2015 年度私立高校入試変更点
2014 年 10 月 15 日現在
◎

2015 年度の主な変更点です。変更予定を含みます。更なる変更も考えられますので、必ず各校の要
項で確認してください。

◎

募集定員のみの変更は原則として割愛しています。

【東京 23 区】
・郁文館 (都外対象)併願推薦新設 1/22 と 1/23、一般 2/11 のみ→2/10 と 2/11、一般Ⅱ期新設 3/10、
東大クラス選抜入試新設 2/12 若干名 3 科
・郁文館グローバル (都外対象)併願推薦新設 1/22 と 1/23、一般 2/11 のみ→2/10 と 2/11、一般Ⅱ期新
設 3/10
・かえつ有明・一般入試再開

帰国生のみの募集→一般入試再開、推薦は実施せず、一般入試のみで、

公立高校との併願優遇は実施。定員男女計 80 名・帰国生含む、日程は 2/11、3 科・面接、数国は都
立高校の問題に記述問題を増やすイメージ、英語は都立国際の自校作成問題のイメージです。併願優
遇については 5 科 23・ただし英語は 5、を基準とする予定
・蒲田女子 幼児教育コース→幼児教育・保育コース、同コース以外の総合進学(医療福祉・スポーツ)
コースと生活文化コースは統合してキャリアデザインコース
・関東国際 演劇科募集停止、公立併願優遇廃止
・京華 一般 S 特→一般 2 回(Ｓ特以外も募集)・2/11→2/12、一般 2 回(2/13)→新一般 3 回
・京華商業 推薦入試事前提出作文廃止・適性検査(3 科)実施
・京華女子 推薦Ｂ1/22・1/23→1/22 のみ
・京北 男子校から共学化、北区赤羽台から文京区白山に移転、東洋大学京北に校名変更、特進・進学
の 2 コース制を廃止して単一コースに変更
・佼成学園 難関国公立コース新設
・佼成学園女子 スーパーグローバルクラス新設(ＳＧＨ対応)
・国学院久我山 推薦・一般・帰国とも男子は文科系・理科系を選択、女子は理科系のみ募集
・国士舘 選抜クラス新設、普通→進学
・桜丘 クリエイティブリーダーズ(ＣＬ)コース新設、ＣＬコースは通常の 3 科入試の他に思考力テス
トも実施・検査Ⅰは 5 科総合、検査Ⅱは映像または文章を見て解答する問題、表現力・論理的思考力
の問題
・品川エトワール 一般類型に 1 年次から選抜クラス(大学受験指導重点)新設、希望制だが入試結果で
の選抜実施 特に募集では区別しない、入学決定後のクラス分け時に実施
・淑徳 一般 2 回 2/12 廃止、一般 3 回(2/14)→新一般 2 回
・淑徳ＳＣ 推薦 3 科適性→3 科
・潤徳女子 ビジネスＩＴコース(商業科)募集中止
・青稜 一般入試 2/12→2/13

・大東文化大第一 推薦Ｂ1/22or23→1/22、一般
2/11→一般 1 回 2/10、一般 2 回 2/11
・千代田女学園 進学コース国際専攻→グローバルリーダーコース
・貞静学園 Ｃ推薦廃止
・東亜学園 文理特進コース→特進コース、文理コース→総合選抜コース
・戸板女子 女子校から共学化、三田国際学園に校名変更
・東京家政学院 特進コース募集再開、一般入試 2/12 新設 3 科 10 名、英語特待(入試科目英のみ)10 名
・日本女子体育大二階堂 Ｂ推薦(都外対象)新設 1/22 面接、スポーツ推薦新設 1/22 面接、一般入試 2
回新設 2/14・科目は 2/11 と同様で総合進学と保健福祉が 5 科から 2 科選択+面・体育は 5 科と体育実
技の計 6 科から 2 科選択+面、併願優遇 1 回(2/10)作文+面→3 科+面、併願優遇 2 回 2/16→2/12
・日本橋女学館 難関大学進学コース→難関進学コース、進学コーススポーツクラス募集停止
・文化学園大杉並 ダブルディプロマコース新設 Ａ推薦 1/22 英語適性検査+英語口頭試問+面 10 名、
Ｂ推薦(神奈川除く都外)日程科目はＡ推薦と同じ若干名、一般 2/13 国数(文大杉並標準問題)+ 英語
適性検査+英語口頭試問+面 10 名
・文京学院大女子 英語・理数・特進・文理の 4 コースを全面的に再編、理数キャリア(サイエンス)の
アドバンスト 30 名とスタンダード 30 名、国際教養(グローバルスタディーズ) のアドバンスト 30 名
とスタンダード 60 名、スポーツ科学(スポー
ツサイエンス)25 名
・朋優学院 一般 2/10・11・12→2/10・11・13
・宝仙理数インター 一般入試 3 月実施は廃止
・保善 併願推薦 1/23→1/22
・目黒学院 普通総合・体育コース(男子のみ募集)→男子部普通総合・体育コース、特進コース(共学募
集)プレミアム・アドバンス・スタンダードクラス→共学部プレミアム・アドバンス・スタンダードコ
ース、共学部スーパープレミアムコース新設
・目白研心 スーパーイングリッシュコース新設
【東京多摩地区】
・聖徳学園 難関特進クラス新設推薦 5 名一般 1 回 15 名・2 回 15 名、難関大チャレンジ→一般・推薦
20 名→15 名、一般入試 2/11・12→2/10・11
・創価 一般入試に帰国枠新設
・大成 特進コース推薦の適性検査を廃止、Ｂ推薦入試廃止
・八王子学園八王子 アスリートコース新設、文理進学・文理普通・芸術の 3 コースを進学コースとし
て統合し、その中のクラス分けとして文理選抜を新設、文理普通・芸術を総合進学クラスに統合し、
その中の選択類型として進学・音楽・美術を設定、コース・類型をまとめると、文理特進は変更なし、
進学コース文理選抜が新設、文理進学→進学コース文理進学、文理普通→進学コース総合進学、芸術
→進学コース総合進学音楽・美術選択
・藤村女子 Ｓ特コース新設、総合コース特進クラス→特進コース、総合コース進学クラス→進学コー
ス、スポーツ科学特進コース新設、スポーツ科学コースは変更なし、一般入試 2 回 2/12 新設・各コ

ースとも 3 科、全コースで推薦奨学生入試新設 3 科適性+面、全コースで一般入試奨学生新設・科目
等は一般と同じ、帰国入試新設 12/2
・武蔵野女子学院 国際交流コース(1 年留学)新設、推薦一般各 10 名、なお国際交流コース一般入試は
英国の 2 科、選抜文系コース新設(従来は 2 年次からの設置)推薦一般各 20 名
・明治学院東村山 男子のみ運動クラブ推薦新設、運動クラブ推薦は推薦定員内約 10 名、対象はアメ
リカンフットボール・柔道・バトミントン・硬式野球・ラグビー
【神奈川県】
・麻布大附属 特進クラス新設、書類選考新設
・アレセイア湘南 進学特化コース→特進コース
・慶應義塾 1 次 2/13→2/12、2 次 2/16→2/15
・相模女子大 書類選考新設
・湘南工科大附属 特進→進学アドバンスコースセレクト、普通科技術コース(大学との 7 年一貫)新設、
なおセレクトは原則として進学アドバンストコース受験生の中から、入試当日点で選抜し、事前の入
試相談は行なわない予定
・桐蔭学園 男子部・女子部・普通・理数とも一般入試Ｂ(入試相談型)3 科→書類選考
・法政第二 一般入試理社選択(ＡＢ受験)廃止・従来のＣ受験(3 科)のみに変更
・緑ヶ丘女子 特進・幼児教育コースの一般入試で書類選考新設、普通コースは実施せず
・横浜創学館 情報技術科募集停止、特進コースに書類選考新設(単・併願とも)
【千葉県】
・芝浦工大柏 上位コースとしてグローバル・サイエンスクラス新設、在来コースはジェネラル・ラー
ニングクラスと呼称
・秀明八千代 総合進学コース→総合進学Ｂコース、総合進学Ａコース新設
・聖徳大学附属女子 Ⅰ類・Ⅱ類→特進コース、Ⅲ類→進学コース
・千葉商科大附属 選抜進学Ｃ推薦廃止、後期 2 回での特進募集廃止
・千葉日大第一 前期の英検 2 級以上取得者の学力テスト免除は中止
・文理開成 特進コース・医歯薬コース→統合して医学部特進コース
・八千代松陰 普通コース単願 面接のみ→3 科+面接
【埼玉県】
・秋草学園 進学選抜コース→進学選抜コースβ類型、進学選抜コースα類型新設
・浦和ルーテル 北浦和から浦和美園に移転(14 年 12 月から)
・大宮開成 特進β募集停止、特進Ｓ→特進ＳⅠ、特進α→特進ＳⅡ
・小松原 共学化、南浦和から越谷レイクタウンに移転、叡明に校名変更、特別選抜コース新設、特別
進学コース→特進コースⅠ類・Ⅱ類に分離、進学選抜コース・総合進学アドバンス・同スタンダード
→進学コースⅠ・Ⅱ・Ⅲ類に再編、情報技術科→情報科

・小松原女子 浦和麗明に校名変更、進学選抜コース→特別進学コース、総合進学コース→進学コース、
ペットマネジメントコース新設 40 名、調理パティシエコース新設 40 名
・栄北 自動車科募集停止
・栄東 アドバンスコース募集停止
・狭山ヶ丘 Ⅳ類募集停止
・城西大付属川越 2 月一般入試新設
・西武台 特進選抜と特進を統合→特進 S、選抜→選抜Ⅰ、旧・進学→選抜Ⅱ、総合進学→新・進学、
進学コースは位置づけが変わりますので注意
・花咲徳栄 2 月一般入試廃止、食物科→食物実践科
・細田学園 特進 H コース新設(同校では最上位コース)20 名
【その他】
・聖徳学園取手聖徳女子 一般入試 1/18→県内 1/18、県外 1/15
・常磐大学 従来の推薦入試→推薦Ａ、推薦Ｂ(課外活動推薦)新設
・明秀学園日立 一般入試で英語リスニング実施
・宇都宮短大附属 一般入試 2 回(2/3)3 科→5 科
・佐野日大 入試で英語リスニング実施
・新島学園 奨学併願入試新設 1/16・3 科若干名
・前橋育英 Ⅳ類スポーツ科学の推薦・一般 実技廃止
●

2015 年度入試に向けての変更点ではありませんが、学校選択に影響が考えられる大きな変更予定を

紹介します。
・法政第二 2016 年度より共学化予定
・芝浦工大 2017 年度より板橋から江東区豊洲に移転して女子クラスを新設する予定

