
高校受験版 受験マニアックス（2018年10月号）

1 Copyright © Educational Network All rights reserved.

東京都

郁文館 ルーブリック評価型入試2/11AM→2/11PM、2期併願優遇廃止・3/9PM実施

郁文館グローバル ルーブリック評価型入試2/11AM→2/11PM

岩倉 募集定員特進30名→60名、運輸科150名→120名

桜美林 国公立コース新設、一般3回新設2/16

かえつ有明 一般2回2/12廃止

科学技術学園 理数コース情報クラス新設

蒲田女子 推薦2次新設2/2、一般2回2/11廃止

関東第一 募集定員進学Ａ160名→200名、進学Ｇ280名→200名、スポーツ40名→80名

関東国際 一般3回2/18→2/17、普通科推薦一般各55名→各60名、外国語科推薦一般各105名→各120名、
日本文化コースは国内生募集停止、外国人のみ募集

北豊島 国際英語　推薦一般各20名→各25名

共立女子第二 募集定員帰国若干推薦60名一般100名→帰国10名推薦80名一般90名

国立音大 一般3回2/16→2/15

京華女子 一般2回2/11→2/13、一般3回2/14廃止

啓明学園 一般2回2/11→2/12

工学院大附属 推薦各コース計75名→90名、一般各コース計125名→110名

麹町学園女子 2/12にアクティブイングリッシュ入試新設

国際基督教大 一般2/10→2/11

駒込 スーパーアドバンスコース→Ｓコース、特Ｓコース新設

駒沢学園女子 募集定員推薦100一般100名→推薦120一般120名、一般入試の英にリスニングも出題

駒場学園 一般2回2/13→2/11

桜丘 CLの思考力入試廃止、特待希望の場合5科or3科、通常希望ならは英国or英数で受験

実践学園 ＬＡ＆Ｓ（リベラルアーツ＆サイエンス）コース新設・クラス名はグローバル・留学クラス、ＳＳ［男
子サッカー・野球部のみ］（スポーツ・サイエンス）コース新設

芝浦工大附属 一般2/10→2/12

下北沢成徳 推薦80名一般120名→推薦一般各100名、一般3回2/15→2/12

自由ヶ丘学園
特別選抜コース→特別選抜PG（プログレス）コース、総合選抜コース→選抜進学SR（サイエンス）・選
抜進学Ｇ（グローバル）・選抜進学AS（アスリート）の3コースに再編、総合進学コース→総合進学F（フ
ロンティア）コース、一般3回2/15→2/16

自由学園 一般1回（2/10）→一般、一般2回（3/1）廃止

修徳 特進クラス→特進選抜コース特進クラス、文理選抜クラス→特進選抜コース選抜クラス、文理進学コー
ス英語選抜クラス・同文理進学クラスは変更なし、文理進学英語含む推薦一般各90名→各80名

潤徳女子 一般2回2/14→2/12、美術デザイン推薦34名一般36名→推薦35名一般35名

松蔭 一般2回2/13→2/12

昭和第一 一般2回2/16→2/15

学校名 変更点
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聖学院 帰国一般1/17→1/16

成蹊 推薦入試新設 定員は10名3科適性＋面

成城 高校募集停止、完全中高一貫化

聖徳学園 難関国公立一般45名→30名、文理進学推薦15名→35名・一般60名→100名

専修大附属 推薦・一般とも男子130女子70名→男子110女子90名

玉川聖学院 一般1回2/10→2/11、一般2回2/11→2/13

中央学院大中央 募集定員普通推薦17名一般18名→推薦25名一般25名、商業推薦32名一般33名→推薦25名一般
25名

帝京大帝京 募集定員推薦90名→100名・一般は変更なし、一般2回新設2/11

帝京八王子 一般（2/11）→一般1回・文理35名医療系特進8名→文理30名医療系特進8名、一般2回新設2/16
文理5名3科から2科選択＋面

東亜学園 特進　推薦22名一般23名→推薦10名一般35名

東京音大附属 大学の中目黒代官山キャンパス開設に伴い、2020年度までに護国寺から雑司ヶ谷（南池袋）に移転予
定

東京家政学院 スタンダードクラス→リベラルアーツクラス

東京家政大附属 躍進i-Eクラス→Eクラス、躍進iクラス→iクラス、Eクラス推薦一般各40名→各30名、iクラス推
薦一般各60名→各70名

東京純心女子 一般1回（2/10）3科＋面→（3科or5科）＋面、一般2回2/13→2/11

東京女子学院
グローバルスタディコース→SA（スタディアブロード）コース、グローバルキャリアコース→SL（セ
レクトラーニング）コース・推薦一般各100名→各80名、FC（フードカルチャー）コース新設・推薦
一般各20名

東京立正 イノベーションコース新設推薦5名一般10名

東洋 2019年は定員350名→320名

東洋大京北 推薦80名→60名、一般は変更なし

二松学舎大附属 Ｃ推薦新設

新渡戸文化 一般志入試2/10→2/11、併願・一般1回2/11→2/10、一般2回新設2/14全コース3科から2科
選択＋面

日本女子体育大二階堂 一般2回2/18→2/17、併願優遇2回2/15→2/17

日体大桜華 高校募集で2019年度からダンスパフォーマンス専攻新設、ダンスパフォーマンス専攻は、2年次の
総合スポーツコース選択の中のさらに専攻として新設、入学時点では普通科1本は変わらず

日本工大駒場 総合進学。理数工学の一般2回（2/12）でマイワーク入試新設、作＋面

広尾学園 本科募集停止　インター若干名→10名　医進サイエンス20名→30名、一般2回2/14→2/12

文化学園大杉並 一般2回2/13→2/12、ダブルディプロマ推薦15名一般15名→推薦40名一般35名、特進推薦30
名一般50名→推薦30名一般40名、進学推薦30名一般60名→推薦30名一般40名

文華女子 大学進学コース→選抜コース、総合進学コース→進学コース、推薦入試の適性検査廃止・面接のみ

宝仙学園共学部 推薦25名一般50名→推薦10名一般60名

宝仙学園女子部 進学コース募集停止、2019年度は保育コースのみの募集、推薦30名一般35名→推薦15名一般15
名、ＡＢ推薦の面接→プレゼン面接、Ｃ推薦プレゼン面接→作＋プレゼン面接

学校名 変更点
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武蔵野大学
（現 武蔵野女子学院）

校名を「武蔵野女子学院」から「武蔵野大学」に変更。文系創造・理系医療コース→統合してハイグレー
ド選抜コース、国際交流コース→インターナショナル選抜コース、総合進学コース→本科コース、ハ
イグレード選抜コース推薦一般各35名、インターナショナル選抜コース推薦一般各30名、本科コー
ス推薦一般各50名

目黒日本大学
（現 日出）

日本大学の準付属校化、校名を「日出」から変更、現行の国際、特進、進学、スポーツ、芸能の5コー
ス→進学コース（特進クラス・N進学クラス）とスポーツ・芸能コース（スポーツクラス・芸能クラス）
の2コース制

村田女子

コース設定や教育内容を大きく刷新、グローバルリーダーコース新設、特進アドバンストαコース→
スーパー特進コース、特進アドバンストβコース→特進コース、普通スタンダードコース募集停止、
商業アドバンストコース→スーパーライセンスコース、商業スタンダードコース→ビジネスライセン
スコース、一般3回2/13に新設

明治学院 一般1回2/10→2/11

明大中野八王子 スポーツ単願12名以内→15名以内

明法 高校募集のみ共学化、募集定員男子推薦40名一般40名→男女計推薦推50名一般50名、中学は男子
校のまま

目黒学院 一般Ｃ2/17→2/18

目白研心 選抜コース→総合コース

安田学園 Ｓ特で推薦入試実施、募集定員Ｓ特一般特待入試のみ24名→推薦4名一般5名特待15名，特進推薦
57名一般57名→推薦50名一般64名、進学推薦60名一般60名→推薦50名一般70名

立教池袋 若干名→15名、リスニング・ライティングを含む英＋自己アピール面→英エッセイ＋英インタビュー
（スピーキング）＋自己アピール面・英インタビューと自己アピール面は別々に実施

神奈川県

麻布大附属 2019年度から仮称・Ｓ特進（最上位）新設

英理女子学院
（現 高木学園女子）

校名を「高木学園女子」から変更、iグローバル部新設80名（STEAM教育・科学、技術・工学・芸術・
数学の頭文字）、在来のコースは普通科に統一してキャリア部280名とし、2部制。普通科→キャリ
ア部教養進学コース、商業科→同ビジネスデザインコース、情報科→同情報デザインコース、家庭科
→同ライフデザインコース

関東学院六浦

ＧＬＥ（Global Leaning through English）推薦新設・ラグビー推薦5名→一般・ＧＬＥ推薦計ラグビー
含む25名、英語・ラグビー入試→一般・ＧＬＥ入試、英語・ラグビー一般計25名→一般・ＧＬＣ計ラ
グビー含む25名、通常クラスの一般入試再開・書類選考のみ、英語入試はＧＬＥとし、ターム留学ま
たは1年留学必須

鶴見大附属 一般Ｂ（特待チャレンジ）2/22→2/19

桐蔭学園
一般2回（2/12）廃止、募集定員プログレス推薦20オープン50書類80名→推薦30オープン30書
類130名、アドバンス推薦30オープン60書類120名→推薦80名オープン40名書類170名、スタ
ンダード推薦110オープン60書類120名→推薦90オープン20書類60名

日本大学（日吉） 帰国・国際生1/22→12/16、一般140名→150名

白鵬女子

セレクトコース→セレクトコースβ、セレクトコースα新設、募集定員セレクト推薦16一般16名→
セレクトαβ各推薦15一般15名、国際αβ各推薦16一般16名→推薦15一般15名、メディア表
現αβ各推薦18一般18名→推薦15一般15名、保育推薦18一般18名→推薦16一般16名、総合
推薦36一般36名→推薦32一般32名、スポーツαβとフードコーディネートは変更なし

横浜学園 クリエイティブコース新設、特進コース募集停止

横浜富士見丘
女子とは別に男子の理数特進クラスを募集、2年次からは女子のグローバル＆サイエンスクラスの理系
希望者と混合、女子のみのグローバル＆サイエンス・スタンダードの2クラス募集は変わらず、グロー
バル＆サイエンスのうち文系希望者は2年次に女子だけの文系特進クラス（仮称）に進級する予定

学校名 変更点
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千葉県

市川 前期単願推薦3科→5科、定員前期一般50名→55名、後期35名→30名

市原中央 前期3回1/27→1/28

植草学園大附属 前期選抜→前期選抜Ａ、前期選抜Ｂ新設1/25・3科＋面、後期2/22→2/21

木更津総合 前期3回1/27→1/26

暁星国際 後期Ｂ2/24→2/25

敬愛学園 前期1/18→1/17

国府台女子学院 英語科：英国→3科、Ｂ推薦廃止・一般入試として実施

秀明八千代 後期2回2/24→2/26、国際英語コース3科から2科＋面→英数＋面or英国＋面

翔凜 前期3回1/28→1/29

昭和学院 前期196名→156名、特進入試英語50分100点→75分150点（国数は変更なし、英語に比重をか
けた入試）

聖徳大附属女子 特進→Ｓ探究、進学→ＬＡ（リベラルアーツ）、後期2回（2/24）廃止

千葉明徳 前期Ｃ一般1/27→1/26、全体定員特進40名→60名、進学ＨＳ・Ｓ計200名→180名

千葉県安房西 後期廃止

中央学院 Ｂ推薦2回1/19→1/21、Ｓ特進選抜1/19→1/21、後期2/6→2/5

東海大浦安 前期280名→250名

成田 前期一般120名特別技能生40名→一般110名特別技能生50名

二松学舎大附属柏 進学コース165名→160名

日大習志野 定員前期Ｂ（併願）180名→170名、後期40名→20名、スポーツ推薦剣道新設若干名、実績＋3科
＋面

茂原北陵 併願推薦1/17→1/18、単願推薦・一般1/18→1/17

横芝敬愛 前期2回1/25→1/24

和洋国府台 後期2/5→2/23、前期特進35名進学85名ファッション30名→特進30名進学95名ファッション
25名

埼玉県

青学大浦和ルーテル
（現浦和ルーテル） 「青山学院大学系属浦和ルーテル」に校名変更、2回2/3→2/5

秋草学園 3回2/9→2/8

浦和麗明 特選Ⅲ新設、保育進学募集停止、特選Ⅰ類30→60名、特選Ⅱ類30→60名、新設の特選Ⅲ類60名、
特進Ⅰ類30→70名、特進Ⅱ類30→70名

盈進学園東野 特進Ｉ（インターナショナル）新設、特進αβコース→統合して特進Ｓコース、進学コース→進学コー
スＡ（アドバンス）、募集定員は特進Ｉ35特進Ｓ105進学Ａ210名

大妻嵐山 スーパーアドバンスSSコース新設、大妻グローバルコース単願のみ3科＋面→英国＋面or英数＋面

大宮開成 1/24の入試で特待選抜、テスト結果で選考

開智未来 募集定員Ｓ未来30→60名、開智60→30名

春日部共栄 募集定員特進Ｓ系120名→140名・他コースは変更なし

学校名 変更点
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埼玉平成 オープン入試（2/18）廃止

狭山ヶ丘
Ⅰ類最難関国立大学進学→最難関国立進学、難関国立・私立進学コース新設、Ⅱ類特別進学→特別進学、
Ⅲ類総合進学→総合進学・専願併願実施→専願のみ・男女募集→男子野球・サッカーのみ、募集定員は
最難関国立進学80名、難関国立・私立進学120名、特別進学160名、総合進学40名

自由の森学園 併願推薦・一般2回2/2→2/9、一般3回2/18→2/24

秀明 一般2/3→2/2

秀明英光 一般2/3→2/2

正智深谷 一般2/17→2/16

昌平 ＩＢ（国際バカロレア）コース新設、標準進学コース選抜クラス→選抜進学コースに改称

西武台 一般2/3→2/2

聖望学園 一般2/2→2/4

東京成徳大深谷 2月入試2/3→2/9

星野 女子部国際教養コース募集停止、女子部文理特進・英語特進→統合してⅡ類選抜、文理英語→Ⅰ類、
共学部Ｓ類→Ｓ類特進選抜

本庄第一 Ｓ特進・特進コース→統合してＳ類型、進学αコース→ＡⅠ類型、進学βコース→ＡⅡ類型、単願2
回併願3回2/17→2/23

武蔵越生 一般2/1→2/4

武蔵野音大 一般2/11→2/10

茨城県

茨城 一般1/16→1/15

茨城キリスト教 一般1/16→1/17

江戸川学園取手 入試科目は3科＋面→3科＋面or5科＋面、東大コース新設30名、普通105名→75名

鹿島学園 一般1/20→1/19

水城 一般1/21→1/20、一般再受験1/30→1/29

聖徳大取手聖徳女子 吹奏楽部推薦入試、駅伝部推薦入試新設

つくば国際大 一般1/20→1/19

つくば国際大東風 一般1/19→1/21

つくば秀英 進学ＡＢコース、進学スポーツコース→統合して進学Ｔコース

水戸啓明 一般1/17→1/18

水戸葵陵 一般1/18→1/17、スポーツ推薦→書道が加わって特技推薦に改称、チャレンジ入試新設1/27・5科（3
科5科併用判定）

茗渓学園 一般1/27→1/26、ＩＢ1/27→1/26

明秀学園日立 一般1/19→1/16

学校名 変更点


