第２回)

1/9→1/7

国､算か国､英→英､国か英､算

ＧＳＣ計35→ＧＳＣ計40

12/19→11/27

2科か国算英→国算英より2科選択

実践女子学園(帰国､一般学級･第２回)

十文字(思考力型特待)

2/2→2/1

約20→約10

面接<保別→本人>変更

約20→約10

入試名称 第３回･思考力型特待→思考力型特待に変更

約70→約60

十文字(第２回･ｽｰﾊﾟｰ型特待)
十文字(第３回･ｽｰﾊﾟｰ型特待)

2/2PM→2/2AM

十文字(チャレンジ型)

2/2AM→2/2PM

十文字(得意型特待)

入試名称 第４回･一般→第４回･特別選択に変更
課題作文選択者は､面接<本人>あり

ＧＳＣ計35→ＧＳＣ計40

実践女子学園(ＧＳＣ･一般)
十文字(帰国生)

面接なし,合格発表 試験当日

1/9→1/7

佼成学園女子(第１回Ａ)

駒沢学園女子(第４回･特別選択)

国語基礎､算数基礎 各50点 計50分,英語80点20分
面接<本人>20点10分,合格発表 試験当日

10→20

麴町学園女子(2/2PM･特待入試)
麴町学園女子(2/7AM･一般入試)

その他

新設2/4

淑徳ＳＣ(特選[ＳＳ]･第１回)
淑徳ＳＣ(特選[ＳＳ]･第２回)

2科→2科か4科選択

入試名称 第４回･ｽｰﾊﾟｰ型特待→第３回･ｽｰﾊﾟｰ型特待に変更
入試名称 第３回･ﾁｬﾚﾝｼﾞ型→ﾁｬﾚﾝｼﾞ型に変更

英語か算数

約10

適性か＊2科か4科→適性か※3科か4科

5→10

適性か＊2科か4科→適性か※3科か4科

淑徳ＳＣ(特選[ＳＳ]･第３回)

2/11→2/4

適性検査Ⅰ､Ⅱ→3科<国算､英>か4科

淑徳ＳＣ(特選[ＳＳ]･第４回)

2/12→2/11

適性検査Ⅰ､Ⅱ→適性検査Ⅰ

面接なし,合格発表 試験当日
入試名称 特待[Ｓ]･第１回→特選[ＳＳ]･第１回に変更
＊2科…国語､算数か国語､英語,※3科…国語･算数､英語
入試名称 特待[Ｓ]･第２回→特選[ＳＳ]･第２回に変更
＊2科…国語､算数か国語､英語,※3科…国語･算数､英語
入試名称 特待[Ｓ]･第３回→特選[ＳＳ]･第３回に変更
面接<本人>実施
入試名称 特待[Ｓ]･第４回→特選[ＳＳ]･第４回に変更
面接<本人>実施

【淑徳ＳＣ(特選[Ａ]･第１回) 】

★廃止【10名,2/1,2科<国算か国英>か4科選択】

【淑徳ＳＣ(特選[Ａ]･第２回) 】

★廃止【5名,2/2,2科<国算か国英>か4科選択】

【淑徳ＳＣ(特選[Ａ]･第３回) 】

★廃止【5名,2/3,2科<国算か国英>か4科選択】

【淑徳ＳＣ(特選[Ａ]･第４回) 】

★廃止【5名,2/4,2科<国算か国英>か4科選択】

淑徳ＳＣ(総進[ＢＳ]･第１回)

2科<国､算か国､英>→2科

入試名称 総進[Ｂ]･第１回→総進[ＢＳ]･第１回に変更

淑徳ＳＣ(総進[ＢＳ]･第２回)

2科<国､算か国､英>→2科

入試名称 総進[Ｂ]･第２回→総進[ＢＳ]･第２回に変更

淑徳ＳＣ(総進[ＢＳ]･第３回)

2科<国､算か国､英>→2科

入試名称 総進[Ｂ]･第３回→総進[ＢＳ]･第３回に変更

淑徳ＳＣ(総進[ＢＳ]･第４回)

2科<国､算か国､英>→2科

入試名称 総進[Ｂ]･第４回→総進[ＢＳ]･第４回に変更

頌栄女子学院(12月帰国生)

12/5→12/10

合格発表<掲示→掲示とWeb>変更

頌栄女子学院(２月帰国生)

合格発表<掲示→掲示とWeb>変更

頌栄女子学院(第１回)

合格発表<掲示→掲示とWeb>変更

頌栄女子学院(第２回)
女子聖学院(海外帰国生)

合格発表<掲示→掲示とWeb>変更

12/13PM→12/4PM
1科<英語>か2科→2科

1科<英語>10･2科45→30

女子聖学院(英語表現力)

新設2/2

英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ､暗誦､自己紹介>

10

女子聖学院(日本語表現力①)

新設2/2

国語<聞き取りﾃｽﾄ､作文､自己紹介>

10

女子聖学院(第２回)

2/3AM→2/3PM

2科か4科選択→2科

女子聖学院(日本語表現力②)

新設2/4

国語<聞き取りﾃｽﾄ､作文､自己紹介>

白梅学園清修(帰国生･第１回)

11/21PM→11/19AM

白梅学園清修(帰国生･第２回)

12/5PM→12/10AM

女子聖学院(第４回)

白百合学園(海外帰国生入試)

5

★英語入試は､別枠で実施
☆今春入試は､第２回の枠内で実施あり
面接<本人と保同>あり,合格発表 試験当日
面接<本人>あり
合格発表 試験当日
面接<本人>あり
合格発表 試験当日

合格発表の掲示<1/9→1/10>変更

−4−

【

確定版 】
中学校･中等教育学校名

星美学園(海外帰国生)

首都圏模試センター･情報ステーション
入試日

科目

募集人数

12/11→12/12
第1回計60→40

星美学園(基礎力重視型･第１回)
【星美学園(第１回PM) 】
星美学園(適性検査型･第２回)

20

適性検査Ⅰ､Ⅱ

第2回計40→20

【星美学園(第２回PM) 】

20

国語､英語か算数､英語

2科か4科→※一般か特待

瀧野川女子学園(第１回PM)

2科か4科→※一般か特待

瀧野川女子学園(第２回)

2科か4科→※一般か特待
2/3→2/4

20→30

20→30

2科か4科→※一般か特待

【瀧野川女子学園(第４回) 】

★廃止【20名,2/5,2科か4科選択】

約50<帰国

若干名含む>→約40

約20→約30

玉川聖学院(第２回)
【玉川聖学院(第５回) 】

★廃止【若干名,2/5,2科】

新設2/2

2科

若干名

面接<本人>あり,合格発表 試験当日

5→10

千代田女学園(特待生選抜)
田園調布学園(海外帰国子女)

※一般…2科基礎学力ﾃｽﾄ､表現能力ﾃｽﾄ<個別面接を含む>
特待…2科か4科選択と面接<本人>
※一般…2科基礎学力ﾃｽﾄ､表現能力ﾃｽﾄ<個別面接を含む>
特待…2科か4科選択と面接<本人>
※一般…2科基礎学力ﾃｽﾄ､表現能力ﾃｽﾄ<個別面接を含む>
特待…2科か4科選択と面接<本人>
※一般…2科基礎学力ﾃｽﾄ､表現能力ﾃｽﾄ<個別面接を含む>
特待…2科か4科選択と面接<本人>

12/19→12/17

玉川聖学院(第１回)

玉川聖学院(多文化共生入試)

国語､算数､英語 各100点 各50分
面接なし,合格発表 試験当日
入試名称 第３回→２科４科型β･第５回に変更

瀧野川女子学園(第１回AM)

玉川聖学院(帰国子女入試)

適性検査Ⅰ､Ⅱ 各100点 各45分
面接なし,合格発表 試験翌日
入試名称 第２回AM→２科４科型α･第３回に変更
★廃止【第2回計40名,2/2PM,2科か4科選択】

新設2/2PM

星美学園(２科４科型β･第５回)

瀧野川女子学園(第３回)

入試名称 第１回AM→基礎力重視型･第１回に変更
★廃止【第1回計60名,2/1PM,2科か4科選択】

新設2/1PM

星美学園(２科４科型α･第３回)

星美学園(英語型･第４回)

その他

12/19→12/17

2科→国語､算数か算数､英語

東京家政学院(2/1AM入試)

2科か4科→2科か＊3科か4科か適性

＊3科…国語､算数､英語より高得点の2科で判定

東京家政学院(2/1PM入試)

2科か＊3科か4科か適性→2科か4科か※KVA

＊3科…国語､算数､英語
※KVA…基礎学力<国語､算数>ﾃｽﾄ[各50点

計45分]と面接<本人>

東京家政学院(2/3AM入試)

2科か4科→2科か4科か※KVA

※KVA…基礎学力<国語､算数>ﾃｽﾄ[各50点

計45分]と面接<本人>

東京家政大附女子(ｾﾚｸﾄ入試･第１回)

＊2つ選択か適性→＊2つ選択

2科か4科→2科か4科か適性

東京家政大附女子(特別奨学生･第２回)

＊国語か算数か社会理科か英語より2つ選択

→国語か算数か英語か思考力より2つ選択
＊50→2科4科＊40･適性＊10

＊一般合格を含む

東京純心女子(１次午前)

約40→約35

東京純心女子(１次適性検査･特待選抜)

約30→約20

入試名称 適性検査SSS→１次適性検査･特待選抜に変更

東京純心女子(１次午後･特待選抜)

約30→約20

入試名称 PM１次SSS→１次午後･特待選抜に変更

東京純心女子(２次午前)

新設2/2

2科

約20

新設2/2

適性検査Ⅰ､Ⅱ

約20

2/2AM→2/2PM

2科か4科選択→2科

約25→約20

東京純心女子(ﾀﾗﾝﾄ発見･発掘)

新設2/4

＊ 聴く力､書く力等 と 自己ｱﾋﾟｰﾙ作文

約5

東京女学館(国際学級･帰国生)

12/12→12/10

東京純心女子(２次適性検査･特待選抜)
東京純心女子(２次午後･特待選抜)
【東京純心女子(３次) 】

入試名称 第１回AM→第１回に変更
*英語<英語､基礎国語･算数→英語>変更

2科か4科か＊英語→2科か4科か＊英語

東京女子学院(第２回)

2科か4科か適性→2科か4科

東京女子学院(第３回)

2科か4科か＊英語→2科か4科か＊英語

第2回計10→第2回計15

2科か4科か適性→2科か4科

第2回計10→第2回計15

東京女子学院(第４回)

2/3PM→2/5AM

入試名称 第１回PM→第２回に変更
入試名称 第２回AM→第３回に変更
*英語<英語､基礎国語･算数→英語>変更
入試名称 第２回PM→第４回に変更
入試名称 第３回→第５回に変更
*英語<英語､基礎国語･算数→英語>変更

2科か＊英語→2科か＊英語

【東京女子学院(第４回) 】

★廃止【5名,2/6PM,2科】

東京女子学園(第１回Ｂ)

2科→4科より2科選択

東京女子学園(第１回Ｅ)

3科<国､算､英>→＊1科<英語>

＊1科<英語>…ﾘｽﾆﾝｸﾞ､ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ

2科→1科<国語か算数>

東京女子学園(第２回)

2科か4科選択→2科

東京女子学園(第３回)
新設12/18

＊ 外国語による作文

約10

桐朋女子(帰国生･第２回)

＊外国語による作文…英語かﾌﾗﾝｽ語かﾄﾞｲﾂ語より選択

面接<本人>あり,合格発表 試験当日
入試名称 帰国生→帰国生･第２回に変更

約160→約140

桐朋女子(Ａ入試)

桐朋女子(Ｂ入試)

面接<本人>あり,合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>

20→40

東京女子学院(第１回)

桐朋女子(論理的思考力＆発想力入試)

＊ 聴く力､書く力 等 を図る問題 と 自己ｱﾋﾟｰﾙ作文

50→30

東京女学館(一般学級･第２回)

桐朋女子(帰国生･第１回)

入試名称 ２次SSS→２次午後･特待選抜に変更
★廃止【約15名,2/4,2科】

東京女学館(一般学級･第１回)

東京女子学院(第５回)

国語､算数 各100点 各50分,面接なし
合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>
適性検査Ⅰ､Ⅱ 各100点 各50分,面接なし
合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>

新設2/2

記述型<言語分野･理数分野>

2/2PM→2/3AM

約40
約60→約40

−5−

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

【

確定版 】
中学校･中等教育学校名

首都圏模試センター･情報ステーション
入試日

科目

募集人数

トキワ松学園(帰国生･第１回)

12/12→12/10

2科→＊1科<国か算>か2科

トキワ松学園(帰国生･第２回)

2/1AM→2/2PM

2科→＊1科<国か算>か2科

その他
＊1科<国か算>…国語と英会話か算数と英会話
＊1科<国か算>…国語と英会話か算数と英会話

トキワ松学園(第１回)

入試名称 第１回･一般→第１回に変更

トキワ松学園(適性検査型)

適性Ⅰ､Ⅱ→適性ⅠA､ⅡかⅠB､Ⅱ

Webでの合格発表<試験翌日→試験当日>変更

トキワ松学園(第２回)

入試名称 第１回･特待→第２回に変更

2科か4科選択→2科

トキワ松学園(第３回)

入試名称 第２回･特待→第３回に変更

トキワ松学園(第４回)

入試名称 第２回･一般→第４回に変更

豊島岡女子学園(２回)

合格発表の掲示<試験当日→試験翌日>変更

豊島岡女子学園(３回)

合格発表の掲示<試験当日→試験翌日>変更

日本大学豊山女子(第１回)

60→55

日本大学豊山女子(第２回)

30→35

日本大学豊山女子(第３回)

25→30

特待生選抜あり
帰国の受け入れ[面接<本人>あり]可
特待生選抜あり
帰国の受け入れ[面接<本人>あり]可

25→20

帰国の受け入れ[面接<本人>あり]可

日本大学豊山女子(第４回)
日本大学豊山女子(思考力型･第１回)

新設2/5

＊ 調べ学習､まとめ､発表

10

＊テーマをひとつ選択し､情報収集をしてまとめ､

日本大学豊山女子(思考力型･第２回)

新設2/11

＊ 調べ学習､まとめ､発表

10

＊テーマをひとつ選択し､情報収集をしてまとめ､

富士見丘(帰国生)

そのまとめた内容を発表する

1/20→1/19
2科→国語･算数･思考力より2科

富士見丘(帰国生･WILL入試)
【富士見丘(帰国生･思考力①) 】

★廃止【帰国2/1〜2/4入試計10名,2/1,思考力ﾃｽﾄⅠ､Ⅱ】

富士見丘(帰国生･思考力)

入試名称 帰国生･思考力②→帰国生･思考力に変更

2科→国語･算数･思考力より2科

富士見丘(WILL入試)
【富士見丘(思考力入試①) 】

★廃止【思考力入試計30名,2/1,思考力ﾃｽﾄⅠ､Ⅱ】
思考力入試計30→30

富士見丘(思考力入試)
藤村女子(帰国生①)

12/9→12/7

藤村女子(帰国生②)

1/13→1/11

藤村女子(５日入試[特選])

2/6→2/5

藤村女子(５日入試[特進])

2/6→2/5

入試名称 思考力入試②→思考力入試に変更

国･算･英より2科か英語､作文
→基礎計算､作文か英語､作文
入試名称 ６日入試[特選]→５日入試[特選]に変更
入試名称 ６日入試[特進]→５日入試[特進]に変更

藤村女子(１日午後ﾌﾟﾚﾐｱﾑ入試[特選])

特選5→1日午後計10

藤村女子(１日午後ﾌﾟﾚﾐｱﾑ入試[特進])

特進10→1日午後計10

藤村女子(２日午後ﾌﾟﾚﾐｱﾑ入試[特選])

特選5→2日午後計10

藤村女子(２日午後ﾌﾟﾚﾐｱﾑ入試[特進])

特進10→2日午後計10

藤村女子(１日･適性検査入試)
藤村女子(５日･適性検査入試)

そのまとめた内容を発表する

入試名称 １日午後入試[特選]
→１日午後ﾌﾟﾚﾐｱﾑ入試[特選]に変更
入試名称 １日午後入試[特進]
→１日午後ﾌﾟﾚﾐｱﾑ入試[特進]に変更
入試名称 ２日午後入試[特選]
→２日午後ﾌﾟﾚﾐｱﾑ入試[特選]に変更
入試名称 ２日午後入試[特進]
→２日午後ﾌﾟﾚﾐｱﾑ入試[特進]に変更
入試名称 適性検査入試→１日･適性検査入試に変更

新設2/5

適性Ⅰ､Ⅱ

5日入試に含む

適性検査Ⅰ､Ⅱ 各100点 各45分
面接なし,合格発表 試験当日

普連土学園(１次)

通知表ｺﾋﾟｰの提出<出願時→入学手続時>変更

普連土学園(２次)

通知表ｺﾋﾟｰの提出<出願時→入学手続時>変更

普連土学園(３次)

通知表ｺﾋﾟｰの提出<出願時→入学手続時>変更

文化学園大学杉並(帰国生･第１回)

11/22→11/20

文化学園大学杉並(帰国生･第２回)

12/13→12/11
第2回､Ａ型②計40→30

文化学園大学杉並(第２回)

若干名→10

文化学園大学杉並(難進ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ３)
文化学園大学杉並(Ａ型②)

2/2→2/4

文化学園大学杉並(第３回)

新設2/4

第2回､Ａ型②計40→若干名

2科

若干名

＊適性試験…適性試験Ⅰ､Ⅱ

面接なし
合格発表 試験当日<ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽ合格､ｼｸﾞﾈｯﾄｺｰｽ合格あり>

【文華女子 (第１回) 】

★募集停止【15名,2/1,2科か4科選択】

【文華女子 (第２回) 】

★募集停止【10名,2/1PM,2科か適性試験選択】

【文華女子 (第３回) 】

★募集停止【10名,2/2,2科か4科選択】

【文華女子 (第４回) 】
文京学院大学女子(海外帰国･第１回)

★募集停止【5名,2/2PM,2科】

12/13→12/3

文京学院大学女子(第５回･特別入試)

入試名称 第５回･ｽｶﾗｼｯﾌﾟ入試→第５回･特別入試に変更

三輪田学園(第１回)

通知表ｺﾋﾟｰの提出<出願時→合格後>変更

三輪田学園(第２回)
三輪田学園(第３回)

通知表ｺﾋﾟｰの提出<出願時→合格後>変更

2/4→2/3

通知表ｺﾋﾟｰの提出<出願時→合格後>変更

−6−

【

確定版 】
中学校･中等教育学校名

目黒星美学園(帰国生入試)
目黒星美学園(発想力入試)
目黒星美学園(第２回)

首都圏模試センター･情報ステーション
入試日

科目

募集人数

1/13→1/11
2/2→2/1
2/2AM→2/2PM

2科か4科選択→2科

新設2/2PM

国･算･英より1科と自己表現文

50→44

八雲学園(第２回)
八雲学園(未来発見入試)

その他

国語､算数､英語 各50分,自己表現文50分
面接なし,合格発表 試験当日

30
30→20

八雲学園(第３回)

24→10

八雲学園(第４回)
山脇学園(帰国生入試)

約20→帰国､英語入試計 約40

山脇学園(英語入試Ａ)

英語枠一般計 約20→帰国､英語計 約40

山脇学園(英語入試Ｂ)

英語枠一般計 約20→帰国､英語計

山脇学園(英語入試Ｃ)

英語枠一般計 約20→帰国､英語計

入試名称 英語特別枠･帰国生→帰国生入試に変更

入試名称 英語特別枠･一般Ａ→英語入試Ａに変更
合格発表の掲示<試験当日→試験翌日>変更
入試名称 英語特別枠･一般Ｂ→英語入試Ｂに変更
約40
合格発表の掲示<試験当日→試験翌日>変更
入試名称 英語特別枠･一般Ｃ→英語入試Ｃに変更
約40
合格発表の掲示<試験当日→試験翌日>変更

山脇学園(Ａ入試)

合格発表の掲示<試験当日→試験翌日>変更

山脇学園(Ｂ入試)

合格発表の掲示<試験当日→試験翌日>変更

山脇学園(Ｃ入試)

合格発表の掲示<試験当日→試験翌日>変更

立教女学院(帰国)

12/21→12/22

和洋九段女子(帰国･第１回[本科])

若干名→約20

11/21→12/7

2科か国算英→2科基礎か2科基礎+英

若干名→5

和洋九段女子(帰国･第１回[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ])

新設12/7

2科基礎か2科基礎+英語

10

本科へのｽﾗｲﾄﾞ合格あり
面接<保同>あり,合格発表 試験当日

和洋九段女子(帰国･第２回[本科])

新設12/26

2科基礎か2科基礎+英語

5

面接<保同>あり,合格発表 試験当日

和洋九段女子(帰国･第２回[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ])

新設12/26

2科基礎か2科基礎+英語

5

本科へのｽﾗｲﾄﾞ合格あり
面接<保同>あり,合格発表 試験当日

新設2/1

2科か4科選択

約80→40

和洋九段女子(第１回[本科])
和洋九段女子(第１回[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ])

10
約120→50

和洋九段女子(第２回[本科])
和洋九段女子(第２回[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ])

新設2/1PM

和洋九段女子(第３回[本科])

新設2/3PM

入試名称 第１回→第１回[本科]に変更
本科へのｽﾗｲﾄﾞ合格あり
面接なし,合格発表 試験当日
入試名称 第２回→第２回[本科]に変更
本科へのｽﾗｲﾄﾞ合格あり
面接なし,合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>

2科か3科<国算英>か4科選択

10

2科か4科→2科か4科か適性

約30→15

入試名称 第３回→第３回[本科]に変更

約20→5

入試名称 第４回→第４回[本科]に変更

和洋九段女子(第４回[本科])
和洋九段女子(第４回[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ])

入試名称 海外帰国→海外帰国･第１回[本科]に変更

2科か3科<国算英>か4科選択

5

本科へのｽﾗｲﾄﾞ合格あり
面接なし,合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>

●女子校【神奈川】
青山学院横浜英和(帰国生選抜)

12/16→12/15

合格発表<試験当日→試験翌日>変更

30→40

青山学院横浜英和(Ａ日程)
【青山学院横浜英和(Ｂ日程) 】

合格発表の掲示<試験当日→試験翌日>変更
★廃止【30名,2/1PM,2科】

青山学院横浜英和(Ｂ日程)

30→40

入試名称 Ｃ日程→Ｂ日程に変更

青山学院横浜英和(Ｃ日程)

20→30

入試名称 Ｄ日程→Ｃ日程に変更

神奈川学園(海外帰国子女)

1/7→12/20
30→40

鎌倉女子大学(進学ｺｰｽ･１回)

15→23

鎌倉女子大学(特進ｺｰｽ･１回)
鎌倉女子大学(適性検査型入試)

新設2/2PM

カリタス女子(帰国生･第１回)

1/9→1/7

12

筆記､発表

カリタス女子(一般･第１回)

40→約40

カリタス女子(一般･第２回)

50→約40
20→約20

カリタス女子(一般･第３回)
カリタス女子(新３科型入試)

新設2/2PM

読解･論述､算数､理科か英語

約10

北鎌倉女子学園(普通ｺｰｽＢ日程)
湘南白百合学園(海外帰国子女)
聖セシリア女子(帰国生)

読解･論述100点50分,算数､理科､英語 各100点 各40分
面接なし,合格発表2/3<Web>･2/4<掲示>
4科総合<50分→60分>変更

1/9→1/11
12/20→12/18

聖セシリア女子(Ａ方式１次)

35→30

聖セシリア女子(Ａ方式２次)

35→30

聖セシリア女子(Ａ方式３次)
聖セシリア女子(Ｂ方式)

筆記50分､発表10分程度
面接なし,合格発表 試験翌日

新設2/4

1科<算数か英語>と読解･表現

−7−

10

入試名称 １次→Ａ方式１次に変更
通知表ｺﾋﾟｰの提出不要
入試名称 ２次→Ａ方式２次に変更
通知表ｺﾋﾟｰの提出不要
入試名称 ３次→Ａ方式３次に変更
通知表ｺﾋﾟｰの提出不要
読解･表現…新聞や雑誌などの記事を題材としたものから内容を
理解し､自らの考えが述べられるかを採点基準とする

【

確定版 】

首都圏模試センター･情報ステーション

中学校･中等教育学校名
清泉女学院(帰国生１期)

入試日

科目

募集人数

1/8→12/26

5程度→帰国計10程度
5程度→帰国計10程度

清泉女学院(帰国生２期)

60→50

清泉女学院(１期)
新設2/1PM

清泉女学院(２期)

1科<英語>か2科

25
30→15

清泉女学院(３期)
聖ヨゼフ学園(帰国子女)
聖ヨゼフ学園(第３回)
聖ヨゼフ学園(適性検査型Ｂ日程)

面接<保別→保同>変更
英語受験者は､英語による面接あり
合格発表 試験当日
入試名称 ２期→３期に変更

12/19AM→12/18PM
2/2PM→2/2AM
2/6→2/4

聖和学院(Ａ[4科･2科･英 選択])

入試名称 第１回Ａ日程→Ａ[4科･2科･英 選択]に変更
2科か4科か英語､作文→2科か4科か＊英語<英会話か筆記>､作文
入試名称 第１回Ｂ日程→Ｂ[2科･英･表 選択]に変更
2科か4科か英語､作文→2科か＊英語<英会話か筆記>､作文か表現･総合
入試名称 第２回Ａ日程→Ｃ[英･プレ･表 選択]に変更
2科か4科か英､作→＊英<英会話か筆記>､作文か作文､自己PRか表現･総合
入試名称 第２回Ｂ日程→Ｄ[4科･2科･英 選択]に変更
2科か4科か英語､作文→2科か4科か＊英語<英会話か筆記>､作文
入試名称 第３回→Ｅ[2科･英･プレ･表 選択]に変更
4科か作､英会話→2科か＊英<英会話か筆記>､作か作､自己PRか表現･総合

2科か4科か英､作→2科か4科か＊英､作

聖和学院(Ｂ[2科･英･表 選択])

2科か4科か英､作→2科か＊英､作か表･総

聖和学院(Ｃ[英･ﾌﾟﾚ･表 選択])

2科か4科か英､作→＊英､作か作､自か表･総

聖和学院(Ｄ[4科･2科･英 選択])
聖和学院(Ｅ[2科･英･ﾌﾟﾚ･表 選択])

その他

2科か4科か英､作→2科か4科か＊英､作

2/4PM→2/5AM

4科か作､英→2科か＊英､作か作､自か表･総

1/10→1/14

洗足学園(帰国生)
捜真女学校(帰国生12/17入試)

12/19→12/17

捜真女学校(Ｄ試験)

2/5PM→2/4PM

聖園女学院(帰国Ａ)

12/13PM→12/12PM

聖園女学院(帰国Ｂ)

1/7→1/6

聖園女学院(１次)

30→25

聖園女学院(２次)

25→20
20→15

聖園女学院(３次)
聖園女学院(総合力ﾃｽﾄ)

新設2/3PM

15

総合力Ⅰ､Ⅱ

緑ヶ丘女子(第１回Ａ)
緑ヶ丘女子(第１回Ｂ)
緑ヶ丘女子(第２回)

2/4PM→2/4AM

緑ヶ丘女子(第３回)

2科総合→2科

緑ヶ丘女子(第４回)

12/18→12/21

横浜女学院(帰国生)

総合力Ⅰ､Ⅱ 各100点 各40分
面接<本人Ｇ>あり,合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>
国､算 各100点 各50分→国Ａ･国Ｂ 計150点､算50点
国Ａ50分､国Ｂ･算 計50分に変更
国､算 各100点 各50分→国Ａ･国Ｂ 計150点､算50点
国Ａ50分､国Ｂ･算 計50分に変更
国､算 各100点 各50分→国Ａ･国Ｂ 計150点､算50点
国Ａ50分､国Ｂ･算 計50分に変更
国､算 各100点 各50分→国Ａ･国Ｂ 計150点､算50点
国Ａ50分､国Ｂ･算 計50分に変更
2科総合100点50分→国Ａ･国Ｂ 計150点､算50点
国Ａ50分､国Ｂ･算 計50分に変更

B方式 国算英､作→国英､作か算英､作文

横浜女学院(Ａ入試)

2科か4科→＊2科か4科

＊2科…国語､算数､英語より2科選択

横浜女学院(Ｄ入試)

2科か4科→＊2科か4科

＊2科…国語､算数､英語より2科選択

横浜女学院(Ｅ入試)

2科か4科→＊2科か4科

横浜富士見丘学園(第１回)

＊2科…国語､算数､英語より2科選択

入試名称 第１回Ａ→第１回に変更
＊2科…国算か国英,★適性検査は､別枠で実施

＊2科か4科か適性→＊2科か4科

横浜富士見丘学園(第２回)

入試名称 第１回Ｂ→第２回に変更

横浜富士見丘学園(第３回)

入試名称 第２回Ａ→第３回に変更

10→20

横浜富士見丘学園(第４回)

入試名称 第２回Ｂ→第４回に変更

横浜富士見丘学園(第５回)

入試名称 第３回Ａ→第５回に変更

【横浜富士見丘学園(第３回Ｂ) 】

★廃止【10名,2/3PM,2科】

【横浜富士見丘学園(第４回) 】

★廃止【10名,2/5,2科か4科選択】

横浜富士見丘学園(適性検査型入試)

新設2/1

適性検査Ⅰ､Ⅱ

横浜富士見丘学園(未来力入試)

新設2/5

基礎学力ﾃｽﾄ､課題作文､課題作業

10

☆今春は､第１回Ａの枠内で実施あり
面接なし,合格発表 試験翌日
面接なし,合格発表 試験当日

90→100

横浜雙葉

●女子校【千

第1回と合計50

葉】

国府台女子学院(第１回)

約100→約95

国府台女子学院(第２回)

約10→約15

聖徳大学附属女子(第一志望Ａ入試)

＊30→＊25

聖徳大学附属女子(第一志望Ｂ入試)

新設12/1

1科<国語か算数>と作文<特技表現>

進学ｸﾗｽ5

聖徳大学附属女子(第１回PM･適性検査型)

試験会場 本校･幕張の2会場→本校に変更

聖徳大学附属女子(第３回)

合格発表の掲示<試験翌日→試験当日>変更

和洋国府台女子(推薦入試)
和洋国府台女子(一般･第１回)

2科か4科→2科か＊3科か適性

和洋国府台女子(一般･第２回)
和洋国府台女子(一般･第３回)

入試名称 第一志望入試→第一志望Ａ入試に変更
＊Ｓ選抜ｸﾗｽ､選抜ｸﾗｽ､進学ｸﾗｽ合計
受験資格…英語か音楽かｽﾎﾟｰﾂで特技がある者<要確認>
面接<本人>あり,合格発表 試験翌日

1/27→2/6

60→30

☆英語ﾘｽﾆﾝｸﾞ型<英語とｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ>新設
面接<保同→本人Ｇ>変更

90→30

試験会場 本校→高校校舎に変更

40→2科3科15･適性10
10→5
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＊3科…国語､算数､英語

【

確定版 】

首都圏模試センター･情報ステーション

中学校･中等教育学校名

入試日

科目

募集人数

大妻嵐山(第１回･帰国生)

新設12/3

学科試験なし<面接あり>

若干名

大妻嵐山(第２回･帰国生)

1/11→1/10

1科<英語>→2科

大妻嵐山(ＯＲみらい力)

新設1/10PM

総合記述

大妻嵐山(第１回･一般)

1/10PM→1/11AM

大妻嵐山(成績奨学生)

1/11→1/12

●女子校【埼

その他

玉】
面接<本人>あり
合格発表 試験当日
入試名称 帰国生→第２回･帰国生に変更

大妻嵐山(ＯＲまなび力)

入試名称 進学ｸﾗｽ→ＯＲまなび力に変更

10

面接<本人>あり,合格発表1/11<Web>･1/12<掲示>
試験会場 本校･大宮の２会場で実施

20→40
入試名称 奨学生→成績奨学生に変更

【大妻嵐山(ｽｰﾊﾟｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ) 】

★廃止【15名,1/11PM,2科か4科選択】

【大妻嵐山(第２回･一般) 】

★廃止【15名,1/12,2科か4科選択】

【大妻嵐山(第３回･一般) 】

●女子校【茨

★廃止【若干名,1/16,2科か4科選択】

2/6→2/5

大妻嵐山(第２回･一般)

入試名称 第４回･一般→第２回･一般に変更

城】

聖徳大附取手聖徳女子(推薦入試)

11/29→11/27

全合計80→推薦､専願計25

聖徳大附取手聖徳女子(専願入試)

11/29→11/27

全合計80→推薦､専願計25

聖徳大附取手聖徳女子(一般･第１回AM)

1/5→12/18

聖徳大附取手聖徳女子(一般･第１回PM)

新設12/18PM

聖徳大附取手聖徳女子(一般･第２回)

1/10→1/14

聖徳大附取手聖徳女子(一般･第３回)

1/17→1/28

全合計80→25

適性検査Ⅰ､Ⅱ

10

入試名称 一般･第１回→一般･第１回AMに変更
面接<本人Ｇ>あり,合格発表12/20

全合計80→15

2科か4科選択→2科

全合計80→5

4科

全合計<本校､首都圏>60

●女子校【その他】
札幌聖心女子学院(首都圏１期入試)

1/11→1/9

札幌聖心女子学院(首都圏２期入試)

新設2/5

入試名称 首都圏入試→首都圏１期入試に変更

【函館白百合学園(首都圏･後期) 】

★廃止【全合計70名,2/7,4科】

12/12→1/7

不二聖心女子学院(帰国生)
不二聖心女子学院(Ａ日程)

1/9→1/7

不二聖心女子学院(Ｓ日程)

1/16→1/14

不二聖心女子学院(Ｂ日程)

2/5AM→2/4PM

2科→国語､算数か英語､算数

盛岡白百合学園(首都圏入試)

合格発表<1/12→1/11>変更

山梨英和(海外帰国生入試)

1/9→1/7

全合計120→全合計70

山梨英和(専願入試)

1/9→1/7

全合計120→全合計70

山梨英和(自己推薦入試)

1/9→1/7

全合計120→全合計70

1/23→1/21

全合計120→全合計70

山梨英和(一般入試)

●共学､別学校【東

試験会場 渋谷区<聖心女子大学>で実施
面接<保同>あり,合格発表 試験翌日
入試名称 首都圏･前期→首都圏入試に変更
通知表ｺﾋﾟｰ<出願時→入学手続時>変更,合格発表<1/10→1/11>変更

函館白百合学園(首都圏入試)

京】

郁文館(第１回･帰国､特別奨学生)

12/26→12/10

郁文館(第２回･帰国､特別奨学生)

1/9PM→12/24AM

郁文館(第３回･帰国､特別奨学生)

1/16PM→1/7PM

入試名称 帰国生･特進選抜→第１回･帰国､特別奨学生に変更
入試名称 帰国生･ＧＬ特進選抜→第２回･帰国､特別奨学生に変更
入試名称 帰国生･一般→第３回･帰国､特別奨学生に変更

男女35→男女30

郁文館(第１回･進学ｸﾗｽ)

郁文館(第２回･進学ｸﾗｽ)

入試名称 第２回･一般→第２回･進学ｸﾗｽに変更

郁文館(ルーブリック評価型)

作文→ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ､Ｑ&Ａ

入試名称 未来力選抜→ルーブリック評価型に変更

郁文館(第３回･進学ｸﾗｽ)

入試名称 第３回･一般→第３回･進学ｸﾗｽに変更

郁文館(第４回･進学ｸﾗｽ)
郁文館(第２回･特別奨学生)
郁文館(特別編成)
郁文館(適性検査型･特別編成)

入試名称 第１回･一般→第１回･進学ｸﾗｽに変更
入試名称 特別奨学生選抜→第１回･特別奨学生に変更
※２科…国算英より２科,４科…国算英より２科と社理

2科か4科→※2科か※4科

郁文館(第１回･特別奨学生)

入試名称 第４回･一般→第４回･進学ｸﾗｽに変更

新設2/4

※ 2科か※ 4科選択

男女5

2/20PM→2/18PM
新設2/18PM

※２科…国算英より ２科,４科…国算英より ２科と 社理

面接なし,合格発表 試験当日
※２科…国語､算数､英語より２科,３科…国語､算数､英語

適性検査Ⅰ､Ⅱ

男女 若干名

面接なし,合格発表 試験当日
音楽専門<2科か4科と音楽､面接→2科と音楽､面接>変更
面接<本人>廃止
音楽専門<2科か4科と音楽､面接→2科と音楽､面接>変更
面接<本人>廃止

上野学園(Ａ日程)
上野学園(Ｂ日程)
上野学園(Ｓ日程)

音楽専門<適性検査と音楽､面接→音楽専門なし>変更

上野学園(Ｃ日程)

音楽専門<2科か4科と音楽､面接→2科と音楽､面接>変更
面接<本人>廃止
音楽専門<2科か4科と音楽､面接→2科と音楽､面接>変更
面接<本人>廃止

上野学園(Ｄ日程)

2/5→2/4

2科か4科選択→2科

穎明館(第１回)

男女70→男女80

穎明館(第２回)

男女80→男女70
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確定版 】
中学校･中等教育学校名

首都圏模試センター･情報ステーション
入試日

科目

募集人数
男女40→男女30

桜美林(2月2日PM入試)

男女15→男女10

桜美林(2月3日入試)
新設2/1

文系総合､理系総合

開智日本橋学園(第１回･帰国生)

11/28→11/26

ｴｯｾｲ<英語>→ｴｯｾｲ<英語>､2科基礎

開智日本橋学園(第２回･帰国生)

12/19→12/17

ｴｯｾｲ<英語>→ｴｯｾｲ<英語>､2科基礎

開智日本橋学園(第３回･帰国生)

1/9→1/7

ｴｯｾｲ<英語>→ｴｯｾｲ<英語>､2科基礎

桜美林(総合学力評価テスト)

その他

男女15

文系総合100点50分､理系総合100点50分
面接なし,合格発表 試験翌日

開智日本橋学園(第１回･2科4科)

男女30→男女35

開智日本橋学園(適性検査型)

男女10→男女15

入試名称 第１回･適性→適性検査型に変更

開智日本橋学園(第２回･特待生選考)

男女25→男女20

特待選考のみに変更

【開智日本橋学園(第２回･適性) 】

★廃止【男女10名,2/1PM,適性検査Ⅰ､Ⅱ】

開智日本橋学園(第３回･2科4科)

男女15→男女30

開智日本橋学園(第４回･3科総合)

男女20→男女15
男女20→男女15

開智日本橋学園(第５回･3科総合)
かえつ有明(帰国生Ａ-１選考)

11/28→11/23

かえつ有明(帰国生Ａ-２選考･第１回)

12/13→12/11

かえつ有明(帰国生Ａ-２選考･第２回)

1/29→1/30
男女20→男女10

かえつ有明(2/1AM･思考力入試)
かえつ有明(2/2AM･思考力特待)

新設2/2

かえつ有明(2/4AM･ＡＬ思考力特待)
共栄学園(第４回･2科､適性②)

難関思考力Ⅰ､思考力Ⅱ

男女10

2/7→2/5

国立音楽大学附属(第１回)

音楽ｺｰｽ教科型…2科と適性<歌唱か楽譜の読み書き→歌唱>変更

国立音楽大学附属(第２回)
国立音楽大学附属(第３回)

音楽ｺｰｽ教科型…2科と適性<歌唱か楽譜の読み書き→歌唱>変更

2/5→2/6

音楽ｺｰｽ教科型…2科と適性<歌唱か楽譜の読み書き→歌唱>変更

慶應義塾中等部
啓明学園(国際入試)

面接なし,合格発表 試験当日
入試名称 2/4AM･難関思考力特待→2/4AM･ＡＬ思考力特待に変更

難関思考Ⅰ､思考Ⅱ→ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ思考力

二次試験の合格発表<掲示→掲示とWeb>変更

12/12→12/10
2科か4科→国語､算数か国語､英語

啓明学園(第１回)

第1回計 男女60→男女60

【啓明学園(第１回PM) 】

入試名称 第１回AM→第１回に変更
★廃止【第1回計 男女60名,2/1PM,2科】

2科か4科→国語､算数か国語､英語

啓明学園(第２回)

2科→国語､算数か国語､英語

啓明学園(第３回)
工学院大学附属(帰国生･第１回)

新設12/4

工学院大学附属(帰国生･第２回)

1/10→1/8

国語･算数･英語より2科選択

帰国計 男女35
男女20→帰国計 男女35

面接<保同>あり,合格発表 試験当日
入試名称 帰国生→帰国生･第２回に変更

工学院大学附属(第１回Ａ･特待)

2科か4科か算､英か思→2科か4科か英か思

英語受験者は､面接<保同>実施

工学院大学附属(第１回Ｂ･特待)

国語､算数か算数､英語→国語､算数か英語

英語受験者は､面接<保同>実施

2科か4科か算､英か思→2科か4科か英か思

英語受験者は､面接<保同>実施

2科か4科か算数､英語→2科か英語か思考力

英語受験者は､面接<保同>実施

工学院大学附属(第２回Ａ)
工学院大学附属(第３回)
国学院大学久我山(帰国生)

2/3AM→2/3PM
1/10→1/8

国士舘(第３回)

学業優秀特待生の選考あり

国士舘(第４回)
駒込(帰国生入試)

学業優秀特待生の選考あり

新設12/10

2科

男女 若干名

駒込(第１回)

面接あり
入試名称 第１回･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ→第１回に変更

駒込(第２回)

入試名称 第２回･ｽｰﾊﾟｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ→第２回に変更

駒込(第３回)

2/5→2/2

男女20→男女30

入試名称 第４回･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ→第３回に変更

駒込(第４回)

2/2→2/5

男女30→男女20

入試名称 第３回･ｽｰﾊﾟｰｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ→第４回に変更

桜丘(第２回･帰国生)

12/13→12/11

桜丘(第２回)

2科か4科か思考力→2科か4科

桜丘(第３回)

2科か4科→2科か4科か思考力
男女20→男女15

実践学園(第３回)

男女10→男女5

実践学園(第４回)
実践学園(第５回)

新設2/4

自由学園男子部(帰国生･第１回)

11/7→11/5

自由学園女子部(帰国生･第１回)

11/7→11/5

自由学園男子部(第３回)

2/25→2/22

自由学園女子部(第２回)

2/4→2/10

自由学園女子部(第３回)

新設3/1

1科<日本語表現力>

男女10

１科<日本語表現力>60分
面接なし,合格発表 試験当日

2科と集団考査Ⅰ､Ⅱ

若干名

面接<保別>あり,合格発表 試験翌日
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【

確定版 】
中学校･中等教育学校名

修徳(６回)
淑徳(帰国生)

首都圏模試センター･情報ステーション
入試日

科目

募集人数

その他

2/11PM→2/11AM
12/12→12/3
男女20→男女25

淑徳(ｽｰﾊﾟｰ特進東大選抜･第１回)

男女20→男女15

淑徳(ｽｰﾊﾟｰ特進入試･第３回)

12/5→12/3

国算英より2科→3科<国算英>か4科

淑徳巣鴨(ｽｶﾗｼｯﾌﾟ入試･第１回)

新設2/1PM

＊ 3科<国算英>か 4科選択

男女15

淑徳巣鴨(ｽｶﾗｼｯﾌﾟ入試･第２回)

新設2/2PM

2科か4科選択

男女10

4科→＊3科<国算英>か4科選択

男女20→男女10

入試名称 ｽｶﾗｼｯﾌﾟ入試→ｽｶﾗｼｯﾌﾟ入試･第３回に変更
＊3科…英検3級以上の取得者は英語免除,通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

2/1PM→2/1AM

4科→2科

男女25→男女30

入試名称 特進ｺｰｽ･第１回→一般入試･第１回に変更
通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

新設2/2

思考の基礎力､思考の展開力

男女25

淑徳巣鴨(帰国子女)

淑徳巣鴨(ｽｶﾗｼｯﾌﾟ入試･第３回)
淑徳巣鴨(一般入試･第１回)
淑徳巣鴨(一般入試･第２回[未来力])

面接<保同→保別>変更

【淑徳巣鴨(特進ｺｰｽ･第２回) 】
淑徳巣鴨(一般入試･第３回)

面接なし,合格発表 試験翌日
面接なし,合格発表 試験翌日

面接なし,合格発表 試験翌日
★廃止【男女20名,2/2PM,2科か4科選択】

2/6→2/5

男女5→男女15

【淑徳巣鴨(進学ｺｰｽ･第１回) 】

入試名称 特進ｺｰｽ･第３回→一般入試･第３回に変更
通知表ｺﾋﾟｰの提出不要
★廃止【男女25名,2/1,2科】

【淑徳巣鴨(進学ｺｰｽ･第２回) 】
順天(海外帰国子女･第１回)

＊3科…英検3級以上の取得者は英語免除

★廃止【男女10名,2/2,2科】

12/6→12/4

順天(海外帰国子女･第２回)

合格発表の掲示<試験翌日→試験翌々日>変更

順天(第１回Ａ入試)

男女30→男女25

順天(第１回Ｂ入試)

男女20→男女25

順天(第３回Ｂ入試)

合格発表の掲示<試験翌日→試験翌々日>変更

松蔭(第１回AM)

第1回計20→第1回計25

面接<本人>実施

松蔭(第１回PM)

第1回計20→第1回計25

面接<本人>実施

松蔭(第２回AM)

第2回計20→第2回計25

面接<本人>実施

松蔭(第２回PM)

第2回計20→第2回計25

面接<本人>実施

【松蔭(第３回) 】

★廃止【男女10名,2/3,2科】

城西大学附属城西(帰国生･第１回)

10/17→10/15

城西大学附属城西(帰国生･第２回)

12/12→12/8

城西大学附属城西(帰国生･第３回)

1/11→1/9

城西大学附属城西(第１回AM)

※2科か※4科→＊英語か2科か4科

城西大学附属城西(第１回PM)

※2科か※4科→＊英語か2科か4科

※2科…国算英より2科選択,4科…国算英より2科と社､理
＊英語…筆記＋ﾘｽﾆﾝｸﾞ100点50分と面接<本人>あり
※2科…国算英より2科選択,4科…国算英より2科と社､理
＊英語…筆記＋ﾘｽﾆﾝｸﾞ100点50分と面接<本人>あり

【城西大学附属城西(第２回AM) 】
城西大学附属城西(第２回AM)

★廃止【男女15名,2/2,2科か4科選択】

新設2/2

男女10

適性検査Ⅰ､Ⅱ

聖徳学園(帰国生･第１回)

11/14→11/25

聖徳学園(帰国生･第２回)

12/22→12/20

聖徳学園(帰国生･第３回)

1/22→1/23

聖徳学園(総合入試)

国･算･英･思より2科→国･算･英より2科

聖徳学園(適性検査型入試)

公立中高一貫校提出用の報告書の提出不要

【聖徳学園(一般入試②) 】

★廃止【男女20名,2/1PM,2科か4科選択】

4科→2科

聖徳学園(特待選抜入試①)

男女5→男女15
男女5→男女10

聖徳学園(一般入試②)
聖徳学園(思考力入試)

2/10→2/2

入試名称 一般入試③→一般入試②に変更

男女 若干名→男女5

【聖徳学園(一般入試④) 】

★廃止【男女10名,2/2PM,2科か4科選択】

聖徳学園(特待選抜入試②)

4科→2科

男女5→男女15
男女5

聖徳学園(一般入試③)

新設2/3PM

2科

聖徳学園(一般入試④)

2/4PM→2/5AM

2科か4科選択→2科

面接なし,合格発表 試験当日
入試名称 一般入試⑤→一般入試④に変更

【聖徳学園(特待選抜入試③) 】

★廃止【男女5名,2/4PM,4科】

成蹊(国際学級)

合格発表<1/9→1/8[Web]､1/10[掲示]>変更

成城学園(第１回)

男女

＊約80→男女 ＊約80

＊帰国<若干名含む→約10名含む>変更

男女20→男女15

成立学園(第１回)

2科か適性検査選択→2科

成立学園(第２回)
成立学園(第４回)

適性検査Ⅰ､Ⅱ 各100点 各45分
面接なし,合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>

男女15→男女10

城西大学附属城西(第２回PM)

新設2/4

適性検査Ⅰ､Ⅱ
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男女5

面接なし,合格発表 試験当日

【

確定版 】
中学校･中等教育学校名

首都圏模試センター･情報ステーション
入試日

科目

募集人数

青稜(第１回Ａ)

男女40→男女50

青稜(第２回Ａ)

男女30→男女40

【青稜(第３回) 】

その他

★廃止【男女20名,2/4,2科か4科選択】

12/5PM→12/3PM

＊3科→国か英と算､理社総合

＊3科…国語､算数､理科社会総合

玉川学園(ＩＢｸﾗｽ･第１回)

＊3科→国か英と算､理社総合

＊3科…国語､算数､理科社会総合

玉川学園(ＩＢｸﾗｽ･第２回)

＊3科→国か英と算､理社総合

＊3科…国語､算数､理科社会総合

玉川学園(ＩＢｸﾗｽ･帰国生)

4科→2科か4科選択

多摩大学附属聖ヶ丘(第１回)
多摩大学附属聖ヶ丘(第３回)

入試名称 第４回→第３回に変更

多摩大学附属聖ヶ丘(第４回)

2/2→2/3

多摩大学附属聖ヶ丘(第５回)

2/4→2/5

帝京(帰国生入試)

新設12/15

帝京八王子(第４回)

2/7→2/5

帝京八王子(２次)
貞静学園(第１回PM)

4科→2科か4科選択

入試名称 第３回→第４回に変更

英語と作文

男女 若干名

2科

第1回計 男女30

2/14→2/12
新設2/1PM

貞静学園(適性検査型･第１回)
貞静学園(適性検査型･第２回)

新設2/11

適性検査Ⅰ､Ⅱ

男女 若干名

適性検査→2科か4科か適性

男女10→男女15

東海大学菅生(第２回Ｂ)

2科受験のみ面接<本人Ｇ>実施
男女40→男女45

東海大学付属高輪台(第１回)

男女15→男女10

東海大学付属高輪台(第３回)

11/14→11/12

帰国子女計 男女

若干名→男女 若干名 入試名称 帰国子女･第１回→帰国子女入試に変更

【東京成徳大学(帰国子女･第２回) 】

★廃止【帰国計 男女 若干名,1/23,国語､算数か算数､英語】

2/7→2/5
男女45→男女40

東京電機大学(第３回)
東京電機大学(第４回)

2/4AM→2/4PM

東京都市大等々力(帰国生入試)

12/12→12/10

2科か4科選択→4科より2科選択

男女15→男女20

★廃止【帰国計 男女20名,2/2,国､算､作か算､英､作】

東京都市大学等々力(第２回)

3科<国算英>か4科選択→4科

東京都市大等々力(第３回Ｓ特選ﾁｬﾚﾝｼﾞ)

4科→3科<国算英>か4科選択

入試名称 第３回→第３回Ｓ特選ﾁｬﾚﾝｼﾞに変更

【東京都市大等々力(第4回S特選ﾁｬﾚﾝｼﾞ) 】

★廃止【第1回〜第4回計 男女140名,2/4,4科】

新設2/4

検査Ⅰ<思考力･協働力>､Ⅱ<論文>

2/3→2/2

第2回計15→第2回計10

2/3PM→2/2PM

第2回計15→第2回計10

東京立正(第３回)

2/5→2/4

東京立正(第４回)

新設2/8

2科か※ＡＯ

男女5

東京立正(第５回)

新設2/12

2科基本とｴｯｾｲ

男女5

東星学園(第３回)

2/2AM→2/2PM

【東洋大学京北(第４回) 】

新設2/1PM

新渡戸文化(2/2AM入試)
新渡戸文化(2/2PM入試)

※ＡＯ…2科と自己PR面接<本人>,合格発表 試験当日
2科基本 各50点､ｴｯｾｲ50点､自己PR面接<本人>50点
合格発表 試験当日

★廃止【男女5名,2/4,2科か4科選択】

新設2/4

新渡戸文化(2/1AM入試)
新渡戸文化(2/1PM入試)

●ｽﾎﾟｰﾂや芸術などを小学校時代から習い事で学んできた者を対象

男女50→男女45

東洋大学京北(第１回)

東洋大学京北(「哲学」思考･表現)

検査Ⅰ<思考力･協働力ﾃｽﾄ>95分､検査Ⅱ<論文ﾃｽﾄ>30分
面接なし,合格発表2/5<Web>･2/6<掲示>

第1回計30→第1回計25

東京立正(第１回PM)

東京立正(第２回PM[奨学生])

第1回〜思考･協働力入試計 140

第1回計30→第1回計25

東京立正(第１回AM)

東京立正(第２回AM)

国語･算数･社会･理科より２科選択 各100点 計70分
入試名称 第１回･帰国生→帰国生入試に変更

【東京都市大等々力(第２回･帰国生) 】

東京都市大等々力(思考力･協働力入試)

面接<本人>あり,合格発表 試験当日
2科受験のみ面接<本人Ｇ>実施

男女10→男女5

東海大学菅生(第２回Ａ)

東京成徳大学(第４回午前)

面接<本人>あり,合格発表 試験当日
入試名称 第１回PM→適性検査型･第１回に変更

東海大学菅生(第１回Ｂ)

東京成徳大学(帰国子女入試)

面接<本人>あり,合格発表 試験当日

新設2/2PM

記述･論述型

男女10

＊自己決定か2科か4科→4科

2/1〜2/3入試計50→全合計30

2科

全合計 男女30

＊自己決定か2科か4科→2科

2/1〜2/3入試計50→全合計30

2科

全合計 男女30

哲学的思考力問題､要約･論述問題 計100点 各50分
面接なし,合格発表 試験翌日
入試名称 2/1入試→2/1AM入試に変更
＊自己決定…国か算より1科と社か理より1科の計2科
面接<本人>あり,合格発表 試験当日
入試名称 2/2入試→2/2AM入試に変更
＊自己決定…国か算より1科と社か理より1科の計2科
面接<本人>あり,合格発表 試験当日

【新渡戸文化(2/3入試) 】

★廃止【2/1〜2/3入試計50名,2/3,自己決定か2科か4科選択】

【新渡戸文化(2/1英語入試) 】

★廃止【2/1〜2/3入試計50名,2/1,1科<英語>】

【新渡戸文化(2/4志入試) 】

★廃止【男女10名,2/4,作文とﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ】
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【

確定版 】
中学校･中等教育学校名

首都圏模試センター･情報ステーション
入試日

科目

募集人数
男女50→男女40

日本工業大学駒場(第１回)
日本工業大学駒場(第２回)

2科か4科選択→＊2科選択

日本工業大学駒場(第３回)

2科か4科→2科か4科か＊自己ｱﾋﾟｰﾙ

その他
通知表ｺﾋﾟｰの提出不要
＊国算か国社か国理か算社か算理より選択
通知表ｺﾋﾟｰの提出不要
＊1科<国語か算数か英語>､作文､面接<本人>
通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

【日本工業大学駒場(特待) 】

★廃止【男女10名,2/2PM,2科か4科選択】

日本工業大学駒場(第４回)

新設2/2PM

＊ 2科選択か※ 自己ｱﾋﾟｰﾙ

日本工業大学駒場(第５回)

2/4→2/5

2科か4科選択→＊2科選択

男女10

＊2科選択…国算か 国社か 国理か 算社か 算理より 選択
※自己ｱﾋﾟｰﾙ…1科<国語か算数か 英語>､作文､面接<本人>
入試名称 第４回→第５回に変更,通知表ｺﾋﾟｰの提出不要
＊国算か国社か国理か算社か算理より選択

日本工業大学駒場(特別選抜)

通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

日本大学第二(第１回)

面接<本人Ｇ>廃止

日本大学第二(第２回)

面接<本人Ｇ>廃止

【八王子実践(第２回) 】
八王子実践(第２回)

★廃止【男女10名,2/3,2科】

2/5→2/4

男女5→男女15

2科か4科→2科か4科か適性

日出(2/1AM入試)

入試名称 第３回→第２回に変更
報告書または通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

日出(2/1PM入試)

報告書または通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

日出(2/2AM入試)

報告書または通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

日出(2/2PM入試)

報告書または通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

日出(2/6AM入試)

2/5→2/6

報告書または通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

日出(2/6PM入試)

2/5PM→2/6PM

報告書または通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

広尾学園(国際生)

12/18→12/19

☆本科､ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙSG､医進･ｻｲｴﾝｽｺｰｽ新設
[男女10名,2科と面接<本人>]
男女＊75→男女＊70

広尾学園(第２回)

男女＊40→男女＊35

広尾学園(第３回)
宝仙学園共学部(帰国生)

12/20PM→12/23AM

男女 若干名→男女10
男女20→男女10

宝仙学園共学部(2/1AM入試)
宝仙学園共学部(2/1PM入試･特待選抜)

＊ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙＳＧ20名含む
＊ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙＳＧ15名含む

通知表ｺﾋﾟｰの提出あり
通知表ｺﾋﾟｰの提出あり,国語､算数<各50分→各40分>変更
社会､理科<各100点 各40分→各50点 計40分>変更
通知表ｺﾋﾟｰの提出あり
社会､理科<各75点 各30分→各50点 計40分>変更

【宝仙学園共学部(2/2AM入試) 】

★廃止【男女10名,2/2,4科】

宝仙学園共学部(2/2PM入試･特待選抜)

通知表ｺﾋﾟｰの提出あり
社会､理科<各75点 各30分→各50点 計40分>変更

【宝仙学園共学部(2/3AM入試) 】

★廃止【男女10名,2/3,4科】
通知表ｺﾋﾟｰの提出あり
社会､理科<各75点 各30分→各50点 計40分>変更

宝仙学園共学部(2/3PM入試･特待選抜)
宝仙学園共学部(2/1公立一貫対応)

新設2/1

適性検査Ⅰ､Ⅱ

男女20
男女10→男女20

宝仙学園共学部(2/2公立一貫対応)
宝仙学園共学部(2/4公立一貫･特待選抜)
宝仙学園共学部(2/1ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ入試)

新設2/1PM

日本語ﾘｽﾆﾝｸﾞ

男女10

宝仙学園共学部(2/1ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試)

新設2/1PM

日本語ﾘｽﾆﾝｸﾞ

男女5

宝仙学園共学部(2/4ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ入試)

2/4AM→2/4PM

宝仙学園共学部(2/4ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試)

新設2/4PM

三田国際学園(国際生)

男女 若干名→男女10

日本語ﾘｽﾆﾝｸﾞ

男女5

適性検査Ⅰ<作文>40点､Ⅱ<総合問題 >50点､調査書10点
面接なし,合格発表 試験当日
入試名称 公立一貫対応→2/2公立一貫対応に変更
適性Ⅰ､Ⅱ､調査 各100点→適Ⅰ40点､Ⅱ50点､調査書10点>変更
入試名称 公立一貫対応･特待選抜→2/4公立一貫対応･特待選抜に変更
適性Ⅰ､Ⅱ､調査 各100点→適Ⅰ40点､Ⅱ50点､調査書10点>変更

●ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ入試の複数回受験不可
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ面接<本人>あり,合格発表 試験当日
●英検2級程度の英語力が必要
英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ面接<本人>あり,合格発表 試験当日
入試名称 ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ入試→2/4ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ入試に変更
●英検2級程度の英語力が必要
英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ面接<本人>あり,合格発表 試験当日

英語か国語､算数→英語

三田国際学園(第１回･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ)

本科ｸﾗｽへのｽﾗｲﾄﾞ合格の発表なし

三田国際学園(第２回･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ)

本科ｸﾗｽへのｽﾗｲﾄﾞ合格の発表なし

三田国際学園(第３回･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ)

本科ｸﾗｽへのｽﾗｲﾄﾞ合格の発表なし

三田国際学園(第４回･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ)

本科ｸﾗｽへのｽﾗｲﾄﾞ合格の発表なし

三田国際学園(第５回･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ)
明星学園(帰国生入試)

本科ｸﾗｽへのｽﾗｲﾄﾞ合格の発表なし

12/6→12/4
男女 約25→男女 約15

明星学園(Ｂ入試)

入試名称 第１回→第１回AMに変更
通知表ｺﾋﾟｰの提出あり

武蔵野(第１回AM)
武蔵野(第１回PM)

新設2/1PM

2科

男女10
男女20→男女30

武蔵野(第２回)

面接<本人>あり,合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>
入試名称 第２回AM→第２回に変更
通知表ｺﾋﾟｰの提出あり

【武蔵野(第２回PM) 】

★廃止【男女10名,2/2PM,2科か4科選択】

武蔵野(第３回)

通知表ｺﾋﾟｰの提出あり

【武蔵野(第４回) 】

★廃止【男女10名,2/8,2科か4科選択】

武蔵野東(帰国生･第１回)

11/28→11/26

武蔵野東(帰国生･第２回)

12/16→12/19

武蔵野東(帰国生･第３回)

1/13→1/12

武蔵野東(第１回AM)

2科か4科→2科か※国算英か＊4科

武蔵野東(第１回PM)

2科か国算英→2科か＊国立か※都立

【武蔵野東(第４回) 】

※国算英…国語基礎､算数基礎､英語
＊4科…国語基礎､算数基礎､総合
＊国立…国立型総合Ⅰ<国語･社会>､Ⅱ<算数･理科>
※都立…都立型総合Ⅰ<表現力>､Ⅱ<思考力>

★廃止【男女 若干名,2/5,2科】
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【

確定版 】
中学校･中等教育学校名

首都圏模試センター･情報ステーション
入試日

科目

募集人数
男女120→男女100

明治大学付属中野八王子(Ａ方式･第１回)
明治大学付属中野八王子(Ａ方式･第２回)
明治大学付属中野八王子(Ｂ方式)

入試名称 第１回→Ａ方式･第１回に変更
入試名称 第２回→Ａ方式･第２回に変更

新設2/5PM

4科総合問題

男女20

明星(第１回･ＭＧＳｸﾗｽ)

男女 約20→男女 約30

明星(第２回･ＭＧＳｸﾗｽ)

男女 約10→男女 若干名

4科総合問題120点60分
面接なし,合格発表 試験翌日

男女 約10→男女 若干名

明星(第３回･ＭＧＳｸﾗｽ)
新設2/1

適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ

男女 若干名

明星(第１回ＡＳ算数特化･ＭＧＳｸﾗｽ)

新設2/1PM

1科<算数>

ＡＳ算数特化計 男女 若干名

明星(第２回ＡＳ算数特化･ＭＧＳｸﾗｽ)

新設2/2PM

明星(適性検査型､特待･ＭＧＳｸﾗｽ)

その他

◆ＭＧＳｸﾗｽ選抜のみの試験<本科へのｽﾗｲﾄﾞ合格なし>
面接<本人>あり,合格発表 試験当日
◆ＭＧＳｸﾗｽ選抜のみの試験<本科へのｽﾗｲﾄﾞ合格なし>
面接<本人>あり,合格発表 試験当日
◆ＭＧＳｸﾗｽ選抜のみの試験<本科へのｽﾗｲﾄﾞ合格なし>
面接<本人>あり,合格発表 試験当日

1科<算数>

ＡＳ算数特化計 男女 若干名

＊2科か適性→＊2科

男女 約40→第1回計男女 約40

＊2科…国語か社会と算数か理科

書類→作文と書類

男女 約20→第1回計男女 約40

入試名称 第２回･一能一芸→第１回･一能一芸に変更

2/3→2/2

2科か4科→2科か4科か適性

男女 約10→男女 約30

目白研心(帰国生･第１回)

11/21→11/19

国､算か国､英→英語か国語､算数

目白研心(帰国生･第２回)

1/22→1/14

目黒学院(第１回)
目黒学院(第１回･一能一芸)
目黒学院(第３回)
【目黒学院(第５回) 】

★廃止【男女 若干名,2/4,2科】

目白研心(第２回)
目白研心(第５回)

国､算か国､英→英語か国語､算数
英語受験者の面接<保同>廃止

国算か算理か国社か英→国算か算理か国社か国英

2/5→2/4

安田学園(先進特待入試･第１回)

男女15→男女20

Webでの合格発表<試験当日→試験翌日>変更

安田学園(先進特待入試･第２回)

男女15→男女18

総合ｺｰｽへのｽﾗｲﾄﾞ合格の発表あり

安田学園(先進特待入試･第３回)

男女12→男女10

総合ｺｰｽへのｽﾗｲﾄﾞ合格の発表あり

安田学園(一般入試･第１回)

男女65→男女50

安田学園(一般入試･第２回)

男女30→男女40

安田学園(一般入試･第３回)

男女15→男女14

立正大学付属立正(第１回AM)

第1回計120→第1回計110

立正大学付属立正(第１回PM)

第1回計120→第1回計110
第2回計20→男女20

立正大学付属立正(第２回･2科4科選択)
【立正大学付属立正(第２回PM) 】

★廃止【第2回計 男女20名,2/2PM,2科か4科選択】
男女30→男女20

立正大学付属立正(第２回､適性検査型)
立正大学付属立正(第３回)

入試名称 第２回AM→第２回･2科4科選択に変更

新設2/3

2科か4科選択

男女20

立正大学付属立正(第４回･６ヵ年特待)

面接なし,合格発表 試験当日
入試名称 第３回･６ヵ年特待→第４回･６ヵ年特待に変更

立正大学付属立正(第５回)

入試名称 第４回→第５回に変更

和光(第１回)

男女＊約70→男女＊約60

＊内進除く

和光(第２回)

男女＊約10→男女＊約20

＊内進除く

男女＊約10→男女＊約20

＊内進除く

和光(第３回)

2/4PM→2/3PM

2科か4科選択→2科

●共学､別学校【神奈川】
★廃止<ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試で受け入れ可>
【男女 若干名,2/2,国算英より2科選択】

【アレセイア湘南(帰国生) 】
アレセイア湘南(ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ入試)

新設2/1

2科

2/1入試計 男女40

アレセイア湘南(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試)

新設2/2

英語､国語か英語､算数

2/2入試計 男女30

【大西学園(Ｃ日程) 】
関東学院(帰国生)

1/11PM→1/9PM
2/3→2/2

関東学院六浦(帰国生Ⅰ期)

新設12/26

算数と日本語による作文

関東学院六浦(帰国生Ⅱ期)

2/1AM→1/14PM

※作文→算数と※作文

関東学院六浦(帰国生Ⅲ期)

自修館中等教育学校(帰国生)

面接<保同>あり
入試名称 帰国生･第１回→帰国生Ⅱ期に変更
※日本語による作文
入試名称 帰国生･第２回→帰国生Ⅲ期に変更
※日本語による作文

※作文→算数と※作文

12/19PM→12/17AM
2科→2科基礎力ﾃｽﾄ
男女40→男女30

鶴見大学附属(難関進学ｸﾗｽ１次)

2科→2科基礎力ﾃｽﾄ

鶴見大学附属(進学ｸﾗｽ２次)
新設2/2

2科基礎力ﾃｽﾄと適性検査

男女20→男女15
男女20
男女20→男女15

鶴見大学附属(難関進学ｸﾗｽ２次)
鶴見大学附属(総合入試)

男女 若干名

1/22→1/19

鶴見大学附属(進学ｸﾗｽ１次)

鶴見大学附属(適性検査入試)

面接<本人>あり,合格発表 試験当日
★廃止【男女 若干名,2/4,2科】

関東学院(１期Ｃ)

公文国際学園(帰国生)

面接<本人>あり,合格発表 試験当日

2科か4科→2科か国算英か4科
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面接なし,合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>

【

確定版 】

首都圏模試センター･情報ステーション

中学校･中等教育学校名
桐蔭学園(帰国生)

入試日

科目

募集人数

1/12→1/11

国､算か国､算､英→国､算か英､算

桐蔭学園(１次)

男50､女 理5･普20→男60､女 理･普計25

桐蔭学園(２次AM)

女 理10･普15→女 理･普計25

桐蔭学園(２次PM)

男50､女 理10･普15→男60､女 理･普計30

桐蔭学園(３次)

男60､女 理10･普15→男50､女 理･普計25

【桐蔭学園(４次) 】

★廃止【男40名､女 理数5名･普通15名,2/4,4科】

新設2/4

桐蔭学園(ＡＬ入試)

総合思考力問題､算数基礎

1/4→1/5

桐光学園(帰国生)

男30､女 理数･普通計20

桐光学園(第１回)

女70→女60
男100･女50→男90･女40
男50→男40

桐光学園(第３回Ａ)
桐光学園(第３回Ｂ[英語資格入試])

2/1→2/4

男女 各若干名→3回B計男女 各若干名

桐光学園(第３回Ｂ[Ｔ＆Ｍ入試])

新設2/4

2科と面接<本人>

日本大学(帰国生入試)

新設2/1

3科<国算英>か4科選択

男女 若干名

4科→3科<国算英>か4科選択

男女90→男女85

日本大学(Ａ-１日程)

入試名称 第３回→第３回Ａに変更
入試名称 第１回Ｂ[英語資格入試]→第３回Ｂ[英語資格入試]に変更
面接<本人>実施
出願資格…小学校時代に各種競技会･ｺﾝﾃｽﾄ･資格試験などで
優秀な成績を残し､本校でさらに伸ばしたい者

面接なし
合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>

1/10→1/8
1/4→12/27

横須賀学院(帰国生)

第3回B計 男 若干名･女 若干名

入試名称 第１回Ａ→第１回に変更

男女40→男女45

日本大学(Ａ-２日程)
法政大学第二(帰国生)

総合思考力問題100点50分､算数基礎100点50分､
面接<本人Ｇ>50点,合格発表 試験翌日

男 若干名･女 若干名→男20･女10

桐光学園(第２回)

国算英より2科選択→2科

2/2PM→2/2AM

横須賀学院(２次)

2科か4科選択→2科

横須賀学院(３次)

男女15→男女20

横須賀学院(適性検査型)
横須賀学院(英語入試)

Webでの合格発表<試験翌日→試験当日>変更
＊2/1〜2/3→2/2PM

＊2/1､2/1PM､2/2PM､2/3PM

★廃止<第1回､第3回の枠内で実施あり>
【男女 若干名,1/9,国算か国算英】

【横浜翠陵(帰国生) 】
横浜翠陵(第１回)

☆帰国生入試の実施<国算と面接か国算英と面接>あり
男女25→男女35

横浜翠陵(第２回)

男女20→男女10

横浜翠陵(第３回)
横浜翠陵(適性検査型入試)

新設2/1PM

Ⅰ型､Ⅱ型

一般枠に含む

国算英より1科と作文→2科

男女25→男女20

☆帰国生入試の実施<国算と面接か国算英と面接>あり
Ⅰ型<人文･社会科学系>､Ⅱ型<数理･自然科学系>
面接なし,合格発表 試験翌日

2/2PM→2/3AM

横浜創英(第４回)
横浜隼人(第２回)
横浜隼人(第３回)

入試名称 第３回→第２回に変更
入試名称 第４回→第３回に変更

男女25→男女30

横浜隼人(適性検査型)

●共学校【千

その他

入試名称 第２回→適性検査型に変更

葉】

市川(１２月帰国生)

12/12→12/10
4科か＊3科→4科

市川(１月帰国生)

＊3科…国語､算数､英語Ａ､英語Ｂ

市川(第１回)

☆英語選択入試<国語､算数､英語Ａ､英語Ｂ>を新設
男20･女20→男女40

市川(第２回)
暁星国際(Ⅱ期Ａ)

2/5→2/6

暁星国際(Ⅱ期Ｂ)

2/20→2/23

志学館(一般Ａ)

合格発表<1/21発送→1/23発送>変更

志学館(一般Ｂ)

1/23→1/28

志学館(一般Ｃ)

2/6→2/5

翔凜(一般入試)

1/24→1/22

試験会場 市川市→本校に変更
合格発表<2/8発送→2/6発送>変更

男女60→男女50

昭和学院(第１回･推薦入試)
昭和学院(第２回･推薦ﾏｲﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃ-ｼｮﾝ)

新設12/6

自己表現文とﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃ-ｼｮﾝ

男女10

2科か4科選択→2科

一般､特進計60→男女20

2/5→1/21

2科か4科選択→2科

一般､特進計60→男女10

新設1/21

自己表現文とﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃ-ｼｮﾝ

男女10

1/23→1/25

4科→2科か4科選択

一般､特進計60→男女20

昭和学院(第１回･一般)
昭和学院(第２回･一般)
昭和学院(ﾏｲﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ入試)
昭和学院(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ ﾁｬﾚﾝｼﾞ)
昭和学院秀英(第１回･第１志望)

入試名称 推薦入試→第１回･推薦入試に変更
面接<本人>あり
合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>

面接<本人>あり
合格発表 試験当日<Web>･翌日<掲示>
入試名称 特進[特待生]入試→ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ ﾁｬﾚﾝｼﾞに変更
合格発表<掲示→掲示とWeb>変更

西武台千葉(第１志望入試)

12/6→12/4

西武台千葉(２回)

1/29→2/7

入試名称 専願→第１志望入試に変更
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中学校･中等教育学校名

入試日

科目

募集人数

千葉明徳(一般入試①)
千葉明徳(一般入試②)

社会､理科<計60分→計50分>変更

1/22→1/23

男女20→男女15

千葉明徳(英語入試)

新設1/23

基礎国語､基礎算数､英語

男女5

千葉明徳(一般入試③)

新設1/28

2科か4科選択

男女5

【千葉明徳(一般入試③) 】
千葉明徳(適性検査型入試)

その他

社会､理科<計60分→計50分>変更
基礎国語､基礎算数 計100点 計50分,英語100点50分
面接<本人>あり,合格発表 試験翌日
面接<本人>あり,合格発表 試験翌日
★廃止【男女5名,2/6,2科】
試験会場 本校→本校･市川<SUN CITY>の２会場に変更
市川会場は､面接の実施なし

1/24→1/21

【東京学館浦安(推薦Ａ) 】

★募集一時停止【男女20名,12/1,2科】

【東京学館浦安(推薦Ｂ) 】

★募集一時停止【男女5名,12/1,適性検査1､2】

【東京学館浦安(一般･第Ⅰ期) 】

★募集一時停止【第Ⅰ･Ⅱ期計30名,1/20,2科か4科選択】

【東京学館浦安(一般･第Ⅱ期) 】

★募集一時停止【第Ⅰ･Ⅱ期計30名,1/24,2科か4科選択】

【東京学館浦安(一般･第Ⅲ期) 】

★募集一時停止【男女15名,2/3,2科か4科選択】

【東京学館浦安(一般･第Ⅳ期) 】
東邦大学付属東邦(推薦)

★募集一時停止【男女 若干名,2/6,2科】

新設12/1

4科

男女30<帰国含む>

成田高等学校付属(前期)

国語､算数 各100点 各45分,社会､理科 各50点 各30分
面接なし,合格発表 試験翌日
専願受験<合否判定で優遇あり>可
合格発表<試験翌日→試験翌々日>変更

成田高等学校付属(後期)

専願受験<合否判定で優遇あり>可

二松學舍大学附属柏(第１回)

試験会場 本校･柏･船橋の３会場→本校に変更

二松學舍大学附属柏(第２回)

試験会場 本校･柏･船橋の３会場→本校に変更

4科→2科か4科選択

日出学園(一般入試Ⅰ期)

4科→2科か4科選択

日出学園(一般入試Ⅱ期)
八千代松陰(推薦入試･自己推薦)

12/20AM→12/17PM

麗澤(第１回･EEｺｰｽ)

＊4科→国､算､英か4科

麗澤(第２回･EEｺｰｽ)

＊4科→国､算､英か4科

麗澤(第３回･EEｺｰｽ)

4科→国､算､英か4科
2/3PM→2/4AM

麗澤(第４回･EEｺｰｽ)

●共学校【埼

*4科…国語､算数､社会､理科か国語､算数､理科､英語
*4科…国語､算数､社会､理科か国語､算数､理科､英語

男女24→男女＊24

2科→2科基礎と＊表現力ﾃｽﾄ

＊国語､算数､英語2名･4科22名
＊表現力ﾃｽﾄ…ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸと記述ﾃｽﾄ

玉】

浦和実業学園(適性検査型入試)

1/16→1/15

浦和実業学園(第３回)

1/23→1/21

浦和実業学園(第４回)

合格発表の掲示<試験翌日→試験当日>変更

浦和ルーテル学院(第１回)

新設1/10PM

3科<国算英>か適性検査Ⅰ､Ⅱ

全合計 男女25

浦和ルーテル学院(第２回)

1/16→1/14

4科→＊一般かＧ２

男女25→全合計 男女25

浦和ルーテル学院(第３回)

新設1/28

2科か4科選択

浦和ルーテル学院(第４回)

2/6→2/4

4科→2科

全合計 男女25
男女

若干名→全合計 男女25

男女＊30→男女＊30

開智未来(特選１)

面接<3科は本人･適性は本人Ｇか本人>あり
合格発表 試験当日
入試名称 第１回→第２回に変更
＊一般…2科か4科選択,Ｇ２…2科と自己ｱﾋﾟｰﾙ面接
面接<保別>あり,合格発表 試験当日
入試名称 第２回→第４回に変更
＊Ｔ未来5･未来15･開智10→Ｔ未来 若干･未来15･開智15

2科か4科選択→4科

開智未来(未来Ａ)
開智未来(未来型)
開智未来(未来Ｂ)

4科→3科<国､算､英>か4科

開智未来(特選２)

4科→3科<国､算､英>か4科

春日部共栄(第１回PM)

2科か4科選択→4科

春日部共栄(第２回AM)

4科→2科か4科選択

男女＊20→男女＊20

＊Ｔ未来 若干･未来5･開智15→Ｔ未来 若干･未来10･開智10

男女＊30→男女＊25

国語､算数､英語 各100点 各40分
＊Ｔ未来10･未来20→Ｔ未来10･未来15
国語､算数､英語 各100点 各40分

4科→2科

春日部共栄(第３回)

男女15→男女10

国際学院(第３回)
国際学院(第４回)

1/16→1/12

国際学院(第５回)

1/23→1/21

国際学院(第６回)

2/6→2/4

男女15→男女20

試験会場 大宮[国際学院 埼玉短期大学]→本校に変更
試験会場 大宮[国際学院 埼玉短期大学]→本校に変更
合格発表<試験当日→試験翌日>変更
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埼玉栄(帰国生１回)

11/21→11/12

埼玉栄(帰国生２回)

12/5→12/10

科目

募集人数

埼玉栄(進学ｸﾗｽ①)

その他

入試名称 進学ｸﾗｽ１回→進学ｸﾗｽ①に変更
国語､算数<各100点 各50分>,社会､理科<各50点 計60分>
試験会場 本校･大宮の2会場で実施,面接なし
国語､算数<各100点 各50分>,社会､理科<各50点 計60分>
試験会場 本校･大宮の2会場で実施,面接なし

埼玉栄(医学ｸﾗｽⅠ)

新設1/10

4科

男女5

埼玉栄(難関大ｸﾗｽⅠ)

新設1/10

4科

男女10

埼玉栄(医学ｸﾗｽⅡ)

国語､算数か算数､理科→2科

男女10→男女5

入試名称 医学ｸﾗｽⅠ→医学ｸﾗｽⅡに変更

埼玉栄(難関大ｸﾗｽⅡ)

国語､算数か算数､理科→2科

男女15→男女5

入試名称 難関大ｸﾗｽⅠ→難関大ｸﾗｽⅡに変更

埼玉栄(進学ｸﾗｽ②)

1/11PM→1/11AM

入試名称 進学ｸﾗｽ２回→進学ｸﾗｽ②に変更

埼玉栄(医学ｸﾗｽⅢ)

国語､算数か算数､理科→4科

埼玉栄(難関大ｸﾗｽⅢ)

国語､算数か算数､理科→4科

男女15→男女10

入試名称 医学ｸﾗｽⅡ→医学ｸﾗｽⅢに変更

埼玉栄(医学ｸﾗｽⅣ)

新設1/11PM

2科

男女5

埼玉栄(難関大ｸﾗｽⅣ)

新設1/11PM

2科

男女5

埼玉栄(進学ｸﾗｽ③)

埼玉栄(難関大ｸﾗｽⅤ)

国語､算数<各100点 各50分>
試験会場 本校･大宮の2会場で実施,面接なし
国語､算数<各100点 各50分>
試験会場 本校･大宮の2会場で実施,面接なし
入試名称 進学ｸﾗｽ３回→進学ｸﾗｽ③に変更

埼玉栄(進学ｸﾗｽ④)
埼玉栄(医学ｸﾗｽⅤ)

入試名称 難関大ｸﾗｽⅡ→難関大ｸﾗｽⅢに変更

入試名称 進学ｸﾗｽ４回→進学ｸﾗｽ④に変更

2/4PM→2/3AM

国語､算数か算数､理科→4科

男女5→男女 若干名

新設2/3

4科

男女 若干名

埼玉平成(第１回)
埼玉平成(第２回)

1/17→1/14

埼玉平成(第３回)

2/13→2/4

入試名称 医学ｸﾗｽⅢ→医学ｸﾗｽⅤに変更
国語､算数<各100点 各50分>,社会､理科<各50点 計60分>
面接なし

A進学

2科か4科･S選抜 4科→2科か4科

A進学30･S選抜20→男女50

★Ａ進学･Ｓ選抜のｺｰｽ制を廃止

A進学

2科か4科･S選抜 4科→2科か4科

A進学10･S選抜5→男女15

★Ａ進学･Ｓ選抜のｺｰｽ制を廃止
★Ａ進学･Ｓ選抜のｺｰｽ制を廃止

埼玉平成(英語入試)

★Ａ進学･Ｓ選抜のｺｰｽ制を廃止
試験会場 本校→本校･大宮の２会場で実施

埼玉平成(適性検査入試)

★Ａ進学･Ｓ選抜のｺｰｽ制を廃止

栄東(東大特待Ⅰ)

入試名称 東大Ⅰ→東大特待Ⅰに変更
男女40→男女30

栄東(Ｂ日程)
栄東(東大Ⅲ)
狭山ヶ丘高等学校付属(第４回)

2/2PM→2/4AM

国語､算数か算数､理科→4科

男女

若干名→男女10

試験会場 本校→本校･さいたまｽｰﾊﾟｰｱﾘｰﾅの２会場に変更

2/6→2/7

自由の森学園(Ａ入試)

1/10→1/14

自由の森学園(Ｂ入試)

1/10→1/14

自由の森学園(Ｘ入試)

1/23→1/22

自由の森学園(Ｃ入試①)

新設1/22

自由の森学園(Ｃ入試②)

2/5→2/3

入試名称 Ｃ入試①→Ｃ入試②に変更

自由の森学園(Ｃ入試③)

3/6→2/19

入試名称 Ｃ入試②→Ｃ入試③に変更

自由の森学園(Ｃ入試④)

3/13→3/12

秀明(ＡＯ入試)

12/6→12/4

昌平(帰国子女入試)

全合計78

2/7→2/5

面接<本人Ｇ>あり,合格発表 試験当日

入試名称 Ｃ入試③→Ｃ入試④に変更
＊文理ｺｰｽ2科､ｽｰﾊﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺｰｽ国語､英語か算数､英語
※3科<国語､算数､英語>は､ｽｰﾊﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺｰｽ
＊文理ｺｰｽ2科､ｽｰﾊﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺｰｽ国語､英語か算数､英語
※3科<国語､算数､英語>は､ｽｰﾊﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺｰｽ
＊文理ｺｰｽ2科､ｽｰﾊﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺｰｽ国語､英語か算数､英語
※3科<国語､算数､英語>は､ｽｰﾊﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺｰｽ

＊2科→2科か※3科<国､算､英>
＊2科→2科か※3科<国､算､英>

秀明(一般入試･第Ⅰ期)
秀明(一般入試･第Ⅱ期)

2科

＊2科→2科か※3科<国､算､英>

12/22AM→12/22PM
2科か4科→2科か国算英か4科

男女25→男女全合計＊75

＊帰国子女枠を除く

男女20→男女全合計＊75

＊帰国子女枠を除く

男女10→男女全合計＊75

＊帰国子女枠を除く

男女10→男女全合計＊75

＊帰国子女枠を除く

昌平(Ｔｸﾗｽ･第２回)

男女5→男女全合計＊75

＊帰国子女枠を除く

昌平(一般･第３回)

男女5→男女全合計＊75

＊帰国子女枠を除く

昌平(一般･第４回)

男女 若干名→男女全合計＊75

昌平(一般･第１回)
昌平(Ｔｸﾗｽ･第１回)

2科か4科→2科か国算英か4科

昌平(一般･第２回)
昌平(適性検査型入試)

＊帰国子女枠を除く

☆英語型入試<国語､英語と英語の質疑>新設
社会､理科<各75点 各40分→各60点 計60分>変更
☆英語型入試<国語､英語と英語の質疑>新設
社会､理科<各75点 各40分→各60点 計60分>変更
☆英語型入試<国語､英語と英語の質疑>新設
社会､理科<各75点 各40分→各60点 計60分>変更
☆英語型入試<国語､英語と英語の質疑>新設
社会､理科<各75点 各40分→各60点 計60分>変更

西武学園文理(第１回･一貫ｸﾗｽ)
西武学園文理(第１回･特選ｸﾗｽ)
西武学園文理(第２回･一貫ｸﾗｽ)
西武学園文理(第２回･特選ｸﾗｽ)
西武学園文理(第３回･一貫ｸﾗｽ)

1/15→1/18

西武学園文理(第３回･特選ｸﾗｽ)

1/15→1/18

4科→2科か4科選択

社会､理科<各75点 各40分→各60点 計60分>変更
社会､理科<各75点 各40分→各60点 計60分>変更

西武台新座(第２回･特進選抜入試)

合格発表の掲示<試験翌日→試験翌々日>変更
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入試日

科目

募集人数

聖望学園(第３回･一般,特待奨学)
聖望学園(第５回･一般,特待奨学)

試験会場 本校･所沢→本校に変更

2/5→2/6

東京成徳大学深谷(第２回)

1/11AM→1/11PM

東京成徳大学深谷(第３回)

1/16→1/14

東京成徳大学深谷(第４回)

1/30→1/28

東京農業大第三高校附(第１回･特待入試)

1/10PM→1/10AM

東京農業大第三高校附(第２回･特待入試)

1/10AM→1/10PM

入試名称 第２回→第１回･特待入試に変更
男女20→男女15

1/16→1/14

獨協埼玉(第１回)

男40･女40→男50･女50

獨協埼玉(第２回)

男30･女30→男20･女20

試験会場 本校･大宮→本校･川口に変更

1/18→1/17

獨協埼玉(第３回)

試験会場 本校･大宮[駿台大宮校]の２会場
→本校･大宮[TKP大宮西口]の２会場に変更
試験会場 本校･大宮[駿台大宮校]の２会場
→本校･大宮[TKP大宮西口]の２会場に変更
試験会場 本校･大宮[駿台大宮校]の２会場
→本校･大宮[TKP大宮西口]の２会場に変更
試験会場 本校･大宮[駿台大宮校]の２会場
→本校･大宮[TKP大宮西口]の２会場に変更

星野学園(理数選抜･第１回)
星野学園(理数選抜･第２回)
星野学園(進学ｸﾗｽ･第１回)
星野学園(進学ｸﾗｽ･第２回)
本庄第一(第１回･単願入試)

試験会場 本校･熊谷→本校に変更
入試名称 第１回･一般入試→第１回･一般入試[適性検査型]に変更
試験会場 本校･熊谷→本校に変更

本庄第一(第１回･一般入試[適性検査型])
本庄第一(第１回･一般入試[英語型])
本庄第一(第２回･一般入試)
本庄第一(第３回･一般入試)

新設1/10

全合計 男女80

英語と作文

面接なし,合格発表 試験翌日

1/17→1/15
2/4→2/11

本庄東高等学校附属(第２回)

1/16→1/14

本庄東高等学校附属(第３回)

1/30→1/28

●共学校【茨

入試名称 第１回･総合理科→第２回･特待入試に変更

男女30→男女15

東京農業大第三高校附(第３回)
東京農業大第三高校附(第４回)

その他

城】

江戸川学園取手(第１回)

試験会場 本校･水戸の２会場→本校に変更

霞ヶ浦高等学校附属(推薦入試[専願])

11/21→11/19

校名変更[現 霞南至健]

霞ヶ浦高等学校附属(一般入試･第１回)

12/20→12/18

校名変更[現 霞南至健]

霞ヶ浦高等学校附属(一般入試･第２回)

1/23→1/21

校名変更[現 霞南至健]

常総学院(推薦入試)

12/6→12/4

常総学院(専願入試)

12/6→12/4

常総学院(適性検査型入試)

新設12/11

適性検査Ⅰ､Ⅱ

ＡＤｸﾗｽ5･ＳＴｸﾗｽ15

試験会場 土浦→本校に変更
合格発表<1/30→1/31>変更

常総学院(第２回･一般)
智学館中等教育学校(第３回･帰国Ｃ)

1/23→1/21

智学館中等教育学校(第１回･智学館)

11/22→11/20

智学館中等教育学校(第１回･一般Ａ)

11/22→11/20

智学館中等教育学校(第１回･適性検査)

11/22→11/20

智学館中等教育学校(第３回･一般Ｃ)
土浦日本大学中等教育学校(帰国･国際生)
土浦日本大学中等教育学校(推薦入試)

1/23→1/21
1/27→1/26
12/12→12/10

土浦日本大学中等教育学校(第２回･一般)

1/27→1/26

土浦日本大学中等教育学校(千葉ＳＡＴ)

11/28→12/3

土浦日本大学中等教育学校(茨城ＳＡＴ)

1/6PM→12/17AM

土浦日本大学中等教育学校(新学力型)

東洋大学附属牛久(専願入試)
東洋大学附属牛久(第２回･一般入試)

適性検査Ⅰ<算数･理科>､Ⅱ<国語･社会>
面接<本人Ｇ>あり,合格発表12/15

ＡＤ20･ＳＴ60→ＡＤ15･ＳＴ45 合格発表<1/9→1/10>変更

常総学院(第１回･一般)

新設2/5PM

算数ﾘﾃﾗｼｰか英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

男女 若干名

試験会場 取手[取手ｳｪﾙﾈｽﾌﾟﾗｻﾞ]で実施
面接なし,合格発表 試験翌日

12/5→12/3
1/23PM→1/28PM

水戸英宏(第１回･専願入試Ａ)

11/21→11/19

男女 約40→男女全合計160

水戸英宏(第１回･一般入試Ａ)

11/21→11/19

男女 約20→男女全合計160

水戸英宏(第２回･専願入試Ｂ)

11/28→11/27

男女 約40→男女全合計160

試験会場 本校･日立の2会場→本校に変更

水戸英宏(第２回･一般入試Ｂ)

11/28→11/27

男女 約20→男女全合計160

試験会場 本校･日立の2会場→本校に変更

水戸英宏(第３回･一般入試Ｃ)
水戸英宏(第４回･一般入試Ｄ)

1/23→1/28

3科<国算英>か4科選択→4科

男女 約30→男女全合計160

国語､算数か算数､英語→2科

男女 約10→男女全合計160
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【

確定版 】

首都圏模試センター･情報ステーション

中学校･中等教育学校名
茗溪学園(帰国生入試)
茗溪学園(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽＡＯ･専願)

入試日

科目

募集人数

12/20→12/23
＊11/28〜12/15､1/15〜3/5より選択<除外日あり>

＊→11/26か12/3か12/10

→11/26か12/3か12/10より選択

【茗溪学園(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽＡＯ･併願Ａ) 】
茗溪学園(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽＡＯ･併願)
茗溪学園(推薦入試･専願)

★廃止【ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽ合計 男女25名,12/20,英語ｴｯｾｲ】

1/10→1/8

入試名称 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽＡＯ･併願Ｂ→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽＡＯ･併願に変更

12/20→12/23

茗溪学園(一般入試･第１回)

1/10→1/8

茗溪学園(一般入試･第２回)

1/26→1/28

●共学校【栃

その他

木】

1/24→1/22

面接<保同→本人>変更
合格発表<試験翌日→試験当日>変更
単願の面接<保同→本人>変更
合格発表<試験翌日→試験当日>変更
面接<保同→本人>変更
合格発表<試験翌日→試験当日>変更
単願の面接<保同→本人>変更
合格発表<試験翌日→試験当日>変更
試験会場 栃木駅前<学園教育ｾﾝﾀｰ>で実施
面接<本人>あり,合格発表 試験当日
面接<保同→本人>変更
合格発表<試験翌日→試験当日>変更
単願の面接<保同→本人>変更
合格発表<試験翌日→試験当日>変更

佐野日本大学中等(英語入試)

12/12→1/6

通知表ｺﾋﾟｰの提出あり

佐野日本大学中等(推薦入試)

11/23AM→11/20PM

佐野日本大学中等(第１回･一般)

11/23PM→11/20AM

佐野日本大学中等(総合学力入試)

11/23AM→11/20PM

佐野日本大学中等(第２回･一般)

12/12PM→12/11AM

國學院大學栃木(第１回[自己推薦])

11/21→11/26

國學院大學栃木(第１回[一般])

11/21→11/26

國學院大學栃木(第２回[自己推薦])

12/13→12/10

國學院大學栃木(第２回[一般])

12/13→12/10

國學院大學栃木(第２回[英語])

新設12/10

國學院大學栃木(第３回[自己推薦])

1/24→1/22

國學院大學栃木(第３回[一般])

2科基礎と英語

全合計 男女80

入試名称 第１回･推薦→推薦入試に変更
通知表ｺﾋﾟｰの提出あり
通知表ｺﾋﾟｰの提出あり
面接<本人>実施
通知表ｺﾋﾟｰの提出あり
面接<本人>実施
通知表ｺﾋﾟｰの提出あり
面接<本人>実施

【佐野日本大学 中等 (第２回･推薦) 】

★廃止【全合計 男女140名,1/7,作文】

佐野日本大学中等(第３回･一般)

1/7→1/6

佐野日本大学中等(第４回･一般)

1/31→1/28

通知表ｺﾋﾟｰの提出あり
面接<本人>実施
通知表ｺﾋﾟｰの提出あり
面接<本人>実施

●共学､別学校【その他】
加藤学園暁秀

1/9→1/7

佐久長聖(東京入試①･東京会場)

1/11→1/9

佐久長聖(東京入試②･東京会場)

新設1/10

静岡サレジオ(Ａ日程)

1/9→1/7

静岡サレジオ(Ｂ日程)

1/10→1/8

静岡サレジオ(Ｃ日程)

1/23→1/21

秀光中等教育学校(東京選抜)

1/11→1/9

駿台甲府(専願入試)

1/9→1/7

駿台甲府(選抜入試)

1/16→1/15

東海大学付属静岡翔洋(第１期)

1/9→1/7

東海大学付属静岡翔洋(第２期)

1/23→1/21

土佐塾(東京会場･前期)

1/10→1/8

土佐塾(東京会場･後期)

2/6PM→2/4PM

長崎日本大学(関東入試)

1/10→1/8

西大和学園(東京会場)

1/11→1/9

日本大学三島(第１期)

1/9→1/7

日本大学三島(第２期)

1/23→1/21

4科

全合計<本校､東京等>140

宮崎日本大学(首都圏入試)

1/8→1/9

山梨学院(推薦入試)

1/9→1/7

全合計111→全合計90

山梨学院(一般入試)

1/16→1/14

全合計111→全合計90

早稲田佐賀(首都圏会場１月入試)

1/10→1/8

早稲田佐賀(首都圏会場２月入試)

2/6→2/5

神奈川の試験会場<麻布大学→慶應義塾大学>変更

提出書類 報告書→報告書か通知表ｺﾋﾟｰと自己申告書に変更
提出書類 通知表ｺﾋﾟｰ→報告書か通知表ｺﾋﾟｰと自己申告書に変更

早稲田摂陵(第１回[関東])

新設1/9

4科

早稲田摂陵(第２回[関東])

1/16→1/14

4科→4科か適性検査

早稲田摂陵(第３回[関東])

2/2PM→2/4PM

早稲田摂陵(第４回[関東])

2/7PM→2/12AM

入試名称 東京入試[東京会場]→東京入試①[東京会場]に変更
国語､算数<各150点 各60分→各100点 各50分>変更
国語､算数 各100点 各50分,社会､理科 各75点 計60分
試験会場 港区<慶應義塾大学 三田ｷｬﾝﾊﾟｽ>で実施

全合計<本校､関東等>105

国語､算数 各100点,社会､理科 各50点
合格発表1/11
入試名称 第１回[関東]→第２回[関東]に変更
☆帰国生入試[基礎学力ﾃｽﾄ､面接<本人>]新設
入試名称 2/2PM入試[関東]→第３回[関東]に変更
入試名称 第２回[関東]→第４回[関東]に変更
面接実施
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【

確定版 】
中学校･中等教育学校名

首都圏模試センター･情報ステーション
入試日

科目

募集人数

その他

●国立校
筑波大学附属駒場
お茶の水女子大学附属(帰国生徒)

抽選1/15→1/16

2/6→2/7

合格発表<試験翌々日→試験翌日>変更
男約20･女約35→男約15･女約30

お茶の水女子大学附属(一般)

女32→女33

東京学芸大学附属小金井
東京学芸大学附属国際中等(Ａ方式)

合格発表<2/5→2/6>変更

東京学芸大学附属国際中等(Ｂ方式)
東京大学教育学部附属中等教育学校(推薦)

合格発表<2/5→2/6>変更

12/19→12/21
校名変更[現 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉]
合格発表<掲示2/11→掲示とWeb2/9>変更
校名変更[現 横浜国立大学教育人間科学部附属鎌倉]
合格発表<掲示2/11→掲示とWeb2/9>変更
校名変更[現 横浜国立大学教育人間科学部附属横浜]
合格発表<2/5→2/6>変更
校名変更[現 横浜国立大学教育人間科学部附属横浜]
合格発表<2/5→2/6>変更

横浜国立大学教育学部附属鎌倉(帰国)
横浜国立大学教育学部附属鎌倉(一般)

2科と作文→2科

横浜国立大学教育学部附属横浜(帰国)
横浜国立大学教育学部附属横浜(一般)
千葉大学教育学部附属(帰国生)

合格発表<1/21→1/23>変更

千葉大学教育学部附属(一般)
茨城大学教育学部附属

合格発表<1/22→1/24>変更

12/12→12/10

●公立中高一貫校
千代田区立九段中等教育学校

Webでの合格発表<2/6→2/9>変更

横浜市立南高等学校附属
横浜市立横浜ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ高校附属
千葉市立稲毛高等学校附属
千葉県立千葉
千葉県立東葛飾
さいたま市立浦和
埼玉県立伊奈学園

適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ→適性検査Ⅰ､Ⅱ

新設2/3

適性検査Ⅰ､Ⅱ

男40･女40

面接なし,合格発表2/10

1/30→1/28
一次12/5PM→12/10PM
二次1/30→1/28
一次12/5PM→12/10PM
二次1/30→1/28
第1次1/10→1/14
第2次1/16→1/21
第一次1/10→1/14
第二次1/23→1/28

茨城県立古河中等教育学校

1/9→1/7

茨城県立並木中等教育学校

1/9→1/7

茨城県立日立第一高等学校附属

1/9→1/7

受検希望票の提出不要
受検希望票の提出不要
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