
㊟６月１３日までの判明分です。再変更の場合がありますので、予めご了承下さい。
学校名横の『☆』印の変更内容は、７月２日実施の模試の判定には、反映されていません。 首都圏模試センター･情報ステーション

●男子校【東　京】

足立学園(特別奨学生･第１回[適性]) 2/1AM→2/1PM 適性検査Ⅰ､Ⅱ→適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ 入試名称 適性検査入試→特別奨学生･第１回[適性]に変更

足立学園(特別奨学生･第２回) 入試名称 特別奨学生･第１回→特別奨学生･第２回に変更

足立学園(特別奨学生･第３回) 入試名称 特別奨学生･第２回→特別奨学生･第３回に変更

足立学園(特別奨学生･第４回) 2/3PM→2/3AM 入試名称 特別奨学生･第３回→特別奨学生･第４回に変更

京華(帰国生特別入試) 1/7→12/11(予定)

京華(第１回･中高一貫ｸﾗｽ) 60→50(予定)

京華(適性検査型･特別選抜ｸﾗｽ) 2/2→2/1(予定) 10→15(予定) 合格発表<試験当日→試験翌日>変更(予定)

京華(第１回AM･特別選抜ｸﾗｽ) 4科→2科か4科(予定)
　　　第1回･特別計30

→第1回･特別計40(予定)

京華(第１回PM･特別選抜ｸﾗｽ)
　　　第1回･特別計30

→第1回･特別計40(予定)

京華(第２回･中高一貫ｸﾗｽ) 20→15(予定)

攻玉社(国際学級) 1/12→1/11(予定)

佼成学園(第１回･一般) 50→60

【佼成学園(第３回･一般)】 ★廃止【10名,2/3,算数か英語】

佼成学園(第３回･特別奨学生) 2/3PM→2/3AM

佼成学園(第３回･一般) 入試名称 第４回･一般→第３回･一般に変更

巣鴨(第Ⅰ期) 120→100

巣鴨(第Ⅱ期) 120→100

巣鴨(第Ⅲ期) 新設2/4 4科 40 面接なし,合格発表2/4

聖学院(英語選抜) 2/2→2/1 特に定めず→5

聖学院(第１回･一般) 70→60 入試名称 一般→第１回･一般に変更

聖学院(第１回･特待､ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ) 35→30

聖学院(第２回･一般) 新設2/2 2科か4科 20 面接なし,合格発表2/2<Web>･2/3<掲示>

聖学院(思考力ものづくり) 15→10
入試名称 思考力→思考力ものづくりに変更
☆思考力<思考力ものづくりか思考力＋計算力>枠内→別枠に変更

聖学院(第２回･特待､ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ) 20→15

聖学院(思考力＋計算力) 2/2AM→2/2PM
入試名称 思考力→思考力＋計算力に変更
☆思考力<思考力ものづくりか思考力＋計算力>枠内→別枠に変更

【聖学院(第４回･特待､ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ)】 ★廃止【5名,2/4,2科】

聖学院(難関思考力) 新設2/4 思考力 5 面接あり,合格発表2/4<Web>･2/5<掲示>

日本学園(第３回) 2科か4科→2科<国と算社理より1科>(予定)

日本学園(第４回) 2/5→2/4(予定)

日本学園(第５回) 2/7PM→2/6PM(予定)

明治大学付属中野(第１回) 合格発表<2/3→2/2>変更(予定)

明治大学付属中野(第２回) 合格発表<2/5→2/4>変更(予定)

☆ 明法(第１回AM) 2科か4科→2科か4科か適性(予定) 第1回計60→第1回計72(予定)
国際理解ｺｰｽ<英会話の実施あり>､進学GRITｺｰｽ､ｻｲｴﾝｽGEｺｰｽあり(予定)
適性検査Ⅰ､Ⅱ 各100点･各45分(予定),通知表ｺﾋﾟｰの提出あり(予定)

☆ 明法(第１回PM) 第1回計60→第1回計72(予定)
国際理解ｺｰｽ<英会話の実施あり>､進学GRITｺｰｽ､ｻｲｴﾝｽGEｺｰｽあり(予定)
通知表ｺﾋﾟｰの提出あり(予定)

☆ 明法(第２回) 16→24(予定)
国際理解ｺｰｽ<英会話の実施あり>､進学GRITｺｰｽ､ｻｲｴﾝｽGEｺｰｽあり(予定)
通知表ｺﾋﾟｰの提出あり(予定)

☆ 明法(第３回) 2科→2科か4科(予定) 8→12(予定)
国際理解ｺｰｽ<英会話の実施あり>､進学GRITｺｰｽ､ｻｲｴﾝｽGEｺｰｽあり(予定)
通知表ｺﾋﾟｰの提出あり(予定)

☆ 【明法(ＧＥ･第１回AM)】 ★第１回AMと統合(予定)【GE･第1回計14名,2/1,4科】

☆ 【明法(ＧＥ･第１回PM)】 ★第１回PMと統合(予定)【GE･第1回計14名,2/1PM,2科】

☆ 【明法(ＧＥ･第２回)】 ★第２回と統合(予定)【6名,2/2PM,2科か4科】

☆ 【明法(ＧＥ･第３回)】 ★第３回と統合(予定)【4名,2/3PM,2科】

●男子校【神奈川】

鎌倉学園(１次) 新設2/1 4科 60 面接なし,合格発表2/1

鎌倉学園(２次) 80→50 入試名称 １次→２次に変更

鎌倉学園(３次) 50→40 入試名称 ２次→３次に変更

【鎌倉学園(３次)】 ★廃止【20名,2/5,4科】

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数

　　　 ◆この『2018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、予めご了承下さい。

その他
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中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他

慶應義塾普通部 合格発表<2/2→2/3検討中>変更(予定)

聖光学院(帰国生) 1/8→1/7(予定)

桐蔭学園中等教育学校(第１回AM[４科]) 20→第1回AM計20 入試名称 １次→第１回AM[４科]に変更

桐蔭学園中等教育学校(第１回AM[ＡＬ入試]) 2/4→2/1 15→第1回AM計20 入試名称 ＡＬ入試→第１回AM[ＡＬ入試]に変更

桐蔭学園中等教育学校(第１回PM) 新設2/1PM 国語､算数か英語､算数 25
国語100点50分､算数150点50分､英語100点50分
面接なし,合格発表2/1<Web>･2/2<掲示>

桐蔭学園中等教育学校(第２回AM) 入試名称 ２次AM→第２回AMに変更

桐蔭学園中等教育学校(第２回PM) 30→25 入試名称 ２次PM→第２回PMに変更

桐蔭学園中等教育学校(第３回) 25→20 入試名称 ３次→第３回に変更

藤嶺学園藤沢(帰国生) 1/7→12/20(予定)

横浜(第２回) 2科か4科→2科か4科か適性検査 15→20

【横浜(適性検査型)】 ★第２回と統合【5名,2/1PM,適性検査Ⅰ､Ⅱ】

横浜(第４回) 5→10

横浜(第５回) 5→若干名

●男子校【埼　玉】

城西川越(総合一貫･第１回) 入試名称 一般入試･第１回→総合一貫･第１回に変更

城西川越(総合一貫･第２回) 入試名称 一般入試･第２回→総合一貫･第２回に変更

城西川越(総合一貫･第３回) 1/14→1/13 入試名称 一般入試･第３回→総合一貫･第３回に変更

城西川越(総合一貫･第４回) 2/6→2/5 入試名称 一般入試･第４回→総合一貫･第４回に変更

●男子校【その他】

海陽中等教育学校(特別給費生入試) 4科→3科<国語､算数､理科>

海陽中等教育学校(入試Ⅰ) 4科→3科<国語､算数､理科>

海陽中等教育学校(入試Ⅱ) 4科→3科<国語､算数､理科>

静岡聖光学院(Ⅰ期入試･静岡会場) 1/7→1/6

静岡聖光学院(Ⅰ期入試･東京会場) 1/8→1/9 試験会場 世田谷区→港区に変更

静岡聖光学院(Ⅱ期入試) 1/22→1/21 2科か4科→2科

静岡聖光学院(特待生入試) 1/9PM→1/8PM

北嶺(東京会場) 1/8→1/7 国語､算数<各100点→各120点>･社会､理科<各50点→各80点>変更

●女子校【東　京】

跡見学園(２/１AM･Pｸﾗｽ) 4科→2科か4科(予定) 目安として90→100(予定) 入試名称 一般入試･第１回[Ｐｸﾗｽ]→２/１AM･Ｐｸﾗｽに変更(予定)

跡見学園(２/１PM･Iｸﾗｽ) 2/1AM→2/1PM(予定) 4科→2科(予定) 目安として20→30(予定) 入試名称 一般入試･第１回[Ｉｸﾗｽ]→２/１PM･Ｉｸﾗｽに変更(予定)

跡見学園(２/２AM･Pｸﾗｽ) 4科→2科か4科(予定) 目安として60→100(予定) 入試名称 一般入試･第２回[Ｐｸﾗｽ]→２/２AM･Ｐｸﾗｽに変更(予定)

跡見学園(２/２PM･Iｸﾗｽ) 2/2AM→2/2PM(予定) 4科→2科(予定) 入試名称 一般入試･第２回[Ｉｸﾗｽ]→２/２PM･Ｉｸﾗｽに変更(予定)

跡見学園(２/４AM･Iｸﾗｽ[思考力]) 新設2/4(予定) 思考力(予定) 2/4計10(予定) Ｐｸﾗｽへのｽﾗｲﾄﾞ合格あり(予定)

跡見学園(２/４AM･Iｸﾗｽ[英語]) 新設2/4(予定) 未定 2/4計10(予定) Ｐｸﾗｽへのｽﾗｲﾄﾞ合格あり(予定)

跡見学園(２/５AM･Iｸﾗｽ) 2/3→2/5(予定) 4科→2科か4科(予定) 入試名称 一般入試･第３回[Ｉｸﾗｽ]→２/５AM･Ｉｸﾗｽに変更(予定)

【跡見学園(一般入試､第３回･Pｸﾗｽ)】 ★廃止(予定)【目安として30名,2/3,4科】

【跡見学園(特別入試･Ｉ選考)】 ★廃止(予定)【20名,2/1PM,2科】

【跡見学園(特別入試･Ｐ選考)】 ★廃止(予定)【20名,2/2PM,学力試験と自己ＰＲｼｰﾄ】

江戸川女子(帰国生入試) 12/4→11/26(予定)

江戸川女子(一般４科入試･第１回) 入試名称 一般入試･第１回→一般４科入試･第１回に変更(予定)

江戸川女子(一般４科入試･第２回) 入試名称 一般入試･第２回→一般４科入試･第２回に変更(予定)

江戸川女子(一般２科入試) 新設2/2PM(予定) 2科(予定) 全合計200(予定) 面接なし(予定),合格発表2/3(予定)

江戸川女子(一般４科入試･第３回) 入試名称 一般入試･第３回→一般４科入試･第３回に変更(予定)

大妻(第１回) 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

大妻(第２回) 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

大妻(第３回) 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

大妻多摩(帰国生入試) 11/27→11/26

大妻多摩(国際生･帰国生入試) 国際生･第1回計50→若干名 入試名称 国際生入試→国際生･帰国生入試に変更

大妻多摩(第１回) 国際生･第1回計50→50

大妻多摩(第２回) 2/4→2/2 20→4科40･合科10 入試名称 第３回→第２回に変更

大妻多摩(第３回) 2/2→2/4 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ･第2回計50→20 入試名称 第２回→第３回に変更

大妻多摩(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ入試) 2/2→2/4 ﾌﾟﾚｾﾞﾝ･第2回計50→若干名 帰国生･国際生を対象→全受験生を対象に変更
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中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他

大妻中野(第１回･海外帰国生) 11/26→11/25 掲示での合格発表<11/28→11/25>変更

大妻中野(第２回･海外帰国生) 1/14→1/13

【大妻中野(第３回･海外帰国生)】 ★廃止【帰国生･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ計 約36名,2/3,英語】

大妻中野(第１回･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ入試) 4科→2科か4科 入試名称 第１回･ｺｱ選抜→第１回･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ入試に変更

大妻中野(第３回･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ入試) 約40→約30

大妻中野(第４回･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ入試) 4科→2科か4科

大妻中野(新思考力入試･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ) 2/4→2/1

大妻中野(算数入試) 新設2/3PM 算数 約10
算数60点60分
面接なし,合格発表2/3<Web>･2/4<掲示>

小野学園女子(特待生入試･第１回) 2/1PM→2/1AM(予定) 2科→2科か2科＋ＧＰ(予定) 15→20(予定)

小野学園女子(特待生入試･第２回) 2科→2科か2科＋ＧＰ(予定) 10→15(予定)

小野学園女子(特待生入試･第３回) 新設2/4(予定) 2科か2科＋ＧＰ(予定) 10(予定) 面接なし(予定),合格発表2/4(予定)

【小野学園女子(一般･第１回)】 ★廃止(予定)【15名,2/1,2科か2科+GP】

【小野学園女子(一般･第２回)】 ★廃止(予定)【10名,2/2,2科か2科+GP】

学習院女子(帰国生入試) 1/21→1/20

川村(第３回) 新設2/2 国語･算数･英語より2科 第3回～第5回計10 面接<保同>あり,合格発表2/2

川村(第４回) 第3回計10→第3回～第5回計10 入試名称 第３回･2/3入試→第４回に変更

川村(第５回･2/5入試) 2/4→2/5 第3回計10→第3回～第5回計10
入試名称 第３回･2/4入試→第５回･2/5入試に変更
㊟第5回は､2/5か2/6よりいずれか1日選択

川村(第５回･2/6入試) 新設2/6 国語･算数･英語より2科 第3回～第5回計10
面接<保同>あり,合格発表2/6
㊟第5回は､2/5か2/6よりいずれか1日選択

☆ 【神田女学園(ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽ①)】 ★廃止(予定)【ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽ全合計30名,2/1,2科】

☆ 神田女学園(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ入試･第１回) 英語と2科基礎→2科か国､英か適性(予定) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ全合計40→全合計100(予定)

☆ 【神田女学園(適性検査型①)】
★ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ入試･第1回と統合(予定)

【全合計100名,2/1,適性検査Ⅰ､Ⅱ】

☆ 【神田女学園(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ①)】 ★廃止(予定)【ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ全合計30名,2/1PM,2科か4科】

☆ 神田女学園(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ入試･第２回) 英語と2科基礎→2科か国､英か適性(予定) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ全合計40→全合計100(予定)

☆ 【神田女学園(適性検査型②)】
★ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ入試･第2回と統合(予定)

【全合計100名,2/1PM,適性検査Ⅰ､Ⅱ】

☆ 【神田女学園(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ②)】 ★廃止(予定)【ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ全合計30名,2/2PM,2科か4科】

☆ 神田女学園(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ入試･第３回) 英語と2科基礎→2科か国語､英語(予定) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ全合計40→全合計100(予定)

☆ 【神田女学園(ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽ②)】 ★廃止(予定)【ﾌｭｰﾁｬｰｸﾗｽ全合計30名,2/4,2科】

☆ 神田女学園(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ入試･第４回) 新設2/4(予定) 2科(予定) 全合計100(予定) 面接なし(予定),合格発表2/4<Web>･2/5<手渡し>(予定)

☆ 【神田女学園(ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ③)】 ★廃止(予定)【ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄｸﾗｽ全合計30名,2/4PM,2科か4科】

☆ 神田女学園(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ入試･第５回) 英語と2科基礎→2科か国語､英語(予定) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ全合計40→全合計100(予定) 入試名称 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ④→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ入試･第５回に変更(予定)

共立女子(海外帰国生) 1/8→12/3 2科と作文→2科<国算か英算>と作文 10→20

共立女子(２/１入試) 150→130 入試名称 Ａ日程→２/１入試に変更

共立女子(２/２入試) 120→110 入試名称 Ｂ日程→２/２入試に変更

共立女子(２/３合科型入試) 入試名称 Ｃ日程→２/３合科型入試に変更

共立女子(２/３ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ入試) 新設2/3PM 英語ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞﾄﾗｲｱﾙと算数 20
英語ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞﾄﾗｲｱﾙ100点40分程度､算数50点30分
面接なし,合格発表2/3

京華女子(帰国生特別入試) 1/7→12/16

京華女子(第１回､適性検査型･特待) 第1回･適性計10→第1回･適性計15

京華女子(第１回､適性検査型･一般) 第1回･適性計10→第1回･適性計15

京華女子(第３回･特待) 第3回計10→第3回計5

京華女子(第３回･一般) 第3回計10→第3回計5

恵泉女学園(Ｓ方式･第１回) 入試名称 Ｓ方式→Ｓ方式･第１回に変更

恵泉女学園(Ａ方式) 入試名称 Ａ方式･第１回→Ａ方式に変更

恵泉女学園(Ｓ方式･第２回) 2/4AM→2/3PM 4科→2科 入試名称 Ａ方式･第２回→Ｓ方式･第２回に変更

麴町学園女子(帰国生入試) 12/3→12/9 算数と作文→2科か英語

麴町学園女子(2/1PM･特待入試) 新設2/1PM(予定) 2科か4科(予定) 特待5･一般15(予定) 国語､算数 各100点･各45分,社会､理科 計100点･計50分

【麴町学園女子(2/1PM･一般入試)】 ★2/1PM･特待入試と統合(予定)【25名,2/1PM,2科か4科】

【麴町学園女子(2/2AM･一般入試)】 ★2/2PM･特待入試と統合(予定)【15名,2/2,2科か4科】

麴町学園女子(ActiveEnglish入試) 若干名→20(予定)

麴町学園女子(2/2･みらい型[思考力]) 新設2/2(予定) 合教科型と作文(予定) 10(予定) 合教科型100点45分(予定),作文100点45分

麴町学園女子(2/2PM･特待入試) 20→特待5･一般5(予定)

麴町学園女子(2/7･一般入試) 若干名→2/7入試計 若干名(予定)

麴町学園女子(2/7･みらい型[思考力]) 新設2/7(予定) 合教科型と作文(予定) 2/7入試計 若干名(予定) 合教科型100点45分(予定),作文100点45分
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中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他

佼成学園女子(第１回Ｂ)
2科か4科か英語かPISA型

 →2科か4科か自己ｱﾋﾟｰﾙかPISA型(予定)
自己ｱﾋﾟｰﾙ…基礎算数･国語､自己ｱﾋﾟｰﾙ作文＋ﾌﾟﾚｾﾞﾝ
ＰＩＳＡ型…適性検査Ⅰ､Ⅱと基礎算数･国語

佼成学園女子(第２回Ａ) 2科→2科か英語(予定) 20→第2回計20(予定)

佼成学園女子(第２回Ｂ) 新設2/2PM(予定) ＊自己ｱﾋﾟｰﾙ(予定) 第2回計20(予定) ＊自己ｱﾋﾟｰﾙ…基礎算数･国語､自己ｱﾋﾟｰﾙ作文＋ﾌﾟﾚｾﾞﾝ(予定)

佼成学園女子(第３回Ａ) 2科か自己ｱﾋﾟｰﾙ→2科(予定) 20→10(予定)

佼成学園女子(第５回Ａ) 新設2/11(予定) 2科か＊PISA型(予定) 若干名(予定)
＊ＰＩＳＡ型…適性検査Ⅰ､適性検査Ⅱ､基礎算数･国語

各100点･各45分(予定)

実践女子学園(帰国生入試) 11/20→11/23 帰国･一般学級計20→20
入試名称 帰国､一般学級･第１回→帰国生入試に変更
面接<保同>廃止

【実践女子学園(帰国､一般学級･第２回)】 ★廃止【帰国･一般学級計20名,1/7,国算か国英】

【実践女子学園(帰国､ＧＳＣ･第１回)】 ★廃止【ＧＳＣ<一般含む>計40名,11/20,英国か英算】

【実践女子学園(帰国､ＧＳＣ･第２回)】 ★廃止【ＧＳＣ<一般含む>計40名,1/7,英国か英算】

【実践女子学園(ＧＳＣ･一般)】 ★廃止【ＧＳＣ<帰国含む>計40名,2/1PM,国算英か4科】

実践女子学園(第１回) 4科→2科か4科 90→80
入試名称 一般学級･第１回→第１回に変更
国語､算数<各50分→各45分>･社会､理科<各30分→各25分>変更

実践女子学園(第２回) 新設2/1PM ＊1科<国語>か2科か4科 2科4科20･国語10
＊国語…一定以上の英語資格を有する者を対象
面接なし,合格発表2/1<Web>･2/2<掲示>

実践女子学園(第３回) 4科→2科か4科 80→50
入試名称 一般学級･第２回→第３回に変更
国語､算数<各50分→各45分>･社会､理科<各30分→各25分>変更

実践女子学園(第４回) 新設2/2PM ＊1科<国語>か2科か4科 2科4科20･国語10
＊国語…一定以上の英語資格を有する者を対象
面接なし,合格発表2/2<Web>･2/3<掲示>

実践女子学園(第５回) 2/3AM→2/3PM 4科→2科 50→20
入試名称 一般学級･第３回→第５回に変更
国語､算数<各50分→各45分>変更

実践女子学園(思考･表現入試) 新設2/4 総合探究型 10 面接なし,合格発表2/4<Web>･2/5<掲示>

品川女子学院(第１回) 100→90

品川女子学院(算数１科午後) 新設2/1PM 算数 20
算数100点60分
面接なし,合格発表2/1<Web>･2/3<掲示>

品川女子学院(第２回) 70→60

十文字(帰国生入試) 11/27→11/26

淑徳ＳＣ(特選[Ａ]･第１回) 10→5 入試名称 特選[SS]･第１回→特選[Ａ]･第１回に変更

淑徳ＳＣ(特選[Ａ]･第２回) 入試名称 特選[SS]･第２回→特選[Ａ]･第２回に変更

淑徳ＳＣ(特選[Ａ]･第３回) ＊3科か4科→※適性か＊3科か4科
入試名称 特選[SS]･第３回→特選[Ａ]･第３回に変更
＊3科…国語､算数､英語,※適性…適性検査Ⅰ<作文型>､Ⅱ<科目複合型>

淑徳ＳＣ(特選[Ａ]･第４回) 入試名称 特選[SS]･第４回→特選[Ａ]･第４回に変更

淑徳ＳＣ(総進[Ｂ]･第１回) 入試名称 総進[BS]･第１回→総進[Ｂ]･第１回に変更

淑徳ＳＣ(総進[Ｂ]･第２回) 新設2/1PM 2科 5 面接あり,合格発表2/1

淑徳ＳＣ(総進[Ｂ]･第３回) 入試名称 総進[BS]･第２回→総進[Ｂ]･第３回に変更

淑徳ＳＣ(総進[Ｂ]･第４回) 新設2/2PM 2科 5 面接あり,合格発表2/2

淑徳ＳＣ(総進[Ｂ]･第５回) 入試名称 総進[BS]･第３回→総進[Ｂ]･第５回に変更

淑徳ＳＣ(総進[Ｂ]･第６回) 入試名称 総進[BS]･第４回→総進[Ｂ]･第６回に変更

淑徳ＳＣ(総進[Ｂ]･第７回) 新設2/8 2科 5 面接あり,合格発表2/8

頌栄女子学院(12月帰国生) 12/10→12/9

昭和女子大附昭和(帰国生入試) 新設11/18 2科か3科<国語､算数､英語> 特に定めず 面接なし,合格発表11/18

昭和女子大附昭和(本科ｺｰｽＡ日程) 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

昭和女子大附昭和(本科ｺｰｽＢ日程) 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

昭和女子大附昭和(本科ｺｰｽＣ日程) 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

昭和女子大附昭和(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽGA日程) 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

昭和女子大附昭和(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽGB日程) 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

白梅学園清修(帰国生入試･第１回) 11/19→11/18(予定)

白梅学園清修(帰国生入試･第２回) 12/10→12/9(予定)

白百合学園(海外帰国生入試) 掲示での合格発表<1/10→1/9>に変更(予定)

星美学園(基礎力重視型･第１回) 40→30

星美学園(適性検査型α･第２回) 入試名称 適性検査型･第２回→適性検査型α･第２回に変更

星美学園(適性検査型β･第６回) 新設2/4PM 適性検査Ⅰ､Ⅱ 10
適性検査Ⅰ､Ⅱ 各100点･各45分
面接なし,合格発表2/5

瀧野川女子学園(第１回AM)
2科か4科<特待>・2科と表現<一般>

→2科か4科か＊ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ方式
＊ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ方式…英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃｽﾄ100点15分､計算力ﾃｽﾄ50点30分

瀧野川女子学園(第１回PM)
2科か4科<特待>・2科と表現<一般>

→2科か4科か＊ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ方式
＊ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ方式…英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃｽﾄ100点15分､計算力ﾃｽﾄ50点30分

瀧野川女子学園(第２回AM)
2科か4科<特待>・2科と表現<一般>

→2科か4科か＊ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ方式
入試名称 第２回→第２回AMに変更
＊ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ方式…英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃｽﾄ100点15分､計算力ﾃｽﾄ50点30分

瀧野川女子学園(第２回PM) 新設2/2PM 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃｽﾄ､計算力ﾃｽﾄ 30
英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾃｽﾄ100点15分､計算力ﾃｽﾄ50点30分
面接<本人>あり,合格発表2/2

瀧野川女子学園(第３回) 2/4→2/3
2科か4科<特待>・2科と表現<一般>

→2科か4科
30→40
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中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他

【千代田女学園(第１回)】 ★募集停止【第1回･第2回計60名,2/1,2科か4科】

【千代田女学園(第２回)】 ★募集停止【第1回･第2回計60名,2/1PM,2科か4科】

【千代田女学園(適性検査型Ａ)】 ★募集停止【20名,2/1,適性検査Ⅰ､Ⅱ】

【千代田女学園(適性検査型Ｂ)】 ★募集停止【20名,2/1PM,適性検査Ⅰ､Ⅱ】

【千代田女学園(第３回)】 ★募集停止【第3回･第4回計25名,2/2,2科か4科】

【千代田女学園(第４回)】 ★募集停止【第3回･第4回計25名,2/2PM,2科か4科】

【千代田女学園(特待生選抜)】 ★募集停止【10名,2/3,2科か4科】

田園調布学園(海外帰国子女入試) 12/17→12/16

東京家政学院(2/1AM入試)
　　2科か＊3科か4科か適性
　　→2科か4科か※英語か適性

＊３科…国語､算数､英語
※英語…英語､国語か英語､算数

東京家政学院(2/1PM入試) 2科か4科か＊KVA→2科か4科か※ﾌﾟﾚｾﾞﾝ 25→20
＊ＫＶＡ…基礎学力<国語･算数>とﾌﾟﾚｾﾞﾝ･自己ｱﾋﾟｰﾙ面接
※ﾌﾟﾚｾﾞﾝ…自己ＰＲ面接と国語か算数

東京家政学院(2/2AM入試) 2/3→2/2 2科か4科か＊KVA→2科か4科か※英語 5→15 入試名称 ２/３AM入試→２/２AM入試に変更
＊ＫＶＡ…基礎学力とﾌﾟﾚｾﾞﾝ･自己ｱﾋﾟｰﾙ面接,※英語…英､国か英､算

東京家政学院(2/2PM入試) 2科か4科→2科か4科か※ﾌﾟﾚｾﾞﾝ 10→5 ※ﾌﾟﾚｾﾞﾝ…自己ＰＲ面接と国語か算数

東京家政学院(2/6AM入試) 新設2/6 2科 若干名
国語､算数 各100点･各45分
面接なし,合格発表2/6

東京家政大附女子(ｾﾚｸﾄ入試･第１回)
　 国語･算数･英語･思考より2つ
　 →2科<国算>･英語･思考より1つ

東京純心女子(２次午前) 2科→2科か4科(予定)

東京女子学園(帰国生入試) 新設12月(詳細未定) 国語､算数か英語､＊作文か英語､算数 未定
＊作文…日本語作文
面接<本人>あり

東京女子学園(第１回･思考力) PISA型Ⅰ､Ⅱ→総合問題､作文 20→10 入試名称 第１回Ｐ→第１回･思考力に変更

東京女子学園(第１回･英語) 20→10 入試名称 第１回Ｅ→第１回･英語に変更

東京女子学園(第１回Ｂ) 4科より2科選択→2科 30→20

桐朋女子(帰国生対象特別入試･第１回) 12/18→12/3

トキワ松学園(帰国生･第１回) 12/10→12/20(予定)
国語か算数と英会話か2科

→国語･算数･英会話より2つ(予定)

トキワ松学園(帰国生･第２回)
国語か算数と英会話か2科

→国語･算数･英会話より2つ(予定)

中村(第１回･一般) 60→50

中村(第２回･一般) 20→10

中村(第２回･特待生) 10→5

中村(第３回･一般) 4→10

中村(適性検査型･特待選抜) 新設2/1 適性検査Ⅰ､ⅡかⅠ､Ⅱ､Ⅲ 15

中村(ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ第１回) ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ計20→ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ計12

中村(ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ第２回) ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ計20→ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ計12

中村(英語ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ第１回) 新設2/2 作文とﾘｽﾆﾝｸﾞ 英語ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ計12 面接<本人>あり,合格発表2/3

中村(英語ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ第２回) 新設2/5 作文とﾘｽﾆﾝｸﾞ 英語ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ計12 面接<本人>あり,合格発表2/6

日本大学豊山女子(適性検査型) 新設2/1 適性検査 未定 面接なし(予定),合格発表2/1<Web>･2/2<掲示>(予定)

日本大学豊山女子(第３回) 2/3→2/2 入試名称 第４回→第３回に変更(予定)

日本大学豊山女子(第４回) 入試名称 第３回→第４回に変更(予定)

日本大学豊山女子(思考力型･第１回) 2/5AM→2/2PM

富士見丘(WILL入試) 国語･算数･思考力より2科→2科(予定) 40→30

富士見丘(一般入試2/1) 2科か4科→2科か※3科(予定) 25→一般入試計40
入試名称 2科4科入試→一般入試2/1に変更(予定)
※3科…国語､算数と社会か理科

富士見丘(英語特別入試) 新設2/1PM(予定) 英語､国語か英語､算数(予定) 20 面接なし(予定),合格発表2/1(予定)

富士見丘(適性検査型･思考力入試) 2/2AM→2/1PM(予定) 30→10 入試名称 思考力入試→適性検査型･思考力入試に変更(予定)

富士見丘(一般入試2/2) 2科か＊3科→2科か※3科(予定) 2科3科計15→一般入試計40
入試名称 2科3科入試①→一般入試2/2に変更(予定)
＊3科…国語､算数と社会か理科か英語,※3科…国語､算数と社会か理科

富士見丘(一般入試2/4) 2科か＊3科→2科か※3科(予定) 2科3科計15→一般入試計40
入試名称 2科3科入試②→一般入試2/4に変更(予定)
＊3科…国語､算数と社会か理科か英語,※3科…国語､算数と社会か理科

富士見丘(ＩＣＴ型思考力2/2) 新設2/2PM(予定) ＩＣＴ活用型思考力(予定) ICT型思考力計20 面接なし(予定),合格発表2/2(予定)

富士見丘(ＩＣＴ型思考力2/4) 新設2/4PM(予定) ＩＣＴ活用型思考力(予定) ICT型思考力計20 面接なし(予定),合格発表2/4(予定)

富士見丘(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ｱｽﾘｰﾄ2/1) 新設2/1(予定) 1科<国か算か英>と作文(予定) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ｱｽﾘｰﾄ計10 面接<保同>あり(予定),合格発表2/1(予定)

富士見丘(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ｱｽﾘｰﾄ2/4) 新設2/4PM(予定) 1科<国か算か英>と作文(予定) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ ｱｽﾘｰﾄ計10 面接<保同>あり(予定),合格発表2/4(予定)

藤村女子(６日入試[特選ｺｰｽ]) 2/5→2/6(予定) 入試名称 ５日入試[特選ｺｰｽ]→６日入試[特選ｺｰｽ]に変更(予定)

藤村女子(６日入試[特進ｺｰｽ]) 2/5→2/6(予定) 入試名称 ５日入試[特進ｺｰｽ]→６日入試[特進ｺｰｽ]に変更(予定)

藤村女子(６日･適性検査入試) 2/5→2/6(予定) 入試名称 ５日･適性検査入試→６日･適性検査入試に変更(予定)

文京学院大学女子(第１回) 80→75(予定)

文京学院大学女子(ｺｰｽ別思考力ﾁｬﾚﾝｼﾞ) 新設2/2(予定) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙかｻｲｴﾝｽかｽﾎﾟｰﾂｻｲｴﾝｽ(予定) 5(予定)
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ…思考力総合と面(予定),ｻｲｴﾝｽ…理科実験+ﾚﾎﾟｰﾄ作成と面(予定)
ｽﾎﾟｰﾂｻｲｴﾝｽ…ｽﾎﾟｰﾂ科学実験+ﾚﾎﾟｰﾄ作成と面(予定)

三輪田学園(第１回AM) 92→72 入試名称 第１回→第１回AMに変更

三輪田学園(第１回PM) 新設2/1PM 2科 20 面接なし,合格発表2/1
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中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他

武蔵野女子学院(総合進学入試①) 50→約50

武蔵野女子学院(総合進学入試②) 20→約20

武蔵野女子学院(選抜進学入試) 2科→4科より2科選択 約30→約50 入試名称 選抜進学ｺｰｽ･第１回→選抜進学入試に変更

【武蔵野女子学院(選抜進学ｺｰｽ･第２回)】 ★廃止【約30名,2/2,4科】

【武蔵野女子学院(選抜進学ｺｰｽ･第３回)】 ★廃止【約10名,2/4,4科】

武蔵野女子学院(特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ入試) 新設2/2 英語か2科か4科 約20
国語､算数､英語 各100点･各50分,社会､理科 各50点･各30分
面接なし,合格発表2/2

目黒星美学園(帰国生入試) 1/11→1/10

目黒星美学園(発想力入試) 5→若干名

目黒星美学園(第１回AM) 25→30

目黒星美学園(第２回) 2/2PM→2/2AM 2科→2科か4科 15→20

目黒星美学園(第３回) 2科か4科→＊英語か2科か4科 10→若干名 ＊英語…英語80点50分と面接<本人>20点10分

山脇学園(帰国生入試) 12/3→12/2

立教女学院(帰国生) 12/22→12/21

和洋九段女子(海外帰国生･第１回) 2科基礎か＊3科→英語か2科基礎か＊3科
　　　　本科5･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ10

→帰国計 本科･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ10
＊3科…2科基礎､英語

和洋九段女子(海外帰国生･第２回) 2科基礎か＊3科→英語か2科基礎か＊3科
　　　　本科5･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ10

→帰国計 本科･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ10
＊3科…2科基礎､英語

和洋九段女子(第１回[本科ｸﾗｽ]) 2科か4科→2科か＊3科か4科か思考力 ＊3科…国語､算数､英語

和洋九段女子(第１回[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ]) 2科か4科→2科か＊3科か4科か思考力 ＊3科…国語､算数､英語

和洋九段女子(第２回[本科ｸﾗｽ]) 2科か4科→2科か3科<国算英>か4科 50→40

和洋九段女子(第３回[本科ｸﾗｽ]) 2科か4科か適性→2科か4科 15→第3回､本科･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ計10

和洋九段女子(第３回[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ]) 新設2/2 2科か4科 第3回､本科･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ計10 面接なし,合格発表2/2

和洋九段女子(第４回[本科ｸﾗｽ]) 5→第4回､本科･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ計10

和洋九段女子(第４回[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ]) 2科か3科<国算英>か4科→2科か4科 5→第4回､本科･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ計10

和洋九段女子(第５回[本科ｸﾗｽ]) 新設2/10 思考力 第5回､本科･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ計 若干名 面接なし,合格発表2/10

和洋九段女子(第５回[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ]) 新設2/10 思考力 第5回､本科･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ計 若干名 面接なし,合格発表2/10

●女子校【神奈川】

鎌倉女子大学(２/１AM入試) 入試名称 進学ｺｰｽ･１回→２/１AM入試に変更(予定)

鎌倉女子大学(２/１PM入試) 入試名称 特進ｺｰｽ･１回→２/１PM入試に変更(予定)

鎌倉女子大学(２/２AM入試) 入試名称 進学ｺｰｽ･２回→２/２AM入試に変更(予定)

鎌倉女子大学(２/２PM入試) 入試名称 特進ｺｰｽ･２回→２/２PM入試に変更(予定)

鎌倉女子大学(２/２･適性検査型入試) 2/2PM→2/2AM 入試名称 適性検査型入試→２/２･適性検査型入試に変更(予定)

鎌倉女子大学(２/４PM入試) 2/3AM→2/4PM 入試名称 進学ｺｰｽ･３回→２/４PM入試に変更(予定)

鎌倉女子大学(２/５PM入試) 2/5AM→2/5PM 入試名称 特進ｺｰｽ･３回→２/５PM入試に変更(予定)

カリタス女子(帰国生入試･第１回) 1/7→12/24

カリタス女子(一般入試･第１回) 新設2/1 4科 約30 面接なし,合格発表2/1<Web>･2/2<掲示>

カリタス女子(一般入試･第２回) 約40→約35 入試名称 一般入試･第１回→一般入試･第２回に変更

カリタス女子(一般入試･第３回) 約40→約30 入試名称 一般入試･第２回→一般入試･第３回に変更

【カリタス女子(一般入試･第３回)】 ★廃止【約20名,2/4,4科】

カリタス女子(新３科型入試) 約10→約15 合格発表<Web2/3･掲示2/4→Web2/2･掲示2/3>変更

函嶺白百合学園(帰国子女) 2科か4科→2科か＊英語､作文(予定) ＊英語､作文を選択する場合､推薦状が必要(予定)

函嶺白百合学園(第２回) 新設2/1PM(予定) 2科(予定) 未定

函嶺白百合学園(第３回) 入試名称 第２回→第３回に変更(予定)

函嶺白百合学園(第４回) 2科→＊英語､作文か総合､作文(予定)
入試名称 第３回→第４回に変更(予定)
＊英語､作文を選択する場合､推薦状が必要(予定)

湘南白百合学園(海外帰国子女) 1/11→1/10

聖セシリア女子(帰国生) 12/18→12/10

☆ 聖セシリア女子(Ａ方式１次) 35→30

☆ 聖セシリア女子(Ａ方式３次) 30→25

☆ 聖セシリア女子(Ｂ方式･ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ型) 2/4AM→2/1PM
　　　算数か英語と読解･表現
　　　→読解･表現とｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ 10→B方式計20

入試名称 Ｂ方式→Ｂ方式･ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ型に変更
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ…神奈川県立中等教育学校に対応した方法

☆ 聖セシリア女子(Ｂ方式･英語入試) 新設2/2 英語 B方式計20
英語<英検4級ﾚﾍﾞﾙの問題,ﾋｱﾘﾝｸﾞﾃｽﾄ含む>100点50分
合格発表2/2

洗足学園(帰国生) 1/14→1/13

捜真女学校(帰国生12/16入試) 12/17→12/16(予定) 入試名称 帰国生12/17入試→帰国生12/16入試に変更(予定)

捜真女学校(Ｄ試験) 2/4PM→2/5PM(予定)

捜真女学校(Ｅ試験) 新設2/6以降<詳細未定> 面接形式による試験 5
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中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他

聖園女学院(帰国Ａ) 12/12PM→12/11PM

☆ 聖園女学院(総合力) 2/3PM→2/1PM 15→30 Webでの合格発表<試験当日→試験翌日>変更

☆ 聖園女学院(２次) 入試名称 ３次→２次に変更

☆ 聖園女学院(英語) 新設2/2PM 英語､算数 10
英語<英検4級ﾚﾍﾞﾙ>､算数 各100点･各50分
面接<本人Ｇ>あり,合格発表2/2<Web>･2/3<掲示>

☆ 聖園女学院(３次) 35→15 入試名称 ４次→３次に変更

☆ 聖園女学院(４次) 2/1PM→2/3PM 20→15 入試名称 ２次→４次に変更

緑ヶ丘女子(第４回) 2/6→2/11(予定)

横浜女学院(Ａ入試) 45→国際教養5･ｱｶﾃﾞﾐｰ40

横浜女学院(Ｂ入試) 2科→2科<国算か英国か英算>か4科 40→国際教養10･ｱｶﾃﾞﾐｰ30

横浜女学院(Ｃ入試) 2/2PM→2/2AM 2科→2科<国算か英国か英算>か4科 35→国際教養5･ｱｶﾃﾞﾐｰ30

横浜女学院(Ｄ入試) 2/3AM→2/2PM 30→国際教養5･ｱｶﾃﾞﾐｰ25

横浜女学院(Ｅ入試) 2/4AM→2/3PM 30→国際教養5･ｱｶﾃﾞﾐｰ25

横浜富士見丘学園 中等教育学校→中学校に移行

●女子校【千　葉】

聖徳大学附属女子(第一志望Ｂ入試) 12/1→12/16
　　作文<特技表現>と国語か算数
　　→2科基礎と自己表現作文

合格発表<12/2→12/16>変更

和洋国府台女子(一般入試･第１回) 2科か4科→2科か3科<国算＊英>か4科 30→35 ＊英語…ﾘｽﾆﾝｸﾞ中心･英検4級程度

和洋国府台女子(一般入試･第２回)
2科か3科<国算英>か適性検査
→2科か＊3科か4科か適性検査

2科3科15→2科3科4科10 ＊3科…国語､算数と英語か社会か理科より1科選択

●女子校【埼　玉】

大妻嵐山(ＯＲまなび力入試) 30→15(予定) 試験会場 本校･大宮の２会場→本校に変更(予定)

大妻嵐山(第１回･一般入試) 1/11→1/10(予定) 40→25(予定) 試験会場 本校･大宮の２会場→大宮に変更(予定)

大妻嵐山(第２回･一般入試) 新設1/10PM(予定) 2科か4科(予定) 10(予定)
試験会場 本校･大宮の２会場で実施(予定)
面接なし(予定),合格発表1/11(予定)

大妻嵐山(ＯＲみらい力総合入試) 1/10PM→1/11AM(予定)
入試名称 ＯＲみらい力入試→ＯＲみらい力総合入試に変更(予定)
面接<本人>廃止(予定)

大妻嵐山(ＯＲみらい力プレゼン入試) 新設1/11PM(予定) 適性検査型(予定) 10(予定)
試験会場 本校･大宮の２会場で実施(予定)
ﾌﾟﾚｾﾞﾝ面接<本人>あり(予定),合格発表1/12(予定)

大妻嵐山(成績奨学生入試) 若干名→10(予定)

大妻嵐山(第３回･一般入試) 新設1/23(予定) 2科か4科(予定) 若干名(予定) 面接なし(予定),合格発表1/23(予定)

【大妻嵐山(第２回･一般入試)】 ★廃止(予定)【若干名,2/5,2科か4科】

●女子校【茨　城】

聖徳大学附属取手聖徳女子(推薦入試) 11/27→11/26 2科→2科かAO<書類選考と面接[本人]> ＡＯ…ＡＯ<ｽﾎﾟｰﾂ､芸術､習い事>入試

聖徳大学附属取手聖徳女子(専願入試) 11/27→11/26

聖徳大学附属取手聖徳女子(一般･第１回AM) 12/18→12/17 2科か4科→2科か4科かＡＯか英語
ＡＯ<ｽﾎﾟｰﾂ､芸術､習い事>入試…書類選考､面接<本人>､国語か算数
英語…英語口頭試問､国語か算数

聖徳大学附属取手聖徳女子(一般･第１回PM) 12/18PM→12/17PM

聖徳大学附属取手聖徳女子(一般･第２回) 1/14→1/13 2科か4科→2科か4科かＡＯか英語
ＡＯ<ｽﾎﾟｰﾂ､芸術､習い事>入試…書類選考､面接<本人>､国語か算数
英語…英語口頭試問､国語か算数

聖徳大学附属取手聖徳女子(一般･第３回) 1/28→1/30

●女子校【その他】

札幌聖心女子学院(首都圏１期入試) 1/9→1/8

不二聖心女子学院(帰国生) 1/7→1/6

不二聖心女子学院(Ａ日程) 1/7→1/6

不二聖心女子学院(Ｓ日程) 1/14→1/13

盛岡白百合学園(首都圏入試) 1/9→1/8

●共学､別学校【東　京】

☆ 郁文館(第１回･帰国､特別奨学生) 12/10→12/9 国･算･英より2科→3科<国算英>

☆ 郁文館(第２回･帰国､特別奨学生) 12/24→12/23 国･算･英より2科→3科<国算英>

☆ 郁文館(第３回･帰国､特別奨学生) 1/7PM→1/6AM 国･算･英より2科→3科<国算英>

☆ 郁文館(第３回･進学ｸﾗｽ) 男女5→男女10

☆ 郁文館(第４回･進学ｸﾗｽ) 男女5→男女10

☆ 郁文館(特別編成) 2/18PM→2/17PM

☆ 郁文館(第１回･適性､特別奨学生)
　　適性検査Ⅰ､Ⅱ
　　→適性検査Ⅰ､ⅡかⅠ､Ⅱ､Ⅲ

☆ 郁文館(第２回･適性､特別奨学生)
　　適性検査Ⅰ､Ⅱ
　　→適性検査Ⅰ､ⅡかⅠ､Ⅱ､Ⅲ

入試名称 第３回･適性､特別奨学生→第２回･適性､特別奨学生に変更

☆ 郁文館(第３回･適性､特別奨学生) 2/1PM→2/4PM 入試名称 第２回･適性､特別奨学生→第３回･適性､特別奨学生に変更

☆ 郁文館(適性検査型･特別編成) 2/18PM→2/17PM

穎明館(帰国生入試) 新設1/6 2科 男女10 面接<本人>あり,合格発表1/6

穎明館(第２回) 男女70→男女60
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中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他

かえつ有明(帰国Advanced選考) 入試名称 帰国Ａ-１選考→帰国Advanced選考に変更

かえつ有明(帰国Honors選考①) 12/11→12/10 入試名称 帰国Ａ-２選考･第１回→帰国Honors選考①に変更

かえつ有明(帰国Honors選考②) 1/30→1/26 入試名称 帰国Ａ-２選考･第２回→帰国Honors選考②に変更

かえつ有明(帰国･算国+面接選考①) 新設11/下旬PM(詳細未定) 2科 帰国計 男女40 面接<保同>あり

かえつ有明(帰国･算国+面接選考②) 2/2PM→1/26PM 入試名称 帰国Ｂ選考→帰国･算国+面接選考②に変更

かえつ有明(2/1PM･一般Advanced) 3科<国算英>→1科<英語>
入試名称 2/1PM･2科+英語入試→2/1PM･一般Advancedに変更
英語面接の実施あり,通知表ｺﾋﾟｰの提出あり

共栄学園(第２回･特待生選抜①)
入試名称 第２回･特待､特進①→第２回･特待生選抜①に変更
Webでの合格発表<2/1→2/2>変更

共栄学園(第３回･特待生選抜②) 入試名称 第３回･特待､特進②→第３回･特待生選抜②に変更

共栄学園(第４回･2科､適性②) 2/5→2/4

国立音楽大学附属(第１回･音楽ｺｰｽ実技型) 第1回計 約50→第1回計 約40(予定)

国立音楽大学附属(第１回･音楽ｺｰｽ教科型) 第1回計 約50→第1回計 約40(予定)

国立音楽大学附属(第１回･普通ｺｰｽ教科型) 第1回計 約50→第1回計 約40(予定)

国立音楽大学附属(第２回･音楽ｺｰｽ教科型) 2/2PM→2/2AM(予定)

国立音楽大学附属(第２回･普通ｺｰｽ教科型) 2/2PM→2/2AM(予定)

国立音楽大学附属(第３回･音楽ｺｰｽ実技型) 2/6→2/10(予定)

国立音楽大学附属(第３回･音楽ｺｰｽ教科型) 2/6→2/10(予定)

国立音楽大学附属(第３回･普通ｺｰｽ教科型) 2/6→2/10(予定)

啓明学園(国際入試) 12/10→12/9

国学院大学久我山(帰国生) 1/8→1/7 女子部<一般ｸﾗｽ→ＣＣｸﾗｽ>変更

国学院大学久我山(第１回) 女子部<一般ｸﾗｽ→ＣＣｸﾗｽ>変更

国学院大学久我山(第２回) 女子部<一般ｸﾗｽ→ＣＣｸﾗｽ>変更

国学院大学久我山(第３回) 女子部<一般ｸﾗｽ→ＣＣｸﾗｽ>変更

国士舘(第３回) 2/2→2/3(予定)

国士舘(第４回) 2/4→2/5(予定)

駒込(第１回･国際先進ｺｰｽ) 新設2/1 2科か3科<国算英>か4科 男女10 面接なし,合格発表2/1(予定)

駒込(第１回･本科ｺｰｽ) 2科か4科→2科か＊3科か4科
入試名称 第１回→第１回･本科ｺｰｽに変更(予定)

＊３科…国語､算数､英語

駒込(第２回･国際先進ｺｰｽ) 新設2/1PM 3科<国算英>か4科 第2回･国際先進計10 面接なし,合格発表2/1(予定)

駒込(第２回･国際先進ｺｰｽ[適性]) 新設2/1PM ＊3科適性か※2科適性 第2回･国際先進計10 ＊3科適性…思考力､数的処理､英語,※2科適性…思考力､数的処理
面接なし,合格発表2/2(予定)

駒込(第２回･本科ｺｰｽ) ＊3科か適性か4科→＊3科か4科 男女40→第2回･本科計30
入試名称 第２回→第２回･本科ｺｰｽに変更(予定)

＊3科…国語､算数､英語

駒込(第２回･本科ｺｰｽ[適性]) 新設2/1PM ＊3科適性か※2科適性 第2回･本科計30 ＊3科適性…思考力､数的処理､英語,※2科適性…思考力､数的処理
面接なし,合格発表2/2(予定)

駒込(第３回･国際先進ｺｰｽ) 新設2/2 2科か3科<国算英>か4科 男女10 面接なし,合格発表2/2(予定)

駒込(第３回･本科ｺｰｽ) 2科か4科→2科か＊3科か4科 男女30→男女15
入試名称 第３回→第３回･本科ｺｰｽに変更(予定)

＊3科…国語､算数､英語

駒込(第４回･国際先進ｺｰｽ) 新設2/4 2科か4科 男女5 面接なし,合格発表2/4(予定)

駒込(第４回･本科ｺｰｽ) 2/5→2/4 4科→2科か4科 男女20→男女10 入試名称 第４回→第４回･本科ｺｰｽに変更(予定)

桜丘(第２回･帰国生) 12/11→12/10(予定)

修徳(４回) 2/4PM→2/4AM(予定)

淑徳巣鴨(帰国子女入試) 12/3→12/2(予定)

淑徳巣鴨(一般入試･第３回) 2/5→2/4(予定) 合格発表<試験当日→試験翌日>に変更(予定)

順天(海外帰国子女･第１回) 12/4→12/3

順天(海外帰国子女･第２回) 英語､算数→英語､算数か英語､国語 Webでの合格発表<試験当日→試験翌日>変更

順天(第３回･多面的入試)
 国語､算数か英語､算数
 →算数､ﾏｲ･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝと国語か英語

入試名称 第３回Ｂ入試→第３回･多面的入試に変更
国算英<各100点[2科を70点に換算]･各50分>,ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ30点10分

【城西大学附属城西(帰国生･第１回)】 ★廃止(予定)【帰国生計10名,10/15,国､算か英､算】

城西大学附属城西(帰国生･第１回) 12/8→12/4(予定) 国算か英算→2科か＊国算英(予定)
入試名称 帰国生･第２回→帰国生･第１回に変更(予定)
＊国語､算数､英語…得点上位２科で判定(予定)

城西大学附属城西(帰国生･第２回) 1/9→1/8(予定) 国算か英算→2科か＊国算英(予定)
入試名称 帰国生･第３回→帰国生･第２回に変更(予定)
＊国語､算数､英語…得点上位２科で判定(予定)
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中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他

聖徳学園(帰国生･第１回) 11/25→11/24

聖徳学園(帰国生･第２回) 12/20→12/26

聖徳学園(帰国生･第３回) 1/23→1/22

聖徳学園(ＡＯ入試) 入試名称 総合入試→ＡＯ入試に変更

聖徳学園(適性検査型入試)
　　適性検査Ⅰ､Ⅱ
　　→適性検査Ⅰ､ⅡかⅠ､Ⅱ､Ⅲ

聖徳学園(一般入試①AM) 2科か4科→2科 入試名称 一般入試①→一般入試①AMに変更

聖徳学園(特別奨学生入試①) 2科→4科 男女15→男女5
入試名称 特待選抜入試①→特別奨学生入試①に変更
算数<100点→150点>変更

聖徳学園(一般入試①PM) 新設2/1PM 2科 男女15 面接なし,合格発表2/1<Web>･2/2<手渡し>

聖徳学園(一般入試②AM) 2科か4科→2科 入試名称 一般入試②→一般入試②AMに変更

【聖徳学園(思考力入試)】 ★廃止【男女5名,2/2,思考力】

聖徳学園(一般入試②PM) 新設2/2PM 2科 男女10 面接なし,合格発表2/2<Web>･2/3<手渡し>

聖徳学園(特別奨学生入試②) 2科→4科 男女15→男女5
入試名称 特待選抜入試②→特別奨学生入試②に変更
算数<100点→150点>変更

聖徳学園(一般入試③) 2/3PM→2/3AM

聖徳学園(一般入試④) 2/5→2/4

玉川学園(ＩＢｸﾗｽ･帰国生) 12/3PM→12/2PM

玉川学園(一般ｸﾗｽ･英語選抜､第１回) 新設2/1 英語､算数か英語､国語 2/1入試計 男女65
国語､算数､英語 各100点･各50分
面接<本人>あり,合格発表2/1<Web>･2/2<掲示>

玉川学園(一般ｸﾗｽ･英語選抜､第２回) 新設2/2 英語､算数か英語､国語 2/2入試計 男女45
国語､算数､英語 各100点･各50分
面接<本人>あり,合格発表2/2<Web>･2/3<掲示>

【帝京(第２回AM)】 ★廃止【第2回計 男女20名,2/2,2科<国算英より選択>か4科】

帝京(第２回AM･適性検査) 新設2/2 適性検査 第2回計 男女20 面接なし,合格発表2/2

帝京(第２回PM･得意科目重視)
入試名称 第２回PM→第２回PM･得意科目重視に変更
国語･算数･英語より２科選択で､傾斜配点あり

東京成徳大学(帰国子女入試) 11/12→11/25

東京成徳大学(第４回午前) 2/5→2/4

東京立正(第１回AM) 2科かAO<国算>→2科かAO<作文>(予定)

東京立正(第１回PM)
　2科か＊英語<ＡかＢ>

　→2科<国算英より選択>か思考力(予定)

＊英語…英語Ａ<英語､国語､算数と面接>
英語Ｂ<国語､算数と英語面接>

【東京立正(第２回AM)】 ★廃止(予定)【第2回計 男女10名,2/2,2科か英語<ＡかＢ>】

東京立正(第２回[奨学生入試]) 入試名称 第２回PM[奨学生入試]→第２回[奨学生入試]に変更(予定)

東京立正(第３回) 2科か＊英語<AかB>→2科か思考力(予定)
＊英語…英語Ａ<英語､国語､算数と面接>

英語Ｂ<国語､算数と英語面接>

【東京立正(第４回)】 ★廃止(予定)【男女5名,2/8,2科かＡＯ<国算>】

【東京立正(第５回[ｱｸﾃｨﾌﾞ入試])】 ★廃止(予定)【男女5名,2/12,2科基本とエッセイ】

東星学園(適性検査型入試) 2/1PM→2/1AM 入試名称 第２回→適性検査型入試に変更

東星学園(第２回) 入試名称 第３回→第２回に変更

東洋大学京北(第１回) 男女45→男女60

東洋大学京北(「哲学」思考･表現力) 2/4→2/1

東洋大学京北(第２回) 2科か4科→2科

東洋大学京北(第３回) 男女10→男女15

東洋大学京北(第４回) 新設2/4 2科か4科 男女10

新渡戸文化(2/1AM入試) 4科→2科か4科

日本大学第三(第３回) 2科→2科か4科

八王子学園八王子(東大･医進ｸﾗｽ②) 4科→2科か4科

八王子学園八王子(東大･医進ｸﾗｽ③) 4科→2科か4科

文化学園大学杉並(海外帰国生･第１回) 11/20→11/19(予定) 女子校→共学校に変更

文化学園大学杉並(海外帰国生･第２回) 12/11→12/10(予定) 女子校→共学校に変更

文化学園大学杉並(第１回) 女子校→共学校に変更

文化学園大学杉並(適性検査①)
女子校→共学校に変更
入試名称 Ａ型①→適性検査①に変更(予定)

【文化学園大学杉並(難進ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ１)】 ★廃止【女25名,2/1PM,2科か4科】

文化学園大学杉並(第２回) 新設2/1PM(予定) 未定 未定 面接なし,合格発表2/1(予定)

文化学園大学杉並(第３回)
女子校→共学校に変更
入試名称 第２回→第３回に変更(予定)

文化学園大学杉並(適性検査②) 2/4→2/2(予定)
女子校→共学校に変更
入試名称 Ａ型②→適性検査②に変更(予定)

【文化学園大学杉並(難進ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ２)】 ★廃止【女25名,2/2PM,2科か4科】

文化学園大学杉並(第４回) 新設2/2PM(予定) 未定 未定 面接なし,合格発表2/2(予定)

【文化学園大学杉並(難進ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ３)】 ★廃止【女10名,2/3PM,2科か4科】

文化学園大学杉並(第５回) 2/4AM→2/4PM(予定)
女子校→共学校に変更
入試名称 第３回→第５回に変更(予定)
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中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他

文教大学付属(第１回) 男女69→男女64(予定)

文教大学付属(みらい創造) 新設2/1(予定) 適性検査型(予定) 男女10(予定) 面接なし(予定),合格発表2/2(予定)

文教大学付属(第３回) 男女30→男女25(予定)

宝仙学園共学部(第1回4科入試[一般]) 男女10→男女15(予定) 入試名称 2/1AM入試→第１回４科入試[一般]に変更(予定)

宝仙学園共学部(第2回4科入試[特待･一般]) 入試名称 2/1PM入試･特待→第２回４科入試[特待･一般]に変更(予定)

宝仙学園共学部(第3回4科入試[特待･一般]) 入試名称 2/2PM入試･特待→第３回４科入試[特待･一般]に変更(予定)

宝仙学園共学部(第4回4科入試[特待･一般]) 入試名称 2/3PM入試･特待→第４回４科入試[特待･一般]に変更(予定)

宝仙学園共学部(第１回公立一貫型入試) 男女20→男女15(予定) 入試名称 2/1･公立一貫対応→第１回公立一貫型入試に変更(予定)

宝仙学園共学部(第２回公立一貫型入試) 男女20→男女15(予定) 入試名称 2/2･公立一貫対応→第２回公立一貫型入試に変更(予定)

宝仙学園共学部(第３回公立一貫型入試) 入試名称 2/4･公立一貫対応､特待→第３回公立一貫型入試に変更(予定)

宝仙学園共学部(第１回ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ入試) 男女10→男女5(予定) 入試名称 2/1･ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ入試→第１回ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ入試に変更(予定)

宝仙学園共学部(第１回ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試) 入試名称 2/1･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試→第１回ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試に変更(予定)

宝仙学園共学部(第２回ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ入試) 男女10→男女5(予定) 入試名称 2/4･ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ入試→第２回ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ入試に変更(予定)

宝仙学園共学部(第２回ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試) 入試名称 2/4･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試→第２回ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試に変更(予定)

宝仙学園共学部(第１回入試･理数ｲﾝﾀｰ) 新設2/1PM(予定) 日本語ﾘｽﾆﾝｸﾞと＊理数ｲﾝﾀｰ授業(予定) 男女5(予定)
＊理数ｲﾝﾀｰ授業…ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ､ﾗｰﾆﾝｸﾞ(予定)
面接なし(予定),合格発表2/1(予定)

宝仙学園共学部(第２回入試･理数ｲﾝﾀｰ) 新設2/4PM(予定) 日本語ﾘｽﾆﾝｸﾞと＊理数ｲﾝﾀｰ授業(予定) 男女5(予定)
＊理数ｲﾝﾀｰ授業…ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ､ﾗｰﾆﾝｸﾞ(予定)
面接なし(予定),合格発表2/4(予定)

宝仙学園共学部(英語ＡＬ入試<仮称>) 新設2/1PM(予定) 3科<国語､算数､英語>(予定) 男女5(予定)
国語､算数､英語 各100点(予定)
面接なし(予定),合格発表2/1(予定)

三田国際学園(国際生入試①) 新設11/27 英語(予定) 国際生計 男女20(予定) 面接<本人>あり(予定),合格発表11/27(予定)

三田国際学園(国際生入試②) 12/9→12/8 男女20→国際生計 男女20(予定) 入試名称 国際生入試→国際生入試②に変更(予定)

三田国際学園(第１回･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ) 2科か4科→4科(予定) 男女20→男女15(予定)

三田国際学園(第１回･本科) 2科か4科→4科(予定) 男女30→男女20(予定)

三田国際学園(第２回･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ) 英語か2科か4科→英語か4科(予定) 男女20→男女25(予定)

三田国際学園(第２回･本科) 2科か4科→4科(予定) 男女25→男女30(予定)

三田国際学園(第３回･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ) 2科か4科→4科(予定)

三田国際学園(第３回･本科) 2科か4科→4科(予定)

三田国際学園(第４回･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ) 英語か2科か4科→英語か4科(予定)

三田国際学園(第４回･本科) 2科か4科→4科(予定)

三田国際学園(第５回･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ) 2科か4科→4科(予定)

三田国際学園(第５回･本科) 2科か4科→4科か＊21世紀型(予定) 男女5→4科5･21世紀型5(予定) ＊21世紀型は､詳細未定

明星学園(帰国生入試) 12/4→12/3

武蔵野(第１回AM) 2科か4科→2科か4科か思考型(予定) 面接<本人>廃止

武蔵野(第１回PM) 面接<本人>廃止

武蔵野(第２回) 男女30→男女20(予定) 面接<本人>廃止

武蔵野(第３回) 2/4→2/3 面接<本人>廃止

武蔵野(第４回) 新設2/7 2科か4科(予定) 男女10(予定) 面接なし,合格発表2/7<Web>･2/8<掲示>

【武蔵野東(帰国生･第１回)】 ★廃止(予定)【帰国計 男女 若干名,11/26,国､算か英､算】

【武蔵野東(帰国生･第２回)】 ★廃止(予定)【帰国計 男女 若干名,12/19,国､算か英､算】

武蔵野東(帰国生入試) 1/12→1/11(予定)
　　　帰国計 男女 若干名

→男女 若干名(予定)
入試名称 帰国生･第３回→帰国生入試に変更(予定)

武蔵野東(第１回AM) 2科か3科<国算英>か4科基礎
→2科<国算か算英>か＊都立型(予定)

＊都立型…Ⅰ<表現力>､Ⅱ<思考力>

武蔵野東(第１回PM) 2科か国立型か＊都立型
→2科<国算か算英>か＊都立型(予定)

＊都立型…Ⅰ<表現力>､Ⅱ<思考力>

合格発表<2/2→2/1>変更(予定)

武蔵野東(第３回) 2/3PM→2/4AM(予定) 2科→＊都立型か※探究型(予定)
＊都立型…Ⅰ<表現力>､Ⅱ<思考力>
※探究型…詳細未定

武蔵野東(第４回) 新設2/11(予定) 未定 男女 若干名(予定) 面接<本人>あり(予定),合格発表2/11(予定)

武蔵野東(ＡＯ入試) 2/3→2/1(予定)

明治学院(第１回) 男女 約50→男女 約60

明治学院(第２回) 男女 約70→男女 約60

☆ 目黒学院(第１回) ＊2科→※1科､漢字と計算 第1回計 約40→第1回計 約35
＊2科…国語か社会と算数か理科,※1科…国語か算数か英語
面接<本人>廃止

☆ 目黒学院(第１回･一芸) 作文→漢字と計算､＊作文 第1回計 約40→第1回計 約35
入試名称 第１回･一能一芸→第１回･一芸に変更
＊作文…事前に作文課題を課す,合格発表<掲示2/2→Web2/1･掲示2/2>変更

☆ 【目黒学院(第２回)】 ★廃止【男女 約20名,2/1PM,2科か4科】

☆ 目黒学院(特待･第１回) 新設2/1PM
1科

<国語か算数か社会か理科か数学か英語>
男女 約15 面接なし,合格発表2/1<Web>･2/2<掲示>

☆ 目黒学院(第２回)
　2科か4科か適性検査Ⅰ､Ⅱ
　→4科か適性検査Ⅰ､Ⅱか能力発見型

男女 約30→男女 約25 入試名称 第３回→第２回に変更

☆ 目黒学院(第３回) 入試名称 第４回→第３回に変更

☆ 目黒学院(特待･第２回) 新設2/4PM 2科か適性検査か能力育成型 男女 約15 面接なし,合格発表2/4<Web>･2/5<掲示>
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中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他

目白研心(帰国生入試･第１回) 11/19→11/18(予定)

目白研心(帰国生入試･第２回) 1/14→1/20(予定)

目白研心(第２回) 国算か算理か国社か国英→2科(予定) 男女25→2/1PM計 男女25(予定)

目白研心(第１回･英語ｽﾋﾟｰﾁ入試) 新設2/1PM(予定) 英語ｽﾋﾟｰﾁ､Ｑ＆Ａ(予定) 2/1PM計 男女25(予定) 面接なし(予定),合格発表2/1(予定)

目白研心(第４回) 国算か算理か国社→2科(予定) 男女5→2/2PM計 男女5(予定)

目白研心(第２回･英語ｽﾋﾟｰﾁ入試) 新設2/2PM(予定) 英語ｽﾋﾟｰﾁ､Ｑ＆Ａ(予定) 2/2PM計 男女5(予定) 面接なし(予定),合格発表2/2(予定)

目白研心(第５回) 2/4→2/5(予定)

八雲学園(帰国生) 新設12/13 国語､算数か英語､算数 男女 特に定めず
国語､算数､英語 各100点･各50分
面接<保同>あり,合格発表12/13

八雲学園(第１回) 新設2/1 2科か4科 2/1入試計 男女70
国語､算数<各100点･各50分>,社会､理科<計100点･計60分>
面接なし,合格発表2/1

八雲学園(第２回) 女40→2/1入試計 男女70
女子校→共学校に変更
入試名称 第１回→第２回に変更

八雲学園(第３回) 女44→2/2入試計 男女50
女子校→共学校に変更
入試名称 第２回→第３回に変更

八雲学園(第４回) 2/3AM→2/2PM 女20→2/2入試計 男女50
女子校→共学校に変更
入試名称 第３回→第４回に変更

八雲学園(未来発見入試) 2/2PM→2/5AM 女30→男女24 女子校→共学校に変更

【八雲学園(第４回)】 ★廃止【女10名,2/5,2科か4科】

安田学園(先進特待入試･第１回) 男女20→男女15

安田学園(先進特待入試･第２回) 男女18→男女15

安田学園(先進特待入試･第３回) 新設2/2 適性Ⅰ､Ⅱ 男女10
適性Ⅰ､Ⅱ 各100点･各45分
面接なし,合格発表2/3

安田学園(先進特待入試･第４回) 入試名称 先進特待入試･第３回→先進特待入試･第４回に変更

安田学園(一般入試･第１回) 男女50→男女40

安田学園(一般入試･第２回) 男女40→男女30

【安田学園(一般入試･第３回)】 ★廃止【男女14名,2/3,2科か4科】

和光(第３回) 2/3PM→2/5PM

●共学､別学校【神奈川】

青山学院横浜英和(帰国生入試) 12/15→2/1 女10→男女10程度<Ａ日程に含む> 女子校→共学校に変更

青山学院横浜英和(Ａ日程) 2科か4科→4科 女40→男女80<帰国生入試10程度含> 女子校→共学校に変更

青山学院横浜英和(Ｂ日程) 2科か4科→4科 女子校→共学校に変更

青山学院横浜英和(Ｃ日程) 2科か4科→4科 女30→男女40 女子校→共学校に変更

公文国際学園(帰国生入試) 1/19→1/17(予定)

自修館中等教育学校(帰国生) 12/17→12/16

相洋(帰国子女) 1/7→1/6

鶴見大学附属(適性検査入試) 2/2→2/1(予定) 2科基礎､適性→算数基礎､適性(予定) 男女20→男女30(予定)

鶴見大学附属(難関進学ｸﾗｽ３次) 入試名称 総合入試→難関進学ｸﾗｽ３次に変更(予定)

桐蔭学園(第１回AM[４科入試])
　　　男60･女＊25

→第1回AM計 男50･女＊25
入試名称 １次→第１回AM[４科入試]に変更
＊理数ｺｰｽ･普通ｺｰｽの合計

桐蔭学園(第１回AM[ＡＬ入試]) 2/4→2/1
　　　男30･女＊20

→第1回AM計 男50･女＊25
入試名称 ＡＬ入試→第１回AM[ＡＬ入試]に変更
＊理数ｺｰｽ･普通ｺｰｽの合計

桐蔭学園(第１回PM) 新設2/1PM 国語､算数か英語､算数 男50･理数､普通計 女25
国､算､英 各100点･各50分<女子 理数ｺｰｽの算数150点50分>
面接なし,合格発表2/1<Web>･2/2<掲示>

桐蔭学園(第２回AM) 入試名称 ２次AM→第２回AMに変更

桐蔭学園(第２回PM) 国･算･英より2科→国､算か英､算
<女子 理数ｺｰｽは変更なし>

男60･女＊30→男50･女＊25
入試名称 ２次PM→第２回PMに変更
＊理数ｺｰｽ･普通ｺｰｽの合計

桐蔭学園(第３回) 入試名称 ３次→第３回に変更

法政大学第二(帰国生) 1/8→1/7(予定)

●共学校【千　葉】

市川(１２月帰国生) 12/10→12/9

暁星国際(Ⅱ期Ａ) 2/6→2/5(予定)

暁星国際(Ⅱ期Ｂ) 2/23→2/24(予定)

秀明大学附属秀明八千代(専願入試)
適性検査<2科>
→適性検査<国･算･英より2科> 全合計 男女80→全合計 男女60

☆ 秀明大学附属秀明八千代(一般Ａ日程) 全合計 男女80→全合計 男女60

☆ 秀明大学附属秀明八千代(一般Ｂ日程) 1/27→1/28 全合計 男女80→全合計 男女60

☆ 秀明大学附属秀明八千代(一般Ｃ日程) 全合計 男女80→全合計 男女60

翔凜(一般入試) 1/22→1/21

昭和学院(一般入試) 入試名称 第１回･一般→一般入試に変更

昭和学院(ﾏｲﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ) 1/21→1/20

【昭和学院(第２回･一般)】 ★廃止【男女10名,1/21,2科】

昭和学院(適性検査型入試) 新設1/21 適性検査型 男女20 面接なし,合格発表1/21<Web>･1/22<掲示>
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中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他

千葉日本大学第一(第一志望入試) 男女50→男女70

千葉日本大学第一(第１期) 男女160→男女120

千葉明徳(適性検査型入試) 1/21→1/20 　　適性検査Ⅰ､Ⅱ
　　→＊適性検査Ⅰ､ⅡかⅠ､Ⅱ､Ⅲ

＊適性検査Ⅰ､Ⅱ…本校会場
適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ…市川会場

千葉明徳(一般入試①) 1/20→1/21 男女30→一般①･②計 男女30

千葉明徳(ﾙｰﾌﾞﾘｯｸ評価型) 新設1/21PM ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 男女15 面接[ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ形式]<本人Ｇ>あり,合格発表1/22

千葉明徳(一般入試②) 1/23→1/24 2科か4科→2科<国算英より選択>か4科 男女15→一般①･②計 男女30

千葉明徳(特待生入試) 新設1/24 2科か4科 男女10 面接<本人>あり,合格発表1/25

【千葉明徳(一般入試③)】 ★廃止【男女5名,1/28,2科か4科】

【千葉明徳(英語入試)】 ★廃止【男女5名,1/23,2科基礎と英語】

東海大学付属浦安(推薦試験[第一志望]) 男女60→男女70

東海大学付属浦安(Ａ試験[一般]) 男女40→男女30

成田高等学校付属(第一志望入試) 新設12/1 4科 男女35
国語､算数<各100点･各50分>,社会､理科<各50点･計50分>
面接なし,合格発表12/2

成田高等学校付属(一般入試) 1/21→1/24 男女<専願･併願>80→男女<専願･併願>60
入試名称 前期→一般入試に変更
国､算<各45分→各50分>,社､理<各100点･各45分→各50点･計50分>

【成田高等学校付属(後期)】 ★廃止【男女15名,1/31,4科】

二松學舍大学附属柏(第一志望入試) 合格発表<試験翌日→試験当日>変更(予定)

二松學舍大学附属柏(一般入試･第１回) 合格発表<試験翌日→試験当日>変更(予定)

二松學舍大学附属柏(一般入試･第３回) 合格発表<試験翌日→試験当日>変更(予定)

二松學舍大学附属柏(一般入試･第５回) 2/4PM→2/5AM(予定) 合格発表<試験翌日→試験当日>変更(予定)

八千代松陰(推薦入試･自己推薦) 12/17PM→12/1AM(予定)

八千代松陰(推薦入試･学科推薦) 12/1→12/2(予定) 2科→2科<国と算社理英より1科>(予定)

八千代松陰(一般･20日入試) 4科→3科<国算と社理英より1科>(予定)

八千代松陰(一般･21日入試)
2科か4科→
2科か3科<国算と社理英より1科>(予定)

八千代松陰(一般･25日入試) 4科→3科<国算と社理英より1科>(予定)

麗澤(第１回･AEｺｰｽ) 男女12→男女20

麗澤(第１回･EEｺｰｽ) 男女38→男女50

麗澤(第２回･AEｺｰｽ) 1/22→1/25 男女12→男女10

麗澤(第２回･EEｺｰｽ) 1/22→1/25 男女38→男女40

【麗澤(第３回･AEｺｰｽ)】 ★廃止【男女6名,1/25,4科】

【麗澤(第３回･EEｺｰｽ)】 ★廃止【男女24名,1/25,3科<国算英>か4科】

麗澤(第３回･EEｺｰｽ) 2/4→2/3 男女10→男女20 入試名称 第４回･EEｺｰｽ→第３回･EEｺｰｽに変更

●共学校【埼　玉】

浦和実業学園(第１回･適性検査型) 新設1/11 適性検査Ⅰ､Ⅱ 男女10
適性検査Ⅰ<作文型>100点50分､Ⅱ<科目複合型>100点50分
面接なし,合格発表1/12<Web>･1/13<掲示>

浦和実業学園(第２回AM･特待入試) 男女25→男女20

浦和実業学園(英語入試) 新設1/12 英語､日本語作文 男女5
英語50点30分､日本語作文50点30分､英語面接50点10分程度

合格発表1/12<Web>･1/13<掲示>

浦和実業学園(第２回PM･特待入試) 男女25→男女20

浦和実業学園(第２回･適性検査型) 1/15→1/14 入試名称 適性検査型入試→第２回･適性検査型に変更

浦和実業学園(第４回) 男女5→男女 若干名

浦和ルーテル学院(第１回) 1/10PM→1/10AM

浦和ルーテル学院(第２回) 1/14→1/13 面接<保別→本人か本人Ｇ>変更

浦和ルーテル学院(第３回) 1/28→2/3 面接<保別→本人か本人Ｇ>変更

【浦和ルーテル学院(第４回)】 ★廃止【全合計 男女25名,2/4,2科】

開智未来(第１回) 男女＊30→男女＊20(予定)
入試名称 特選１→第１回に変更(予定)
＊T未来 若干･未来15･開智15→T未来 若干･未来15･開智5(予定)

開智未来(探究１) 1/12→1/11(予定)
計算基礎､読解基礎､図解読解､課題総合
→計算基礎､読解基礎､探究<社会>(予定)

入試名称 未来型→探究１に変更(予定)

開智未来(未来Ａ) 4科→3科<国語､算数､理科>(予定) 男女＊30→男女＊15(予定) ＊T未来15名･未来15名→T未来15名(予定)

開智未来(未来Ｂ) 1/12PM→1/12AM(予定) 男女＊25→男女＊20(予定) ＊T未来10名･未来15名→T未来10名･未来10名(予定)

開智未来(探究２) 新設1/12PM(予定) 計算基礎､読解基礎､探究<科学>(予定) T未来若干名･未来10･開智10(予定) 面接なし(予定),合格発表1/13(予定)

開智未来(第２回) 男女＊25→男女＊20(予定)
入試名称 特選２→第２回に変更(予定)
＊T未来 若干･未来15･開智10→T未来 若干･未来15･開智5(予定)

埼玉平成(第１回AM) 入試名称 第１回→第１回AMに変更(予定)

埼玉平成(第１回PM) 新設1/10PM 2科か4科 男女10(予定) 面接なし,合格発表1/11

埼玉平成(第２回) 1/10PM→1/13AM
入試名称 適性検査入試→第２回に変更(予定)

合格発表<1/11→1/13>変更

埼玉平成(第３回) 1/14→1/27
　　　　男女<専願･一般>15

→男女<一般>5(予定)
入試名称 第２回→第３回に変更(予定)

埼玉平成(第４回) 2/4→2/6 入試名称 第３回→第４回に変更(予定)

狭山ヶ丘高等学校付属(第４回) 2/7→2/6(予定)
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中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他

秀明(専願入試) 12/4→12/3(予定) 全合計160→全合計＊80(予定)
入試名称 ＡＯ入試→専願入試に変更(予定)
＊ｽｰﾊﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺｰｽ 20名,医進･特進ｺｰｽ､総合進学ｺｰｽ 計60名(予定)

秀明(一般入試･第Ⅰ期) 全合計160→全合計＊80(予定) ＊ｽｰﾊﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺｰｽ 20名,医進･特進ｺｰｽ､総合進学ｺｰｽ 計60名(予定)

秀明(一般入試･第Ⅱ期) 2/5→2/4(予定) 全合計160→全合計＊80(予定) ＊ｽｰﾊﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｺｰｽ 20名,医進･特進ｺｰｽ､総合進学ｺｰｽ 計60名(予定)

西武学園文理(特選ｸﾗｽ･第１回) 4科か＊英語型→4科(予定) ＊英語型…国語､英語､英語の質疑

西武学園文理(特選ｸﾗｽ･特選特待) 入試名称 第１回･特選特待→特選ｸﾗｽ･特選特待に変更(予定)

西武学園文理(特選ｸﾗｽ･第２回) 4科か＊英語型→4科(予定) 男女15→男女10(予定) ＊英語型…国語､英語､英語の質疑

西武学園文理(特選ｸﾗｽ･第３回) 1/18→1/17(予定)

西武学園文理(一貫ｸﾗｽ･第１回) 4科か＊英語型→4科(予定) 男女60→男女55(予定) ＊英語型…国語､英語､英語の質疑

西武学園文理(一貫ｸﾗｽ･第２回) 4科か＊英語型→4科(予定) 男女30→男女25(予定) ＊英語型…国語､英語､英語の質疑

西武学園文理(一貫ｸﾗｽ･第３回) 1/18→1/17(予定) 2科か4科→4科(予定) 男女20→男女5(予定)

西武学園文理(適性検査型入試) 新設1/17(予定) 適性検査Ⅰ､Ⅱ(予定) 男女20(予定)
適性検査Ⅰ､Ⅱ 各100点･各45分(予定)
面接なし(予定),合格発表1/20(予定)

西武学園文理(得意教科入試) 新設1/17(予定) 算数か英語(予定) 男女10(予定)
算数100点50分､英語100点50分(予定)
面接なし(予定),合格発表1/17(予定)

西武台新座(第２回･特進選抜入試) 掲示での合格発表<1/16→1/15>変更(予定)

東京成徳大学深谷(第３回) 1/14→1/13

東京成徳大学深谷(第４回) 1/28→1/27

東京農業大第三高校附(第４回) 1/14→1/27

武南(第１回AM) 男女25→第1回計 男女25

武南(第１回PM) 男女25→第1回計 男女25 Webでの合格発表<試験翌日→試験当日>変更

武南(第２回) 男女15→男女25 Webでの合格発表<試験翌日→試験当日>変更

武南(第３回) 男女10→男女25 Webでの合格発表<試験翌日→試験当日>変更

星野学園(理数選抜入試･第１回)
試験会場 本校･大宮<TKP大宮駅西口>→本校･大宮<ｿﾆｯｸｼﾃｨﾎｰﾙ>に変更
英検<3級以上>取得者への加点優遇あり

星野学園(理数選抜入試･第２回)
試験会場 本校･大宮<TKP大宮駅西口>→本校･大宮<ｿﾆｯｸｼﾃｨﾎｰﾙ>に変更
入試問題の出題変更あり,英検<3級以上>取得者への加点優遇あり

星野学園(総合選抜入試) 英検<3級以上>取得者への加点優遇あり

星野学園(進学ｸﾗｽ入試･第１回)
試験会場 本校･大宮<TKP大宮駅西口>→本校･大宮<ｿﾆｯｸｼﾃｨﾎｰﾙ>に変更
英検<3級以上>取得者への加点優遇あり

星野学園(進学ｸﾗｽ入試･第２回)
試験会場 本校･大宮<TKP大宮駅西口>→本校･大宮<ｿﾆｯｸｼﾃｨﾎｰﾙ>に変更
英検<3級以上>取得者への加点優遇あり

本庄第一(第１回･単願入試) 作文→総合問題<国算>(予定)

【本庄第一(第１回･一般入試[適性型])】 ★廃止(予定)【全合計 男女80名,1/10,適性検査①､②】

本庄第一(第１回･一般入試[英語型]) 1/10→1/14 英語と作文→英語(予定)

本庄第一(第２回･一般入試) 1/15→1/14

本庄第一(第３回･一般入試) 2/11→2/10 2科か4科→2科(予定)

本庄東高等学校附属(第２回) 1/14→1/13(予定) 2科か4科→2科か＊4科(予定) ＊4科…国語､算数､総合Ⅰ､総合Ⅱ(予定)

本庄東高等学校附属(第３回) 1/28→1/27(予定)

●共学校【茨　城】

霞ヶ浦高等学校附属(推薦入試[専願]) 11/19→11/18

霞ヶ浦高等学校附属(一般入試･第１回) 12/18→12/17 2科<一般型>か適性<公立型>→2科 ★公立中等型<適性検査>廃止

霞ヶ浦高等学校附属(一般入試･第２回) 1/21→1/20

常総学院(推薦･専願入試[ADｸﾗｽ]) 12/4→12/3

常総学院(推薦･専願入試[STｸﾗｽ]) 12/4→12/3

常総学院(適性検査型[ADｸﾗｽ]) 12/11→12/9 男女5→男女10

常総学院(適性検査型[STｸﾗｽ]) 12/11→12/9 男女15→男女20

常総学院(第１回･一般[ADｸﾗｽ]) 男女15→男女10

常総学院(第１回･一般[STｸﾗｽ]) 男女45→男女40

常総学院(第２回･一般[ADｸﾗｽ]) 1/28→1/30

常総学院(第２回･一般[STｸﾗｽ]) 1/28→1/30

土浦日本大学中等教育学校(帰国･国際生入試) 1/26→1/25(予定)

土浦日本大学中等教育学校

　(新学力型･英語11/11入試<仮称>) 新設11/11PM(予定) 英語(予定) 新学力型･英語計 男女若干名(予定) 面接<本人>あり(予定)

土浦日本大学中等教育学校

　(新学力型･英語11/18入試<仮称>) 新設11/18PM(予定) 英語(予定) 新学力型･英語計 男女若干名(予定) 面接<本人>あり(予定)

土浦日本大学中等教育学校

　(新学力型･英語11/25入試<仮称>) 新設11/25PM(予定) 英語(予定) 新学力型･英語計 男女若干名(予定) 面接<本人>あり(予定)

土浦日本大学中等教育学校(推薦入試) 12/10→12/9(予定)

土浦日本大学中等教育学校(第２回･一般) 1/26→1/25(予定)

土浦日本大学中等教育学校(千葉ＳＡＴ入試) 12/3→12/2(予定)

土浦日本大学中等教育学校(茨城ＳＡＴ入試) 12/17→12/16(予定)

土浦日本大学中等教育学校(新学力型入試) 2/5PM→2/4PM(予定)
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中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他

東洋大学附属牛久(専願入試) 12/3→12/2(予定)

東洋大学附属牛久(第２回･一般入試) 1/28PM→1/20PM(予定) 合格発表<2/1→1/31>変更(予定)

水戸英宏(第１回･専願入試Ａ) 11/19→11/18(予定)

水戸英宏(第１回･一般入試Ａ) 11/19→11/18(予定)

水戸英宏(第２回･専願入試Ｂ) 11/27→11/26(予定)

水戸英宏(第２回･一般入試Ｂ) 11/27→11/26(予定)

水戸英宏(第４回･一般入試Ｄ) 1/28→1/27(予定)

●共学校【栃　木】

國學院大學栃木(第１回[自己推薦]) 11/26→11/19

國學院大學栃木(第１回[一般]) 11/26→11/19

國學院大學栃木(第３回[自己推薦]) 1/22→1/21

國學院大學栃木(第３回[一般]) 1/22→1/21

●共学､別学校【その他】

愛光(東京会場) 1/9→1/7(予定)

☆ 加藤学園暁秀 1/7→1/6

☆ 佐久長聖(東京入試①･東京会場) 1/9→1/8

☆ 佐久長聖(東京入試②･東京会場) 1/10→1/9

静岡サレジオ(Ａ日程) 1/7→1/6

静岡サレジオ(Ｂ日程) 1/8→1/7

静岡サレジオ(Ｃ日程) 1/21→1/20

秀光中等教育学校(東京選抜) 1/9→1/8

駿台甲府(専願入試) 1/7→1/6

駿台甲府(選抜入試) 1/15→1/14

☆ 東海大学付属静岡翔洋(第１期) 1/7→1/6

土佐塾(東京会場) 入試名称 東京会場･前期→東京会場に変更(予定)

【土佐塾(東京会場･後期)】 ★廃止【県外計 男女20名,2/4PM,2科】

長崎日本大学(関東入試) 1/8→1/7

日本大学三島(第１期) 1/7→1/6

日本大学三島(第２期) 1/21→1/20

宮崎日本大学(首都圏入試) 1/9→1/8

山梨学院(推薦入試) 1/7→1/6(予定)

山梨学院(一般入試) 1/14→1/13(予定)

早稲田佐賀(首都圏会場1月入試) 1/8→1/7

早稲田摂陵(第１回[関東]) 1/9→1/8

早稲田摂陵(第２回[関東]) 1/14→1/13

【早稲田摂陵(第３回[関東])】 ★廃止【全合計 男女 約105名,2/4PM,2科】

早稲田摂陵(第３回[関東]) 2/12→2/11 入試名称 第４回[関東]→第３回[関東]に変更

●国立校

東京大学教育学部附属中等教育学校(推薦) 12/21→12/18

東京大学教育学部附属中等教育学校(一般) 合格発表<2/4→2/5>変更

東京大学教育学部附属中等教育学校(双生児) 合格発表<2/4→2/5>変更

茨城大学教育学部附属 12/10→12/9(予定)

●公立中高一貫校

☆
東京都立白鷗高等学校附属
(海外帰国･在京外国人枠)

新設1/25 未定 未定

☆ 東京都立白鷗高等学校附属(特別枠) ★区分Ａを廃止

☆ 東京都立白鷗高等学校附属(一般枠)
　　適性検査Ⅰ､Ⅱ
　　→適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ(予定)

千葉市立稲毛高等学校附属 1/28→1/27

千葉県立千葉     一次12/10PM→12/9PM
    二次1/28→1/27

千葉県立東葛飾     一次12/10PM→12/9PM
    二次1/28→1/27

さいたま市立浦和 第1次1/14→1/13(予定)

第2次1/21→1/20(予定)

埼玉県立伊奈学園 第一次1/14→1/13(予定)

第二次1/28→1/27(予定)

茨城県立古河中等教育学校 1/7→1/6(予定)

茨城県立並木中等教育学校 1/7→1/6(予定)

☆ 茨城県立日立第一高等学校附属 1/7→1/6(予定)
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