
㊟８月中旬作成のため、再変更の場合がありますので、予めご了承ください。 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(一般入試･第１回) ☆特別優遇<本校第一志望等の出願条件あり>を導入

足立学園(一般入試･第２回) ☆特別優遇<本校第一志望等の出願条件あり>を導入

足立学園(一般入試･第３回) ☆特別優遇<本校第一志望等の出願条件あり>を導入

海城(帰国生入試)
4科か算数､総合か算数､総合､英語

→2科か3科<国語､算数､＊英語>
＊英語…自由記述の作文問題

学習院(帰国子弟) 合格発表<掲示､Web→Web>変更

学習院(第１回) 合格発表<掲示､Web→Web>変更

学習院(第２回) 合格発表<掲示→Web>変更

京華(第１回･中高一貫ｸﾗｽ) 50→45

京華(第１回AM･特別選抜ｸﾗｽ) 2科<英語､算数>か4科→4科

京華(適性検査型･特別選抜ｸﾗｽ) 適性検査Ⅰ､Ⅱ→適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ 15→20

京華(第３回･中高一貫ｸﾗｽ) 10→5

京華(第３回･特別選抜ｸﾗｽ) 5→10

攻玉社(国際学級) 1/11→1/10

攻玉社(第２回) 70→80

攻玉社(特別選抜) 国語か算数→算数 国語10･算数20→20

駒場東邦 合格発表<掲示→掲示､Web>変更

サレジオ 合格発表<2/3→2/4>変更

芝浦工業大学附属(帰国生) 11/26AM→12/1PM

巣鴨(第Ⅰ期) 100→80(予定)

巣鴨(算数選抜) 新設2/1PM(予定) 1科<算数>(予定) 20(予定) 面接なし(予定),合格発表2/1(予定)

聖学院(ものづくり思考力) 2/2AM→2/1PM Webでの合格発表<試験当日→試験翌日>変更

聖学院(Ｍ型思考力) 入試名称 思考力＋計算力→Ｍ型思考力に変更

世田谷学園(１次) 70<特待生選抜10>→60 ☆帰国生優遇<加点>制度を導入

世田谷学園(算数特選) 新設2/1PM 1科<算数> 30<特待生選抜20>
☆帰国生優遇<加点>制度を導入
算数100点60分(予定)

世田谷学園(２次) 100<特待生選抜20>→80<特待生選抜10> ☆帰国生優遇<加点>制度を導入

世田谷学園(３次) ☆帰国生優遇<加点>制度を導入

桐朋(第１回) 約110→約120

桐朋(第２回) 約70→約60

日本学園(第２回)
　　　2科か4科
　　　→2科<国と算か社か理か英>

日本学園(第３回) 2/2PM→2/4PM

日本学園(第４回) 2/4→2/6 2/4入試計15→2/6入試計30

日本学園(創発学) 2/4→2/6 2/4入試計15→2/6入試計30

【日本学園(第５回)】 ★廃止【15名,2/6PM,2科か4科】

日本大学豊山(第１回) 120→110

日本大学豊山(第３回) 50→42

明法(第３回･進学GRITｺｰｽ) 2/3PM→2/3AM 2科か4科→作文､基礎算数､自分ｱﾋﾟｰﾙ

明法(第３回･ｻｲｴﾝｽGEｺｰｽ) 2/3PM→2/3AM 2科か4科→作文､基礎算数､自分ｱﾋﾟｰﾙ 出願資格…ＭＳＫの初級以上に合格している事

明法(第３回･国際理解ｺｰｽ) 2/3PM→2/3AM
 2科か4科と英会話
 →作文､基礎算数､自分ｱﾋﾟｰﾙと英会話

立教池袋(帰国児童) 合格発表<掲示､Web→Web>変更

立教池袋(第１回) 合格発表<掲示､Web2/3→Web2/2>変更

立教池袋(第２回)
自己ｱﾋﾟｰﾙ面接<口頭か芸術か運動→口頭か芸術か運動か英語>変更
Webでの合格発表<掲示､Web2/6→Web2/5>変更

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他

　　　 ◆この『2019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。
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●男子校【神奈川】

逗子開成(帰国生入試) 出願資格の変更あり

聖光学院(帰国生) 1/7→1/12(予定)

藤嶺学園藤沢(第４回) 2科か4科→※2科(予定) ※国算か国社か国理か算社か算理(予定)

武相(一般入試･第２回) 2科→4科より1科 面接<本人>を実施

武相(一般入試･第４回) 2/3PM→2/5PM 2科→4科より1科 面接<本人>を実施

【武相(一般入試･第５回)】 ★廃止【若干名,2/4PM,2科】

横浜(第１回) 20→25

横浜(第２回)
2科か4科か適性検査Ⅰ､Ⅱ
→2科か4科か適性検査Ⅰ､Ⅱと作文

横浜(第３回) 20→15

●男子校【埼　玉】

城西川越(総合一貫入試･第１回) 総合一貫 2科計 約15･4科計 ＊約55
 →総合一貫 2科計 約15･4科計 ＊約45

＊特別選抜入試からのｽﾗｲﾄﾞ合格を含む

城西川越(総合一貫入試･第３回) 1/13→1/19 総合一貫 2科計 約15･4科計 ＊約55
 →総合一貫 2科計 約15･4科計 ＊約45

＊特別選抜入試からのｽﾗｲﾄﾞ合格を含む

●男子校【その他】

海陽中等教育学校

(帰国生入試Ⅰ･東京会場)
12/23→12/22

海陽中等教育学校

(帰国生入試Ⅱ･東京会場)
1/6→1/5

海陽中等教育学校

(特別給費生入試[東京会場])
12/16→12/15 3科<国算理>→3科<国算理>か4科

海陽中等教育学校(入試Ⅰ[東京会場]) 12/23→12/22 3科<国算理>→3科<国算理>か4科

海陽中等教育学校(入試Ⅱ[東京会場]) 1/6→1/5 3科<国算理>→3科<国算理>か4科

静岡聖光学院(帰国生入試) 新設1/12 2科<国語､算数か英語､算数> 若干名 面接<保同>あり,合格発表1/14

静岡聖光学院(21世紀型入試) 新設1/12PM 思考･表現･創造を問う問題 若干名 面接なし,合格発表1/14

静岡聖光学院(Ⅰ期入試･静岡会場) 1/6→1/12 Ⅰ期､Ⅱ期計110→Ⅰ期計100

静岡聖光学院(Ⅰ期入試･東京会場) 1/9→1/12 Ⅰ期､Ⅱ期計110→Ⅰ期計100

静岡聖光学院(特待生入試) 1/8PM→1/13PM

静岡聖光学院(Ⅱ期入試) 1/21→1/27 Ⅰ期､Ⅱ期計110→10

北嶺(東京会場) 1/7→1/8

●女子校【東　京】

跡見学園(帰国生入試) 11/25→12/19 帰国計 若干名→若干名 入試名称 帰国生入試･第１回→帰国生入試に変更

【跡見学園(帰国生入試･第２回)】 ★廃止【帰国計 若干名,2/5,2科と作文<日本語>】

跡見学園(特待入試･第１回) Ｉｸﾗｽ30→Ｉｸﾗｽ40 入試名称 一般入試Ｉｸﾗｽ･第１回→特待入試･第１回に変更

跡見学園(特待入試･第２回) Ｉｸﾗｽ20→Ｉｸﾗｽ40 入試名称 一般入試Ｉｸﾗｽ･第２回→特待入試･第２回に変更

跡見学園(特待入試･第３回[思考力]) 2/4入試計 Ｉｸﾗｽ10→第3回計 Ｉｸﾗｽ20 入試名称 思考力入試[Ｉｸﾗｽ]→特待入試･第３回[思考力]に変更

跡見学園
(特待入試･第３回[英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ])

2/4入試計 Ｉｸﾗｽ10→第3回計 Ｉｸﾗｽ20
入試名称 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ入試[Ｉｸﾗｽ]

→特待入試･第３回[英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽｷﾙ]に変更

跡見学園(特待入試･第４回) Ｉｸﾗｽ10→Ｉｸﾗｽ20 入試名称 一般入試Ｉｸﾗｽ･第３回→特待入試･第４回に変更

跡見学園(一般入試･第１回) Ｐｸﾗｽ100→Ｐｸﾗｽ80 入試名称 一般入試Ｐｸﾗｽ･第１回→一般入試･第１回に変更

跡見学園(一般入試･第２回) Ｐｸﾗｽ100→Ｐｸﾗｽ70 入試名称 一般入試Ｐｸﾗｽ･第２回→一般入試･第２回に変更

江戸川女子(帰国生入試) 11/26→11/25

江戸川女子(ＡＯ入試) 合格発表<2/2→2/1>変更

江戸川女子(一般２科入試) 合格発表<2/3→2/2>変更

大妻(海外帰国生) 1/7→12/16 2科→国語･算数･英語より2科

大妻(第１回) 約120→約100

大妻(第２回) 約120→約100

大妻(第４回) 新設2/5 4科 約40
国語､算数 各100点 各50分,社会､理科 各60点 各30分
面接なし,合格発表2/5

大妻多摩(帰国生入試) 11/26→11/25

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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大妻中野(第１回･海外帰国生) 11/25→11/17

大妻中野(第２回･海外帰国生) 1/13→1/12

大妻中野(第１回･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ入試) 約60→約50

大妻中野(第３回･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ入試) 約30→約40

大妻中野(第４回･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ入試) 約30→約25

大妻中野(算数入試) 2/3PM→2/1PM 約10→約15

大妻中野(新思考力入試) 2/1→2/4

小野学園女子(特待生入試･第２回) 2/2PM→2/1PM

小野学園女子(特待生入試･第３回) 2/4AM→2/2PM

小野学園女子(適性検査型入試) 10→20 入試名称 適性検査型入試･第１回→適性検査型入試に変更

【小野学園女子(適性検査型入試･第２回)】 ★廃止【10名,2/1PM,適性検査Ⅰ､Ⅱ】

学習院女子(帰国生入試) 1/20→1/19

川村(プレミアム)
 国語･算数･英語より2科
 →国語･算数･英語･自己表現より2科

入試名称 第１回→プレミアムに変更

川村(セレクト①) 10→ｾﾚｸﾄ計20 入試名称 第２回→セレクト①に変更

【川村(第３回)】 ★廃止【第3回～第5回計10名,2/2,国･算･英より2科>】

川村(セレクト②) 第3回～第5回計10→ｾﾚｸﾄ計20 入試名称 第４回→セレクト②に変更

【川村(第５回･2/5入試)】 ★廃止【第3回～第5回計10名,2/5,国･算･英より2科>】

川村(セレクト③) 第3回～第5回計10→ｾﾚｸﾄ計20 入試名称 第５回･2/6入試→セレクト③に変更

川村(チャレンジ) 新設2/1PM 適性検査Ⅰ､Ⅱ ﾁｬﾚﾝｼﾞ､ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ計20 面接<保同>あり,合格発表2/1

川村(スタンダード) 新設2/6 適性検査Ⅰ､Ⅱ ﾁｬﾚﾝｼﾞ､ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ計20 面接<保同>あり,合格発表2/6

神田女学園(海外帰国生･第１回) 新設11/24 2科<英語､国語> 若干名 面接<本人>あり,合格発表11/24

神田女学園(海外帰国生･第２回) 2科<国､算か国､英>→2科<英語､国語>
入試名称 海外帰国生･第１回→海外帰国生･第２回に変更
面接<保同→本人>変更

【神田女学園(海外帰国生･第２回)】 ★廃止【若干名,2/1,2科<国算か国英>】

神田女学園(適性検査型①) 2科か英語型か適性型→適性検査 2/1入試計50→10
入試名称 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2/1AM入試→適性検査型①に変更
☆ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2/1AM入試の枠内→別枠で実施

神田女学園(２科選択型①) 2科か英語型か適性型→国･算･英より2科 2/1入試計50→20
入試名称 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2/1AM入試→２科選択型①に変更
★適性型は､別枠で実施あり

神田女学園(適性検査型②[特待生選抜]) 2科か英語型か適性型→適性検査 2/1入試計50→10
入試名称 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2/1PM入試→適性検査型②[特待生選抜]に変更
☆ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2/1PM入試の枠内→別枠で実施

神田女学園(２科選択型②[特待生選抜]) 2科か英語型か適性型→国･算･英より2科 2/1入試計50→10
入試名称 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2/1PM入試→２科選択型②[特待生選抜]に変更
★適性型は､別枠で実施あり

神田女学園(２科選択型③[特待生選抜]) 2科か英語型→国･算･英より2科 25→10 入試名称 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2/2PM入試→２科選択型③[特待生選抜]に変更

神田女学園(４科必修型[特待生選抜]) 新設2/2PM 4科 10 面接なし,合格発表2/2

神田女学園(新思考力型) 2/6AM→2/3PM 入試名称 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2/6AM入試→新思考力型に変更

神田女学園(得意科目型) 2/4AM→2/3PM 2科→国･算･英より1科 2/4入試計15→10 入試名称 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2/4AM入試→得意科目型に変更

神田女学園(２科選択型④) 2科か英語型→国･算･英より2科 2/4入試計15→10 入試名称 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ2/4PM入試→２科選択型④に変更

共立女子(海外帰国生入試) 12/3→12/2

共立女子(2/3ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ入試) 2/3PM→2/3AM

共立女子(2/3合科型入試) 2/3AM→2/3PM
面接<本人→本人ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ>変更
合格発表<2/3→2/4>変更

共立女子第二(海外帰国生) 1/9→11/24 若干名→10

共立女子第二(適性検査型) 30→20

共立女子第二(２回AM) 30→20

共立女子第二(３回PM[ｻｲｴﾝｽ入試]) 新設2/4PM 理科実験とﾚﾎﾟｰﾄ作成･発表 10
発表は個別で実施
合格発表2/4

国本女子(１回Ａ)
2科か4科か英語面接
→2科<国､算か英､算>か4科

国本女子(２回) 2/2AM→2/2PM

国本女子(３回) 2科か4科→2科<国､算か英､算>か4科 10→15

国本女子(４回) 2/5→2/6 2科か4科→2科<国､算か英､算>か4科

【国本女子(５回)】 ★廃止【5名,2/7,2科か4科】

京華女子(帰国生特別入試) 12/16→12/11

京華女子(第１回､適性検査型･特待)
適性検査Ⅰ､Ⅱ
→適性検査Ⅰ､ⅡかⅠ､Ⅱ､Ⅲ

京華女子(第１回､適性検査型･一般)
適性検査Ⅰ､Ⅱ
→適性検査Ⅰ､ⅡかⅠ､Ⅱ､Ⅲ

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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光塩女子学院(第１回) 約25→約30

晃華学園(第１回) 約70→約50 社会､理科<各75点 各35分→各50点 各25分>変更

晃華学園(第２回) 新設2/1PM 2科 約30 面接なし

晃華学園(第３回) 約40→約30
入試名称 第２回→第３回に変更
社会､理科<各75点 各35分→各50点 各25分>変更

麴町学園女子(帰国生入試) 12/9→11/17

麴町学園女子(2/1AM･一般入試) 50→30

麴町学園女子
(2/1AM･ActiveEnglish入試)

2/2→2/1 20→30 入試名称 ActiveEnglish入試→2/1AM･ActiveEnglish入試に変更

麴町学園女子(2/1PM･特待入試) 特待生5･一般生15→特待生5 基準に達していれば､一般合格での発表もあり

麴町学園女子(2/2AM･一般入試) 新設2/2 2科か4科 15
国語､算数 各100点 各45分,社会､理科 各50点 計50分
面接なし,合格発表2/2

麴町学園女子
(2/2AM･みらい型[適性]入試)

入試名称 2/2AM･みらい型[思考力]入試
→2/2AM･みらい型[適性]入試に変更

麴町学園女子(2/2PM･特待入試) 特待生5･一般生5→特待生5 基準に達していれば､一般合格での発表もあり

麴町学園女子(2/3AM･一般入試) 2/3PM→2/3AM 入試名称 2/3PM･一般入試→2/3AM･一般入試に変更

麴町学園女子
(2/3AM･ActiveEnglish入試)

新設2/3 英語､国語基礎､算数基礎 10
面接<英語と日本語>あり
英検5級以上の取得者は､取得級により優遇あり

麴町学園女子(2/10AM･一般入試) 2/7→2/10 2/7入試計 若干名→2/10入試計5 入試名称 2/7AM･一般入試→2/10AM･一般入試に変更

麴町学園女子
(2/10AM･みらい型[適性]入試)

2/7→2/10 2/7入試計 若干名→2/10入試計5
入試名称 2/7AM･みらい型[思考力]入試

→2/10AM･みらい型[適性]入試に変更

佼成学園女子(帰国生入試11/22) 新設11/22 英語､英語ｲﾝﾀﾋﾞｭｰか2科 帰国計10 英語､英語ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ 各45分か国語､算数 各45分

佼成学園女子(帰国生入試12/6) 12/9→12/6 入試名称 帰国生入試12月→帰国生入試12/6に変更

佼成学園女子(帰国生入試1/22) 1/13→1/22 入試名称 帰国生入試１月→帰国生入試1/22に変更

佼成学園女子(帰国生入試1/30) 新設1/30 英語､英語ｲﾝﾀﾋﾞｭｰか2科 帰国計10 英語､英語ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ 各45分か国語､算数 各45分

佼成学園女子(第１回AM)
2科か4科か英語かPISA型
→2科か4科か適性検査Ⅰ､Ⅱ

佼成学園女子(第１回PM)
2科か4科か自己ｱﾋﾟｰﾙかPISA型
→2科か適性検査Ⅰ､Ⅱ

佼成学園女子(第２回AM)
2科か英語
→2科か4科か適性検査Ⅰ､Ⅱ

【佼成学園女子(第２回PM)】 ★廃止【2/2PM入試計10名,2/2PM,自己ｱﾋﾟｰﾙ】

佼成学園女子(第２回PM[ｽｰﾊﾟｰＳ特待]) 入試名称 特別奨学生→第２回PM[ｽｰﾊﾟｰＳ特待]に変更

佼成学園女子(第３回AM[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試]) 新設2/3 英語か算数かﾌﾟﾚｾﾞﾝ 10 英語､算数､ﾌﾟﾚｾﾞﾝ 各100点 各45分

佼成学園女子(第４回AM) 10→2/4入試計10 入試名称 第３回AM→第４回AMに変更

佼成学園女子(第４回PM) 新設2/4PM 2科 2/4入試計10 国語､算数 各100点 各45分

【佼成学園女子(第４回AM)】 ★廃止【10名,2/5,2科】

【佼成学園女子(第５回AM)】 ★廃止【10名,2/11,2科かPISA】

香蘭女学校(第１回) 160→100
報告書か通知表ｺﾋﾟｰの提出不要
面接<本人Ｇ>廃止,合格発表<掲示､Web2/2→Web2/1>変更

香蘭女学校(第２回) 新設2/2PM 2科 60
国語､算数 各100点 各50分
面接なし,合格発表2/3

【駒沢学園女子(第1回午前[適性検査型])】 ★廃止【15名,2/1,検査Ⅰ､Ⅱ】

駒沢学園女子(第１回午前[2科4科選択]) 第1回AM<一般･1科選択>計30→30 入試名称 第１回午前･一般→第１回午前[2科4科選択]に変更

駒沢学園女子(第１回午前[英語]) 新設2/1 1科<英語,ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む> 10 面接<本人>あり,合格発表2/1

駒沢学園女子(第１回午前[ﾌﾟﾚｾﾞﾝ]) 新設2/1 自己ｱﾋﾟｰﾙ､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 5 面接なし,合格発表2/1

駒沢学園女子(第１回午前[1科選択]) 第1回AM<一般･1科選択>計30→5

駒沢学園女子(第１回午後[2科]) 第1回PM<一般･1科選択>計15→5 入試名称 第１回午後･一般→第１回午後[2科]に変更

【駒沢学園女子(第１回午後[1科選択])】 ★廃止【第1回PM<一般･1科選択>計15名,2/1PM,国語か算数】

駒沢学園女子(第２回午前[2科]) 2科か表現型→2科 5→10 入試名称 第２回午前[特別選択]→第２回午前[2科]に変更

駒沢学園女子(第２回午前[英語]) 新設2/2 1科<英語,ﾘｽﾆﾝｸﾞ含む> 5 面接<本人>あり,合格発表2/2

駒沢学園女子(第２回午後[2科]) 入試名称 第２回午後･一般→第２回午後[2科]に変更

駒沢学園女子(第３回午前[2科]) 2/3→2/4 入試名称 第３回午前･一般→第３回午前[2科]に変更

【駒沢学園女子(第４回午前[一般])】 ★廃止【5名,2/5,2科】

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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実践女子学園(第１回) 80→60

実践女子学園(第２回) 2科4科20･1科10→2科4科40･1科10

実践女子学園(第３回) 50→40

実践女子学園(第４回) 2科4科20･1科10→2科4科30･1科10

【実践女子学園(思考･表現入試)】 ★廃止【10名,2/4,調べ･まとめ､発表･質疑応答】

実践女子学園(第６回) 新設2/4 2科<基礎学力> 10 合格発表2/4

十文字(帰国生入試) 11/26→11/25

淑徳ＳＣ(特選[Ａ]･第１回)
※適性か3科<国算英>か4科
→※適性か3科<国算英>か4科

※適性<適性検査Ⅰ､Ⅱ→適性検査Ⅰ､ⅡかⅠ､Ⅱ､Ⅲ>変更

淑徳ＳＣ(特選[Ａ]･第３回) 2/4→2/3
適性か3科<国算英>か4科
→3科<国算英>か4科

淑徳ＳＣ(総進[Ｂ]･第６回) 2/4→2/5

淑徳ＳＣ(総進[Ｂ]･第７回) 2/8→2/7

頌栄女子学院(12月帰国生) 12/9→12/8

昭和女子大学附属昭和(帰国生) 11/18→11/17

昭和女子大学附属昭和(本科ｺｰｽＡ) 2科か4科→2科か3科<国算英>か4科 60→50
社会､理科<計60分→計50分>変更
英語100点50分

昭和女子大学附属昭和(本科ｺｰｽＢ) 2科か4科→2科か3科<国算英>か4科 50→40
社会､理科<計60分→計50分>変更
英語100点50分

昭和女子大学附属昭和(本科ｺｰｽＣ) 2科か4科→2科か3科<国算英>か4科 30→20
社会､理科<計60分→計50分>変更
英語100点50分

昭和女子大学附属昭和
(思考力総合[本科ｺｰｽＴ])

新設2/1PM 思考力総合Ⅰ､Ⅱ 30 思考力総合Ⅰ<国語の記述中心>､Ⅱ<算理社の総合問題>各100点 各50分
面接なし,合格発表2/2

昭和女子大学附属昭和
(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ留学ｺｰｽＧＡ)

2科か4科→2科か3科<国算英>か4科
社会､理科<計60分→計50分>変更
英語100点50分

昭和女子大学附属昭和
(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ留学ｺｰｽＧＢ)

2科か4科→2科か3科<国算英>か4科
社会､理科<計60分→計50分>変更
英語100点50分

女子聖学院(海外帰国生) 11/29PM→11/28PM

女子聖学院(日本語表現力) 入試名称 日本語表現力①→日本語表現力に変更

女子聖学院(アサーティブ入試) 新設2/2 思考力､思考表現力<作文を含む> 10 面接<本人Ｇ>あり,合格発表2/3

女子聖学院(第３回) 30→20

【女子聖学院(日本語表現力②)】 ★廃止【5名,2/4,聞き取りﾃｽﾄ､作文､自己紹介】

女子聖学院(第５回) 2/5AM→2/4PM 2科か4科→2科 5→10

女子美術大学付属
(第１回[2科4科入試])

115→105

女子美術大学付属
(第２回[自己表現入試])

10程度→15程度 面接<50点･10分程度→配点なし･3分程度>変更

女子美術大学付属
(第３回[2科入試])

10程度→15程度

成女学園(第２回) 2科→2科か得意分野重視型

成女学園(第３回) 2科か得意分野重視型→2科

聖ドミニコ学園(第１回) 2科か4科→2科か適性検査 約20→全合計※80<内進含む>
☆ｲﾏｰｼﾞｮﾝｺｰｽ､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｺｰｽを設置
※ｲﾏｰｼﾞｮﾝｺｰｽ30名､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｺｰｽ50名

聖ドミニコ学園(第２回) 2科→2科か4科 約10→全合計※80<内進含む>
☆ｲﾏｰｼﾞｮﾝｺｰｽ､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｺｰｽを設置
※ｲﾏｰｼﾞｮﾝｺｰｽ30名､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｺｰｽ50名

聖ドミニコ学園(第３回) 2/2AM→2/2PM   2科か4科→
  2科か英語<ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ･問答など>

約15→全合計※80<内進含む>
☆ｲﾏｰｼﾞｮﾝｺｰｽ､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｺｰｽを設置
※ｲﾏｰｼﾞｮﾝｺｰｽ30名､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｺｰｽ50名

【聖ドミニコ学園(第４回)】 ★廃止【約5名,2/4,2科】

聖ドミニコ学園(第４回) 新設2/4 ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ
<ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ･発表など>(予定)

全合計＊80<詳細未定> ＊内進含む ｲﾏｰｼﾞｮﾝｺｰｽ30名､ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｺｰｽ50名

瀧野川女子学園(帰国生入試･第１回) 12/9→12/8

瀧野川女子学園(帰国生入試･第２回) 2/2→2/1

瀧野川女子学園(第２回AM) 2科か4科かｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ方式→2科か4科

瀧野川女子学園(第２回PM) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ方式→2科か4科

玉川聖学院(帰国子女入試) 12/16→12/8(予定)

玉川聖学院(一般入試･第２回) 約30→約35(予定)

玉川聖学院(一般入試･第４回) 2/3→2/4(予定) 約20→約10(予定)

田園調布学園(海外帰国子女入試) 12/16→12/22

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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東京家政学院(2/1AM入試)
 2科か4科か英語か適性
→＊2科～4科か※適性Ａか◇ﾌﾟﾚｾﾞﾝ

＊2科～4科…国語､算数､社会､理科より2科か3科か4科
※適性Ａ…千代田区立九段に準拠した内容,◇ﾌﾟﾚｾﾞﾝ…自己PRと国か算

東京家政学院(2/1PM入試)
 　　 2科か4科かﾌﾟﾚｾﾞﾝ
 　　 →2科か※適性Ｂか◇英語

※適性Ｂ…適性検査Ⅰ､ⅡまたはⅠ､Ⅱ､Ⅲ
◇英語…英語､国語または英語､算数

東京家政学院(2/2AM入試) 2科か4科か英語→2科か◇英語 ◇英語…英語､国語または英語､算数

東京家政学院(2/2PM入試) 2科か4科かﾌﾟﾚｾﾞﾝ→2科

東京家政学院(2/5AM入試) 2/6→2/5 2科→＊1科か◇ﾌﾟﾚｾﾞﾝ 入試名称 2/6AM入試→2/5AM入試に変更
＊1科…国語か算数か社会か理科か英語か思考,◇ﾌﾟﾚｾﾞﾝ…自己PRと国か算

東京家政学院(2/10AM入試) 新設2/10 ＊ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ 若干名
＊ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ…適性検査Ⅱ､Ⅲを題材にした授業

および振り返りと発表100点60分

東京家政大学附属女子
(第１回･ｾﾚｸﾄ入試[E CLASS])

新設2/1 2科 10
面接なし,合格発表2/1
i CLASSへのｽﾗｲﾄﾞ合格あり

東京家政大学附属女子
(第１回･ｾﾚｸﾄ入試[i CLASS])

70→60 入試名称 ｾﾚｸﾄ入試･第１回→第１回･ｾﾚｸﾄ入試[i CLASS]に変更

東京家政大学附属女子
(第2回･特別奨学生､2科4科[E CLASS])

新設2/1PM 2科か4科 20<一般合格を含む>
面接なし,合格発表2/1<Web>･2/2<掲示>
i CLASSへのｽﾗｲﾄﾞ合格あり

東京家政大学附属女子
(第2回･特別奨学生､2科4科[i CLASS])

40<一般合格含む>→20<一般合格含む>
入試名称 特別奨学生･第２回[2科4科]
　　　　 →第２回･特別奨学生､2科4科[i CLASS]に変更

東京家政大学附属女子
(第２回･特別奨学生､適性[E CLASS])

新設2/1PM 適性検査Ⅰ<作文>､Ⅱ<科目複合型> 5<一般合格を含む>
面接なし,合格発表2/1<Web>･2/2<掲示>
i CLASSへのｽﾗｲﾄﾞ合格あり

東京家政大学附属女子
(第２回･特別奨学生､適性[i CLASS])

10<一般合格含む>→5<一般合格含む>
入試名称 特別奨学生･第２回[適性]
　　　　 →第２回･特別奨学生､適性[i CLASS]に変更

東京家政大学附属女子
(第３回[E CLASS])

新設2/2PM 2科 5
面接なし,合格発表2/2<Web>･2/3<掲示>
i CLASSへのｽﾗｲﾄﾞ合格あり

東京家政大学附属女子
(第３回[i CLASS])

20→15 入試名称 第３回→第３回[i CLASS]に変更

東京家政大学附属女子
(第４回[E CLASS])

新設2/4 2科 若干名
面接なし,合格発表2/4
i CLASSへのｽﾗｲﾄﾞ合格あり

東京家政大学附属女子
(第４回[i CLASS])

入試名称 第４回→第４回[i CLASS]に変更

東京純心女子(１日午前) 約35→約20(予定) 入試名称 １次午前→１日午前に変更

東京純心女子(１日午後) 約15→約25(予定) 入試名称 １次午後→１日午後に変更

東京純心女子(１日･適性検査型) 入試名称 １次･適性検査型→１日･適性検査型に変更

東京純心女子(２日午前) 入試名称 ２次午前→２日午前に変更

東京純心女子(２日午後) 約15→約25(予定) 入試名称 ２次午後→２日午後に変更

東京純心女子(２日･適性検査型) 入試名称 ２次･適性検査型→２日･適性検査型に変更

東京純心女子(タラント発見･発掘) 2/4AM→2/3PM 約15→約10(予定)

東京女学館(国際学級･帰国生) 12/10→12/9

東京女子学園(２科･４科入試) 40→30 入試名称 第１回Ａ→２科･４科入試に変更

東京女子学園(思考力ﾃｽﾄ入試) 入試名称 第１回･思考力→思考力ﾃｽﾄ入試に変更

東京女子学園(英語①入試) 10→5 入試名称 第１回･英語→英語①入試に変更

東京女子学園(２科①入試) 入試名称 第１回Ｂ→２科①入試に変更

東京女子学園(１科入試) 2/2PM→2/2AM 入試名称 第２回→１科入試に変更

東京女子学園(英語②入試) 新設2/2 1科<英語ﾘｽﾆﾝｸﾞ､ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ> 5 面接なし,合格発表2/2

東京女子学園(２科②入試) 10→5 入試名称 第３回→２科②入試に変更

東京女子学園(適性検査型入試) 新設2/10 適性検査Ⅰ､Ⅱ 5 面接なし,合格発表2/10

桐朋女子(帰国生対象特別入試･第１回) 12/3→12/2

桐朋女子(帰国生対象特別入試･第２回) 1/23→1/20

桐朋女子(Ａ入試) 約140→約130

桐朋女子(Creative English) 新設2/1PM 英語<課題とｲﾝﾀﾋﾞｭｰ> 約10 合格発表2/1<Web>･2/2<掲示>

桐朋女子(Ｂ入試) 2/3AM→2/2PM 4科→2科か4科

東洋英和女学院(Ｂ日程) 2/3→2/2

トキワ松学園(帰国生入試･第２回) 2/2PM→2/1PM

トキワ松学園(英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ) 2/2PM→2/1PM

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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中村(帰国生入試) 新設11/29 1科<国語か英語> 若干名
国語､英語 各100点 各50分
面接<本人>あり,合格発表11/29

中村(一般･得意2科型､2/1AM入試) 2科か4科→4科より2科 50→40 入試名称 一般2/1入試→一般･得意2科型､2/1AM入試に変更

中村(一般･得意2科型､2/1PM入試) 新設2/1PM 4科より2科 15
国語､算数､社会､理科 各100点 各50分
面接なし,合格発表2/1

中村(一般･得意1科型､2/2入試) 2科か4科→1科<国語か算数> 入試名称 一般2/2入試→一般･得意1科型､2/2入試に変更

【中村(一般2/5入試)】 ★廃止【10名,2/5,2科か4科】

中村(特待生2/1入試) 4科→2科

中村(特待生2/2入試) 4科→2科 5→10

中村(特待生2/5入試) 新設2/5 2科 5
一般ｽﾗｲﾄﾞ合格あり,国語､算数 各100点 各50分
面接なし,合格発表2/5

中村(適性検査型･特待選抜)
　　　適性検査Ⅰ､ⅡかⅠ､Ⅱ､Ⅲ
　　　→＊適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ

＊適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ…両国型または白鷗型

中村(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試) 新設2/2 1科<英語> 5 合格発表2/2

中村(ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ2/2入試) ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ入試計12→10

中村(ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ2/5入試) ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ入試計12→4

【中村(英語ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ2/2入試)】 ★廃止【英語ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ入試計12名,2/2,作文とﾘｽﾆﾝｸﾞ】

【中村(英語ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ2/5入試)】 ★廃止【英語ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ入試計12名,2/5,作文とﾘｽﾆﾝｸﾞ】

日本体育大学桜華(第１回) 15→25 適性検査受験者も面接<保同>を実施

【日本体育大学桜華(第２回)】 ★廃止【5名,2/1PM,2科かＡＯ】

日本体育大学桜華(第２回･特待生選考) 2科かＡＯ→2科 入試名称 第３回→第２回･特待生選考に変更

日本体育大学桜華(第３回) 入試名称 第４回→第３回に変更

日本体育大学桜華(第４回) 2/4→2/11
適性検査Ⅰ型
→適性検査Ⅰ型かＡＯ<面接>

入試名称 第５回→第４回に変更
面接<保同>を実施

富士見丘(帰国生入試１回) 11/5→11/11

【富士見丘(帰国生入試２回)】 ★廃止【帰国計20名,12/1,作文か2科】

富士見丘(帰国生入試２回) 1/12→1/11 入試名称 帰国生入試３回→帰国生入試２回に変更

富士見丘(一般入試2/1) 一般入試計40→一般入試計50

富士見丘(一般入試2/2AM) 一般入試計40→一般入試計50 入試名称 一般入試2/2→一般入試2/2AMに変更

富士見丘(一般入試2/2PM) 新設2/2PM 2科か3科<国算と社か理> 一般入試計50 面接なし,合格発表2/2

富士見丘(一般入試2/4) 一般入試計40→一般入試計50

富士見丘(英語特別入試2/1PM) 20→英語特別入試計30 入試名称 英語特別入試→英語特別入試2/1PMに変更

富士見丘(英語特別入試2/2PM) 新設2/2PM 2科<英語､国語か英語､算数> 英語特別入試計30
☆一般ｺｰｽ,英語特別ｺｰｽ<英語口頭試問も実施>あり
面接なし,合格発表2/2

富士見丘(英語特別入試2/4) 新設2/4 2科<英語､国語か英語､算数> 英語特別入試計30
☆一般ｺｰｽ,英語特別ｺｰｽ<英語口頭試問も実施>あり
面接なし,合格発表2/4

富士見丘(ICT型･思考力入試) 2/2PM→2/2AM ICT型入試計20→10 入試名称 ICT型･思考力入試2/2→ICT型･思考力入試に変更

【富士見丘(ICT型･思考力入試2/4)】 ★廃止【ICT型入試計20名,2/4PM,ICT型思考力ﾃｽﾄ】

富士見丘(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱｽﾘｰﾄ入試) ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試計10→10 入試名称 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱｽﾘｰﾄ入試2/1→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱｽﾘｰﾄ入試に変更

【富士見丘(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｱｽﾘｰﾄ入試2/4)】 ★廃止【ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試計10名,2/4PM,1科<国か算か英>と作文】

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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藤村女子(帰国生①)
　　基礎計算､作文か英語､作文
　　→算数､作文か英語､作文

藤村女子(帰国生②) 1/13→1/12
　　基礎計算､作文か英語､作文
　　→算数､作文か英語､作文

藤村女子(１日午前入試[特選ｺｰｽ])
　　2科か＊4科
　　→※1科か※2科か＊4科

＊4科<国算と社理英より2科→国算英より2科と社理>
※1科か※2科…国語､算数､英語より1科か2科選択

藤村女子(１日午前入試[特進ｺｰｽ])
　　2科か＊4科
　　→※1科か※2科か＊4科

20→10
＊4科<国算と社理英より2科→国算英より2科と社理>
※1科か※2科…国語､算数､英語より1科か2科選択

藤村女子(２日午前入試[特選ｺｰｽ]) 2科か＊4科→※2科か＊4科
＊4科<国算と社理英より2科→国算英より2科と社理>
※2科…国語､算数､英語より選択

藤村女子(２日午前入試[特進ｺｰｽ]) 2科か＊4科→※2科か＊4科
＊4科<国算と社理英より2科→国算英より2科と社理>
※2科…国語､算数､英語より選択

藤村女子(３日入試[特選ｺｰｽ]) 2/3入試計8→2/3入試計5

藤村女子(３日入試[特進ｺｰｽ]) 2/3入試計8→2/3入試計5

【藤村女子(６日入試[特選ｺｰｽ])】 ★廃止【2/6入試計7名,2/6,2科か4科<国算と社理英より2科>】

【藤村女子(６日入試[特進ｺｰｽ])】 ★廃止【2/6入試計7名,2/6,2科か4科<国算と社理英より2科>】

藤村女子(１日午後ﾌﾟﾚﾐｱﾑ[特選ｺｰｽ]) 2科か＊4科→※2科か＊4科
＊4科<国算と社理英より2科→国算英より2科と社理>
※2科…国語､算数､英語より選択

藤村女子(１日午後ﾌﾟﾚﾐｱﾑ[特進ｺｰｽ]) 2科か＊4科→※2科か＊4科
＊4科<国算と社理英より2科→国算英より2科と社理>
※2科…国語､算数､英語より選択

藤村女子(２日午後ﾌﾟﾚﾐｱﾑ[特選ｺｰｽ]) 2科か＊4科→※2科か＊4科
＊4科<国算と社理英より2科→国算英より2科と社理>
※2科…国語､算数､英語より選択

藤村女子(２日午後ﾌﾟﾚﾐｱﾑ[特進ｺｰｽ]) 2科か＊4科→※2科か＊4科
＊4科<国算と社理英より2科→国算英より2科と社理>
※2科…国語､算数､英語より選択

藤村女子(１日･適性検査入試) 適性Ⅰ､Ⅱ→適性Ⅰ､ⅡかⅠ､Ⅱ､Ⅲ 適性Ⅲ 100点45分

藤村女子(２日･適性検査入試) 2/6→2/2 適性Ⅰ､Ⅱ→適性Ⅰ､ⅡかⅠ､Ⅱ､Ⅲ
入試名称 ６日･適性検査入試→２日･適性検査入試に変更
適性Ⅲ 100点45分

普連土学園(１日午前４科) 70<帰国 若干名>→50<帰国 若干名> 入試名称 １次→１日午前４科に変更

普連土学園(１日午後算数) 新設2/1PM 1科<算数> 20
算数100点50分
面接なし,合格発表2/1

普連土学園(２日午後２科) 入試名称 ２次→２日午後２科に変更

普連土学園(４日午前４科) 入試名称 ３次→４日午前４科に変更

文京学院大学女子(海外帰国生･第１回) 12/2→12/4

文京学院大学女子(海外帰国生･第２回) 新設12/25 Ａ方式[英語]かＢ方式[国算か国英] 特に定めず 面接<保同>あり,合格発表12/25

文京学院大学女子(海外帰国生･第３回) 入試名称 海外帰国生･第２回→海外帰国生･第３回に変更

文京学院大学女子(第１回) 75→70

文京学院大学女子(第２回) 20→15

文京学院大学女子(特別ﾁｬﾚﾝｼﾞ入試) 入試名称 第５回･特別入試→特別ﾁｬﾚﾝｼﾞ入試に変更

文京学院大学女子(思考力入試Ａ日程) 2/2AM→2/1PM 5→思考力計10 入試名称 ｺｰｽ別思考力ﾁｬﾚﾝｼﾞ→思考力入試Ａ日程に変更

文京学院大学女子(思考力入試Ｂ日程) 新設2/4 ＊思考力かｻｲｴﾝｽかｽﾎﾟｰﾂｻｲｴﾝｽ 思考力計10
＊思考力総合問題かｻｲｴﾝｽ実験＋ﾚﾎﾟｰﾄかｽﾎﾟｰﾂ科学実験＋ﾚﾎﾟｰﾄ

面接<本人>あり,合格発表2/4

文京学院大学女子(思考力入試Ｃ日程) 新設2/10 ＊思考力かｻｲｴﾝｽかｽﾎﾟｰﾂｻｲｴﾝｽ 思考力計10
＊思考力総合問題かｻｲｴﾝｽ実験＋ﾚﾎﾟｰﾄかｽﾎﾟｰﾂ科学実験＋ﾚﾎﾟｰﾄ

面接<本人>あり,合格発表2/10

文京学院大学女子(ＩＥＥ入試Ａ) 新設2/1PM ※英語活動 IEE入試計10
※ﾈｲﾃｨﾌﾞｽﾋﾟｰｶｰ1名と受験生複数名による英語活動
面接なし,合格発表2/1

文京学院大学女子(ＩＥＥ入試Ｂ) 新設2/4 ※英語活動 IEE入試計10
※ﾈｲﾃｨﾌﾞｽﾋﾟｰｶｰ1名と受験生複数名による英語活動
面接なし,合格発表2/4

文京学院大学女子(ＩＥＥ入試Ｃ) 新設2/10 ※英語活動 IEE入試計10
※ﾈｲﾃｨﾌﾞｽﾋﾟｰｶｰ1名と受験生複数名による英語活動
面接なし,合格発表2/10

三輪田学園(帰国生) 新設11/24 国語<作文>､算数 若干名
国語<作文>45分､算数30分(予定)

面接<保同>あり,合格発表11/24

三輪田学園(第１回午前) 72<帰国 若干名>→70

三輪田学園(第１回午後) 20→30

三輪田学園(第２回) 55<帰国 若干名>→50

三輪田学園(第３回) 25→20

目黒星美学園(帰国生入試) 1/10→1/9

目黒星美学園(発想力入試) 若干名→特に定めず

目黒星美学園(第１回AM) 30→25

目黒星美学園(第２回) 20→15

目黒星美学園(第３回) 1科<英語>か2科か4科→2科か4科 第3回計 若干名→特に定めず ★1科<英語>は､別枠で実施あり

目黒星美学園(英語入試) 1科<英語>か2科か4科→1科<英語> 第3回計 若干名→特に定めず ☆第３回の枠内→別枠で実施

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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山脇学園(帰国生入試) 12/2→12/1

山脇学園(英語入試Ａ) 3科<国算英>→2科
英検3級以上の合格証ｺﾋﾟｰ<取得者のみ[英語筆記試験免除]→必須>を提出
通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

山脇学園(英語入試Ｂ) 3科<国算英>→2科
英検3級以上の合格証ｺﾋﾟｰ<取得者のみ[英語筆記試験免除]→必須>を提出
通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

山脇学園(英語入試Ｃ) 3科<国算英>→2科
英検3級以上の合格証ｺﾋﾟｰ<取得者のみ[英語筆記試験免除]→必須>を提出
通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

山脇学園(一般入試Ａ) 約100→約90 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

山脇学園(国･算１科午後入試) 新設2/1PM 国語<物語文･説明文>か算数 約40<国語20･算数20>
国語､算数 各100点 各60分
面接なし,合格発表2/1<Web>･2/2<掲示>

山脇学園(一般入試Ｂ) 約100→約80 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

山脇学園(一般入試Ｃ) 約40→約30 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

和洋九段女子(海外帰国生･第１回) 12/7→11/18
英語か2科基礎か3科<国算基礎､英語>

→国語･算数･英語より2科か英語

和洋九段女子(海外帰国生･第２回) 12/26→12/27
英語か2科基礎か3科<国算基礎､英語>

→国語･算数･英語より2科か英語

和洋九段女子(第１回[本科ｸﾗｽ])
　 2科か3科<国算英>か4科か思考力
　 →2科か4科か思考力か英語

和洋九段女子(第１回[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ])
　 2科か3科<国算英>か4科か思考力
　 →2科か4科か思考力か英語

和洋九段女子(第２回[本科ｸﾗｽ])
　 2科か3科<国算英>か4科
　 →2科か4科か＊英語か適性検査

40→30 ＊英語…英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ<ｴｯｾｲ>受験者は､ﾈｲﾃｨﾌﾞ面接の実施あり

和洋九段女子(第２回[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ])
　 2科か3科<国算英>か4科
　 →2科か4科か＊英語か適性検査

＊英語…英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ<ｴｯｾｲ>受験者は､ﾈｲﾃｨﾌﾞ面接の実施あり

和洋九段女子(第３回[本科ｸﾗｽ]) 2科か4科→2科か4科か＊ＰＢＬ ＊ＰＢＬ型模擬授業を実施し､活動の様子を評価

和洋九段女子(第３回[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ]) 2科か4科→2科か4科か＊ＰＢＬ ＊ＰＢＬ型模擬授業を実施し､活動の様子を評価

和洋九段女子
(第４回･特待選抜[本科ｸﾗｽ])

第4回計10→第4回･特待選抜計5 入試名称 第４回[本科ｸﾗｽ]→第４回･特待選抜[本科ｸﾗｽ]に変更

和洋九段女子
(第４回･特待選抜[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ])

第4回計10→第4回･特待選抜計5 入試名称 第４回[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ]→第４回･特待選抜[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ]に変更

和洋九段女子(第５回[本科ｸﾗｽ]) 新設2/5 適性検査か英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 第5回計10
＊英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ<ｴｯｾｲ>受験者は､ﾈｲﾃｨﾌﾞ面接の実施あり
合格発表2/5

和洋九段女子(第５回[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ]) 新設2/5 適性検査か英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 第5回計10
＊英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ<ｴｯｾｲ>受験者は､ﾈｲﾃｨﾌﾞ面接の実施あり
合格発表2/5

和洋九段女子(第６回[本科ｸﾗｽ]) 第5回計 若干名→第6回計5 入試名称 第５回[本科ｸﾗｽ]→第６回[本科ｸﾗｽ]に変更

和洋九段女子(第６回[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ]) 第5回計 若干名→第6回計5 入試名称 第５回[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ]→第６回[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｸﾗｽ]に変更

●女子校【神奈川】

鎌倉女学院(１次) 合格発表<2/3→2/2>変更

鎌倉女学院(２次) 2/4→2/3

鎌倉女子大学(２/１午前入試) 2科か4科→2科

鎌倉女子大学(２/２午前入試) 2科か4科→2科

鎌倉女子大学(適性検査型入試) 筆記と発表→適性検査Ⅰ､Ⅱ
通知表ｺﾋﾟｰを提出
面接<本人>を実施,合格発表<2/2→2/3>変更

カリタス女子(帰国生入試12月) 12/24→12/16 若干名→特に定めず 入試名称 帰国生入試･第１回→帰国生入試12月に変更

カリタス女子(帰国生入試2/1AM) 新設2/1 2科 若干名
面接<保同>あり
合格発表2/1<Web>･2/2<掲示>

カリタス女子(帰国生入試2/1PM) 入試名称 帰国生入試･第２回→帰国生入試2/1PMに変更

カリタス女子(帰国生入試2/3) 新設2/3 2科 若干名
面接<保同>あり
合格発表2/3<Web>･2/4<掲示>

【函嶺白百合学園(帰国子女･第１回)】 ★廃止【若干名,12/2,国語､算数か英語､作文】

函嶺白百合学園(帰国子女入試) 入試名称 帰国子女･第２回→帰国子女入試に変更

函嶺白百合学園(第２回) 試験会場 小田原お堀端ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ→おだわら市民交流ｾﾝﾀｰに変更

北鎌倉女子学園(普通ｺｰｽ･２科②) 15<帰国含む>→10<帰国含む>

北鎌倉女子学園
(普通ｺｰｽ･日本語４技能①)

新設2/2 聞く力･書く力､読む力･話す力 10 面接なし,合格発表2/2

北鎌倉女子学園
(普通ｺｰｽ･日本語４技能②)

2/4PM→2/3PM 15→10 入試名称 普通ｺｰｽ･日本語4技能→普通ｺｰｽ･日本語4技能②に変更

北鎌倉女子学園(音楽ｺｰｽ)
2科と音楽実技→
2科か※日本語4技能と音楽実技

※聞く力･書く力､読む力･話す力

相模女子大学(第１回) 2科か4科→2科かﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

相模女子大学(第２回) 2科→2科か4科

湘南白百合学園(海外帰国子女) 1/10→1/9 5～10→10

聖セシリア女子(帰国生) 12/10→12/9

聖セシリア女子(Ａ方式３次) 2科か4科→2科

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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清泉女学院(帰国生１期) 10程度→帰国生計15程度

清泉女学院(帰国生２期) 2/3AM→2/3PM 若干名→帰国生計15程度 合格発表<2/3→2/4>変更

清泉女学院(１期[４科]) 50→45

清泉女学院(２期[２科]) 1科<英語>か2科→2科 2期<2科･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ>計25→25 ★1科<英語>のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ入試は､別枠で実施あり

清泉女学院(３期[４科]) 2/3AM→2/3PM 合格発表<2/3→2/4>変更

清泉女学院(３期[３科]) 新設2/3PM 3科<国語､算数､英語> 5程度
国語､算数､英語 各100点 各45分
面接あり,合格発表2/4

清泉女学院(３期[ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ]) 2/1PM→2/3PM 1科<英語>か2科→1科<英語> 2期<2科･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ>計25→若干名 ☆２期の枠内→別枠で実施

聖ヨゼフ学園(第１回･帰国生) 12/2PM→12/1PM

聖ヨゼフ学園(第２回･帰国生) 1/6PM→1/5PM

聖ヨゼフ学園(第２回) 2/2AM→2/1PM

聖ヨゼフ学園(第３回) 2/3→2/2

聖ヨゼフ学園(総合型) 2/1PM→2/2AM 総合型計10→10
入試名称 総合型Ａ日程→総合型に変更
面接<自己ｱﾋﾟｰﾙ面接→ｸﾞﾙｰﾌﾟ面談>変更

【聖ヨゼフ学園(総合型Ｂ日程)】 ★廃止【総合型計10名,2/2,総合問題】

洗足学園(帰国生) 1/13→1/12

捜真女学校(帰国生12/16入試) 12/16AM→12/16PM

捜真女学校(帰国生2/2入試) 2/1AM→2/2PM

捜真女学校(第１回) 入試名称 Ｓ試験→第１回に変更

捜真女学校(第２回) 入試名称 Ａ試験→第２回に変更

捜真女学校(第３回) 入試名称 Ｂ試験→第３回に変更

捜真女学校(第４回) 入試名称 Ｃ試験→第４回に変更

捜真女学校(第５回) 2/5PM→2/4PM 入試名称 Ｄ試験→第５回に変更

捜真女学校(対話学力) 2/7→2/4 入試名称 Ｅ試験→対話学力に変更

日本女子大学附属(海外帰国入試) 出願資格の変更あり

聖園女学院(帰国Ａ) 12/11PM→12/8AM 日本語作文か英語と算数→
日本語作文か英語と計算力確認試験

聖園女学院(帰国Ｂ) 1/6AM→1/7PM 日本語作文か英語と算数→
日本語作文か英語と計算力確認試験 5→若干名

聖園女学院(１次) 25→30

聖園女学院(総合力) 総合力Ⅰ､Ⅱ→総合力

聖園女学院(英語) Webでの合格発表<2/2→2/3>変更

聖園女学院(３次) Webでの合格発表<2/2→2/3>変更

横浜共立学園(Ｂ方式) 2/3→2/4

横浜女学院(帰国生Ａ入試) 12/21→12/11 入試名称 帰国生入試→帰国生Ａ入試に変更

横浜女学院(帰国生Ｂ入試) 新設2/26
 　　Ａ方式[2科､作文]か
 　　Ｂ方式[国英作か算英作] 国際教養･ｱｶﾃﾞﾐｰ 各 若干名 面接<本人>あり,合格発表2/26

●女子校【千　葉】

聖徳大学附属女子(第一志望入試) 2科か4科→2科か3科<国算英>か4科 Ｓ選抜､選抜､進学計25→Ｓ探究､ＬＡ計30
入試名称 第一志望Ａ入試→第一志望入試に変更
Ｓ選抜ｸﾗｽ､選抜ｸﾗｽ､進学ｸﾗｽ→Ｓ探究ｺｰｽ､ＬＡｺｰｽに変更

【聖徳大学附属女子(第一志望Ｂ入試)】 ★廃止【進学ｸﾗｽ5名,12/16,2科基礎と自己表現作文】

聖徳大学附属女子
(第１回AM･Ｓ探究ｺｰｽ)

Ｓ選抜10→Ｓ探究25 入試名称 第１回AM･Ｓ選抜ｸﾗｽ→第１回AM･Ｓ探究ｺｰｽに変更

聖徳大学附属女子(第１回AM･ＬＡｺｰｽ) 選抜35･進学35→ＬＡ50 ☆選抜ｸﾗｽ､進学ｸﾗｽをＬＡｺｰｽに統合

聖徳大学附属女子
(第１回PM･適性検査型Ｓ探究特待)

適性検査Ⅰ､Ⅱ→適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ 入試名称 第1回PM･適性検査型S選抜特待→第1回PM･適性検査型S探究特待に変更
Ｓ選抜ｸﾗｽ→Ｓ探究ｺｰｽに変更

聖徳大学附属女子
(第２回AM･Ｓ探究ｺｰｽ)

入試名称 第２回･Ｓ選抜ｸﾗｽ→第２回AM･Ｓ探究ｺｰｽに変更

聖徳大学附属女子(第２回AM･ＬＡｺｰｽ) 選抜10･進学10→ＬＡ15 ☆選抜ｸﾗｽ､進学ｸﾗｽをＬＡｺｰｽに統合

聖徳大学附属女子(第２回PM･ＬＡｺｰｽ) 新設1/22PM ＊英語か音楽表現 英語5･音楽表現5 ＊英語<ﾘｽﾆﾝｸﾞ､会話ﾃｽﾄ[個別面談形式]>か音楽表現<音楽実技>

聖徳大学附属女子(特待生選考入試)
入試名称 特待生Ｓ選抜選考→特待生選考入試に変更
Ｓ選抜ｸﾗｽ→Ｓ探究ｺｰｽ<LAｺｰｽ選択可>に変更

聖徳大学附属女子(第３回･Ｓ探究ｺｰｽ) Ｓ選抜､選抜､進学計5→2 Ｓ選抜ｸﾗｽ､選抜ｸﾗｽ､進学ｸﾗｽ→Ｓ探究ｺｰｽに変更

聖徳大学附属女子(第３回･ＬＡｺｰｽ) Ｓ選抜､選抜､進学計5→3 Ｓ選抜ｸﾗｽ､選抜ｸﾗｽ､進学ｸﾗｽ→ＬＡｺｰｽに変更

和洋国府台女子(一般入試･第２回)
　 2科か※3科か4科か適性検査1､2
　 →2科か※3科か4科か適性検査1､2

※３科<国算社か国算理か国算英→国算英>変更

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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●女子校【埼　玉】

大妻嵐山(帰国生入試) 12/2→12/1 入試名称 第１回･帰国生入試→帰国生入試に変更

【大妻嵐山(第２回･帰国生入試)】 ★廃止【若干名,1/12,学科試験なし<面接あり>】

大妻嵐山(まなび力入試) 入試名称 ＯＲまなび力入試→まなび力入試に変更

大妻嵐山(第１回･一般入試) 25→20

大妻嵐山(みらい力･適性検査型) 1/11入試計10→1/11入試計15 入試名称 ＯＲみらい力総合入試→みらい力･適性検査型に変更

大妻嵐山(みらい力･表現型) 1/11入試計10→1/11入試計15
入試名称 ＯＲみらい力ﾌﾟﾚｾﾞﾝ入試→みらい力･表現型に変更
試験会場 本校･大宮→本校に変更

大妻嵐山(みらい力･１教科型) 新設1/11PM 1科<英語か算数> 1/11入試計15
試験会場 大宮で実施
面接なし,合格発表1/12<Web>･1/13<掲示>

●女子校【茨　城】

聖徳大学附属取手聖徳女子
(第一志望入試)

11/26→11/25 2科かＡＯ→2科 推薦､専願計25→20
入試名称 推薦入試→第一志望入試に変更
★ＡＯ入試は､別枠で実施あり

聖徳大学附属取手聖徳女子(ＡＯ入試) 11/26AM→11/25PM
2科かＡＯ<書類選考と面接>

→ＡＯ<書類選考と面接>
推薦､専願計25→5

【聖徳大学附属取手聖徳女子(専願入試)】 ★廃止【推薦､専願計25名,11/26,2科】

聖徳大学附属取手聖徳女子
(第１回･一般入試)

12/17→12/16 2科か4科かＡＯか英語→2科か4科 第1回AM･一般25→15
入試名称 第１回AM･一般入試→第１回･一般入試に変更
★英語入試は､別枠で実施あり

聖徳大学附属取手聖徳女子
(第２回･一般入試)

新設1/5 2科か4科 15
音楽ｺｰｽ希望者は､実技試験の実施もあり
面接なし,合格発表1/8

聖徳大学附属取手聖徳女子
(第３回･一般入試)

2科か4科かＡＯか英語→2科か4科 15→10 入試名称 第２回･一般入試→第３回･一般入試に変更

聖徳大学附属取手聖徳女子
(第４回･一般入試)

1/30→1/29 5→若干名 入試名称 第３回･一般入試→第４回･一般入試に変更

聖徳大学附属取手聖徳女子
(適性検査型入試)

12/17PM→12/16PM 入試名称 第１回PM･一般入試→適性検査型入試に変更

聖徳大学附属取手聖徳女子
(第１回･学力特待生選抜)

新設1/5 4科 若干名
音楽ｺｰｽ希望者は､実技試験の実施もあり
面接なし,合格発表1/8

聖徳大学附属取手聖徳女子
(第２回･学力特待生選抜)

新設1/13 4科 若干名
音楽ｺｰｽ希望者は､実技試験の実施もあり
面接なし,合格発表1/16

聖徳大学附属取手聖徳女子(英語入試) 12/17→12/16 2科か4科かＡＯか※英語→※英語 第1回AM･一般25→5 ※英語…英語口頭試問と1科<国語か算数>

●女子校【その他】

札幌聖心女子学院(首都圏入試) 1/8→1/12 入試名称 首都圏１期入試→首都圏入試に変更

【札幌聖心女子学院(首都圏２期入試)】 ★廃止【全合計60名,2/5,4科】

不二聖心女子学院(帰国生) 1/6→1/12

不二聖心女子学院(Ａ日程) 1/6→1/12

不二聖心女子学院(Ｓ日程) 1/13→1/19

不二聖心女子学院(Ｂ日程) 2/4PM→2/3PM 合格発表<電話連絡→Web>変更

盛岡白百合学園(首都圏入試) 1/8→1/9 試験会場 東京海洋大学 品川ｷｬﾝﾊﾟｽ→ＡＰ品川に変更

●共学､別学校【東　京】

郁文館(第１回･帰国､特別奨学生) 12/9→12/8

郁文館(第２回･帰国､特別奨学生) 12/23→12/22

郁文館(第３回･帰国､特別奨学生) 1/6→1/5

郁文館(第１回･進学ｸﾗｽ選抜) ※2科か※4科→※2科か4科
※2科…国語､算数､英語より選択
4科…国語､算数､英語より2科と社会､理科

郁文館(第１回･特別奨学生選抜) ※2科か※4科→2科
※2科…国語､算数､英語より選択
4科…国語､算数､英語より2科と社会､理科

郁文館(第２回･進学ｸﾗｽ選抜) ※2科か※4科→※2科か4科
※2科…国語､算数､英語より選択
4科…国語､算数､英語より2科と社会､理科

郁文館(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾘｰﾀﾞｰ特進ｸﾗｽ選抜) 国･算･英より2科→※2科か4科 ※2科…国語､算数､英語より選択

郁文館(第３回･進学ｸﾗｽ選抜) ※2科か※4科→※2科か4科 男女10→男女5
※2科…国語､算数､英語より選択
4科…国語､算数､英語より2科と社会､理科

郁文館(第４回･進学ｸﾗｽ選抜) ※2科か※4科→※2科か4科 男女10→男女5
※2科…国語､算数､英語より選択
4科…国語､算数､英語より2科と社会､理科

郁文館(第２回･特別奨学生選抜) ※2科か※4科→※2科か4科
※2科…国語､算数､英語より選択
4科…国語､算数､英語より2科と社会､理科

郁文館(特別編成) 2/17PM→2/16PM

郁文館
(第１回･適性検査型､特別奨学生)

　　適性検査Ⅰ､ⅡかⅠ､Ⅱ､Ⅲ
　　→適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ

郁文館
(第２回･適性検査型､特別奨学生)

　　適性検査Ⅰ､ⅡかⅠ､Ⅱ､Ⅲ
　　→適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ

郁文館
(第３回･適性検査型､特別奨学生)

適性検査Ⅰ､Ⅱ→適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ

郁文館(適性検査型･特別編成) 2/17PM→2/16PM

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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上野学園
(2科型･第１回[ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄｺｰｽ])

2科か4科か音楽専門→2科
入試名称 2科4科型[ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄｺｰｽ]
　　　　 →2科型･第１回[ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄｺｰｽ]に変更

上野学園(2科型･第１回[ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ]) 2科か4科か音楽専門→2科
入試名称 2科4科型[ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ]
　　　　 →2科型･第１回[ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ]に変更

上野学園
(得意2科型･第２回[ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄｺｰｽ])

2科か音楽専門→国･算･英より2科 2/2入試ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄ計 男女10→男女10
入試名称 2科型①[ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄｺｰｽ]
　　　　 →得意2科型･第２回[ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄｺｰｽ]に変更

上野学園
(得意2科型･第２回[ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ])

2科か音楽専門→国･算･英より2科 2/2入試ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ計 男女10→男女10
入試名称 2科型①[ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ]
　　　　 →得意2科型･第２回[ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ]に変更

【上野学園(得意1科型[ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄｺｰｽ])】 ★廃止【2/2入試ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄ計 男女10名,2/2,国･算･英より1科】

【上野学園(得意1科型[ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ])】 ★廃止【2/2入試ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ計 男女10名,2/2,国･算･英より1科】

上野学園(得意1科型[ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄｺｰｽ]) 2科か音楽専門→1科<国語か算数>
　　 2/4入試ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄ計 男女10

→2/4入試ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄ計 男女8
入試名称 2科型②[ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄｺｰｽ]
　　　　 →得意1科型[ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄｺｰｽ]に変更

上野学園(得意1科型[ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ]) 2科か音楽専門→1科<国語か算数> 男女5→2/4入試ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ計 男女4
入試名称 2科型②[ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ]
　　　　 →得意1科型[ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ]に変更

上野学園
(2科型･音楽ｺｰｽ[ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄｺｰｽ])

新設2/4 2科 2/4入試ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄ計 男女8 面接<保同>あり,合格発表2/4

上野学園
(2科型･音楽ｺｰｽ[ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ])

新設2/4 2科 2/4入試ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ計 男女4 面接<保同>あり,合格発表2/4

上野学園(特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ[ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄｺｰｽ]) 2/4PM→2/4AM 2科→2科か4科
　　 2/4入試ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄ計 男女10

→2/4入試ｱﾄﾞｳﾞｧﾝｽﾄ計 男女8

上野学園(2科型･第２回) 新設2/6 2科 男女3 面接なし,合格発表2/6

上野学園(自己表現型[ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ]) 自己表現型入試計 男女5→男女5
入試名称 自己表現型①[ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ]
　　　　 →自己表現型[ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ]に変更

【上野学園(自己表現型②[ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽｺｰｽ])】 ★廃止【自己表現型入試計 男女5名,2/4,作文】

穎明館(帰国生入試) 1/6→1/5

穎明館(第１回) 男女80→男女60
☆帰国生･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ出身者対象のｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ入試を新設
　<3科[国算英]と面接か4科と面接>

穎明館(第２回) 男女60→男女50
☆帰国生･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ出身者対象のｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ入試を新設
　<3科[国算英]と面接か4科と面接>

穎明館(第３回) 新設2/2PM 2科 男女30
国語､算数 各100点 各50分
面接なし,合格発表2/2

穎明館(第４回)
入試名称 第３回→第４回に変更
☆帰国生･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｽｸｰﾙ出身者対象のｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ入試を新設

桜美林(２月１日AM入試) 男女40→男女35 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

桜美林(２月１日PM入試) 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

桜美林(２月２日AM入試) 男女15→男女10 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

桜美林(２月２日PM入試) 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

桜美林(２月３日PM入試) 2/3AM→2/3PM 2科か4科→2科
入試名称 ２月３日入試→２月３日PM入試に変更
通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

桜美林(総合学力評価)
総合<文系､理系>

→総合<文系､理系か文系､理系､読解表現> 男女15→男女25
通知表ｺﾋﾟｰの提出不要
読解表現総合60点40分

開智日本橋学園(第１回･帰国生入試) 11/25→11/24(予定)

開智日本橋学園(第２回･帰国生入試) 12/16→12/15(予定)

開智日本橋学園(第１回) 男女35→男女25
入試名称 第１回･2科4科入試→第１回に変更
4ｸﾗｽ<GLC､DLC､LC､AC>→3ｸﾗｽ<GLC､DLC､LC>変更

開智日本橋学園(適性検査型入試) 男女15→男女10 3ｸﾗｽ<DLC､LC､AC>→2ｸﾗｽ<DLC､LC>変更

開智日本橋学園(特待生入試) 4科→1科<算数>か4科 男女20→男女30 入試名称 第２回･特待生選考入試→特待生入試に変更

開智日本橋学園(第２回) 男女30→男女25
入試名称 第３回･2科4科入試→第２回に変更
3ｸﾗｽ<DLC､LC､AC>→2ｸﾗｽ<DLC､LC>変更

開智日本橋学園(第３回) 男女15→男女20
入試名称 第４回･3科4科入試→第３回に変更
3ｸﾗｽ<DLC､LC､AC>→2ｸﾗｽ<DLC､LC>変更

開智日本橋学園(第４回) 男女15→男女20
入試名称 第５回･3科4科入試→第４回に変更
4ｸﾗｽ<GLC､DLC､LC､AC>→3ｸﾗｽ<GLC､DLC､LC>変更

かえつ有明(帰国生Honors選考) 12/10→12/9 入試名称 帰国生Honors選考①→帰国生Honors選考に変更

【かえつ有明(帰国生Honors選考②)】 ★廃止【帰国生計 男女40名,1/26,英語､英語作文､日本語作文】

かえつ有明(帰国生･算国＋面接選考) 入試名称 帰国生･算国＋面接選考①→帰国生･算国＋面接選考に変更

【かえつ有明(帰国生･算国＋面接選考②)】 ★廃止【帰国生計 男女40名,1/26PM,2科】

【かえつ有明(2/1AM･思考力入試)】 ★廃止【男女10名,2/1,思考力Ⅰ､Ⅱ】

かえつ有明(2/1AM･思考力特待入試) 2/2→2/1 男女10→男女20 入試名称 2/2AM･思考力特待入試→2/1AM･思考力特待入試に変更

かえつ有明
(2/2AM･ＡＬ思考力特待入試)

2/4→2/2
入試名称 2/4AM･ＡＬ思考力特待入試
　　　　 →2/2AM･ＡＬ思考力特待入試に変更

共栄学園(第２回･特待生選抜①) 特進ｸﾗｽ 男女25→特進ｸﾗｽ 男女20

共栄学園(第３回･特待生選抜②) 2科か4科→2科 特進ｸﾗｽ 男女15→特進ｸﾗｽ 男女20

共栄学園(第４回･2科､適性検査②) 2/4→2/5

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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国立音楽大学附属
(第１回[音楽ｺｰｽ実技])

　　　 第1回計 男女 約40
→第1回計 男女 約45

国立音楽大学附属
(第１回[音楽ｺｰｽ準備])

2科と適性試験<歌唱>→2科と作文
　　　 第1回計 男女 約40

→第1回計 男女 約45
入試名称 第１回[音楽ｺｰｽ教科型]→第１回[音楽ｺｰｽ準備]に変更

国立音楽大学附属(第１回[文理ｺｰｽ]) 2科→2科か適性Ⅰ､Ⅱ
　　　 第1回計 男女 約40

→第1回計 男女 約45
入試名称 第１回[普通ｺｰｽ教科型]→第１回[文理ｺｰｽ]に変更

国立音楽大学附属
(第２回[音楽ｺｰｽ準備])

2科と適性試験<歌唱>→2科と作文 入試名称 第２回[音楽ｺｰｽ教科型]→第２回[音楽ｺｰｽ準備]に変更

国立音楽大学附属(第２回[文理ｺｰｽ]) 入試名称 第２回[普通ｺｰｽ教科型]→第２回[文理ｺｰｽ]に変更

国立音楽大学附属
(第３回[音楽ｺｰｽ準備])

2科と適性試験<歌唱>→2科と作文 入試名称 第３回[音楽ｺｰｽ教科型]→第３回[音楽ｺｰｽ準備]に変更

国立音楽大学附属(第３回[文理ｺｰｽ]) 入試名称 第３回[普通ｺｰｽ教科型]→第３回[文理ｺｰｽ]に変更

啓明学園(国際入試) 12/9→12/8

啓明学園(一般入試･第３回) 2/3→2/4

工学院大学附属(帰国生･第１回) 12/3→12/8(予定)

工学院大学附属(帰国生･第２回) 1/7→1/6(予定)

国学院大学久我山(帰国生) 1/7→1/13

駒込(第１回[国際先進ｺｰｽ]) 男女10→第1回･国際計 男女20

駒込(第１回[国際先進ｺｰｽ<適性>]) 新設2/1 適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ 第1回･国際計 男女20 面接なし,合格発表2/2

駒込(第１回[本科ｺｰｽ]) 男女30→第1回･本科計 男女20

駒込(第１回[本科ｺｰｽ<適性>]) 新設2/1 適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ 第1回･本科計 男女20 面接なし,合格発表2/2

駒込(第２回[国際先進ｺｰｽ]) 3科<国算英>か4科
　　 　→2科か3科<国算英>か4科

　　第2回･国際計 男女10
→第2回･国際計 男女15

駒込(第２回･国際先進ｺｰｽ[適性])
　　第2回･国際計 男女10

→第2回･国際計 男女15

駒込(第２回[本科ｺｰｽ]) 3科<国算英>か4科
　　 　→2科か3科<国算英>か4科

　　第2回･本科計 男女30
→第2回･本科計 男女15

駒込(第２回[本科ｺｰｽ<適性>])
　　第2回･本科計 男女30

→第2回･本科計 男女15

駒込(第３回[国際先進ｺｰｽ]) 男女10→第3回･国際計 男女15

駒込(第３回[国際先進ｺｰｽ<適性>]) 新設2/2 ＊適性検査2科か3科 第3回･国際計 男女15
＊適性検査2科<思考表現､数的処理>か

　　　　3科<思考表現､数的処理､英語>

駒込(第３回[本科ｺｰｽ]) 男女15→第3回･本科計 男女15

駒込(第３回[本科ｺｰｽ[適性]) 新設2/2 ＊適性検査2科か3科 第3回･本科計 男女15
＊適性検査2科<思考表現､数的処理>か

　　　　3科<思考表現､数的処理､英語>

駒込(第４回･特色入試[国際先進ｺｰｽ]) 新設2/2PM ＊ＳＴＥＭか自己表現 男女5
＊ＳＴＥＭ<四則計算､ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ>か

自己表現<ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ型かﾃﾞｨﾍﾞｰﾄ型>

駒込(第４回･特色入試[本科ｺｰｽ]) 新設2/2PM ＊ＳＴＥＭか自己表現 男女5
＊ＳＴＥＭ<四則計算､ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ､ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ>か

自己表現<ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ型かﾃﾞｨﾍﾞｰﾄ型>

駒込(第５回[国際先進ｺｰｽ]) 2科か4科→2科 入試名称 第４回[国際先進ｺｰｽ]→第５回[国際先進ｺｰｽ]に変更

駒込(第５回[本科ｺｰｽ]) 2科か4科→2科 男女10→男女5 入試名称 第４回[本科ｺｰｽ]→第５回[本科ｺｰｽ]に変更

【桜丘(第１回･帰国生)】 ★廃止【男女 若干名,11/3,英語･国語･算数より2科】

桜丘(帰国生入試) 12/10→12/9 英･国･算より2科→国算か英算 入試名称 第２回･帰国生→帰国生入試に変更

桜丘(第２回･特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ) 2科か4科→※英検か2科か4科 ※英検＋英語ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ入試<英検取得者対象>…算数､英語ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ

実践学園(帰国生) 12/23→12/26 2科→2科か課題作文

実践学園(第３回) 男女15→男女10

実践学園(第５回) 新設2/4 1科<算数か英語> 男女5
算数､英語 各100点 各45分
面接なし,合格発表2/4

実践学園(適性検査型入試)
日本語表現力ﾃｽﾄ
→適性検査Ⅰ<作文>､Ⅱ<合教科型>

入試名称 第１回･日本語表現力入試→適性検査型入試に変更

実践学園(課題作文型入試) 日本語表現力ﾃｽﾄ→課題作文
入試名称 第２回･日本語表現力入試→課題作文型入試に変更
面接<本人>を実施

自由学園男子部(帰国生･第１回) 11/4→11/10

自由学園女子部(帰国生･第１回) 11/4→11/10

【自由学園男子部(第３回)】 ★廃止【若干名,3/1,2科と集団考査】

自由学園女子部(第２回) 2/10→2/4

自由学園女子部(第３回) 3/1→2/10

淑徳(帰国生) 12/2→12/1

淑徳(ｽｰﾊﾟｰ特進東大選抜･第１回) 男女25→男女30(予定)

淑徳(ｽｰﾊﾟｰ特進東大選抜･第２回) 2/3PM→2/2PM(予定) 男女※20→男女※50(予定)
※東大選抜10名･ｽｰﾊﾟｰ特進へのｽﾗｲﾄﾞ10名
→東大選抜25名･ｽｰﾊﾟｰ特進へのｽﾗｲﾄﾞ25名(予定)

淑徳(ｽｰﾊﾟｰ特進入試･第１回) 男女45→男女40(予定)

淑徳(ｽｰﾊﾟｰ特進入試･第２回) 2/2PM→2/3PM(予定) 男女50→男女※20(予定) ※東大選抜へのｽﾗｲﾄﾞ5名･ｽｰﾊﾟｰ特進15名(予定)

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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淑徳巣鴨(帰国子女入試) 12/2→12/1

淑徳巣鴨(ｽｶﾗｼｯﾌﾟ入試･第１回) 3科<国算英>か4科→2科か4科

順天(帰国生入試･第１回) 12/3→12/2

城西大学附属城西(帰国生･第１回) 12/4→12/3 CEFR A2以上の英語資格取得者は､英語試験点の優遇あり(予定)

城西大学附属城西(帰国生･第２回) 1/8→1/9 CEFR A2以上の英語資格取得者は､英語試験点の優遇あり(予定)

城西大学附属城西(第１回AM) CEFR A2以上の英語資格取得者は､英語筆記試験を免除(予定)

城西大学附属城西(第１回PM) CEFR A2以上の英語資格取得者は､英語筆記試験を免除(予定)

聖徳学園(帰国生･第１回) 11/24→11/26

聖徳学園(帰国生･第２回) 12/26→12/21

聖徳学園(帰国生･第３回) 1/22→1/11

聖徳学園(適性検査型[２科型])
　　 適性検査Ⅰ､ⅡかⅠ､Ⅱ､Ⅲ
　　 →適性検査Ⅰ､Ⅱ

適性検査計 男女10→男女10 入試名称 適性検査型入試→適性検査型[２科型]に変更

聖徳学園(適性検査型[３科型])
　　 適性検査Ⅰ､ⅡかⅠ､Ⅱ､Ⅲ
　　 →適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ

適性検査計 男女10→男女10 入試名称 適性検査型入試→適性検査型[３科型]に変更

聖徳学園(ＰＭ入試①) 男女15→男女10

聖徳学園(アピール入試) 新設2/2 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞかｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語 男女5 面接<本人>あり,合格発表2/2

【聖徳学園(ＡＭ入試②)】 ★廃止【男女10名,2/2,2科】

聖徳学園(ＡＭ入試②) 入試名称 ＡＭ入試③→ＡＭ入試②に変更

聖徳学園(ＡＭ入試③) 入試名称 ＡＭ入試④→ＡＭ入試③に変更

成蹊(国際学級) 男女 約10→男女 約15

成城学園(帰国生) 新設1/9 基礎学力<国語､算数> 男女 約10
基礎学力<国語､算数>各100点 各40分
面接<保別>あり,合格発表1/10

成城学園(一般･第１回) 男女 約80<帰国10程度含む>→男女 約75 Webでの合格発表<2/2→2/1>変更

成城学園(一般･第２回) 男女 約50→男女 約45 Webでの合格発表<2/4→2/3>変更

成立学園(第１回)
 　2科か4科かﾅｼｮｼﾞｵか※適性
 　→2科か4科かﾅｼｮｼﾞｵか※適性

※適性<Ⅰ､ⅡかⅠ､Ⅱ､Ⅲ→Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ>変更

成立学園(第３回)
2科か4科
→2科か4科か適性検査Ⅰ､Ⅱ

玉川学園(ＩＢｸﾗｽ･帰国生) 12/2PM→12/1PM

中央大学附属(帰国生入試１次) 新設12/21 2科 帰国生計 男女 若干名 面接なし,合格発表12/21

中央大学附属(帰国生入試２次) 新設12/22PM ※ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 帰国生計 男女 若干名
※資料の読み取りを踏まえたｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
面接<本人>あり,合格発表12/23

帝京大学(第２回[特待･一般選抜]) 2科か4科→4科 入試名称 第２回→第２回[特待･一般選抜]変更

帝京八王子(第３回Ａ) 2/4→2/3(予定)

帝京八王子(第３回Ｂ) 2/4PM→2/3PM(予定)

帝京八王子(第４回) 2/12→2/6(予定)

帝京八王子(２次) 2/18→2/10(予定)

貞静学園(第１回AM)
一般 2科か英語型 2科<国英>→
一般 2科<国算か国英>か1科 国算英より1科

貞静学園(第１回PM)
一般 2科か英語型 2科<国英>→
一般 2科<国算か国英>か1科 国算英より1科

貞静学園(第２回AM)
一般 2科か英語型 2科<国英>→
一般 2科<国算か国英>か1科 国算英より1科

貞静学園(第２回PM)
一般 2科か英語型 2科<国英>→
一般 2科<国算か国英>か1科 国算英より1科

貞静学園(第３回AM)
一般 2科か英語型 2科<国英>→
一般 2科<国算か国英>か1科 国算英より1科

貞静学園(第３回PM)
一般 2科か英語型 2科<国英>→
一般 2科<国算か国英>か1科 国算英より1科

貞静学園(第４回) 2/11→2/5
一般 2科か英語型 2科<国英>→
一般 2科<国算か国英>か1科 国算英より1科

貞静学園(適性検査型･第１回) 面接<本人>廃止

貞静学園(適性検査型･第２回) 2/11→2/10
面接<本人>廃止
合格発表<試験当日→試験翌日>変更

【貞静学園(個性発見型入試･第３回)】 ★廃止【男女 若干名,2/11,ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ発表と質疑応答】

東海大学菅生(第１回Ａ) 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

東海大学菅生(第１回Ｂ) 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

東海大学菅生(第２回Ａ) 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

東海大学菅生(第２回Ｂ) 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

東海大学菅生(第３回) 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

東海大学菅生(第４回) 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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東京成徳大学(帰国子女入試) 11/25→12/1

東京都市大学等々力(帰国生入試) 12/11→12/10(予定)
ｺｰｽ<Ｓ特選ｺｰｽ､特選ｺｰｽ､特進ｺｰｽ→Ｓ特選ｺｰｽ､特選ｺｰｽ>変更(予定)

合格発表<試験翌日→試験当日>変更(予定)

東京都市大学等々力
(Ｓ特選･第１回[４科])

ｺｰｽ<Ｓ特選ｺｰｽ､特選ｺｰｽ､特進ｺｰｽ→Ｓ特選ｺｰｽ､特選ｺｰｽ>変更(予定)

東京都市大学等々力
(Ｓ特選･第１回[算数１科])

　　　1科<算数Ⅰ､Ⅱ>と作文
　　　→1科<算数>(予定)

ｺｰｽ<Ｓ特選ｺｰｽ､特選ｺｰｽ､特進ｺｰｽ→Ｓ特選ｺｰｽ､特選ｺｰｽ>変更(予定)

東京都市大学等々力(Ｓ特選･第２回) ｺｰｽ<Ｓ特選ｺｰｽ､特選ｺｰｽ､特進ｺｰｽ→Ｓ特選ｺｰｽ､特選ｺｰｽ>変更(予定)

東京都市大学等々力(特選･第１回) ｺｰｽ<特選ｺｰｽ､特進ｺｰｽ→特選ｺｰｽ>変更(予定)

東京都市大学等々力(特選･第２回) ｺｰｽ<特選ｺｰｽ､特進ｺｰｽ→特選ｺｰｽ>変更(予定)

東京都市大学等々力
(特選･第３回Ｓ特選ﾁｬﾚﾝｼﾞ)

3科<国算英>か4科→4科(予定) ｺｰｽ<Ｓ特選ｺｰｽ､特選ｺｰｽ､特進ｺｰｽ→Ｓ特選ｺｰｽ､特選ｺｰｽ>変更(予定)

東京都市大学等々力(ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｰﾆﾝｸﾞ型) ｺｰｽ<Ｓ特選ｺｰｽ､特選ｺｰｽ､特進ｺｰｽ→Ｓ特選ｺｰｽ､特選ｺｰｽ>変更(予定)

東京都市大学等々力(英語１教科入試) 新設2/4(予定) 1科<英語>(予定) 男女20<Ｓ特選･特選に含む>(予定)
Ｓ特選ｺｰｽ合格､特選ｺｰｽ合格あり(予定)

英語100点60分(予定),面接なし(予定),合格発表2/5(予定)

東洋大学京北(一般入試･第１回) 男女60→男女65

東洋大学京北(一般入試･第２回) 2科→2科か4科

東洋大学京北(一般入試･第４回) 男女10→2/4入試計 男女15

東洋大学京北
(「哲学教育」思考･表現力入試)

2/1→2/4
　記述･論述問題､哲学的思考力問題
　→哲学的思考力問題､算数

男女10→2/4入試計 男女15

ドルトン東京学園(帰国生入試) 新設12/16 2科と英語作文 男女10(予定) 英語面接<本人>あり,合格発表12/16(予定)

ドルトン東京学園(一般入試･第１回) 新設2/1 2科か4科か思考力 男女40(予定) 思考力受験者のみ面接<本人Ｇ>あり,合格発表2/1(予定)

ドルトン東京学園(一般入試･第２回) 新設2/1PM 2科 男女10(予定) 面接なし,合格発表2/2(予定)

ドルトン東京学園(一般入試･第３回) 新設2/2 2科か4科 男女20(予定) 面接なし,合格発表2/2(予定)

ドルトン東京学園(一般入試･第４回) 新設2/2PM
2科か2科と特技PR面接か

2科と英語面接
男女20(予定) 合格発表2/3(予定)

ドルトン東京学園(一般入試･第５回) 新設2/4PM 2科 男女 若干名(予定) 面接なし,合格発表2/5(予定)

新渡戸文化(2/3AM入試) 新設2/3 2科 全合計 男女30
国語､算数 各100点 各45分
面接<本人Ｇ>あり,合格発表2/3

日本工業大学駒場(第３回)
　 2科選択か※自己ｱﾋﾟｰﾙ
　 →2科か◇4科か※自己ｱﾋﾟｰﾙ

※自己ｱﾋﾟｰﾙ…自己ｱﾋﾟｰﾙ作文と1科<国語か算数か英語>と面接
◇４科…国､算の高得点の1科と残り3科の内､高得点の1科で合否

日本工業大学駒場(第５回) 2/4→2/3
※2科選択か◇自己ｱﾋﾟｰﾙか適性

　→※2科選択か◇自己ｱﾋﾟｰﾙ
※２科選択…国算か国社か国理か国英か算社か算理か算英
◇自己ｱﾋﾟｰﾙ…自己ｱﾋﾟｰﾙ作文と1科<国語か算数か英語>と面接

日本工業大学駒場(第６回) 新設2/5 ※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
面接なし,合格発表2/5

日本工業大学駒場(特別選抜)
※2科選択か自己ｱﾋﾟｰﾙ

 →※2科選択か1科<国か算>か◇適性
※2科選択<国算､国社､国理､国英､算社､算理､算英→国算､国社､国理､算社､算理>
◇適性…適性検査Ⅰ､Ⅱ

日本大学第三(第１回) 合格発表の掲示<2/2→2/5>変更

日本大学第三(第２回) 合格発表の掲示<2/3→2/5>変更

日本大学第三(第３回) 合格発表の掲示<2/4→2/5>変更

八王子実践(第１回) 2科→適性検査Ⅰ､Ⅱ 男女25→男女15
適性検査Ⅰ､Ⅱ 各45分
面接<本人>廃止

八王子実践(第２回) 新設2/2 自己表現か英語 男女10
自己表現20分<準備を含む>､英語45分
面接<本人>あり,合格発表2/2

八王子実践(第３回) 2/4→2/5 2科→適性検査Ⅰ､Ⅱ 男女15→男女10
入試名称 第２回→第３回に変更
適性検査Ⅰ､Ⅱ 各45分,面接<本人>廃止

八王子実践(第４回) 新設2/16 自己表現か英語 男女5
自己表現20分<準備を含む>､英語45分
面接<本人>あり,合格発表2/16

広尾学園(国際生入試[ｲﾝﾀｰAG]) 12/19→12/20

広尾学園
(国際生入試[本科･ｲﾝﾀｰSG･医進ｻｲｴﾝｽ])

12/20→12/21

文化学園大学杉並(海外帰国生･第１回) 11/19→11/18
　　 国算英より2科か英語､作文
　　 →国算か国算英か英語､作文

文化学園大学杉並(海外帰国生･第２回) 12/10→12/23
　　 国算英より2科か英語､作文
　　 →国算か国算英か英語､作文

文化学園大学杉並(第１回) 2科か4科→2科 2/1AM入試計 男女50→2/1入試計 男女50

文化学園大学杉並(適性検査型) 2/1AM入試計 男女50→2/1入試計 男女50 入試名称 適性検査型①→適性検査型に変更

文化学園大学杉並(第２回) 男女25→2/1入試計 男女50

文化学園大学杉並(第３回) 2/2AM入試計 男女30→2/2入試計 男女50

【文化学園大学杉並(適性検査型②)】 ★廃止【2/2AM入試計 男女30名,2/2,適性検査Ⅰ､Ⅱ】

文化学園大学杉並(第４回) 2/2PM入試計 男女25→2/2入試計 男女50

文化学園大学杉並(算数特別) 2/2PM入試計 男女25→2/2入試計 男女50

文化学園大学杉並(英語特別①) 2/2PM入試計 男女25→2/2入試計 男女50

文化学園大学杉並(第５回) 男女10→2/3入試計 男女40

文化学園大学杉並(英語特別②) 2/4AM→2/3PM
2/4入試計 男女 若干名
→2/3入試計 男女40

文化学園大学杉並(第６回) 2/4入試計 男女 若干名→男女 若干名

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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文教大学付属(帰国生入試) 新設12/23 算数<Ａ方式>か2科<Ｂ方式> 男女 若干名 英語面接<Ａ方式受験者>､日本語面接<Ｂ方式受験者>

合格発表12/23

宝仙学園共学部(帰国生等日本入試) 12/16→12/15

宝仙学園共学部
(第１回４科入試[特待選抜])

入試名称 第１回４科入試[一般]→第１回４科入試[特待選抜]に変更

宝仙学園共学部
(新４科入試[特待選抜])

4科→＊4科 入試名称 第２回４科入試[特待選抜]→新４科入試[特待選抜]に変更
＊4教科共通のﾃｰﾏで出題

宝仙学園共学部
(第２回４科入試[特待選抜])

入試名称 第３回４科入試[特待選抜]
→第２回４科入試[特待選抜]に変更

【宝仙学園共学部(第４回４科[特待選抜])】 ★廃止【男女10名,2/3PM,4科】

宝仙学園共学部(第１回･ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ入試) 男女5→第1回･ﾘﾍﾞﾗﾙ､AAA計 男女5

宝仙学園共学部(第１回ＡＡＡ入試) 新設2/1PM 日本語ﾘｽﾆﾝｸﾞとﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 第1回･ﾘﾍﾞﾗﾙ､AAA計 男女5 合格発表2/1

宝仙学園共学部(第２回･ﾘﾍﾞﾗﾙｱｰﾂ入試) 男女5→第2回･ﾘﾍﾞﾗﾙ､AAA計 男女5

宝仙学園共学部(第２回ＡＡＡ入試) 新設2/4PM 日本語ﾘｽﾆﾝｸﾞとﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 第2回･ﾘﾍﾞﾗﾙ､AAA計 男女5 合格発表2/4

宝仙学園共学部(英語ＡＬ入試) 3科<国算英>→英語と日本語ﾘｽﾆﾝｸﾞ

三田国際学園(国際生入試･第２回) 12/8→12/14

三田国際学園(第１回･本科) 男女20→男女15 掲示での合格発表<2/1→2/2>変更

三田国際学園(第１回･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ) 掲示での合格発表<2/1→2/2>変更

三田国際学園(第２回･本科) 4科→1科<算数> 1科<算数>100点60分

三田国際学園(第２回･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ) 1科<英語>か4科→4科

三田国際学園(第３回･本科) 男女20→男女15

三田国際学園(第３回･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ) 4科→4科か1科<英語> 男女15→男女20 1科<英語>受験者は､面接<本人>の実施あり

【三田国際学園(第４回･本科)】 ★廃止【男女10名,2/3PM,4科】

【三田国際学園(第４回･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ)】 ★廃止【男女10名,2/3PM,1科<英語>か4科】

三田国際学園(第４回･ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽ) 新設2/3PM 2科<算数､理科> 男女30
☆ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｲｴﾝｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰｸﾗｽを新設
算数､理科 各100点 各60分,合格発表2/3<Web>･2/4<掲示>

三田国際学園(第５回･本科) 4科か21世紀型→4科 男女10→男女5

三田国際学園(第５回･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ) 4科→4科か1科<英語> 1科<英語>受験者は､面接<本人>の実施あり

明星学園(帰国生入試) 12/3→12/1

武蔵野(帰国生入試) 3科<国算英>→2科

武蔵野(第１回) 2科か4科か思考型→2科 入試名称 第１回AM→第１回に変更

【武蔵野(第１回PM)】 ★廃止【男女10名,2/1PM,2科】

武蔵野(第２回AM) 男女20→男女10 入試名称 第２回→第２回AMに変更

武蔵野(第２回[ｱｸﾃｨﾌﾞ]) 新設2/2 1科<国か算>とｱｸﾃｨﾌﾞﾁｬﾚﾝｼﾞｼｰﾄ 男女15
面接<本人>あり
合格発表2/2<Web>･2/3<掲示>

武蔵野(第２回PM) 新設2/2PM 2科 男女10
面接<本人>あり
合格発表2/2<Web>･2/3<掲示>

武蔵野(第３回) 2/3→2/4 2科か4科→2科

武蔵野(第４回) 2科か4科→2科 男女10→男女5

武蔵野大学(第１回) 女 約50→男女 約50
校名変更【現 武蔵野女子学院】,女子校→共学校に変更
入試名称 総合進学入試①→第１回に変更

【武蔵野女子学院(総合進学入試②)】 ★廃止【女 約20名,2/2PM,2科】

武蔵野大学(第２回)
　  4科より2科
 　 →5科<国算社理英>より2科

女 約50→男女 約40
校名変更【現 武蔵野女子学院】,女子校→共学校に変更
入試名称 選抜進学入試→第２回に変更

武蔵野大学(第３回)
　 　 1科<英語>か2科か4科
 　　 →1科<算数か英語>

女 約20→男女 約20
校名変更【現 武蔵野女子学院】,女子校→共学校に変更
入試名称 特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ入試→第３回に変更

武蔵野大学(思考力入試) 新設2/2PM 未定 2/4入試計 男女 約10 合格発表2/2<Web>･2/3<掲示>

武蔵野大学(プレゼン入試) 新設2/4 未定 2/4入試計 男女 約10 合格発表2/4

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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武蔵野東(帰国生入試･第１回) 新設12/5 2科<算数､国語か算数､英語> 帰国生入試計 男女 若干名 面接<保別>あり,合格発表12/5

武蔵野東(帰国生入試･第２回) 1/11→1/10
男女 若干名

→帰国生入試計 男女 若干名
入試名称 帰国生入試→帰国生入試･第２回に変更

武蔵野東(２科①) 2科<算国か算英>→2科(予定)
2/1AM入試計 男女 約20
→2/1AM入試計 男女 約31(予定)

入試名称 ２科選択①→２科①に変更(予定)

武蔵野東(ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｴｷｽﾊﾟｰﾄ①) 新設2/1(予定) 算数基礎と英語(予定) 2/1AM入試計 男女 約31(予定) 面接<本人Ｇ>あり(予定)

武蔵野東(適性型①)
2/1AM入試計 男女 約20
→2/1AM入試計 男女 約31(予定)

武蔵野東(２科②[特待生選抜]) 2科か4科→2科(予定)
2/1PM入試計 男女 約20
→2/1PM入試計 男女 約30(予定)

入試名称 奨励生選抜･２科４科選択①
　　　　 →２科②[特待生選抜]に変更(予定)

武蔵野東(４科[特待生選抜]) 新設2/1PM(予定) 4科(予定) 2/1PM入試計 男女 約30(予定) 面接<本人>あり(予定)

武蔵野東
(ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｴｷｽﾊﾟｰﾄ②[特待生選抜])

新設2/1PM(予定) 算数基礎と英語(予定) 2/1PM入試計 男女 約30(予定) 面接<本人Ｇ>あり(予定)

武蔵野東(適性型②[特待生選抜])
2/1PM入試計 男女 約20
→2/1PM入試計 男女 約30(予定)

入試名称 奨励生選抜･適性型②
　　　　 →適性型②[特待生選抜]に変更(予定)

【武蔵野東(２科選択②)】 ★廃止(予定)【男女 約5名,2/2,2科<算国か算英>】

武蔵野東(とくい２科[特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ]) 2科か4科→2科<国か算と社か理>(予定)
2/4入試計 男女 約10
→2/4入試計 男女 若干名(予定)

入試名称 奨励生選抜･２科４科選択②
　　　　 →とくい２科[特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ]に変更(予定)

武蔵野東
(ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭｴｷｽﾊﾟｰﾄ③[特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ])

新設2/4(予定) 算数基礎と英語(予定) 2/4入試計 男女 若干名(予定) 面接<本人Ｇ>あり(予定)

武蔵野東(適性型③[特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ]) 2/4AM→2/4PM(予定)
2/4入試計 男女 約10
→2/4入試計 男女 若干名(予定)

入試名称 奨励生選抜･適性型③
　　　　 →適性型③[特待ﾁｬﾚﾝｼﾞ]に変更(予定)

武蔵野東(ＡＯ入試[特待生選抜]) 男女 約6→男女 若干名(予定)
入試名称 奨励生選抜･ＡＯ入試
　　　　 →ＡＯ入試[特待生選抜]に変更(予定)

武蔵野東(未来探究型①) 新設2/1(予定) 資料作成とﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ(予定) 未来探究計 男女 特に定めず(予定) 資料作成15分､ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 約15分(予定)

武蔵野東(未来探究型②) 入試名称 未来探究型①→未来探究型②に変更(予定)

武蔵野東(未来探究型③) 入試名称 未来探究型②→未来探究型③に変更(予定)

目黒学院(第１回Ａ[一般選抜])
漢字と計算､＊1科
→漢字と計算､＊1科か適性検査Ⅰ､Ⅱ

　　　　2/1AM入試計 男女 約35
→2/1入試計 男女 約50

入試名称 第１回→第１回Ａ[一般選抜]に変更
＊1科<国語か算数か英語→国語か算数か社会か理科か数学か英語>

目黒学院(第１回Ａ･一芸[一般選抜])
　　　　2/1AM入試計 男女 約35

→2/1入試計 男女 約50
入試名称 第１回･一芸→第１回Ａ･一芸[一般選抜]に変更

目黒学院(第１回Ｂ[一般選抜]) 2/2AM→2/1PM
　　4科か適性か能力発見
　　→2科か能力育成<実技型>

男女 約25→2/1入試計 男女 約50 入試名称 第２回→第１回Ｂ[一般選抜]に変更

目黒学院(第２回Ａ[特待選抜]) 2/1PM→2/2AM
　　6科<国算社理数英>より1科
　　→適性検査Ⅰ､Ⅱ

男女 約15→2/2入試計 男女 約30
入試名称 特待･第１回→第２回Ａ[特待選抜]に変更
面接の実施あり

目黒学院(第２回Ｂ[特待選抜]) 2/4PM→2/2PM
　　2科か適性か能力育成
　　→2科か能力育成<発表型>

男女 約15→2/2入試計 男女 約30 入試名称 特待･第２回→第２回Ｂ[特待選抜]に変更

目黒学院(第３回[特待･一般]) 2/3PM→2/4PM 2科→4科より2科 男女 約10→男女 約20 入試名称 第３回→第３回[特待･一般]に変更

目黒日本大学(帰国子女入試12/16AM) 新設12/16 2科 帰国計 男女 若干名 面接<本人>あり,合格発表12/16

目黒日本大学(帰国子女入試12/16PM) 新設12/16PM 2科 帰国計 男女 若干名 面接<本人>あり,合格発表12/16<Web>･12/17<掲示>

目黒日本大学(帰国子女入試2/1AM) 2科か4科→2科
校名変更【現 日出】
面接<実施なし→実施あり>変更

目黒日本大学(帰国子女入試2/1PM) 2科か4科→2科
校名変更【現 日出】
面接<実施なし→実施あり>変更

目黒日本大学(第１回AM) 全合計 男女40→男女15
校名変更【現 日出】
入試名称 2/1AM入試→１回AMに変更

目黒日本大学(第１回PM[特待選抜])
　　 2科か適性検査Ⅰ､Ⅱ
　　 →1科<算数>か適性検査Ⅰ､Ⅱ

全合計 男女40→男女10<適性5･算数5>
校名変更【現 日出】
入試名称 2/1PM入試→１回PM[特待選抜]に変更

目黒日本大学(第２回AM) 全合計 男女40→男女5
校名変更【現 日出】
入試名称 2/2AM入試→２回AMに変更

目黒日本大学(第２回PM) 全合計 男女40→男女5
校名変更【現 日出】
入試名称 2/2PM入試→２回PMに変更

【日出(2/5AM入試)】 ★廃止【全合計 男女40名,2/5,2科か4科】

目黒日本大学(第３回PM) 2/5PM→2/4PM 全合計 男女40→男女5
校名変更【現 日出】
入試名称 2/5PM入試→３回PMに変更

目白研心(帰国生入試･第１回) 11/18→11/17 合格発表<電話連絡→Web>変更

目白研心(帰国生入試･第２回) 1/20→1/19 合格発表<電話連絡→Web>変更

目白研心(一般入試･第１回) 男女60→2/1入試計 男女80

目白研心(一般入試･第２回) 男女25→2/1入試計 男女80

【目白研心(一般入試･第３回)】 ★廃止【男女5名,2/2,2科か4科】

目白研心(一般入試･第３回) 男女5→男女10 入試名称 一般入試･第４回→一般入試･第３回に変更

目白研心(一般入試･第４回) 男女5→男女10 入試名称 一般入試･第５回→一般入試･第４回に変更

目白研心(英語ｽﾋﾟｰﾁ及びQ&A･第１回) 2/1PM→2/2AM

目白研心(英語ｽﾋﾟｰﾁ及びQ&A･第２回) 2/2PM→2/5AM

目白研心(次世代スキル入試) 新設2/1PM 次世代ｽｷﾙ<適性検査対応型> 2/1入試の定員に含む

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他

－ 17－



㊟８月中旬作成のため、再変更の場合がありますので、予めご了承ください。 首都圏模試センター･情報ステーション

八雲学園(第１回) 2/1入試計 男女70→2/1入試計 男女84

八雲学園(第２回) 2/1入試計 男女70→2/1入試計 男女84

八雲学園(第３回) 2/2入試計 男女50→2/2入試計 男女40

八雲学園(第４回) 2/2入試計 男女50→2/2入試計 男女40

八雲学園(未来発見) 男女24→男女20

安田学園(先進特待入試･第１回) 男女15→男女20
適性Ⅲ<30分→45分>変更
合格発表<掲示､Web→Web>変更

安田学園(先進特待入試･第２回) 合格発表<Web2/1･掲示2/2→Web2/1>変更

安田学園(先進特待入試･第３回) 適性Ⅰ､Ⅱ→適性Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ 男女10→男女15
適性Ⅲ100点45分
合格発表<掲示､Web→Web>変更

安田学園(先進特待入試･第４回) 合格発表<Web2/2･掲示2/3→Web2/2>変更

安田学園(一般入試･第１回) 男女40→男女45 合格発表<Web2/1･掲示2/2→Web2/1>変更

安田学園(一般入試･第２回) 男女30→男女35 合格発表<Web2/2･掲示2/3→Web2/2>変更

立正大学付属立正(第１回AM) 2科か4科→2科か4科か1科<英語>

立正大学付属立正(第１回PM) 2科か4科→2科か4科か1科<英語>

立正大学付属立正(第２回･一般) 2科か4科→2科か4科か1科<英語> 入試名称 第２回､2科4科選択入試→第２回･一般に変更

【立正大学付属立正(第２回､英国･英算入試)】 ★廃止【男女10名,2/2,2科<英語､国語か英語､算数>】

【立正大学付属立正(第２回､適性検査入試)】
★第２回･中高一貫６ヵ年特待と統合
　【男女20名,2/2,適性検査Ⅰ､Ⅱ】

立正大学付属立正
(第２回･中高一貫６ヵ年特待)

2/4→2/2 4科→4科か適性検査Ⅰ､Ⅱ 男女10→男女<特待･一般>30
入試名称 第４回･中高一貫６ヵ年特待
　　　　 →第２回･中高一貫６ヵ年特待に変更

立正大学付属立正(第３回) 男女20→男女10

立正大学付属立正(第４回) 入試名称 第５回→第４回に変更

和光(第２回) 2/2PM→2/2AM

和光(第３回) 2/5PM→2/4PM

早稲田実業学校 合格発表<掲示2/2→Web2/3>変更

●共学､別学校【神奈川】

青山学院横浜英和(一般入試･Ａ日程)
男女80<帰国10程度含む>

→男女70<帰国10程度含む>

青山学院横浜英和(一般入試･Ｂ日程) 男女40→男女50

アレセイア湘南(第１回･ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ入試) 入試名称 ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ入試→第１回･ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ入試に変更

アレセイア湘南(第２回･ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ入試) 新設2/2 2科 第2回計 男女30 面接<本人>あり,合格発表2/2

アレセイア湘南(第３回AM) 2/3→2/4

アレセイア湘南(第３回PM) 2/3PM→2/4PM

アレセイア湘南(特待生入試) 2/3→2/4

関東学院(帰国生) 1/8PM→1/14PM

慶應義塾湘南藤沢(帰国生入試)
一次試験 2科と外国語作文か4科

→3科<国算英>か4科

慶應義塾湘南藤沢(一般入試)
　一次試験 4科

→3科<国算英>か4科
男女 約120→男女 約70

自修館中等教育学校(帰国生入試) 12/16→12/15

自修館中等教育学校(一般入試Ａ１) 2科か4科→2科か4科か探究Ⅰ､Ⅱ 男女40→男女45 探究<適性検査型>Ⅰ､Ⅱ 各50分

自修館中等教育学校(一般入試Ａ２) 男女40→男女35

自修館中等教育学校(一般入試Ｂ１) 男女15→男女10

自修館中等教育学校(一般入試Ｄ) 新設2/5 2科 男女5 面接なし,合格発表2/5

湘南学園(ＥＳＤ入試) 新設2/1 記述･論述と動画<事前提出> 男女10程度
記述･論述50分,面接なし
合格発表2/2<Web>･2/3<掲示>

湘南学園(Ａ日程) 男女40→男女35

湘南学園(Ｃ日程) 男女35→男女30

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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桐蔭学園中等教育学校(帰国生入試) 1/10→1/11 男10→男女20 ☆桐蔭学園中学校と統合<女子は､ｺｰｽ別を廃止>

桐蔭学園中等教育学校(第１回) 男20→男女60
☆桐蔭学園中学校と統合<女子は､ｺｰｽ別を廃止>

入試名称 第１回AM→第１回に変更,算数の出題内容を変更

【桐蔭学園中等教育学校(第１回PM)】 ★廃止【男25名,2/1PM,2科<国語､算数か英語､算数>】

桐蔭学園中等教育学校(第２回AM) 男25→男女40
☆桐蔭学園中学校と統合<女子は､ｺｰｽ別を廃止>

算数の出題内容を変更

桐蔭学園中等教育学校(第２回PM) 男25→男女50
☆桐蔭学園中学校と統合<女子は､ｺｰｽ別を廃止>

算数の出題内容を変更

桐蔭学園中等教育学校(第３回) 4科→4科か1科<算数> 男20→男女40
☆桐蔭学園中学校と統合<女子は､ｺｰｽ別を廃止>

4科算数の出題内容を変更,1科<算数>は､記述100点70分

【桐蔭学園(帰国生入試)】
★中等教育学校へ移行<男女別学･併学→共学>

　【男20名･女10名,1/10,2科<国語､算数か英語､算数>】

【桐蔭学園(第１回AM)】
★中等教育学校へ移行<男女別学･併学→共学>

　【男50名･女25名,2/1,4科か総合思考力問題､算数基礎】

【桐蔭学園(第１回PM)】 ★廃止【男50名･女25名,2/1PM,2科<国語､算数か英語､算数>】

【桐蔭学園(第２回AM)】
★中等教育学校へ移行<男女別学･併学→共学>

　【男50名･女25名,2/2,4科】

【桐蔭学園(第２回PM)】
★中等教育学校へ移行<男女別学･併学→共学>

　【男50名･女25名,2/2PM,2科<国語､算数か英語､算数>】

【桐蔭学園(第３回)】
★中等教育学校へ移行<男女別学･併学→共学>

　【男50名･女25名,2/3,4科】

桐光学園(一般入試･第１回) 男70･女60→男80･女60

桐光学園(一般入試･第２回) 男90･女40→男80･女40

日本大学(帰国生入試) 12/17→12/16(予定) 2科→2科<国､算か英､算>(予定) 入試名称 帰国生入試Ⅰ→帰国生入試に変更(予定)

【日本大学(帰国生入試Ⅱ)】 ★廃止(予定)【男女 若干名,2/1,4科<英算社理>】

日本大学(Ａ-１日程･ＧＬｺｰｽ)
　　 4科<国算社理か英算社理>

→4科<国算社理>
A-1日程計 男女80→A-1日程計 男女70

日本大学(Ａ-１日程･ＮＳｺｰｽ)
　　 4科<国算社理か英算社理>

→4科<国算社理>
A-1日程計 男女80→A-1日程計 男女70

日本大学(Ａ-２日程･ＧＬｺｰｽ) 2科→2科<国､算か英､算> A-2日程計 男女45→2/1PM入試計 男女65

日本大学(Ａ-２日程･ＮＳｺｰｽ) 2科→2科<国､算か英､算> A-2日程計 男女45→2/1PM入試計 男女65

日本大学(Ｃ日程･ＧＬｺｰｽ) 2/5入試計 男女30→C日程計 男女20

日本大学(Ｃ日程･ＮＳｺｰｽ) 2/5入試計 男女30→C日程計 男女20

日本大学(適性検査型入試･ＧＬｺｰｽ) 2/5AM→2/1PM(予定) 2/5入試計 男女30→2/1PM入試計 男女65

日本大学(適性検査型入試･ＮＳｺｰｽ) 2/5AM→2/1PM(予定) 2/5入試計 男女30→2/1PM入試計 男女65

法政大学第二(帰国生入試) 1/7→1/13(予定)

法政大学第二(一般入試･第１回) 男100･女40→男90･女40(予定)

法政大学第二(一般入試･第２回) 男50･女20→男50･女30(予定)

森村学園(帰国生) 1/5→12/23

横須賀学院(帰国生入試) 12/23→12/22

横須賀学院(英語資格利用入試) 入試名称 英語入試→英語資格利用入試に変更

横浜翠陵(英語入試2/1) 新設2/1 2科<英語､国語か英語､算数> 一般入試枠に含む 面接なし,合格発表2/1

横浜翠陵(英語入試2/2) 新設2/2 2科<英語､国語か英語､算数> 一般入試枠に含む 面接なし,合格発表2/2

横浜隼人(一般入試･第１回) 男女50→男女40

横浜隼人(一般入試･第３回) 2/6AM→2/7PM

横浜隼人(適性検査型･公立中高一貫) 入試名称 適性検査型→適性検査型･公立中高一貫に変更

横浜隼人(適性検査型･自己ｱﾋﾟｰﾙ) 新設2/2PM 計算･自己ｱﾋﾟｰﾙ作文 男女10 面接<本人Ｇ>あり,合格発表2/2

横浜富士見丘学園(第１回)
2科<国算英より選択>か4科
→2科か4科か英語2科<英国か英算>

女※35→男※10･女※20(予定)
女子校→共学校に変更
※別枠の適性検査型入試を含む

横浜富士見丘学園(第２回)
国語･算数･英語より2科
→2科か1科<算数>か英語2科<英国か英算>

女20→男10･女20(予定) 女子校→共学校に変更

横浜富士見丘学園(第３回) 女15→男女10(予定) 女子校→共学校に変更

横浜富士見丘学園(第４回) 女10→男女10(予定) 女子校→共学校に変更

横浜富士見丘学園(第５回) 2科か4科→2科 女10→男女10(予定) 女子校→共学校に変更

横浜富士見丘学園(適性検査型入試) 女子校→共学校に変更

横浜富士見丘学園(未来力入試) 女10→男女10(予定) 女子校→共学校に変更

●共学校【千　葉】

市川(１２月帰国生) 12/9→12/2
3科<国語､算数､英語Ａ､英語Ｂ>

　 →3科<国語､算数､英語Ⅰ､英語Ⅱ>

英語Ａ<英検2級程度の問題>､Ｂ<英作文>

→英語Ⅰ<ListeningとWriting>､Ⅱ<英検準1級程度の問題>変更

市川(英語選択入試)
3科<国語､算数､英語Ａ､英語Ｂ>

　 →3科<国語､算数､英語Ⅰ､英語Ⅱ>

英語Ａ<英検2級程度の問題>､Ｂ<英作文>

→英語Ⅰ<Writing>､Ⅱ<英検準1級程度の問題>変更

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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暁星国際(Ⅰ期) 1/20→1/22

暁星国際(Ⅱ期Ｂ) 2/24→2/25

志学館(推薦入試) 合格発表<12/4発送→12/3発送>変更

志学館(一般Ａ入試) 合格発表<1/22発送→1/21発送>変更

志学館(一般Ｂ入試) 1/23→1/26
試験会場 千葉市<京葉銀行文化ﾌﾟﾗｻﾞ>→本校に変更
合格発表<1/24発送→1/28発送>変更

志学館(一般Ｃ入試) 2/10→2/9 合格発表<2/13発送→2/12発送>変更

秀明大学附属秀明八千代(一般Ｂ日程) 1/28→1/31

翔凜(一般入試) 1/21→1/20 男女30→1月入試計 男女30

翔凜(特別入試) 新設1/29 2科<算数､英語> 1月入試計 男女30 面接<本人>あり,合格発表1/31

昭和学院(第１回･推薦) 男女50→男女44

昭和学院(第３回･推薦ﾏｲﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ
　　　　 　　　 ｲﾝ ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ入試)

新設12/6PM
　  自己表現文と

　  ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ･ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
男女10 合格発表12/7

昭和学院(ﾏｲﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ) 1/20→1/21

昭和学院
(ﾏｲﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ ｲﾝ ｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ入試)

新設1/21PM
　  自己表現文と

　  ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ･ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
男女10 合格発表1/22

昭和学院(適性検査型[特進<特待生>]) 1/21→1/23 入試名称 適性検査型入試→適性検査型[特進<特待生>]に変更

昭和学院秀英(第１回･第一志望) 男女25→男女20

昭和学院秀英(午後特別･一般) 男女20→男女30

昭和学院秀英(第３回･一般) 男女 約15→男女 約10

西武台千葉(第一志望入試) 12/3→12/2 特選､進学を総合ｺｰｽに統合

西武台千葉(第１回入試) 特選､進学を総合ｺｰｽに統合

西武台千葉(第２回入試) 2/6→2/7 特選､進学を総合ｺｰｽに統合

千葉明徳(ﾙｰﾌﾞﾘｯｸ評価型入試) 1/21PM→12/1PM 男女20→男女10

千葉明徳(一般入試) 1/21→1/20 2科か4科→2科<国算英より選択>か4科 一般入試計 男女30→男女30 入試名称 一般入試①→一般入試に変更

【千葉明徳(一般入試②)】 ★廃止【一般入試計 男女30名,1/24,2科<国算英より選択>か4科】

千葉明徳(適性検査型入試) 1/20→1/21 男女15→男女25

東海大学付属浦安
(推薦試験[第一志望])

通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

東海大学付属浦安(Ａ試験[一般]) 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

東海大学付属浦安(Ｂ試験[一般]) 通知表ｺﾋﾟｰの提出不要

東邦大学付属東邦(帰国生) 新設12/1 3科<国語､算数､英語> 男女 若干名<前期入試に含む> 面接なし,合格発表12/2

成田高等学校付属(第一志望入試) 合格発表<12/2→12/3>変更

二松學舍大学附属柏(一般入試･第５回) 1科<算数>と表現力検査→2科 面接<本人>廃止

日出学園(サンライズ入試) 2/1PM→2/2PM 合格発表<2/2→2/5>変更

麗澤(第１回･AEｺｰｽ) 男女20→男女15

麗澤(第１回･EEｺｰｽ) 男女50→男女45

麗澤(第２回･AEｺｰｽ) 1/25→1/24 男女10→男女15

麗澤(第２回･EEｺｰｽ) 1/25→1/24 男女40→男女35

麗澤(第３回･AEｺｰｽ) 新設1/27PM 2科<基礎>と｢叡智｣表現力ﾃｽﾄ 男女 若干名
試験会場 本校･船橋の2会場で実施
面接なし,合格発表1/28

麗澤(第３回･EEｺｰｽ) 新設1/27PM 2科<基礎>と｢叡智｣表現力ﾃｽﾄ 男女15
試験会場 本校･船橋の2会場で実施
面接なし,合格発表1/28

麗澤(第４回･AEｺｰｽ) 新設2/4PM 2科<基礎>と｢叡智｣表現力ﾃｽﾄ 男女 若干名 面接なし,合格発表2/5

麗澤(第４回･EEｺｰｽ) 2/3AM→2/4PM 男女20→男女15 入試名称 第３回･EEｺｰｽ→第４回･EEｺｰｽに変更

●共学校【埼　玉】

青山学院大学系属
浦和ルーテル学院(第１回)

校名変更【現 浦和ルーテル学院】

青山学院大学系属
浦和ルーテル学院(第２回)

1/13→1/12(予定) 校名変更【現 浦和ルーテル学院】

青山学院大学系属
浦和ルーテル学院(第３回)

2/3→2/5(予定) 校名変更【現 浦和ルーテル学院】

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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浦和実業学園(第１回･適性検査型入試) 1/11→1/10

浦和実業学園(英語入試) 1/12→1/11 英語と日本語作文→英語

浦和実業学園(第２回PM･特待入試) 男女15→男女20

浦和実業学園(第２回･適性検査型入試) 合格発表<1/17→1/16>変更

浦和実業学園(第３回) 1/21→1/19

大宮開成(第１回･英数特科ｺｰｽ) 男女 約30→男女 約60 英数特科ｸﾗｽ､特別進学ｸﾗｽ→英数特科ｺｰｽ[Ｔｸﾗｽ､Ｓｸﾗｽ]変更

【大宮開成(第１回･特別進学ｸﾗｽ)】 ★廃止【男女 約30名,1/10,4科】

大宮開成(特待生選抜)
入試名称 第１回･特待生選抜→特待生選抜に変更
英数特科ｸﾗｽ､特別進学ｸﾗｽ→英数特科ｺｰｽ[Ｔｸﾗｽ､Ｓｸﾗｽ]変更

大宮開成(第２回･英数特科ｺｰｽ) 男女 約10→男女 約20 英数特科ｸﾗｽ､特別進学ｸﾗｽ→英数特科ｺｰｽ[Ｔｸﾗｽ､Ｓｸﾗｽ]変更

【大宮開成(第２回･特別進学ｸﾗｽ)】 ★廃止【男女 約10名,1/14,4科】

【大宮開成(第２回･特待生選抜)】 ★廃止【男女 約5名,2/4,4科】

【大宮開成(第３回･特別進学ｸﾗｽ)】 ★廃止【男女 約5名,2/4,4科】

大宮開成(第３回･英数特科ｺｰｽ) 新設2/4 4科 男女 約10
Ｔ合格､Ｓ合格あり
面接なし,合格発表2/4

開智(先端特待) 男女40→男女30(予定)

開智(先端Ａ) 1/15→1/14(予定)

開智(先端Ｂ) 1/23→1/17(予定) 男女30→男女40(予定)

開智未来(探究１) 1/12→1/10
入試名称 探究２→探究１に変更
試験会場 本校･大宮→本校に変更

開智未来(探究２) 入試名称 探究１→探究２に変更

開智未来(未来Ｂ)
試験会場 本校･東岩槻･大宮

→本校･東岩槻･さいたま新都心に変更

春日部共栄(第２回AM) 2科か4科→4科

春日部共栄(第２回PM) 4科→2科か4科

春日部共栄(第３回) 1/15→1/13 試験会場 本校→本校･大宮<大宮ｿﾆｯｸｼﾃｨ>の2会場に変更

春日部共栄(第４回) 2/4AM→2/3PM 4科→2科 試験会場 本校→越谷<越谷ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ>に変更

国際学院(第１回･専願入試) 第1回計 男女30→第1回計 男女40

国際学院(第１回･一般入試) 第1回計 男女30→第1回計 男女40

国際学院(第１回･適性検査型入試) 新設1/10 作文Ⅰ<国･社融合>､Ⅱ<算･理融合> 第1回計 男女40 面接なし,合格発表1/10<Web>･1/11<郵送発送>

国際学院(第２回･特待生入試) 男女 特に定めず→第2回計 男女20

国際学院(第２回･英語入試) 男女10→第2回計 男女20

国際学院(第３回･適性検査型入試) 男女20→男女10

国際学院(第４回･特待生入試) 1/12PM→1/11PM 男女 特に定めず→男女 若干名

国際学院(第５回･一般入試) 1/20→1/19 男女20→男女10

国際学院(第６回･一般入試) 2科か4科→2科

埼玉栄(帰国生入試１回) 11/11→1/10(予定)

埼玉栄(帰国生入試２回) 12/9→1/11(予定)

埼玉栄(第２回･医学ｸﾗｽ) 男女5→男女4(予定)

埼玉栄(第２回･難関大ｸﾗｽ) 男女5→男女4(予定)

埼玉栄(第３回･医学ｸﾗｽ) 試験会場 本校･大宮の2会場→本校に変更(予定)

埼玉栄(第３回･難関大ｸﾗｽ) 試験会場 本校･大宮の2会場→本校に変更(予定)

埼玉栄(第３回･進学ｸﾗｽ) 試験会場 本校･大宮の2会場→本校に変更(予定)

埼玉栄(第４回･医学ｸﾗｽ) 男女5→男女4(予定) 試験会場 本校･大宮の2会場→本校に変更(予定)

埼玉栄(第４回･難関大ｸﾗｽ) 男女5→男女4(予定) 試験会場 本校･大宮の2会場→本校に変更(予定)

埼玉栄(第５回･医学ｸﾗｽ) 新設1/13(予定) 4科(予定) 男女 若干名(予定) 面接なし(予定)

埼玉栄(第５回･難関大ｸﾗｽ) 新設1/13(予定) 4科(予定) 男女 若干名(予定) 面接なし(予定)

埼玉栄(第６回･医学ｸﾗｽ) 新設1/14(予定) 4科(予定) 男女 若干名(予定) 面接なし(予定)

埼玉栄(第６回･難関大ｸﾗｽ) 新設1/14(予定) 4科(予定) 男女 若干名(予定) 面接なし(予定)

【埼玉栄(ｽｰﾊﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ１回)】 ★廃止(予定)【ＳＥ入試計 男女 若干名,1/10,作文<英語>】

【埼玉栄(ｽｰﾊﾟｰｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ２回)】 ★廃止(予定)【ＳＥ入試計 男女 若干名,1/11,作文<英語>】

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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埼玉平成(第１回PM[ﾌﾟﾗｸﾃｨｶﾙ入試]) 1/10AM→1/10PM
2科<国語基礎､英語>

→※実技Ⅰか実技Ⅱか実技Ⅰ､Ⅱ
入試名称 第１回AM[英語入試]→第１回PM[ﾌﾟﾗｸﾃｨｶﾙ入試]に変更
※実技Ⅰ<英語筆記･会話･ﾘｽﾆﾝｸﾞ>､実技Ⅱ<科学的な実験･観察>

【埼玉平成(第１回PM)】 ★廃止【男女10名,1/10PM,2科か4科】

埼玉平成(第２回) 新設1/12 専願2科,一般2科か4科 男女20
試験会場 本校･所沢の2会場で実施
専願受験者のみ面接あり,合格発表1/12

【埼玉平成(第２回･適性検査入試)】 ★廃止【男女10名,1/13,適性検査Ⅰ､Ⅱ】

埼玉平成(第３回) 1/27→1/19
試験会場 所沢<日東会館>･浦和<埼玉会館>

　　　　 →本校･所沢<日東会館>に変更

栄東(帰国生入試) 11/5→11/11

栄東(東大Ⅱ) 4科→4科か1科<算数①､②>

秀明(専願入試) 12/3→12/2

秀明(一般入試･第Ⅱ期) 2/4→2/9

秀明(奨学生入試[専願]) 12/3→12/2

昌平(帰国子女入試) 12/22PM→12/21PM

西武学園文理(算数１教科入試) 1/17AM→1/12PM 1科<算数か英語>→1科<算数> 1/17入試計 男女10→男女5
入試名称 得意教科入試→算数１教科入試に変更
専願優遇制度を導入

西武学園文理(英語１教科入試) 1科<算数か英語>→1科<英語> 1/17入試計 男女10→男女5
入試名称 得意教科入試→英語１教科入試に変更
専願優遇制度を導入

西武学園文理(適性検査型入試) 1/20→1/19 男女20→男女15 試験会場 本校→所沢[くすのきﾎｰﾙ]に変更

西武学園文理(総合選択入試) 新設2/5PM 2科か1科<算数>か1科<英語> 男女5
専願優遇制度<1科入試を対象>あり
面接なし,合格発表2/5

聖望学園(第２回･一般) 1/13→1/11 入試名称 第３回･一般→第２回･一般に変更

聖望学園(第２回･適性検査型) 1/13→1/11 入試名称 第３回･適性検査型→第２回･適性検査型に変更

聖望学園(第３回･得意型[英語]) 新設1/12 1科<英語> 第3回計 男女20 面接あり,合格発表1/19

聖望学園(第３回･得意型[2科選択]) 2科か4科→4科より2科 男女15→第3回計 男女20 入試名称 第２回･一般→第３回･得意型[2科選択]に変更

聖望学園(第４回･ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ) 新設1/18 ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 男女 若干名 面接<本人>あり,合格発表1/19

【聖望学園(第４回･一般)】 ★廃止【男女10名,1/18,2科か4科】

聖望学園(第５回･一般) 2/5→2/4

東京成徳大学深谷(前期･第１回)
　　　　 2科か4科か適性か英語
　　　　 →2科か4科か英語

東京成徳大学深谷(前期･第２回) 1/11PM→1/11AM
　　　　 2科か4科か適性か英語
　　　　 →2科か4科か英語

東京成徳大学深谷(前期･第３回) 1/13→1/12
　　　　 2科か4科か適性か英語
　　　　 →2科か4科か英語

東京成徳大学深谷(後期･第４回) 1/27→1/26 2科か4科→2科か4科か適性<作文と面接>

武南(第１回AM[適性]) 新設1/10(予定) 適性検査型(予定) 全合計 男女80(詳細未定) 面接なし(予定),合格発表1/10<Web>･1/11<掲示>(予定)

武南(第２回) 2科か4科→2科(予定)

武南(第３回) 2科か4科→2科(予定)

【武南(第４回)】 ★廃止(予定)【男女5名,2/5,2科か4科】

星野学園(進学ｸﾗｽ入試･第１回) 試験会場 大宮会場<ｿﾆｯｸｼﾃｨ→TKP大宮駅西口ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ>変更

星野学園(理数選抜入試･第１回)
試験会場 大宮会場<ｿﾆｯｸｼﾃｨ→TKP大宮駅西口ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ>変更
4科出題内容の変更あり

星野学園(理数選抜入試･第２回) 試験会場 大宮会場<ｿﾆｯｸｼﾃｨ→TKP大宮駅西口ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ>変更

星野学園(進学ｸﾗｽ入試･第２回) 試験会場 大宮会場<ｿﾆｯｸｼﾃｨ→TKP大宮駅西口ｶﾝﾌｧﾚﾝｽｾﾝﾀｰ>変更

細田学園(帰国生入試･第１回) 新設12/1(予定) 英語か2科<英国か英算>(予定) 男女 若干名(予定)
英語1科受験者は面接<保同>､2科受験者は面接<本人>あり(予定)

合格発表12/1(予定)

細田学園(帰国生入試･第２回) 新設1/7(予定) 英語か2科<英国か英算>(予定) 男女 若干名(予定)
英語1科受験者は面接<保同>､2科受験者は面接<本人>あり(予定)

合格発表1/7(予定)

細田学園(一般入試･第１回) 新設1/10(予定) 4科(予定) 男女30(予定) 面接なし(予定),合格発表1/11(予定)

細田学園(dots入試･第１回[適性]) 新設1/10(予定)
適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲか

Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ＋ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ､面接(予定)
男女20(予定)

適性検査Ⅰ､Ⅱ､Ⅲ＋ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ､面接受験は定員あり(予定)

合格発表1/10(予定)

細田学園(特待入試･第１回) 新設1/10PM(予定) 2科か4科(予定) 男女15(予定)
試験会場 大宮で実施(予定)

面接なし(予定),合格発表1/11(予定)

細田学園(一般入試･第２回) 新設1/12(予定) 4科か3科<国算英>(予定) 男女15(予定) 面接なし(予定),合格発表1/12(予定)

細田学園(一般入試･第３回) 新設1/13(予定) 4科か3科<国算英>(予定) 男女15(予定) 面接なし(予定),合格発表1/13(予定)

細田学園(特待入試･第２回) 新設1/13(予定) 4科(予定) 男女15(予定) 面接なし(予定),合格発表1/13(予定)

細田学園(dots入試･第２回[適性]) 新設1/19(予定) 適性検査Ⅰ､ⅡかⅠ､Ⅱ､Ⅲ(予定) 男女5(予定) 面接なし(予定),合格発表1/19(予定)

細田学園(一般入試･第４回) 新設2/4(予定) 4科(予定) 男女5(予定) 面接なし(予定),合格発表2/4(予定)

本庄第一(第２回･一般入試[学力型]) 1/14→1/13

本庄第一(第２回･一般入試[英語型]) 1/14→1/13

本庄第一(第３回･一般入試) 2/10→2/9

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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本庄東高等学校附属(第１回) 合格発表<1/11→1/10>変更

本庄東高等学校附属(第２回) 合格発表<1/14→1/13>変更

本庄東高等学校附属(第３回) 1/27→1/26 合格発表<1/28→1/26>変更

●共学校【茨　城】

江戸川学園取手(第１回) 4科→3科<国算英>か4科 帰国 3科<国算英>か4科→3科<国算英>と面接

江戸川学園取手(第２回) 4科→3科<国算英>か4科 帰国 3科<国算英>か4科→3科<国算英>と面接

江戸川学園取手(第３回) 2/4→2/5 4科→3科<国算英>か4科 帰国 3科<国算英>か4科→3科<国算英>と面接

霞ヶ浦高等学校附属(専願入試) 11/18→11/24

霞ヶ浦高等学校附属(一般入試･第１回) 12/17→12/16

霞ヶ浦高等学校附属(一般入試･第２回) 1/20→1/19

常総学院(推薦･専願入試[ADｸﾗｽ]) 12/3→12/2 ●英検4級以上の取得者は､国語筆記試験を免除

常総学院(推薦･専願入試[STｸﾗｽ]) 12/3→12/2 ●英検4級以上の取得者は､国語筆記試験を免除

常総学院(適性検査型入試[ADｸﾗｽ]) 12/9→12/8

常総学院(適性検査型入試[STｸﾗｽ]) 12/9→12/8 男女20→男女30

常総学院(第１回･一般入試[ADｸﾗｽ]) 1/8→1/7
試験会場 本校･取手<ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾚｽふじしろ>･守谷
　　　　 →本校・取手<取手ｳｪﾙﾈｽﾌﾟﾗｻﾞ>に変更

常総学院(第１回･一般入試[STｸﾗｽ]) 1/8→1/7 男女40→男女30
試験会場 本校･取手<ｸﾞﾘｰﾝﾊﾟﾚｽふじしろ>･守谷
　　　　 →本校・取手<取手ｳｪﾙﾈｽﾌﾟﾗｻﾞ>に変更

常総学院(第２回･一般入試[ADｸﾗｽ]) 1/30→1/29 試験会場 土浦会場<ﾎﾃﾙ明建→ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝｺｱ土浦>変更

常総学院(第２回･一般入試[STｸﾗｽ]) 1/30→1/29 試験会場 土浦会場<ﾎﾃﾙ明建→ﾎﾃﾙｸﾞﾘｰﾝｺｱ土浦>変更

土浦日本大学中等教育学校

(帰国･国際生入試)
1/25→1/24

土浦日本大学中等教育学校

(英語運用力入試･第１期)
11/11PM→11/10PM

土浦日本大学中等教育学校

(英語運用力入試･第２期)
11/18PM→11/17PM

土浦日本大学中等教育学校

(英語運用力入試･第３期)
11/25PM→11/24PM

土浦日本大学中等教育学校(推薦入試) 12/9→12/8

土浦日本大学中等教育学校(第２回･一般) 1/25→1/24

土浦日本大学中等教育学校

(千葉ＳＡＴ入試)
12/2→12/1

土浦日本大学中等教育学校

(茨城ＳＡＴ入試)
12/16→12/15

土浦日本大学中等教育学校

(新学力型入試)
2/4PM→2/5PM

英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝか算数ﾘﾃﾗｼｰ
→英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝか理数ﾘﾃﾗｼｰ

東洋大学附属牛久(専願入試) 12/2→12/1

東洋大学附属牛久(第１回･一般入試) 面接<本人Ｇ>を実施(予定)

東洋大学附属牛久(第２回･一般入試) 1/20PM→1/19PM 面接<本人Ｇ>を実施(予定)

水戸英宏(第１回･専願入試Ａ) 11/18→11/17 試験会場 本校･日立･土浦→本校･日立･つくばに変更

水戸英宏(第１回･一般入試Ａ) 11/18→11/17 試験会場 本校･日立･土浦→本校･日立･つくばに変更

水戸英宏(第２回･専願入試Ｂ) 11/26→11/25

水戸英宏(第２回･一般入試Ｂ) 11/26→11/25

水戸英宏(第４回･一般入試Ｄ) 1/27→1/26

茗溪学園(帰国生入試) 12/16→12/15

茗溪学園(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽ入試[専願]) 12/6→11/30 入試名称 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽＡＯ入試[専願]→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽ入試[専願]に変更

茗溪学園(ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽ入試[併願]) 1/7→1/13 入試名称 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽＡＯ入試[併願]→ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｺｰｽ入試[併願]に変更

茗溪学園(推薦入試[専願]) 12/16→12/15

茗溪学園(英語資格入試･第１回) 新設12/15 2科 英語資格計 男女 特に定めず
英検準2級以上等<要確認>の取得者のみ受験可
面接あり,合格発表12/18

茗溪学園(英語資格入試･第２回) 新設1/13 2科 英語資格計 男女 特に定めず
英検準2級以上等<要確認>の取得者のみ受験可
面接<寮生･帰国生のみ実施>なし,合格発表1/16

茗溪学園(一般入試･第１回) 1/7→1/13

茗溪学園(一般入試･第２回) 1/27→1/26

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他
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●共学校【栃　木】

國學院大學栃木(第１回[自己推薦]) 11/19→11/23

國學院大學栃木(第１回[一般]) 11/19→11/23

國學院大學栃木(第２回[自己推薦]) 12/10→12/8

國學院大學栃木(第２回[一般]) 12/10→12/8

國學院大學栃木(第２回[英語]) 12/10→12/8

國學院大學栃木(第２回[適性検査]) 新設12/8 適性検査と作文 全合計 男女80
適性検査100点50分､作文50点50分
面接<本人>あり,合格発表12/8

國學院大學栃木(第３回[自己推薦]) 1/21→1/20

國學院大學栃木(第３回[一般]) 1/21→1/20

佐野日本大学中等教育学校

(第１回･一般入試)
11/25→11/24

佐野日本大学中等教育学校

(総合学力入試)
11/25PM→11/24PM

佐野日本大学中等教育学校(推薦入試) 11/25PM→11/24PM

●共学､別学校【その他】

愛光(東京会場) 1/7→1/9

加藤学園暁秀 1/6→1/12 ｺｰｽ<ｱﾙﾌｧｺｰｽ,ｺｱｺｰｽ,ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙｺｰｽ→中高一貫ｺｰｽ,ﾊﾞｲﾘﾝｶﾞﾙｺｰｽ>変更

佐久長聖(東京入試①･東京会場) 1/8→1/14

佐久長聖(東京入試②･東京会場) 1/9→1/15 試験会場 ｱﾙｶﾃﾞｨｱ市ヶ谷･TKP市ヶ谷→TKP市ヶ谷に変更

静岡サレジオ(Ａ日程) 1/6→1/12

静岡サレジオ(Ｂ日程) 1/7→1/13

静岡サレジオ(Ｃ日程) 1/20→1/26

秀光中等教育学校(東京選抜) 1/8→1/14

東海大学付属静岡翔洋(第１期) 1/6→1/12

東海大学付属静岡翔洋(第２期) 1/21→1/27

【土佐塾(東京会場)】 ★東京会場入試募集停止【男女120名以内,1/8,4科】

長崎日本大学(関東入試) 1/7→1/6

日本大学三島(第１期) 1/6→1/12

日本大学三島(第２期) 1/20→1/26

宮崎日本大学(首都圏入試) 1/8→1/14

早稲田佐賀(首都圏会場１月入試) 1/7→1/13

早稲田摂陵(第１回[関東]) 1/8→1/12
試験会場 早稲田大学 本部ｷｬﾝﾊﾟｽ
　　　　 →早稲田大学 所沢ｷｬﾝﾊﾟｽに変更

早稲田摂陵(第２回[関東]) 1/13→1/14
3科<国算理か国算社>か適性検査

　 →4科か適性検査
試験会場 早稲田大学 本部ｷｬﾝﾊﾟｽ
　　　　 →早稲田大学 所沢ｷｬﾝﾊﾟｽに変更

早稲田摂陵(第３回[関東]) 2/11→2/6

●国立校

お茶の水女子大学附属
(帰国生徒教育学級)

2/6→2/5(予定)

東京学芸大学附属世田谷 男 約30･女 約30→男女 約60(予定)

●公立中高一貫校

千葉市立稲毛高等学校附属 1/27→1/26

千葉県立千葉
　 一次 12/9PM→12/8PM
　 二次 1/27→1/26

千葉県立東葛飾
　 一次 12/9PM→12/8PM
　 二次 1/27→1/26

さいたま市立浦和
第1次1/13→1/12
第2次1/20→1/19

さいたま市立大宮国際中等教育学校
(帰国生外国人特別選抜)

新設 第1次1/13
第2次1/19

未定 一般選抜に含む
■第2次は､第1次合格者のみ実施
合格発表1/17<第1次>･1/23<第2次>

さいたま市立大宮国際中等教育学校
(一般選抜)

新設 第1次1/13
第2次1/19

第1次 適性検査Ａ､Ｂ
第2次 適性検査Ｃと集団活動 男 約80･女 約80

■第2次は､第1次合格者のみ実施
面接なし,合格発表1/17<第1次>･1/23<第2次>

埼玉県立伊奈学園
一次1/13→1/12
二次1/27→1/26

茨城県立古河中等教育学校 1/6→1/12

茨城県立並木中等教育学校 1/6→1/12

茨城県立日立第一高等学校附属 1/6→1/12(予定)

中学校･中等教育学校名 入試日 科目 募集人数 その他

－ 24－


