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東京都

桜美林 総合学力評価（2/1AM・1回午前と並行実施）文系総合＋理系総合→文系総合＋理系総合or文系総合
＋理系総合＋作文型、3回2/3AM→2/3PM・2科4科→2科

大妻 帰国1/7→12/16・2科→国算英から2科、1回（2/1AM）120名→100名、2回（2/2AM） 120名
→100名、4回新設2/5・4科40名、3回は変更なし

学習院女子 帰国1/20→1/19

川村

1回（2/1AM）→プレミアム、2回（2/1PM）→セレクト1回、3回（2/2AM）廃止、4回（2/3AM）
→セレクト2回、5回→セレクト3回・2/5AMと2/6AMのどちらか選択→2/6AM、2回10名・3～
5回計10名→セレクト1～3回計20名、プレミアム・セレクト各回とも国算英から2科→国算英自己
表現から2科、適性検査入試新設・適性検査チャレンジ2/1PM適性検査スタンダード2/6AMの2回・
各適性検査ⅠⅡ＋面

共立女子 帰国12/3→12/2、2/3AMインタラクティブ40→20名、2/3PM合科20名→40名
インタラクティブ入試2/3PM→2/3AM、合科論述入試2/3AM→2/3PM

国立音大附属 普通コース→文理コース

京華女子 帰国12/16→12/11、適性検査型（2/1AM）適性ⅠⅡ→適性ⅠⅡorⅠⅡⅢ

晃華学園 新2回2/1午後新設2科30名、1回（2/1AM）70名→50名、旧2回→新3回（2/3AM）40名→30名

光塩女子学院 1回総合型（2/1AM）25名→30名

攻玉社 2回（2/2AM）70名→80名、特選（2/5AM）国or算→算・国10名算20名→20名

麹町学園女子 コース制実施、標準はスタンダード（みらい探究）コース、アクティブイングリッシュ入試はグロー
バル（英語選抜）コース

香蘭 午後入試新設、2/1AM・160名→100名・2科4科はそのままで面接廃止、2回新設2/2PM2科60
名面接なし

駒込

1回（2/1AM）2科4科or2科 ＋ 英・2回（2/1PM）4科or2科 ＋ 英or適 性・3回（2/2AM）2科4科
or2科＋英→1・2・3回とも2科4科or2科＋英or適性or適性＋英、新4回新設2/2PMSTEM入試

（算基礎、アルゴリズム、プログラミング）or課題自己表現入試、旧4回（2/4AM）→新5回・2科4
科→2科

実践女子
1回（2/1AM）80名→60名、2回（2/1PM）2科4科20名→40名・英有資格者の国のみ10名は変わ
らず、3回（2/2AM）50名→40名、4回（2/2PM） 2科4科20名→30名・英有資格者の国のみ10
名は変わらず、思考表現（2/4AM）→6回・総合探究型→2科基礎、帰国と5回は変更なし

十文字 帰国11/26→11/25、思考力特待（2/1AM）記述式総合→適性検査

頌栄女子学院 帰国12月12/9→12/8

聖徳学園 2回午前（2/2AM）→アピール入試・2科→プログラミング＋面or英＋面

女子聖学院
アサーティブ入試新設2/2AM思考力＋グループディスカッション・10名（日本語表現力・英語表現
力入試と並行実施）、日本語表現力2回（2/4AM）5名廃止、5回2/5AM→2/4PM・2科4科→2科・
5名→10名

聖学院 ものづくり思考力2/2AM→2/1PM

聖ドミニコ学園 コース制実施、在来コース→グローバルスタンダードコース、イマージョンコース新設

世田谷学園 午後入試新設・2/1PM新設、思考力・記述型算のみ30名うち特待20名

帝京大学 2回（2/2AM）→2回特待・2科4科→4科・40名→特待15名・一般合格25名

帝京八王子 3回Ａ2/4AM→2/3AM、3回Ｂ2/4PM→2/3PM、4回2/12AM→2/6AM

学校名 変更点

2019年度首都圏中学入試変更点速報（2018年6月 現在）
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東京家政学院

2/1AM2科4科or英算or英国or適性ⅠⅡⅢ→4科から2科以上選択or適性ⅠⅡⅢor国＋プレゼン
or算＋プレゼン、2/1PM2科4科or国＋プレゼンor算＋プレゼン→2科or英算or英国or適性ⅠⅡ
or適性ⅠⅡⅢ、2/2AM2科4科or英算or英国→2科、2/2PM2科4科or国＋プレゼンor算＋プレ
ゼン→2科、2/6AM→2/5AM・2科→（4科・英・思考力）から1科、2/10AM新設アクティブラー
ニング入試（理社範囲の融合総合問題の授業と振り返り＋発表）若干名

東京女学館 帰国12/10→12/9

桐朋女子 英語入試新設2/1PM、英語入試の呼称は「クリエイティブイングリッシュ入試」、Ｂ2/3AM→2/2PM・
4科→2科4科

東洋英和 Ｂ2/3AM→2/2AM（2019年は2/3が日曜）

日本学園

2回（2/1PM）2科4科 → 国 ＋ 算 社 理 英 か ら1科、 旧3回（2/2PM）20名 廃 止、 旧4回 → 新3
回・2/4AM→2/4PM・2科4科 → 国 ＋ 算 社 理 か ら1科・創 発 学 と あ わ せ て15名 →20名、 創
発 学2/4AM→2/6AM・旧4回 と あ わ せ て15名 → 新4回 と あ わ せ て20名、 旧5回 → 新4回・
2/6PM→2/6AM・15名→創発学とあわせて20名

普連土学園
1回（2/1AM）→1日午前4科・70名→50名、※帰国1回（2/1AM）→1日帰国生、1日午後算数新設・
2/1PM算20名、※2回（2/2PM）→2日午後2科、※3回（2/4AM）→4日午前4科（呼称変更のみ）、
※帰国2回（2/4AM）→4日帰国生、※は呼称変更のみ

文化学園大杉並
1回（2/1AM）2科4科→2科、適性2回（2/2AM）廃止、英語特別2回2/4AM→2/3PM、2/1AM50
名・2/1PM25名・2/2AM30名・2/2PM25名・2/3PM10名・2/4AM若 干 名 →2/1AMPM計50名・
2/2AMPM計50・2/3PM40名・2/4AM若干名

宝仙学園理数

1回（2/1AM）4科→1回4科特待、2回（2/1PM）特待→新4科特待・4科だが4科とも統一テーマ
で出題、3回（2/2PM）4科特待→新2回4科特待、4回（2/3PM）特待・10名廃止、AAA入試新設・
AAA1回2/1PM同2回2/4PM・出願資格は各分野において全国レベルの実績を有していること、リ
ベラルアーツ入試と内容は同じで定員はリベラルアーツに含む

三田国際

1回（2/1AM）本科20インター15名→本科15インター15名・科目変更なし、2回（2/1PM）本科4
科→算のみ・インター4科or英＋面→4科、定員変更なし、3回（2/2PM）本科20インター15名→
本科15インター20名・本科は科目変更なし・インター4科→4科or英＋面、4回（2/3PM）本科10
インター10名→メディカルサイエンステクノロジー（新設、本科とインターは募集停止）30名・算＋
理、5回（2/4PM）本科10インター5名→本科5インター5名・本科4科or21世紀型→4科・インター
4科→4科or英＋面

三輪田学園 1回午前（2/1AM）72名→70名、1回午後（2/1PM）20名→30名、2回（2/2AM）55名→50名、
3回（2/3AM）25名→20名

武蔵野大学
（現 武蔵野女子学院）

中学は2019年度から共学化、なお高校募集は2020年度から共学化予定、校名も「武蔵野女子学院」
から改称
総合1回（2/1AM）→仮称1回・50名→60名、選抜（2/1PM）→仮称2回・50名→40名・4科から
2科選択→4科＋英から2科選択、特待チャレンジ（2/2AM）→仮称3回・2科4科or英→算or英、
総合2回（2/2PM）→仮称思考力入試・2科→思考力・20名→10名、プレゼン入試新設2/4AMプレ
ゼン10名

目黒学院

1回一般（2/1AM）→1回Ａ一般・漢字と計算＋国算英から1科→漢字と計算＋国算社理から1科、1
回一芸（2/1AM）→1回Ａ一芸（呼称のみ変更）、1回Ａ一般特適性新設・適性ⅠⅡ＋面、特待1回

（2/1PM）→1回Ｂ・国算社理数英から1科→2科or能力発見実技型、1回35名特待1回15名→1回
ＡＢ計50名、2回（2/2AM）→2回Ａ特待・4科or適性ⅠⅡ＋面or能力発見実技型→適性ⅠⅡ＋面、
2回Ｂ特待新設2/2PM2科or能力発見育成型、2回25名→2回Ａ特待Ｂ特待計30名、3回（2/3PM10
名）廃止、特待2回（2/4PM）→新3回特待含む・2科or適性ⅠⅡ＋面or能力発見育成型→4科から2
科選択・15名→20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、2/1 午前2 科4 科選択または適性、2/1 午後算数（特待）
または適性（特待）、2/2 午前2 科4 科選択、2/2 午後2 科、2/4 午後2 科、昨年までの2/5AM・
2/5PMは廃止、その他帰国子女入試を実施。

学校名 変更点
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目白研心

次世代スキル入試新設2/1PM適性検査型、英語スピーチ1回2/1PM→2/2AM、旧3回（2/2AM）
廃止、旧4回（2/2PM）→新3回、旧5回（2/5AM）→新4回、英語スピーチ2回2/2PM→2/5AM、
2/1AM60名・2/1PM計25名→2/1AMPM80名、2/2AM5名・2/2PM5名→2/2AMPM計10名、
2/5AM10名は変わらず

山脇学園
Ａ（2/1AM）100名→90名、午後新設2/1PM算20名・国20名（算or国）、Ｂ（2/2AM）100名
→80名、Ｃ（2/4AM）40名→30名、帰国12/2→12/1・2科＋英＋面→同ただし英検2級以上は英
語試験免除、英語入試（ＡＢＣと並行実施）2科＋英→同ただし英検3級以上は英語試験免除

立教池袋 ＡО（2/5AM）の自己アピール口頭・芸術・運動からの選択→口頭・芸術・運動・英語からの選択、2
科の学科は変更なし

和光 3回2/5PM→2/4PM

神奈川県

自修館 Ａ1（2/1AM）2科4科→2科4科or探究型（適性ⅠⅡ）・40名→45名、Ａ2（2/1PM）40名→35名、
Ｂ1（2/2AM）15名→10名、Ｂ2（2/2PM）・Ｃ（2/3AM）は変更なし、Ｄ新設2/5・2科10名

聖光学院 帰国1/7→1/12

清泉女学院
Ⅰ 期（2/1AM）50名 →45名、 Ⅱ 期（2/1PM）2科orグ ロ ー バ ル（ 英 ＋ 英 面 ）→2科、 Ⅲ 期
2/3AM→2/3PM・4科→4科or2科＋英orグローバル（英＋面）・15名→4科15名2科＋英5名グ
ローバル若干名

桐蔭学園

男子部従来型中学、女子部中学を募集停止、男子のみ募集の中等教育学校を共学化、中学入学生は中
等のみに集約、高校入学生とは混合しない体制とする
1回午前・ＡＬ（2/1AM）男子50女子25名→男女60名、1回午後（2/1PM） 男子50女子25名廃止、
2回午前（2/2AM）男子50女子25名→男女40名、2回午後（2/2PM）男子50女子25名→男女50名、
3回（2/3AM）男子50女子25名→男女40名、4科→4科or算記述型

日本大学（日吉）
Ａ1（2/1AM）4科or英算社理→4科・80名→70名、適性検査型2/5AM→2/1PM・Ａ2と並行実施、
Ａ2（2/1PM）2科→2科or英算、Ａ2のみ45名→Ａ2適性計65名、Ｃ（2/5AM）適性計30名→Ｃ
のみ20名、帰国12/17→12/16・2科→2科or英算、なおＢ（2/2PM）は変更なし

横浜共立 Ｂ2/3→2/4

横浜富士見丘

男子クラス設置・男女別学実施、100名募集で女子は3クラス75名、男子は理数特進クラスのみ1ク
ラス25名募集、なお、男子は高1まで男子のみの理数特進クラスとし、高2・高3で女子のグローバ
ル＆サイエンスクラスのうち理系進学希望者と混合して共学クラスとなる予定、なお、女子の中学募
集では単一コース、高校進学時にグローバル＆サイエンスとスタンダードに分かれる体制は今後も維
持する予定

千葉県

聖徳大附属女子 Ｓ特進・特進→Ｓ探究、進学→ＬＡ（リベラルアーツ）

志学館 2回1/23→1/26AM、3回2/10→2/9AM

千葉市立稲毛 1/27→1/26

千葉県立千葉・東葛飾 県立千葉・東葛飾 1次12/9PM→12/8PM、2次1/27AM→1/26AM

埼玉県

浦和実業学園 3回1/21→1/19、適性1回1/11→1/10、適性2回1/17→1/14、英語入試1/12→1/11

さいたま市立浦和 1次1/13→1/12、2次1/20→1/19

栄東 帰国1回11/5→11/11、東大Ⅱ（1/16）4科→4科or2科＋理・算数は2種（一方は思考表現）実施

学校名 変更点
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茨城県

江戸川取手 3回2/4→2/5

東洋大牛久 専願12/2→12/1、2回1/20→1/19

茨城県立古河・
並木・日立第一 1/6→1/12

栃木県

栃木県立宇都宮東・
佐野・矢板東 1/6→1/12

学校名 変更点


