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東京都

足立学園 適性検査型（2/1AM）→特奨1回適性検査、旧特奨1回（2/1PM）→新特奨2回、旧特奨2回（2/2PM）
→新特奨3回、旧特奨3回（2/3PM）→新特奨4回、いずれも呼称変更のみ

跡見学園

1回（2/1AM）・2回（2/2AM）・3回（2/3AM）各IクラスPクラス募集4科、I選考（2/1PM）2科、P
選考（2/2PM）自己PR＋総合学力を全面変更→P1回2/1AM2科4科、P2回2/2AM2科4科、I1回
2/1PM2科、I2回2/2PM2科、I3回2/4AM思考力or英語コミュニケーションスキル、I4回2/5AM2
科4科、I各回はPへのスライド実施、定員配分後日発表

郁文館

帰 国1回12/10→12/9、 帰 国2回12/24→12/23、 帰 国3回1/7PM→1/6AM、1回（2/1AM）
→進学1回（呼称変更のみ）、2回（2/2AM）→進学2回（呼称変更のみ）、3回（2/3AM）→進学3
回・5名→10名、4回（2/4AM）→進学4回・5名→10名、適性特奨1回（2/1AM）適性ⅠⅡ→適
性ⅠⅡor適性ⅠⅡⅢ、旧適性特奨2回（2/1PM）5名廃止、旧適性特奨3回（2/2AM）→新適性特
奨2回・適性ⅠⅡ→適性ⅠⅡor適性ⅠⅡⅢ、新適性特奨3回新設2/4PM適性ⅠⅡ5名、特別編成
2/18PM→2/17PM、特奨1・2回（2/1PM、2/4AM）とGL特進（2/2PM）は変更なし

上野学園

S（2/1AM）適性ⅠⅡ→適性ⅠⅡor適性ⅠⅡⅢ、B（2/1PM）2科4科→4科より2科、A（2/1AM）・
B・S計アドヴァンスト20名プログレス35名→アドヴァンスト20名プログレス20名、C（2/2AM）
2科4科→2科or国算英から1科、特待チャレンジ新設2/4PM2科、Dアドヴァンスト5名プログレ
ス10名→D特待チャレンジ計アドヴァンスト10名プログレス5名、自己表現1回新設2/2AM作＋
プレゼン、自己表現2回新設2/4AM作＋プレゼン、自己表現1・2回計プログレス10名

穎明館 帰国入試新設1/6AM2科＋面10名

江戸川女子 帰国12/4→11/26、1回（2/1AM）→4科1回（呼称変更）、2回（2/2AM）→4科2回（呼称変更）、
2科入試新設2/2PM2科、3回（2/3AM）→4科3回（呼称変更）

桜華女学院

校名変更：日本体育大学桜華、旧1回午前（2/1AM）→新1回・2科＋面orAO→2科＋面or適性読解
＋作＋面orAO・20名→15名、旧1回午後（2/1PM）→新2回・10名→5名、旧2回（2/2PM）→新
3回（呼称変更のみ）、旧3回（2/3AM）→新4回（呼称変更のみ）、5回新設2/4AM適性読解＋作＋
面5名

大妻多摩

帰国入試11/27→11/26、プレゼン入試2/2AM→2/4AM・出願資格帰国・国際生→一般も含む・一
般2回と合わせて50名→若干名、一般2回（2/2AM）プレゼン入試と合わせて50名→40名、合科
試験2/4AM→2/2AM・一般3回と合わせて20名→10名、一般3回（2/4AM）合科試験と合わせて
20名→20名、2/1AMと2/1PMは変更なし

大妻中野

コアコース廃止、主に2/1・2/3の入試内容を変更、帰国生1回11/26→11/25、帰国生2回
1/14→1/13、2/1AMはアドバンスト1回（2科4科、旧コア入試の代替）・グローバル1回（2科＋英）・
新思考力入試（2/4から移行・総合型）、2/1PMはアドバンスト2回（2科）、2/2PMはアドバンスト
3回（2科）、2/3AMはアドバンスト4回（2科4科）・グローバル2回（2科＋英）、2/3PMに算数入試（算
のみ）新設、グローバル入試は英有資格者の英試験免除

小野学園

旧1回（2/1AM）→新特待1回・2科→2科or2科＋GP（面or実技orプレゼン）・15名→20名、旧特
待1回（2/1PM）15名廃止、旧2回（2/2AM）10名廃止、特待2回（2/2PM）2科→2科or2科＋GP

（同）・10名→15名、特待3回新設2/4AM2科or2科＋GP（同）10名、適性1（2/1AM）・2（2/1PM）
回は変更なし（特待入試と一般入試の区分とりやめ）

開智日本橋 4回（2/3PM）2科＋理社英から1科→2科＋英or4科、5回（2/4AM） 2科＋理社英から1科→2科
＋英or4科

かえつ有明

英語入試（2/1PM）2科＋英→英＋英面（帰国生と同じクラスに入るため）、帰国2科面接1回新設
11/23・2科＋面、帰国B→帰国2科面接2回・2/2PM→1/26PM、帰国A-1（11/23）→帰国アドバ
ンスト（呼称変更）、帰国A-2の1回→帰国オーナーズ1回・12/11→12/10、帰国A-2の2回→帰国
オーナーズ2回・1/30→1/26

学習院女子 帰国1/21AM→1/20AM

学校名 変更点
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川村 新3回 新 設2/2AM国 算 英 か ら2科、 旧3回 → 新4回・2/3AMor2/4AM→2/3AM、5回 新 設
2/5AMor2/6AM2科、旧3回10名→新3～5回計10名

神田女学園

アドパンスト入試・フューチャー入試廃止、グローバル入試に一本化、アドバンスト30名フューチャー
30名グローバル10名→全計100名、入試設定大幅変更1回2/1AM・2回特待選抜2/1PM・3回特待
選抜2/2PM・4回2/4AM・5回2/4PM、2科基礎＋英→1・2回は2科or英国or適性（適性型入試を
統合）、3・5回は2科or英国、4回は2科

北豊島 英語入試2/2AM→2/1AM・英＋面→英＋（国or算）＋面・10名→1回（2/1AM）とあわせて60名

共栄学園 2回特進（2/1PM）→2回特待、3回特進（2/2AM）→3回特待、4回2科・適性②2/5AM→2/4AM

共立女子
帰国生1/8→12/3・2科＋作→算＋（国or英）＋作・10名→20名、A（2/1AM）150名→130名、B

（2/2AM）120名→110名、インタラクティブ入試新設2/3PM20名・算＋英インタラクティブトラ
イアル、なおC（2/3AM合科）は変更なし

共立女子第二 適性検査型2/1PM→2/1AM、1回午後（2/1PM）35名・英語4技能（2/1PM）10名→計40名、2
回（2/2AM）25名→30名

国立音大附属 1回（2/1AM）音楽実技型・音楽教科型・普通計50名→計40名、2回（音楽教科型・普通教科型とも）
2/2PM→2/2AM、3回（音楽実技型・音楽教科型・普通教科型とも）2/6AM→2/10AM

京華

特選入試1回午前（2/1AM）4科→4科or英算、同1回午前午後（2/1PM）計30名→40名、同適性
検査型（2/2AM）10名→15名、同2回（2/2PM）・3回（2/3AM）は変更なし、中高一貫入試1回

（2/1AM）60名→50名、同2回（2/2AM）20名→15名、同3回（2/3AM）は変更なし、適性検査型
2/2AM→2/1AM

京華女子 適性（2/1AM）10名→15名、3回（2/3AM）10名→5名、帰国1/7→12/16

恵泉女学園
S（2/1PM）→S1回（呼称変更）、A1回（2/2AM）→A（呼称変更）、A2回（2/4AM）4科30名→S2
回（2/3PM）2科30名
※2018年度は2/4が日曜日のため2/3午後に移動

啓明学園 国際12/10→12/9、一般は変更なし

工学院大附属 2回B（2/2PM）2科→2科or算＋面　他の一般入試は変更なし

攻玉社 国際1/12→1/11

麹町学園女子

1日午後（2/1PM）→1日午後特待・25名→特待5・一般15名、アクティブイングリッシュ入試
（2/2AM）若干名→20名、2日みらい型思考力新設2/2AM作＋適性型総合10名（アクティブイング
リッシュと並行実施）、2日午後特待20名→特待5名一般5名、7日みらい型思考力新設2/7AM作＋
適性型総合5名（7日一般と並行実施）

佼成学園 1回（2/1AM）50名→60名

佼成学園女子

1回B（2/1PM）2科4科or英orPISA型→2科4科or自己アピールorPISA型、2回A（2/2AM）2科
→2科or英語型、2回B特奨（2/2PM）2科→特奨2科と自己アピールの並行実施、3回（2/4AM）2
科or自己アピール→2科、5回新設2/11AM2科orPISA型、1回A（2/1AM）と4回（2/5AM）は変
更なし

國學院久我山
女子部一般クラス→CCクラス（※CC→Cultural Communicationの略、週2時間「Global Studies」
として体験型プログラムを実施、4技能を中心の英語力強化等のカリキュラムを実施）、帰国
1/8AM→1/7AM

国士舘 3回2/2AM→2/3AM、4回2/4AM→2/5AM

駒込

スーパーアドバンス→国際先進、アドバンス→本科AGS、1回（2/1AM）2科4科→2科4科or2科
＋英、2回（2/1PM）4科→4科or2科＋英、2回適性（2/1PM）数的処理＋思考表現＋理社総合→数
的処理＋思考表現or数的処理＋思考表現＋英、3回（2/2AM） 2科4科→2科4科or2科＋英、4回
2/5AM→2/4AM・4科→2科4科

学校名 変更点
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駒沢学園女子

1回午前（2/1AM）2科4科→2科4科or1科選択（国or算）、1回午後（2/1PM）2科→2科or1科選
択（国or算）・5名→15名、2回午前（2/2AM）2科4科→2科or表現型（課題作文）・10名→5名、4
回（2/5AM）2科or作→2科、1回適性（2/1AM）・2回午後（2/2PM）・3回（2/3AM）は変更なし、
スカラシップ入試1回午後・2回午後→1回午前・午後

桜丘 帰国2回12/11→12/10

実践学園
1回（2/1AM）・2回（2/1PM）・3回（2/2AM）とも2科4科→2科or2科＋理社英から1科、4回

（2/2PM）2科→2科or2科＋理社英から1科、5回（2/4AM）日本語表現力10名廃止、1回適性新設
2/1PM日本語表現力5名、2回適性新設2/2PM日本語表現力5名

実践女子

GSC廃止、帰国生11/20→11/23、帰国生2回（1/7）廃止、1回（2/1AM）4科→2科4科、新2回
新設2/1PM2科4科、新3回（旧2回・2/2AM）4科→2科4科、4回新設2/2PM2科4科、5回（旧3回）
2/3AM→2/3PM4科→2科、思考・表現入試新設2/4AM・総合探究型テスト、英語外部試験優遇入
試実施（旧GSCの代替）・新2回4回で実施し、国のみ、英語資格で国に加点

品川女子学院 1回（2/1AM）100名→90名、算数1科入試新設2/1PM算のみ20名、2回（2/2AM）70名→60名、
3回（2/4AM）は変更なし

芝浦工大附属 2回（2/2AM）50名→45名、3回（2/4AM）40名→35名、第一志望入試新設2/6AM作＋面＋事前
課題10名（1～3回に複数回出願することが条件）

自由学園 男子部3回2/22→3/1

修徳 4回2/4PM→2/4AM

十文字 帰国11/28→11/27　一般は変更なし

淑徳 スーパー特進2回（2/2PM）45名→50名、東大セレクト2回（2/3PM）10名→東大10名スーパー特
進10名、スーパー特進3回（2/3AM）15名廃止

淑徳SC

特選（アドバンス）入試1回（2/1AM）10名→5名、同2～4回（2/2AM、2/4AM、2/11AM）は変
更なし、総合進学（ベーシック）入試2回新設（2/1PM）2科5名、同旧2回（2/2AM）→同新3回（呼
称変更のみ）、同新4回新設（2/2PM）2科5名、同旧3回（2/3AM）→同新5回（呼称変更のみ）、同
旧4回（2/4AM）→同新6回（呼称変更のみ）、同新7回新設（2/8AM）2科5名、同1回（2/1AM）
は変更なし

淑徳巣鴨 帰国12/3→12/2・2科4科→2科＋英or4科、特進3回2/5AM→2/4AM

順天 3回（2/4PM）2科→多面的入試算＋マイプレゼンテーション＋（国or英）、帰国1回12/4→12/3、
帰国2回（2/4AM）英算→英算or英国

頌栄女子 帰国12月12/10→12/9　帰国2月や一般は変更なし

城西大城西
旧帰国1回（10/15）廃止、旧帰国2回→新帰国1回・12/8→12/4、旧帰国3回→新帰国2回・
1/9→1/8、新帰国1・2回の科目（2科or英算）＋面→（2科＋面）or（2科＋英＋面、ただし高得点2
科で判定）

聖徳学園

総合（2/1AM）→AO（呼称のみ変更）、適性（2/1AM）適性ⅠⅡ→適性ⅠⅡorⅠⅡⅢ、旧1回
（2/1AM）→午前1回、2科4科→2科、特待1回（2/1PM）→特奨1回・2科→4科・15名→5名、
午後1回新設2/1PM（特奨1回と並行実施）2科10名、旧2回（2/2AM）→新午前2回・2科4科→2
科、思考力（2/2AM）5名廃止、特待2回（2/2PM）→特奨2回・2科→4科・15名→10名、午後2
回新設2/2PM（特奨2回と並行実施）2科10名、旧3回→新午前3回・2/3PM→2/3AM、旧4回→
新午前4回・2/5AM→2/4AM、帰国1回11/25→11/24、帰国2回12/20→12/26、帰国3回
1/23AM→1/22AM

昭和女子大 帰国入試新設11/18・2科or2科＋英定員特に定めず

女子美大付属 新2回自己表現入試新設2/2AM作＋面10名、旧2回（2/3AM）→新3回・20名→10名

学校名 変更点
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白梅清修

1回午前（2/1AM）30名→25名、1回午後（2/1PM）2科or英＋英口頭試問→2科or英＋英口頭試
問or見方・考え方表現（論述・口述試験）、2回（2/2AM） 2科4科or英＋英口頭試問→2科4科or
英＋英口頭試問or適性ⅠⅡ、4回新設2/11AM適性1Ⅱ5名、帰国1回11/19→11/18、帰国2回
12/10→12/9

巣鴨 Ⅰ期（2/1AM）120名→100名、Ⅱ期（2/2AM）120名→100名、Ⅲ期新設2/4AM40名4科

聖学院

一般（2/1AM）→一般1回70名→60名、特待アドバンス1回（2/1PM）35名→30名、一般2回新
設2/2AM2科4科20名、英語選抜2/2AM→2/1AM・定員定めず→5名、ものづくり思考力（2/2AM）
15名→10名、思考力計算2/2AM→2/2PM、特待アドバンス2回（2/2PM）20名→15名、特待ア
ドバンス4回（2/4AM）→難関思考力2科→思考力＋面、特待アドバンス3回（2/3PM）は変更なし

成蹊 1回（2/1AM）男子50女子35名→男子45女子40名

成女 1回2科＋面→2科＋面or得意分野重視型入試（詳細は後日発表）

星美学園 6回新設2/4PM適性ⅠⅡ10名

清明学園 2/3AM→2/5AM

成立 1回2科4科or適性→2科4科or適性orナショジオ入試（課題作文）

青稜 帰国12/22→1/4、別途シンガポール11/4・バンコク11/11新設各2科若干名

瀧野川女子
旧2回（2/2AM）→新2回午前・40名は変わらず、2回午後新設2/2PM30名、2/1の1回午前午後
と2/3午前の3回は変更なし、科目は全面変更、全回特待生は2科4科＋面・一般は基礎力＋表現力
＋面→2科4科＋面orグローバル（計算力＋英コミュニケーション）＋面

玉川学園

英語選抜入試新設・（英国or英算選択）＋面・2/1AMと2/2AMに実施、他の一般入試は変更な
し、したがって1回（2/1AM）・2回（2/1PM）計65名→1回・2回・英語選抜1回計65名、3回

（2/2AM）・4回（2/2PM）計45名→3回・4回・英語選抜2回計45名、IB入試変更なし、帰国生
IB12/3PM→12/2PM

多摩大聖ヶ丘 適性型（2/2AM）15名→20名、4回（2/3AM）15名→10名

千代田女学園 中学募集停止

帝京大系属帝京 2回午前（2/2AM）4科or国算英から2科→適性ⅠⅡ、2回午後（2/2PM）は得意科目型、高得点科目
1.5倍、低得点は0.5倍で判定、国算英から2科選択は変更なし

帝京八王子 4回2/5AM→2/12AM、2次（予定）2/12AM→2/18AM

貞静学園

1回午前（2/1AM）・1回午後（2/1PM）・2回午前（2/2AM）・2回午後（2/2PM）・3回午前（2/3AM）・
3回午後（2/3PM）・4回（2/11AM）とも午前2科4科午後2科→午前2科4科or英国・午後2科or
英国、適性1回（2/1PM）と同2回（2/11AM）は日程科目に変更なし、1回午前午後適性1回計30
名→1回午前午後15名・適性1回10名、個性発見入試新設プレゼン＋面・1回2/1AM5名・同2回
2/3AM5名・同3回2/11AM若干名

田園調布学園 帰国12/17→12/16

東京家政学院

2/1午前（2/1AM）2科4科or適性ⅠⅡ→2科4科or適性ⅠⅡⅢ、2/1午後（2/1PM）2科4科or基
礎2科＋面→2科4科or（国or算）＋プレゼン・25名→20名、2/2午前新設2/2AM2科4科or英国
or英算15名、2/2午後（2/2PM）2科4科→2科4科or（国or算）＋プレゼン・10名→5名、2/3入
試（2/3AM）5名廃止、2/6入試新設2/6AM2科若干名

東京純心女子 2次午前（2/2AM）2科→2科4科

東京女子学院 1回（2/1AM）2科4科or英特別→2科or英特別、2回（2/1PM）2科4科→2科、3回（2/2AM） 2
科4科or英特別→2科or英特別、4回（2/2PM）2科4科→2科、5回（2/5AM）は変更なし

東京女子学園 1回P（2/1AM）→1回思考力（呼称変更）・20名→10名、1回E（2/1AM）→1回英語・20名→10名、
1回B（2/1PM）4科から2科選択→2科、他の回は変更なし

東京成徳大 4回2/5AM→2/4AM、帰国11/12→11/25

学校名 変更点
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東京都市大等々力
帰国12/10→12/11、S特選1回（2/1PM）4科→4科or算＋作、S特選1・2回（2/2PM）計40名
→80名、特選特進1回（2/1AM）・同2回（2/2AM）・同3回S特選チャレンジ英語選択（2/3PM）・
同思考力協働力（2/4AM）計140名→計100名

東京立正

1回午前（2/1AM）2科＋面orAO（2科＋プレゼン）→2科＋面orAO（作＋プレゼン）、1回午
後（2/1PM）2科＋面or2科＋英＋面or2科＋英語面→国算英から2科＋面or思考力ⅠⅡ、1回午
前（2/1AM）午後計25名→30名、2回午前（2/2AM） 2科＋面or2科＋英＋面or2科＋英語面→
国算英から2科＋面orAO（作＋プレゼン）、2回午前・午後奨学（2/2PM）計15名→10名、3回
2/4AM→2/5AM 2科＋面or2科＋英＋面or2科＋英語面→2科＋面orAO（作＋プレゼン）、4回

（2/8AM）5名廃止、5回アクティブ（2/12AM）5名廃止

東星学園 2回適性検査→適性検査・2/1PM→2/1AM、旧3回（2/2PM）→新2回（呼称変更）

桐朋女子 帰国1回12/18→12/3、帰国2回と一般は変更なし

東洋大京北 1回（2/1AM）45名→60名、「哲学教育」思考表現力2/4AM→2/1AM（1回と並行実施）、2回
（2/1PM）2科4科→2科、3回（2/2AM）10名→15名、4回新設2/4AM2科4科10名

トキワ松 帰国1回12/10→12/20

中村

1回（2/1AM）60名→50名、2回（2/2AM）20名→10名、3回（2/5AM）10名→4名、特待2回
（2/2PM）10名→5名、適性検査型入試新設2/1AM適性ⅠⅡorⅠⅡⅢ選択15名、ポテンシャル1回
（2/2AM）・2回（2/5AM）計20名→12名、英語ポテンシャル入試新設・1回（2/2AM）・2回（2/5AM）
の2回実施計12名、作・リスニング・英含む面

日本工大駒場

1回（2/1AM）40名→30名、2回（2/1PM）変更なし、3回（2/2AM）2科4科or（国算英から1科＋
作＋面）→学科型（2科・国社・国理・国英・算社・算理・算英から選択）or（国算英から1科＋作＋自己
アピール面）、4回（2/2PM）（国or算必須で4科から2科選択）or（国算英から1科＋作＋面）→2科・
国社・国理・算社・算理から選択、5回2/5AM→2/4AM・学科型（2科・国社・国理・国英・算社・算理・
算英から選択）or適性or（国算英から1科＋作＋自己アピール面）、特別選考（2/7AM）（国or算必須
で4科から2科選択）or適性→学科型（2科・国社・国理・国英・算社・算理・算英から選択）or（国算英
から1科＋作＋自己アピール面）

新渡戸文化 2/1AM入試4科＋面→2科4科＋面

日本学園 3回（2/2PM）2科4科→国＋算理社から1科、4回2/5AM→2/4AM、5回2/7PM→2/6PM

日大豊山女子

適 性 検 査 型 新 設2/1AM（2科4科 入 試 と 並 行 実 施 ）10名、2/1AM2科4科 入 試55名 →45名、
2/1PM2科入試35名→30名、2/2AM入試新設2科4科25名、思考力入試新設1回2/2PM（2科入
試と並行実施）10名、2/2PM2科入試30名→20名、2/3AM入試廃止、思考力2回新設2/11AM若
干名

八王子学園八王子 東大医進1日午後（2/1PM）4科→2科4科、東大医進2日午後（2/2PM）4科→2科4科

日出 1回午後（2/1PM）2科→2科or適性、3回午前2/6AM→2/5AM、3回午後2/6PM→2/5PM

広尾学園 国際生入試インター AG30名、同SG・本科・医進サイエンス計10名とも12/19実施→国際生入試イ
ンター AG30名変わらず、同SG・本科・医進サイエンス計10名12/20、一般は変更なし

富士見 2回（2/2AM）70名→80名、3回（2/3AM）70名→60名

富士見丘

グローバルアスリートコース新設10名・コースだが日常の学習指導は在来の一般または英語特別の
どちらかに所属し大会や強化合宿等は積極的に配慮・テニスを中心に各種目での受け入れを想定し
ているが種目や現在の到達レベル等は事前に個別相談で受け入れの可否を決定、WILL（2/1AM）国
算思考力より2科＋面＋英語特別のみ英→2科＋面＋英語特別のみ英・40名→30名、適性型思考力
2/2AM→2/1AM・30名→10名、ICT思考力新設2/2PMと2/4PMの2回実施でタブレットを使用
した入試、ICT思考力2回計20名、英語特別入試は思考力・一般2・3回で実施科目に英語追加で実
施→2/1PMに集約・英国or英算・5名→20名、グローバルアスリート新設2/1AMと2/4PMの2
回実施作文＋国or作文＋算、グローバルアスリート2回計10名、一般2/1PM・同2/2AM・同3回
2/4AM計40名は変更なし

学校名 変更点
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藤村女子 4回2/5AM→2/6AM、適性2回新設2/6AM適性ⅠⅡ・定員は4回と合計7名

文化学園大杉並

共学化と難進グローバル・一般（シグネット）の2コースの単一コース化、コース単一化に伴い入試
設定を大幅変更、1回（2/1AM）2科4科、A適性1回（2/1AM）、難進1回（2/1PM）2科4科、2回

（2/2AM）2科4科、難進2回（2/2PM）2科4科、難進3回（2/3PM）2科4科、A適性2回（2/4AM）
→1回（2/1AM）2科4科、 適 性1回（2/1AM）、2回（2/1PM）2科4科、3回（2/2AM）2科4科、
適性2回（2/2AM）、4回（2/2PM）2科、英語特別、算数特別、5回（2/4AM）2科、英語特別

文京学院大女子

1回（2/1AM）80名→75名、コース別思考力チャレンジ入試新設2/2AM各コース計5名［グローバ
ルチャレンジ：思考力総合＋本人面、サイエンスチャレンジ：理科実験＋レポート作成＋本人面、スポー
ツサイエンスチャレンジ：スポーツ科学実験＋レポート作成＋本人面］、2回（2/1PM）～5回（2/5AM）
は変更なし

文教大付属 1回（2/1AM）69名→64名、みらい創造入試新設2/1AM（1回と並行実施）適性10名、3回（2/2AM）
30名→25名

宝仙学園共学部

1日午前（2/1AM）→4科1回一般・10名→15名、1日午後特待（2/1PM）→4科2回特待（呼称の
み変更）、2日午後特待（2/2PM）→4科3回特待（呼称のみ変更）、3日午後特待（2/3PM）→4科4
回特待（呼称のみ変更）、1日公立一貫（2/1AM）→公立一貫1回・20名→15名、2日公立一貫（2/2AM）
→公立一貫2回・20名→15名、4日公立一貫（2/1AM）→公立一貫3回（呼称のみ変更）、1日リベラ
ルアーツ（2/1PM）→リベラルアーツ1回・10名→5名、4日リベラルアーツ（2/4PM）→リベラル
アーツ2回・10名→5名、1日グローバルアーツ（2/1PM）→グローバルアーツ1回（呼称のみ変更）、
4日グローバルアーツ（2/4PM）→グローバルアーツ2回（呼称のみ変更）、理数インター1回新設
2/1PMコラボレーション・プレゼンテーション・ラーニング実技5名、理数インター2回新設2/4PM
コラボレーション・プレゼンテーション・ラーニング実技5名

三田国際学園

本科1回（2/1AM）2科4科→4科・30名→20名、本科2回（2/1PM）2科4科→4科・25名→30名、
本科3回（2/2PM）2科4科→4科、本科4回（2/3PM）2科4科→4科、本科5回（2/4PM）2科4科
→4科or21世紀型（自己表現シート・課題論述・グループ面）、5名→10名、インター1回（2/1AM）
2科4科→4科・20名→15名、インター2回（2/1PM）2科4科or英＋英面→4科or英＋英面・20
名→25名、インター3回（2/2PM）2科4科→4科、インター4回（2/3PM）2科4科or英＋英面→4
科or英＋英面、インター5回（2/4PM）2科4科→4科、新国際生1回新設11/27英＋英面、旧国際
生→新国際生2回・12/9→12/8、旧国際生20名→新国際生1・2回計20名

明星学園 帰国12/4→12/3

三輪田学園 2/1午後入試新設2科、1回（2/1AM）2科4科・2回（2/2AM）2科4科・3回（2/4AM）4科は教科
に変更なく定員変更は後日公表

武蔵野 1回午前（2/1AM）2科4科＋面→2科4科＋面or思考型（教科横断・論述）＋面、2回（2/2AM）30
名→20名、3回2/4AM→2/3AM、4回新設2/7AM2科4科10名

武蔵野女子学院
選抜1回（2/1PM）→選抜入試・2科→4科から2科選択・30名→50名、選抜2回（2/2AM）→特待チャ
レンジ・4科→2科4科or英語2科目・30名→20名、選抜3回（2/4AM）廃止、総合進学1・2回は
変更なし

武蔵野東

大幅変更1回午前（2/1AM）2科＋面or2科＋英＋面or4科総合＋面、1回午後（2/1PM） 2科＋面or
国立型4科＋面or都立型適性＋面、1回午前午後計46名、2回（2/2AM）2科＋面、3回（2/3PM）
2科＋面、2・3回計10名、AО2/3AM2科基礎＋自己アピール面5名→2科1回（2/1AM）2科＋面
or算英面、適性1回（2/1AM）、2科1回・適性1回計20名、奨学AО2/1AM2科基礎＋自己アピー
ル面6名、奨学2科4科1回（2/1PM）2科4科＋面、奨学適性2回（2/1PM）適性＋面、奨学2科4
科1回・奨学適性2回計20名、2科2回（2/2AM） 2科＋面or算英面5名、奨学2科4科2回（2/4AM）
2科4科＋面、奨学適性3回（2/4AM）適性＋面、未来探究1回2/4PMプレゼン定員定めず、未来探
究2回2/11AMプレゼン定員定めず

明治学院 1回（2/1PM）50名→60名、2回（2/2AM）70名→60名

明星
適性（2/1AM）適性ⅠⅡⅢ→A適性ⅠⅡorB適性ⅠⅡⅢ、算数特化旧1回（2/1PM）廃止、算数特化
旧2回（2/2PM）→算数特化新1回、算数特化新2回新設2/4PM、2/1・2/2・2/4の本科2科入試、
MGS4科入試は変更なし

学校名 変更点
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明法

明法とGEの2コース制→国際理解・進学GRIT・サイエンスGEの3コース制、明法入試とGE入試
の2本立て・定員もコース別→入試は一本で出願時に希望コースを願書に記入・コース定員は設定せ
ず・ただし国際理解は英検4級程度5分程度の英会話試験を2科4科適性等とは別に実施、1回午前

（2/1AM）明2科4科G4科→2科4科or適性ⅠⅡ、1回午後（2/1PM）明Gとも2科→2科（変わら
ず）、1回午前午後計明60G14名→72名、2回（2/2PM）明Gとも2科4科→2科4科（変わらず）・
明16G6名→24名、3回（2/3PM）明Gとも2科→2科4科・明8G4名→12名

目黒学院

1回（2/1AM）（国or社）＋（算or理）→漢字＋計算＋（国算英から1科）、1回一芸（2/1AM）作＋面
→漢字＋計算＋面・作文事前提出、1回一芸含む40名→35名、旧2回（2/1PM）→新特待1回2科4
科→国算社理数英から1科・20名→15名、旧3回（2/2AM）2科4科or適性ⅠⅡ→新2回4科or適
性ⅠⅡ＋面→4科or適性ⅠⅡ＋面or能力発見（小学校の学習の延長の総合的選考）・30名→25名、
旧4回（2/3PM）→新3回（呼称変更のみ）、特待2回新設（2/4PM）2科or適性ⅠⅡor能力発見（小
学校の学習の延長の総合的選考）・15名

目黒星美
1回午前（2/1AM）25名→30名、発想力（2/1AM）5名→若干名、2回2/2PM→2/2AM・2科→2
科4科・15名 →20名、3回（2/3AM）10名 → 若 干 名・2科4科 →2科4科or英1科 目、1回 午 後

（2/1PM）と帰国は変更なし

目白研心

2回（2/1PM）2科or算理or国社or英国→2科、4回（2/2PM） 2科or算理or国社or英国→2科、
5回2/4PM→2/5AM、英語スピーチ及びQ＆A入試新設（2・4回で英国をとりやめた代替）1回

（2/1PM）2回（2/2PM）英プレゼン＋英面・定員は2・4回に含む、帰国1回11/19→11/18、帰国
2回1/14AM→1/20AM

八雲学園

共学化、帰国生入試新設12/13・2科or英算＋同伴面定員定めず、新1回新設2/1AM2科4科、旧
1回（2/1PM）→新2回、旧1回40名→新1・2回計70名、旧2回（2/2AM）→新3回、新4回新設
2/2PM2科4科、旧2回44名→新3・4回計50名、旧3回（2/3AM）20名廃止、旧4回（2/5AM）
10名廃止、未来発見2/2PM→2/5AM・30名→24名

安田学園

先進特待1回（2/1AM）20名→15名、先進特待2回（2/1PM）18名→15名、先進特待新3回新設
2/2AM適性ⅠⅡ（※同1回は適性Ⅰ～Ⅲのまま、新3回はⅡまで）10名、先進特待旧3回（2/2PM）
→同新4回、一般1回（2/1AM）50名→40名、一般2回（2/2AM）40名→30名、一般3回（2/3AM）
14名募集停止

山脇学園 帰国12/3→12/2

立教女学院 帰国12/22→12/21

和光 3回2/3PM→2/5PM

和洋九段

帰国1回（12/7） 本科グローバル計10名・帰国2回（12/26） 本科グローバル計15名→帰国1・2回
計本科グローバル計10名、1回（2/1AM）2科4科→2科4科or2科＋英or思考力、2回（2/1PM）
本科50名グローバル10名→本科40名グローバル10名、3回（2/2AM）2科4科or適性→2科4科・
本科グローバル計15名→10名、4回（2/3PM） 2科4科or2科＋英→2科4科・本科5名グローバル
5名→本科グローバル計10名、5回新設2/10AM思考力若干名

東大附属 推薦12/21→12/18

都立白鴎 海外帰国・在京外国人枠新設、特別枠募集の区分A「国・算・英で卓越した能力」を廃止（区分B「日本
の伝統・文化分野」は存続）、一般枠募集検査Ⅰ・Ⅱ→検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

神奈川県

青山学院横浜英和 共学化、一般入試は2科4科→全面4科、帰国12/15→2/1AM

鎌倉学園 新1次新設2/1AM4科60名、算数選抜（2/1PM）変更なし、旧1次（2/2AM）→新2次80名→50名、
旧2次（2/4AM）→新3次50名→40名、旧3次（2/5AM）20名廃止

鎌倉女子大
適性検査型2/2PM→2/2AM、進学1回→2/1AM入試・特進1回→2/1PM入試・進学2回→2/2AM
入試・特進2回→2/2PM入試（いずれも呼称変更のみ）、進学3回→2/4PM入試・2/3AM→2/4PM、
特進3回→2/5PM入試・2/5AM→2/5PM（特進・進学のコース分け取りやめ）

学校名 変更点
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カリタス女子
新1回 新 設2/1AM4科30名、 旧1回（2/1PM）→ 新2回40名 →35名、 旧2回（2/3AM）→ 新3
回40名→30名、旧3回（2/4AM）20名廃止、新3科型（2/2PM）10名→15名、帰国→帰国1回
1/7→12/24、帰国2回新設2/1PM2科若干名

関東学院 1期C2/2AM→2/3AM

函嶺白百合 1回（2/1AM）20名→15名、新2回新設2/1PM2科＋面10名（小田原実施）、旧2回（2/2AM）→新
3回（呼称変更のみ）、旧3回（2/4AM）→新4回・2科＋面→（総合or英語）＋作＋面・10名→5名

北鎌倉女子 A（2/1AM）→2科1回・2科4科→2科、B（2/1PM）→4科総合（呼称変更のみ）、C（2/2AM）→2
科2回・30名→15名、日本語4技能入試新設2/4PM聞く＋読む＋書く＋話す（個別口頭試問）15名

公文国際 帰国1/19→1/17

自修館 帰国12/17→12/16

湘南学園 B（2/2AM）40名→35名、C（2/3AM）30名→35名

湘南白百合 帰国1/11AM→1/10AM

聖光学院 帰国1/8→1/7

聖セシリア 帰国12/18→12/10、A1次（2/1AM）35名→30名、A3次（2/3PM）30名→25名、新B1次新設
2/1PM読解＋表現＋（算or英）15名、新B2次2/2AM英5名、旧B（2/4AM）10名廃止

聖ヨゼフ

1回（2/1AM）20名→15名、旧2回（2/1PM）10名廃止、旧3回（2/2AM）→新2回（呼称変更のみ）、
新3回新設2/3AM2科＋面10名、適性A（2/1PM）→総合A・総合問題＋面→総合＋自己アピール＋
面、適性B→総合B・2/4AM→2/2AM・総合問題＋面→総合＋自己アピール＋面、適性AB計10名
→総合AB計10名（呼称のみ変更）

聖和学院 B（2/1PM）特待入試化、新E新設2/3PM4科と英から2科選択5名、旧E→新F・2/5AM→2/4PM・
15名→10名

洗足学園 帰国1/14→1/13

捜真女学校 帰国1回12/17→12/16、D2/4PM→2/5PM、E2/7口頭試問による4科総合・若干名

相洋 帰国1/7→1/6

鶴見大附属 適性2/2AM→2/1AM（進学1次と並行実施）20名→30名、総合入試（2/4AM）→難関進学3回

桐蔭学園

2018年度の男子部従来型、女子部（理数・普通）入学生は高校進学段階で外部の中学からの入学生と
混成せず、別カリキュラム
1回（2/1AM）→1回午前・4科orAL（AL入試の2/1AM移行）・1回男子中等20名在来40名女子普
通理数計25名AL男子中等15名在来30名女子普通理数計20名→4科AL計男子中等20名在来50
名女子普通理数計25名、1回午後新設2科or英算・男子中等25名在来50名女子普通理数計25名、
2回午前は変更なし、2回午後（2/2PM）2科or英算or英国（英国は男子在来・女子普通のみ）→2科
or英算、3回（2/3AM）男子中等25名在来50名女子普通理数計20名→男子中等20名在来50名女
子普通理数計25名

藤嶺藤沢 1回（2/1AM）4科→2科4科・40名→20名、2回（2/1PM）20名→30名、4回（2/3AM）4科→2
科4科、5回（2/5AM）4科融合→2科or（国or算）＋（理or社）

日本大学 A1（2/1AM）4科or2科＋英→4科or英算理社・85名→80名、適性検査型新設2/5AM適性ⅠⅡ（C
と並行実施）、C（2/5AM）25名→C適性計30名

武相 2回（2/2PM）15名→20名、5回（2/4PM）5名→若干名、チャレンジ（2/5AM）廃止

法政第二 帰国1/8→1/7

聖園女学院
旧2次（2/1PM）20名廃止、旧3次（2/2AM）→新2次（呼称変更のみ）、旧4次（2/2PM）→新3次・
35名→15名、新4次新設2/3PM2科15名、総合力2/3PM→2/1PM・15名→30名、英語入試新
設2/2PM英算10名

学校名 変更点
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緑ヶ丘女子 4回2/6AM→2/11AM

山手学院 A（2/1AM）90名→80名、A午後新設2/1PM2科40名、B（2/2PM）70名→60名、C（2/3AM）20
名廃止、後期（2/6AM）は変更なし

横須賀学院 1次A（2/1AM）25名→30名、他は英語入試や適性含め変更なし

横浜 4回（2/3PM）5名→10名、5回（2/7AM）5名→若干名

横浜女学院

国際教養クラス新設、在来クラスはアカデミークラスと呼称、各入試回で両クラスを募集、募集定員
内訳は後日公表、A（2/1AM）は日程・科目等に変更なし、B（2/1PM）2科→2科4科or英国or算英、
新C新設2/2AM2科4科or英国or算英、旧C（2/2PM）→新D2科→2科4科or英国or算英、旧
D→新E2/3AM→2/3PM、旧E（2/4AM）廃止
入試呼称　国際教養はA-1～ E-1、アカデミーはA-2～ E-2、科目は国際教養が4科or英国or英算、
アカデミーが2科4科or英国or算英、午後入試も統一に変更

横浜翠陵 1回（2/1AM）25名→30名、2回（2/1PM）35名→30名

横浜富士見丘

旧1回A（2/1AM）→新1回・2科4科or英国→2科4科で2科は国算英より2科・適性含む50名→
適性含む35名、適性検査型（2/1AM）は左記の定員変更のみ、旧1回B（2/1PM）→新2回・2科→
国算英より2科・40名→20名、旧2回A（2/2AM）30名→15名、旧2回B（2/2PM）20名→10名、
旧3回→新5回・2/3AM→2/4AM、未来力2/5AM→2/3AM

千葉県

市川 12月帰国12/10→12/9

暁星国際 Ⅱ期A2/6→2/5、Ⅱ期B2/23→2/24

志学館 一般C2/9AM→2/10AM

秀明八千代 専願（12/1）2科＋面→（国算英から2科）＋面、B1/27AM→1/28AM

翔凜 一般1/22→1/21

昭和学院 一般1回（1/20AM）→一般（呼称のみ変更）、マイプレゼンテーション1/21AM→1/20AM、一般2
回（1/21AM）2科→適性検査

昭和学院秀英 1回第一志望（12/1）35名→25名、午後入試新設1/20PM2科（算数に比重）20名、2回（1/22AM）
105名→100名、3回2/4AM→2/2AM・20名→15名

聖徳大附属女子 第一志望B自己表現12/1→12/16、他は変更なし

西武台千葉 第一志望12/4→12/3、2回2/7AM→2/6AM

千葉日大第一 第一志望（12/1）50名→70名、1回（1/21AM）160名→120名

千葉明徳

一般1回1/20AM→1/21AM、一般2回1/24AMは変わらず、一般1回30名一般2回15名→一般1・
2回計30名、特待入試新設1/24AM（一般2回と同時実施）2科4科10名、一般3回1/28AM5名廃
止、適性1/21AM→1/20AM・適性ⅠⅡ面→本校会場は変わらず市川会場は適性ⅠⅡⅢ・20名→15
名、ルーブリック評価型新設1/21AM（日or英プレゼン）＋集団討論20名

東海大浦安 推薦（12/1）60名→70名、A（1/20AM）40名→30名

成田高付属 第一志望入試新設12/1・4科35名、前期（1/24）→一般・80名→60名、後期2/1廃止

二松学舎大柏 5回2/4PM→2/5AM

日出学園 Ⅲ機サンライズ入試新設2/1PM口頭試問10名

八千代松陰

自己推薦12/17→12/1、学科推薦12/1→12/2・2科＋面→国＋（算理社英から1科）＋面、20日
入試（1/20AM）4科＋面→2科＋（理社英から1科）＋面、21日入試（1/21AM）2科4科＋面→（2
科＋面）or2科＋（理社英から1科）＋面、25日入試（1/25AM） 4科＋面→2科＋（理社英から1科）
＋面、2/5入試は変更なし

学校名 変更点
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麗澤中学校 1回（1/21AM）AE12EE38名→AE20EE50名、2回（1/22AM）AE12EE38廃止、旧3回（1/25AM）
→新2回AE6EE24名→AE10EE40名、旧4回→新3回2/4AM→2/3AM・EE10名→EE20名

和洋国府台
1回（1/20AM）2科4科→2科4科or2科＋英（リスニング・読解・英検4級程度）、2回（1/24AM）
2科or2科＋英→2科or2科＋英理社から2科、12月推薦と適性検査（1/24AM）と3回（2/6AM）
は変更なし

千葉市立稲毛 1/28→1/27

千葉県立千葉
1次12/10PM→12/9PM、2次1/28→1/27

千葉県立東葛飾

埼玉県

浦和実業
2回特待午前（1/12AM）25名→20名、英語入試新設1/12AM（2回特待午前と並行実施）英＋日本
語作＋英面5名、2回特待午後（1/12PM）25名→15名、適性→適性1回・1/15AM→1/11AM、適
性2回新設1/14AM・適性Ⅰ（作文型）適性Ⅱ（総合型）10名

浦和ルーテル
1 回 1/10PM → 1/10AM・ 適 性 Ⅰ Ⅱ 面 or2 科 ＋ 英 ＋ 面 → 適 性 Ⅰ Ⅱ 面 or2 科 ＋ 面、2 回
1/14AM→1/13AM・2科4科＋面or2科＋プレゼン→2科＋面or2科＋英＋面、3回1/28AM廃止、
旧4回→新3回・2/4AM→2/3AM・2科＋面→2科＋面or2科＋プレゼン

大妻嵐山

帰国1回12/3→12/2、帰国2回1/10→1/12・2科＋日本語・外国語の面接→日本語・外国語
の 面 接、1 回（1/10AM）30 名 → 25 名、 新 2 回 新 設 1/10PM2 科 4 科 15 名、 旧 2 回 → 新 3 回
2/5AM→1/23AM、ORみらい力→ORみらい力総合1/10PM→1/11AM、ORみらい力プレゼン
入試新設1/11PMプレゼン（面接総合）、ORみらい力10名→ORみらい力総合・ORみらい力プレゼ
ン入試計10名、ORまなび力（1/10AM）と奨学生（1/12AM）は変わらず

開智 1回（1/10AM）75名→80名、旧先端A（1/11AM）→先端特待・90名→40名、2回（1/12AM）35
名→40名、新先端A新設1/15AM4科50名、先端B（1/23AM）40名→30名

開智未来

特選1回（1/10PM）→1回・30名→20名、探究1回新設1/11AM計算基礎・読解基礎・探究（社会）
20名、未来A（1/11PM）4科→2科＋理・30名→15名、未来型（1/12AM）→探究2回・計算基礎・
読解基礎・課題総合→計算基礎・読解基礎・探究（社会）、特選2回（1/19AM）→2回・25名→15名、
未来B（1/12PM）は変更なし

春日部共栄 日程教科等は変更なし、GE・GS2コース募集→GEのみ

国際学院

1回（1/10AM）専願入試新設算＋作＋面、2回（1/10PM）特待入試化2科→2科4科・英語入試新設
2科＋英＋面、1・2回計40名は変更なし、3回（1/11AM）2科4科→適性（伊奈学園型作文）10名
→20名、4回1/12AM→1/12PM・特待入試化・複合作文（伊奈学園型作文）→2科4科・20名→若
干名、5回1/21AM→1/20AM・10名→20名、6回2/4AM→2/6AM

埼玉栄 医学Ⅴ・難関大Ⅴ（2/3・各若干名）廃止

埼玉平成
1回（1/10AM）→1回 午 前・50名 →40名、1回 英 語（1/10AM）若 干 名 →10名、1回 午 後 新
設1/10PM2科4科10名、 適 性 検 査 →2回 適 性 検 査・1/10PM→1/13AM、 旧2回 → 新3回・
1/14AM→1/27AM・10名→5名、4回新設2/6AM2科＋面5名

栄東 東大Ⅲ（2/4AM10名）廃止、AB東大ⅠⅡは変更なし

狭山ヶ丘高付属 4回2/7AM→2/6AM

自由の森 A 第 一 志 望 1/14AM → 1/13AM、B1/14AM → 1/13AM、X1/22AM → 1/23AM、C2 回
2/3AM→2/2AM、C3回2/19AM→2/18AM、C4回3/12AM→3/11AM

秀明
奨学生入試新設12/3・SEコース2科＋英＋（理or社）＋面、医進特進2科＋（英理社から2科）＋面、
各コース計10名、専願12/4→12/3、Ⅱ期2/5AM→2/4AM、専願ⅠⅡ計160名→奨学除きSEコー
ス20名医進特進60名

城西川越 3回1/14AM→1/13AM、4回2/6AM→2/5AM

学校名 変更点
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西武文理

特選2回（1/12AM）15名→10名、特選3回1/18AM→1/17AM、一貫1回（1/10AM）60名→55
名、一貫2回（1/12AM）30名→25名、一貫3回1/18AM→1/17AM・20名→5名、得意教科入
試新設1/17AM算or英10名、得意教科入試は特選3回・一般3回と並行実施、適性検査型入試新設
1/20AM適性ⅠⅡ20名

聖望学園 5回2/6AM→2/5AM

東京成徳大深谷 3回1/14AM→1/13AM、4回1/28→1/27AM

東京農大第三 4回1/14AM→1/27AM

獨協埼玉 1回（1/11AM）の外部会場　川口→大宮

武南 1回午前（1/10AM）25名・1回午後（1/10PM）25名→1回午前午後計25名、2回（1/12AM）15名
→25名、3回（1/15AM）10名→25名

本庄第一
1回単願（1/10AM）作＋面→2科総合＋面、1回適性（1/10AM）廃止、1回英語型→2回英語型・
1/10AM→1/14AM・英＋作→英、2回一般1/15AM→1/14AM、3回2/11AM→2/10AM・2科
4科→2科

本庄東高附属 2回1/14AM→1/13AM・2科4科→2科or2科＋総合ⅠⅡ、3回1/28AM→1/27AM

埼玉県立伊奈学園 1次1/14→1/13、2次1/28→1/27

さいたま市立浦和 1次1/14→1/13、2次1/21→1/20

茨城県

茨城キリスト教学園 1回11/26→11/25、2回12/17→12/16、3回1/21→1/20

霞ヶ浦高校附属 専願11/19→11/18、1回12/18→12/17、2回1/21→1/20

常総学院 推薦・専願12/4→12/3、適性検査型12/11→12/9、1回1/7AM→1/8AM、2回1/28AM→1/30AM

聖徳大附属取手聖徳女子

推薦・専願11/27→11/26・2科＋面（音楽コースは実技含む）→2科＋面（音楽コースは実技含む）orAO書類
＋面、1回午前12/18AM→12/17AM、1回午後適性12/18PM→12/17PM、2回1/14AM→1/13AM、3
回1/28AM→1/30AM、1回午前・2回の科目2科4科＋面（音楽コースは実技含む）→2科4科＋面（音楽コー
スは実技含む）orAO書類＋（国or算）＋面or英口頭試問＋（国or算）、1回午後と3回の科目は変更なし

土浦日大
英語運用能力入試新設11/11or11/18or11/25（複数回受験不可）リスニング＋英語コミュニケーション面接・
若干名、千葉SAT12/3→12/2、推薦12/10→12/9、茨城SAT12/17→12/16、2回1/26AM→1/25AM、
新学力2/5PM→2/4PM、1回は変更なし

東洋大牛久 専願12/3→12/2、2回1/28PM→1/20AM

水戸英宏 1回11/19→11/18、2回11/27→11/26、4回1/28→1/27

茗溪学園
推薦12/23→12/16、一般1回1/8→1/7、一般2回1/28→1/27、グローバル専願11/26・12/3・12/10
から選択→12/6のみ、グローバル併願1/8→1/7

茨城大附属 12/10→12/9

茨城県立古河

1/7→1/6茨城県立並木

茨城県立日立第一

栃木県

宇都宮海星女子 2回1/21→12/9・2科＋音体適性＋面→4科適性総合＋作＋面、1回・専願・帰国は変更なし

宇都宮短大附属 1回11/19→11/18、2回1/6→12/23

国学院栃木 1回11/26→11/19、3回1/22→1/21

学校名 変更点
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作新学院 1回11/20→11/19、2回12/11→12/9

佐野日大
1 回 11/20AM → 11/25AM、 推 薦 11/20PM → 11/25PM、 総 合 力 11/20PM → 11/25PM、
2 回 12/11AM → 12/9AM、 英 語 1/6AM → 12/9AM、3 回 1/6AM → 1/5AM、4 回
1/28AM→1/27AM

白鴎大足利 専願・1回11/23→11/18、2回1/28→1/27

文星芸術大 1回11/26→11/25、2回12/17→12/16

栃木県立宇都宮東

1/7→1/6栃木県立佐野

栃木県立矢坂東

その他

愛光 1/8AM→1/7AM

海陽学園 特別給費12/17→12/16・4科→2科＋理、Ⅰ12/24→12/23・4科→2科＋理、Ⅱ1/7AM→1/6AM

佐久長聖 東京1回1/9→1/8、東京2回1/10→1/9

札幌聖心 首都圏1/9AM→1/8AM

静岡聖光 Ⅰ期東京1/8AM→1/9AM、特待生東京1/9PM→1/8PM

秀光 1/9AM→1/8AM

土佐塾 東京後期とりやめ（大阪・東海も取りやめて県外は東京の1/8早大のみ実施）

長崎日大 1/8AM→1/7AM

西大和学園 （東京会場）1/11AM→1/8AM

不二聖心 S（東京）1/14AM→1/13AM、B（選択東京2/4PM）は変更なし

北嶺 東京入試1/8AM→1/7AM

宮崎日大 首都圏1/9AM→1/8AM

盛岡白百合 首都圏1/9AM→1/8AM

早稲田佐賀 首都圏1月・帰国1/8AM→1/7AM

早稲田摂陵 1回関東1/9→1/8、2回関東1/14→1/13、旧3回関東（2/4PM）廃止、旧4回関東→新3回関東・
2/12→2/11

鹿児島県立楠隼 首都圏1/15→1/21

学校名 変更点


