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東京都

足立 インターネット出願実施

足立新田 文化スポーツ等特別推薦：バスケットボール（女子 2 名）とりやめ

足立西 インターネット出願実施

足立東 一般入試（分割後期）：実技 100 点取りやめ、作文 300 点→ 400 点

五日市 普通科ことばと情報コース→（通常の学年制）普通科、インターネット出願実施
文化スポーツ等特別推薦：ＥＳＳ国際交流男女 3 名新設

江戸川 インターネット出願実施

大泉 募集停止

大田桜台 推薦入試：推薦枠 30％→ 40％

小台橋
新設（チャレンジスクール、昼夜定時制）
推薦入試：実施せず
一般入試：志願申告書と調査書（観点別評価）、作文 600 点、個人面接 600 点で判定

科学技術 推薦入試：小論文 300 点とりやめ、プレゼンテーション実技新設 300 点

葛飾商業 推薦入試：推薦枠 30％→ 40％

葛飾野 文化スポーツ等特別推薦：柔道（男女 2 名）とりやめ

清瀬 インターネット出願実施
文化スポーツ等特別推薦：少林寺拳法（男女 2 名）とりやめ

工芸 インターネット出願実施

江東商業 推薦入試：推薦枠 30％→ 40％

江北 推薦入試：作文 300 点取りやめ。小論文新設 300 点

小平 文化スポーツ等特別推薦：とりやめ（今春は硬式野球男子 2 名、バスケットボール女子 1 名、バレーボー
ル女子 2 名を実施）

小平南 推薦入試：面接 225 点→ 240 点、作文 225 点→ 210 点

小松川 インターネット出願実施

駒場 インターネット出願実施

小山台 インターネット出願実施

芝商業 推薦入試：推薦枠 30％→ 40％

石神井 文化スポーツ等特別推薦：英語（男女 2 名）とりやめ

杉並工業 文化スポーツ等特別推薦：柔道（男子 5 名）、バレーボール（男子 5 名）とりやめ

世田谷総合 文化スポーツ等特別推薦：美術男女 2 名新設

第一商業 推薦入試：推薦枠 30％→ 40％

第四商業 推薦入試：推薦枠 30％→ 40％、調査書 400 点→ 500 点、面接 300 点→ 250 点
文化スポーツ等特別推薦：バレーボール（女子 2 名）とりやめ

第五商業 インターネット出願実施
推薦入試：推薦枠 30％→ 40％

田柄 外国文化コース募集停止（通常の学年制普通科に転換）
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竹早 推薦入試：調査書 500 点→ 400 点、面接 200 点→ 150 点、小論文 300 点→ 250 点

立川

創造理数科（1 学級）新設
創造理数科：定員が 20％、文化・スポーツ等特別推薦は行わず、調査書 500 点、個人面接 50 点、小論
文 200 点、実技として事前に提出した科学分野の研究実績報告書をもとにした口頭試問（250 点）で合
格者が決まります。基準成績に満たなければ、定員内でも不合格者を出す方針。普通科との併願はで
きません。一般入試は併願可能です。

千早 推薦入試：推薦枠 30％→ 40％

田園調布 推薦入試：作文 250 点とりやめ、小論文新設 250 点

豊島 インターネット出願実施

練馬 インターネット出願実施

農業
（都市園芸・食品科学・緑地計画） 推薦入試：推薦枠 30％→ 35％

農芸（各科） 推薦入試：推薦枠 30％→ 35％

農産（園芸デザイン） 推薦入試：推薦枠 30％→ 40％、調査書 500 点→ 450 点、面接 300 点→ 250 点

農産（食品） 推薦入試：推薦枠 30％→ 40％、調査書 500 点→ 450 点、面接 300 点→ 250 点

八丈（普通） 推薦入試：推薦枠 20％→ 5％

八丈（併合科） 推薦入試：推薦枠 30％→ 8％

晴海総合 インターネット出願実施
文化スポーツ等特別推薦：剣道男女 4 名→ 3 名、美術工芸男女 2 名新設

東村山 一般入試（分割後期）：集団面接 600 点→個人面接 600 点

東大和南 文化スポーツ等特別推薦：陸上（男女 2 名）とりやめ

府中 推薦入試：調査書 600 点→ 500 点、面接 300 点→ 200 点、作文 300 点取りやめ、小論文新設 300 点

福生 インターネット出願実施

保谷 推薦入試：面接 150 点→ 200 点、作文 350 点→ 300 点

町田（定時制） 1 学級 30 名定員削減

町田工業 文化スポーツ等特別推薦：新設（プログラミング男女 4 名）

松が谷（普通） インターネット出願実施
文化スポーツ等特別推薦：バスケットボール（女子 2 名）とりやめ

三田 インターネット出願実施

武蔵丘 推薦入試：調査書 900 点→ 500 点、面接 450 点→ 200 点、作文 450 点→ 300 点

武蔵野北 文化スポーツ等特別推薦：とりやめ（今春は英語男女 2 名を実施）

武蔵村山 文化スポーツ等特別推薦：吹奏楽（男女 1 名）、剣道（同 4 名）、ハンドボール（同 3 名）、ソフトテニス（女
子 3 名）とりやめ

目黒 インターネット出願実施

雪谷 インターネット出願実施

両国 募集停止

六郷工科
（デュアルシステム） 推薦入試：面接 300 点→ 400 点、実技 200 点→ 100 点

学校名 変更点
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若葉総合 インターネット出願実施

神奈川県

麻生 調査書の内申重点化：音× 1.2、美× 1.2、英× 1.5 →英× 1.5

麻溝台 面接の観点から「教科の学習や部活動 ･ 生徒会活動等に対して、主体的に取り組む意欲」を削除、「高
校での教科 ･ 科目等に対する学習意欲」を追加

荏田 面接の観点に「高校での教科 ･ 科目等に対する学習意欲、高校での教科 ･ 科目以外の活動に対する意欲、
学校 ･ 学科等の特色理解」を追加

海洋科学

一般コース→水産食品・無線技術・生物環境の 3 学科に改変
水産食品・無線技術・生物環境科共通：学力検査は 5 科、特色検査なし、調査書：学力検査：面接＝ 5：3：2、
重点化なし、面接の観点は「高校での教科 ･ 科目等に対する学習意欲、高校での教科 ･ 科目以外の活動
に対する意欲、学校 ･ 学科等の特色理解、将来の展望、面接の態度」で１つの観点。船舶運航と同様

神奈川総合
（国際文化）

学力検査が英数国＋理、社から 1 教科選択→ 5 科、英語重点化は変更なし、自己表現とりやめ、調査書：
学力検査：面接の比重は変更なし

川崎工科 調査書の内申重点化：英 , 数 , 理× 2 →数 , 理× 2、学力検査重点化とりやめ

市立幸
（ビジネス教養） 調査書：学力検査：面接＝ 4：3：3 → 4：4：2

相模原弥栄（普通） 調査書の内申重点化とりやめ

津久井浜 面接の観点の「高校での教科 ･ 科目等に対する学習意欲、高校での教科 ･ 科目以外の活動に対する意欲、
将来の展望」と「面接の態度」を１つの観点にまとめる

白山（美術） 調査書：学力検査：面接：実技＝ 4：4：2：4 → 4：4：2：3

秦野曽屋 調査書の内申重点化とりやめ

藤沢清流 調査書の内申重点化とりやめ、面接の観点に「高校での教科 ･ 科目等に対する学習意欲」を追加

大和南 面接の観点から「受検者の長所・特性」を削除、「将来の展望」と「特に部活動や行事に取り組む意欲、
多様性を尊重する姿勢」を追加

横須賀工業

建設科新設
学力検査は 5 科、特色検査なし、調査書：学力検査：面接＝ 4：4：2、重点化なし、面接の観点は「高校
での教科 ･ 科目等に対する学習意欲、高校での教科 ･ 科目以外の活動に対する意欲、将来の展望」で１
つの観点、「学校 ･ 学科等の特色理解、面接の態度」で１つの観点。他の課程と同様

横浜国際（国際一般）
調査書：学力検査：面接：自己表現＝ 4：4：2：2 → 4：4：2：1、面接の観点から「学校 ･ 学科等の特色理
解」を削除、「中学校での教科等に対する学習意欲、中学校 3 年間での教科等以外の活動に対する意欲」
を追加

横浜国際
（国際バカロレア）

調査書：学力検査：面接：自己表現＝ 4：4：2：4 → 4：4：2：2、面接の観点から「学校 ･ 学科等の特色理
解」を削除、「中学校での教科等に対する学習意欲、中学校 3 年間での教科等以外の活動に対する意欲」
を追加

横浜立野 調査書：学力検査：面接＝ 5：3：2 → 4：4：2

千葉県

小見川 自己表現とりやめ、面接新規実施

県柏 普通・理数で共通　面接とりやめ、作文新規実施

木更津 普通・理数で共通　面接とりやめ、作文新規実施

京葉工業 機械・電子工業・設備システム・建設で共通　面接とりやめ、自己表現新規実施

佐倉南 全日制→サンスクール（昼間部を持つ定時制）

学校名 変更点
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県千葉 作文とりやめ、その他の検査として「思考力を問う問題」を実施

柏陵 面接とりやめ、自己表現のみ実施

幕張総合 総合　面接とりやめ、自己表現のみ実施

埼玉県

上尾鷹の台 調査書特別活動 100 点→ 110 点、調査書その他 75 点→ 65 点、１次調査書換算点は変更なし

上尾南
調査書特別活動 70 点→ 100 点、調査書合計 310 点→ 340 点、１次調査書換算点 465 点→ 476 点、1 次
満点 965 点→ 976 点、1 次定員 70％→ 80％、2 次調査書換算点 310 点→ 680 点、2 次満点 810 点→ 1180
点、2 次定員 25％→ 20％、3 次とりやめ

朝霞西 1 次調査書換算点 353 点→ 334 点、1 次満点 905 点→ 834 点、2 次調査書換算点 250 点→ 215 点、2 次満
点 750 点→ 715 点

伊奈学園総合 人文系・理数系・語学系・生活科学系・情報経営系→普通学系、スポーツ科学系と芸術系は変更なし

伊奈学園総合
（スポーツ科学系・芸術系）

実技 100 点→ 150 点、1 次満点 934 点→ 984 点、2 次調査書換算点 500 点→ 334 点、2 次実技換算点 500
点→ 300 点、2 次満点 1500 点→ 1134 点

岩槻（普通）
調査書特別活動 40 点→ 60 点、調査書その他 15 点→ 30 点、調査書合計点 325 点→ 360 点、1 次調査書
換算点 494 点→ 468 点、1 次満点 994 点→ 968 点、2 次調査書換算点 390 点→ 360 点、2 次満点 890 点
→ 860 点、2 次定員 30％→ 27％、3 次新設 3％

岩槻（国際文化）
調査書特別活動 40 点→ 60 点、調査書その他 15 点→ 30 点、調査書合計点 325 点→ 360 点、1 次調査書
換算点 494 点→ 468 点、1 次満点 994 点→ 968 点、2 次調査書換算点 390 点→ 360 点、2 次満点 890 点
→ 860 点

岩槻商業 面接とりやめ、1 次満点 1100 点→ 1000 点、2 次満点 850 点→ 750 点、2 次定員 20％→ 15％、3 次新設 5％

岩槻北陵 2 次定員 24％→ 30％、3 次定員 16％→ 10％

市立大宮北（普通） 学校選択問題を採用

市立大宮北（理数）

学校選択問題を採用
学力検査の傾斜配点（理数 2 倍 700 点満点）とりやめ、１次調査書換算点 467 点→ 350 点、1 次満点
1167 点→ 850 点、2 次調査書換算点 300 点→ 215 点、2 次満点 1000 点→ 715 点（すべて普通科と同じ
値に変更）

春日部工業（全科） 調査書その他 30 点→ 25 点、調査書満点 365 点→ 360 点、1 次調査書換算点 438 点→ 432 点、1 次満点
988 点→ 982 点、2 次調査書換算点 584 点→ 576 点、2 次満点 1134 点→ 1126 点

川口市立
（スポーツ科学）

調査書特別活動 120 点→ 150 点、調査書その他 60 点→ 30 点、実技満点 100 点→ 50 点、1 次満点 1000
点→ 950 点、2 次実技換算点 200 点→ 100 点、2 次満点 1250 点→ 1150 点

川口北 調査書特別活動 50 点→ 80 点、調査書合計 280 点→ 310 点、１次調査書換算点は変更なし、2 次定員
27％→ 30％、3 次廃止

川口東 2 次面接換算点 20 点→ 40 点、2 次満点合計 865 点→ 885 点

川越西 調査書特別活動 55 点→ 50 点、調査書その他 15 点→ 20 点

久喜北陽 2 次定員 37％→ 40％、3 次とのやめ

熊谷女子 1 次調査書換算点 340 点→ 334 点、1 次満点 840 点→ 834 点、2 次調査書換算点 220 点→ 215 点、2 次満
点 720 点→ 715 点、

越ヶ谷 評定中 1：中 2：中 3 ＝ 1：1：2（180 点満点）→ 1：1：3（225 点満点）、調査書特別活動 60 点→ 80 点、調
査書満点 260 点→ 325 点、1 次・2 次の調査書換算点は変わらず

学校名 変更点
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幸手桜 1 次調査書換算点 500 点→ 750 点、1 次満点 1100 点→ 1350 点、2 次面接換算点 150 点→ 100 点、2 次満
点 1150 点→ 1100 点

狭山工業（全科） 2 次調査書換算点 340 点→ 500 点、2 次実面接換算点 320 点→ 160 点

庄和 評定中 1：中 2：中 3 ＝ 1：2：2（225 点満点）→ 1：1：3（225 点満点）

白岡
評定中 1：中 2：中 3 ＝ 1：1：1（135 点満点）→ 1：1：2（180 点満点）、調査書特別活動 105 点→ 140 点、
調査書満点 260 点→ 340 点、1 次調査書換算点 390 点→ 340 点、1 次満点 990 点→ 940 点、2 次調査書
換算点 520 点→ 680 点、2 次満点 1120 点→ 1260 点

秩父農工科学（全科）
調査書特別活動 110 点→ 80 点、調査書その他 15 点→ 25 点、調査書満点 350 点→ 335 点、1 次調査書
換算点 490 点→ 495 点、1 次満点 1090 点→ 1095 点、2 次調査書換算点 700 点→ 660 点、2 次満点 1300
点→ 1260 点

鳩山（全科） 評定中 1：中 2：中 3 ＝ 1：1：1（135 点満点）→ 1：1：2（180 点満点）、調査書点合計 205 点→ 250 点、1 次・
2 次の調査書換算点は変わらず

飯能 評定中 1：中 2：中 3 ＝ 1：2：2（225 点満点）→ 1：1：3（225 点満点）

深谷 2 次定員 25％→ 30％、3 次とりやめ

吹上秋桜 １次面接換算点 300 点→ 150 点、1 次満点 1300 点→ 1150 点

ふじみ野（普通）
評定中 1：中 2：中 3 ＝ 1：2：2（225 点満点）→ 1：1：3（225 点満点）、調査書その他 25 点→ 15 点、調査
書満点 350 点→ 340 点、1 次調査書換算点 350 点→ 340 点、1 次満点 900 点→ 890 点、2 次調査書換算
点 420 点→ 408 点、2 次満点 970 点→ 958 点

ふじみ野
（スポーツサイエンス）

評定中 1：中 2：中 3 ＝ 1：2：2（225 点満点）→ 1：1：3（225 点満点）、調査書その他 25 点→ 15 点、調査
書満点 450 点→ 440 点、1 次調査書換算点 450 点→ 440 点、1 次満点 1400 点→ 1390 点、2 次調査書換
算点 540 点→ 528 点、2 次満点 1760 点→ 1748 点

不動岡 外国語科→普通科に転換

三郷北 調査書その他 60 点→ 40 点、調査書満点 450 点→ 430 点、1 次調査書換算点 450 点→ 430 点、1 次満点
1000 点→ 980 点、2 次調査書換算点 900 点→ 860 点、2 次満点 1500 点→ 1460 点

宮代 面接点 100 点→ 50 点、1 次満点 1095 点→ 1045 点、2 次面接換算点 100 点→ 50 点、2 次満点 1350 点
→ 1300 点

与野 評定中 1：中 2：中 3 ＝ 1：2：2（225 点満点）→ 1：2：3（270 点満点）、調査書満点 325 点→ 370 点

和光国際（普通）
評定中 1：中 2：中 3 ＝ 1：1：2（180 点満点）→ 1：1：3（225 点満点）、調査書特別活動 56 点→ 70 点、調
査書その他 16 点→ 20 点、調査書満点 252 点→ 315 点、1 次調査書換算点 335 点→ 334 点、1 次満点
835 点→ 834 点、2 次調査書換算点 219 点→ 217 点、2 次満点 719 点→ 717 点

和光国際（外国語）
評定中 1：中 2：中 3 ＝ 1：1：2（180 点満点）→ 1：1：3（225 点満点）、調査書特別活動 56 点→ 70 点、調
査書その他 16 点→ 20 点、調査書満点 252 点→ 315 点、1 次調査書換算点は変更なし、2 次調査書換算
点 259 点→ 258 点、2 次満点 859 点→ 858 点

学校名 変更点


