
区分 都県 校名 男女 内容

新設 東京 都立新国際（仮称） 共 港区白金に開校予定　※開校年度未定
募集開始･再開 東京 中村 女 2020年　普通科募集再開　※国際科は2018年募集開始

神奈川 聖セシリア 女 2020年　普通科募集再開
募集停止 東京 本郷 男 2021年　※中学のみの募集に変更

都立富士 共 2021年(現中２生)　※中学段階での募集規模を拡大
都立武蔵 共 2021年(現中２生)　※中学段階での募集規模を拡大
都立両国 共 2022年(現中１生)　※中学段階での募集規模を拡大
都立大泉 共 2022年(現中１生)　※中学段階での募集規模を拡大
都立白鷗 共 未定（2021年以降）　※中学段階での募集規模を拡大
豊島岡女子 女 2022年(現中1生)　※中学のみ240名の募集に変更

千葉 市立稲毛 共
2025年（現小4生の高校受験時）　※2022年(現小4生の中学受験時)に併設中学(2クラス
募集)を中等教育学校(4クラス募集)に移行。2022～24年の高校募集は6クラス→4クラスの
予定（国際教養科の募集は未定）

埼玉 県立飯能南 共 2021年(現中２生)　※2023年(現小6生)に県立飯能と統合のうえ新校を開校
児玉 共 2023年(現小6生)　※2023年(現小6生)に県立児玉白楊と統合のうえ新校を開校

茨城 取手聖徳女子 女 2024年(現小5生)　※2021年(現小5生)中学入学生の高校進学時に募集休止
共学化 東京 小野学園女子 女 2020年　女子→共学　※「小野学園女子」→「品川翔英」に校名変更

武蔵野女子学院 女
2020年　女子→共学
※2019年「武蔵野女子学院」→「武蔵野大学」に校名変更（中学は2019年に共学化）

八雲学園 女 2021年(現中２)　女子→共学　※中学は2018年に共学化
神奈川 横浜 男 2020年　男子→共学化(高校のみ)

聖ヨゼフ学園 女 2023年　女子→共学　※中学は2020年に共学化
千葉 聖徳大附女子 女 2021年(現中2)　女子→共学　※中高同時に共学化

校名変更 東京 小野学園女子 女 2020年　→品川翔英　※共学化予定
中学開校 埼玉 川口市立 共 2021年川口市立高等学校附属中学校開校予定

茨城 県立太田第一 共 2020年開校予定(常陸太田市) 《定員》40名
県立鉾田第一 共 2020年開校予定(鉾田市) 《定員》40名
県立鹿島 共 2020年開校予定(鹿嶋市) 《定員》40名
県立竜ヶ崎第一 共 2020年開校予定(龍ヶ崎市) 《定員》40名
県立下館第一 共 2020年開校予定(筑西市) 《定員》40名
県立水戸第一 共 2020年開校予定(水戸市) 《定員》80名
県立土浦第一 共 2020年開校予定(土浦市) 《定員》80名
県立勝田 共 2020年開校予定(ひたちなか市) 《定員》120名
県立水海道第一 共 2020年開校予定(常陸市) 《定員》40名
県立下妻第一 共 2020年開校予定(下妻市) 《定員》40名

入試変更点 東京 郁文館 共
《定員》一般Ⅰ(併願優遇・一般・ルーブリック）：110→90
《日程》東大クラス選抜：2/13→2/15
一般Ⅱ(一般）：3/9午後→2/15

東京 岩倉 共 《定員》普通科：S特30→50　総進180→160

東京 桜美林 共
《定員》175（国公立コース20・特別進学コース30・進学コース125）
→155（国公立コース20・特別進学コース30・進学コース105）

東京 大森学園 共
《定員》推薦：普通科総進40→60　工業科男60→40
一般：普通科総進40→60　工業科男60→40

東京 かえつ有明 共
《定員》推薦20→10　一般60(帰国生10含む)→30(国際生10含む)
《科目》推薦：作文→グループワーク　　一般：国数英→国数英・グループワーク

東京 関東国際 共
《日程》帰国1回：12/20→12/18
一般3回2/18→2/17

東京 関東第一 共
《日程》一般（第一志望）：2/12→2/11
一般（併願優遇・フリー）：2/10ｏｒ2/12→2/10ｏｒ2/11

東京 共立女子第二 女 《日程》帰国：1/24→11/23　《定員》推薦80→100　一般2回40→50
東京 国立音大附 共 《日程》（普）一般2回：2/12→2/13　　3回2/15→2/18

東京 工学院大附 共
《新設》併願推薦（埼玉）1/22　10名（ハイブリッドインターナショナル若干 ハイブリッド文理
先進5 ハイブリッド文理5 ハイブリッドサイエンス若干）　適（国数英）・面

東京 佼成女子 女

《日程》帰国：1/30→1/9
《定員》帰国：10→40
推薦：110（文理25　メディカル5　スーパーグローバル15 留学20　進学45）
→120（文理30　メディカル10　スーパーグローバル10 留学20　進学50）
一般：110（文理25　メディカル5　スーパーグローバル15  留学20　進学45）
→120（文理30　メディカル10　スーパーグローバル10  留学20　進学50）

東京 國學院 共 《日程》一般：3回2/20→2/16

東京 国際基督教大 共
《日程》帰国生推薦：12/14→12/17
一般・帰国生学力試験・国際生：2/11→2/10

東京 駒込 共

《科目》理系先進コース：（推薦・併願）「国英or数英」・面→数理・面
（一般）英数理・面→「"数理"or"数+ポートフォリオ"」・面
国際教養コース：（推薦・併願）：「国英or数英」・面→社英・面
（一般）国社英・面→「"英社"or"英+ポートフォリオ"」・面

東京 桜丘 共
《日程》帰国12/9→12/8
《科目》帰国：英or英国数→英国数
特進・CL：英国or英数→英国数or英国理社

東京 サレジオ工業高専 共
《日程》ＡＯ入試（単願・併願）：12/16→12/15
Ａ１特待推薦・Ａ２推薦（単願）・Ｂ１併願：1/13→1/12

東京 芝浦工大附 共 《日程》帰国：12/1→12/14　一般：2/12→2/10
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入試変更点 東京 下北沢成徳 女
《日程》③3/6→3/5
《科目》推薦：作・面→適（国数英）・面

東京 順天 共 《新設》推薦Ⅲ（併願）：1/25　適（英数国）+面接
東京 城西大城西 共 《日程》帰国②1/9→1/10

東京 聖徳学園 共
《定員》推薦：難関国公立5　文理進学35→難関国公立10　文理進学30
一般：難関国公立30　文理進学100→難関国公立50　文理進学80

東京 昭和第一 共 《日程》一般Ⅱ：2/15→2/17
東京 杉並学院 共 《その他》文理コース→総合進学コース
東京 駿台学園 共 《日程》一般：③2/16(併願優遇は2/10・11のみ)→③2/17(併願優遇は2/10・11のみ)
東京 正則学園 男 《新設》チャレンジ2/14　若干名　作文・面接
東京 青稜 共 《日程》帰国生：シンガポール・台北11/10→シンガポール・台北・ヒューストン11/16

成立学園 共
《日程》推薦Ⅱ：1/24→1/23
《科目》推薦Ⅱ：国数英・面→国数英理社・面

東京 大東文化大一 共 《科目》一般2/11：国数英・面or国数英理社・面（一志は国数英・面のみ）→国数英・面
東京 帝京八王子 共 《日程》②2/16→2/15
東京 東海大菅生 共 《日程》③2/15→2/17

東京 東京 共
《新設》③2/17　5名　国数英から1科目選択+面
《科目》②国数英から1科目選択+面→国数英理社から1科目選択+面

東京 東京工業高専 共 《日程》推薦：1/19→1/18 一般：2/17→2/16

東京 東京女子学園 女

《日程》帰国：12/1or12/2→12/2　2/10or2/11→2/11
《定員》推薦Ⅰ・Ⅱ：60（特進20 進学40）→55（国際教養15 未来創造40）
一般：80（特進30 進学50）→75（国際教養25 未来創造50）
《科目》帰国12月：国数英・面or英・作・面→英・面（日本語・英語）or国英・面or英数・面
帰国2月：「(進学)英・面」「(特進)英国・面or英数・面」→国数英・面（英語・日本語）
※帰国は保護者面接あり

東京 東洋 共 《日程》推薦B1/23→1/22
東京 東洋女子 女 《廃止》一般Ⅱ2/11
東京 二松学舎大附 共 《定員》推薦120→110
東京 日大櫻丘 共 《日程》一般（オープン・併願）2/10→2/10or2/12
東京 八王子 共 《日程》二次：3/5→3/4

東京 八王子実践 共

《定員》推薦225（J特進5　特進30　文理選抜40　文理進学80　普通70）
→230（J特進5　特進選抜5  特進40　文理選抜40　文理進学60　総進80）
一般：255（J特進15　特進40　文理選抜40　文理進学80　普通80）
→250（J特進15　特進選抜15　特進40　文理選抜40　文理進学60　総進80）

東京 広尾学園 共 《日程》国際生：インターナショナル12/20 ・12/21→12/19 ・12/20

東京 富士見丘 女 《日程》帰国：１回1/11→1/10

東京 藤村女子 女
《日程》帰国：12/6or1/12→12/5or1/11
《定員》推薦：進学20 総合40→総合進学60
一般：進学20 総合40→総合進学60

東京 文化学園大杉並 共
《日程》帰国：11/18or12/23→11/17or12/15
《定員》推薦：男女80（進学30 特進30 ダブルディプロマ20）
→男女130（進学50 特進50 ダブルディプロマ30）

東京 文華女子 女 《科目》推薦：適(国数英)・面→作・面
東京 文京学院大女子 女 《日程》帰国：A方式①12/2→12/1　B方式①1/25→1/23

東京 宝仙学園 女/共

《定員》女子部(保育コース)：推薦A15→10　一般15→10
理数インター：一般60→30
《科目》女子部一般：国数英・面
→（併願優遇）プレゼン　（フリー）作文・プレゼン　（神奈川書類選考）書類選考

東京 保善 男
《定員》単願推薦120→130　併願推薦30→20　一般A75→90　B75→60
《科目》国数英・面接→「国英or英数」・面接

東京 武蔵野大学 共 《定員》推薦：本科50→60　一般：本科50→60

東京
武蔵野大学附属千代
田高等学院

共

《新設》MI(メディカルインテリジェンス)コース　推薦・併願優遇：適(英数国or英数理)
一般：(A方式）英数国or英数理　（B方式）新思考力
《定員》IBコース・IQコース：男女85(推薦40 併願35 一般10)
→MIコース・IBコース・IQコース：男女100(推薦45 併願40 一般5)
LAコース・MSコース：女子75(推薦35 併願35 一般5)→男女90(推薦45 併願40 一般5)
※女子部・共学部→全コース男女募集

東京 明治学院 共 《日程》推薦：1/26→1/27　一般１回：2/11→2/10　　2回：2/21→2/19
東京 明大明治 共 《定員》推薦：男女約40→男約20 女約20　一般：男女約60→男約30 女約30

東京 明星 共
《日程》帰国：1/17→1/16
《定員》200（推薦90　一般①100　②10)　帰国若干
→260（推薦100　一般①150　②10）　帰国若干

東京 明法 共
《定員》推薦50（Ａ30 Ｂ10 Ｃ若干 GSP10）→60（Ａ30 Ｂ15 Ｃ若干 GSP15）
一般50（1回特待・特進10 総進20 2回特待・特進10 GSP10）
→60（1回特待・特進10 総進25 2回10 GSP15）

東京 目黒学院 男/共《日程》一般：Ｃ2/18→2/15　②3/6→3/4

東京 目黒日大 共
《定員》315（特進70  N進学140 スポーツ・芸能105）
→ 315（特進70  N進学175 スポーツ35  芸能35）
《科目》推薦：面→適（国数英）・面

東京 安田学園 共
《定員》258（推薦：特進50 進学50 Ｓ特4　一般：特進64 進学70 Ｓ特20)
→260（推薦：特進50 進学50 Ｓ特10　一般：特進65 進学65 Ｓ特20)
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入試変更点 神奈川 麻布大学附属 共 《日程》後期3/6→3/5
神奈川 捜真 女 《定員》推薦5→10　一般（書類選考）15→20
神奈川 鶴見大附 共 《日程》一般Ｂ（併願・オープン）2/19→2/20

神奈川 桐蔭学園 共
《日程》帰国：1/11→1/9
《定員》帰国：プログレス10 アドバンス15 スタンダード15
→プログレス10 アドバンス10 スタンダード10

神奈川 東海大相模 共 《定員》一般200→240
神奈川 日本大学 共 《日程》帰国生・国際生1/26→12/25
神奈川 武相 男 《日程》一般３月日程3/3→3/4
神奈川 法政大国際 共 《日程》C2/21→2/22　　IB(Ⅰ期)12/8→12/7

神奈川 横浜 共
《定員》男子　推薦100 書類選考130 一般100 オープン20
→男女　推薦200 書類選考・一般200 オープン50
《その他》コース改編（特進70 文理175 特性105）→（プレミア70 アドバンス240 アクティブ

神奈川 横浜翠陵 共 《定員》一般60（特15 文理30 国際15）→一般55（特15 文理25 国際15）
神奈川 横浜隼人 共 《定員》一般１次 国際52→49

横浜富士見丘 共
《日程》推薦1/23→1/22　一般2/11→2/10　オープン2/12→2/11
《定員》推薦・一般：男40 女85→男40 女80

入試変更点 千葉 市川 共
《日程》前期一般・帰国：1/17 後期一般・帰国：2/5→一般・帰国：1/17
《定員》一般：85（前期50 後期35）→一般85(後期廃止)

千葉 植草学園大附 女/共《日程》前期B1/25→1/24

千葉 木更津工業高専 共 《日程》推薦：1/23→1/22　一般：2/17→2/16　2志面接3/7→3/9
千葉 木更津総合 共 《日程》前期③1/26→1/24

千葉 敬愛学園 共
《日程》前期Ａ推薦（専願）・前期Ｂ推薦（併願）・一般：1/17→1/21
二次：3/8→3/9

千葉 秀明八千代 共 《科目》推薦：国数英より２科目選択・面→国数英・面

千葉 昭和学院 共
《定員》前期：156(特別進学クラス・総合進学クラス)
→156(国際コース・先進コース・総合特進コース・総合探究コース)
後期：特別進学クラス・総合進学クラス20→総合探究コース20

千葉 昭和秀英 共
《廃止》後期2/6　20名
《定員》1/18　220名（内進生含む）→240名（内進生含む）

千葉 聖徳大附女子 女
《日程》前期：推薦1/17or1/18 特待S探究1/24→推薦1/17 一般1/19
《定員》普通：推薦（S探究・LA）145 自己推薦（LA）20 特待特進（特進）10
→推薦135 一般40

千葉 中央学院 共
《日程》前期A・C選抜1/17→1/18　S特進選抜1/21→1/20　B選抜（Ⅰ期）1/18→1/17
（Ⅱ期）1/21→1/20　一般1/22→1/21

千葉 東京学館 共 《日程》二次：3/8→3/10

千葉 東葉 共
《定員》前期1回：特進クラス36→76　選抜クラス・進学クラス220→200
前期2回：選抜クラス・進学クラス20→若干名

千葉 日出学園 共 《定員》推薦：50程度→60程度　一般：50程度→20名程度

千葉 八千代松陰 共
《日程》2回1/20→1/19
《定員》前期：440（進学400　IGS40）→440（進学370　IGS70）

千葉 麗澤 共 《定員》一般90 自己推薦10→一般85 自己推薦15

千葉 和洋国府台 女
《日程》後期：2/23→2/22
《定員》前期：150（特進30 進学95 ファッション25）→150（特進30 進学90 和洋30）
《その他》ファッションテクニクス科→和洋コース
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区分 都県 校名 男女 内容

【高校19044】　2020以降 高校入試変更点(2019/10/4現在)

入試変更点 埼玉 青学浦和ルーテル 共
《日程》自己推薦・1回：1/23→1/22
《定員》自己推薦・一般1回：25→50

埼玉 浦和麗明 共 《日程》一般：単願①・併願2/3 単願②3/10→一般：単願・併願2/2

埼玉 叡明 共
《廃止》情報科募集停止
《定員》普通科460（特選20　特進Ⅰ・Ⅱ類80　進学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ類360）
→普通科520（特選40　特進Ⅰ・Ⅱ類160　進学Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ類320）

埼玉 大妻嵐山 女 《日程》帰国12/1→11/30
埼玉 川越東 男 《日程》特待生：1/24→1/25    併願Ⅱ：1/25→1/23
埼玉 慶應志木 男 《日程》1次2/7→2/6
埼玉 国際学院 共 《日程》一般（単願・併願）2/2→2/8

埼玉 埼玉平成 共
《日程》一般オープン2/18→一般Ⅰ2/2
《定員》350（内進生含む/特別選抜25 特別進学Ⅰ35 特別進学Ⅱ70 進学220)
→350（内進生含む/S特進コース30 特進コース105 進学コース215)

埼玉 栄北 共
《定員》普通科280（特選60 特類80 Ⅱ類80 Ⅰ類60）
→普通科320（特選80 特類80 Ⅱ類80 Ⅰ類80）

埼玉 栄東 共
《日程》帰国11/11→11/10
《科目》帰国：国算英・面or国数英理社・面or英数・面→国数英・面or英数・面

埼玉 城西川越 男 《日程》併願：2/11→2/5

埼玉 昌平 共
《日程》帰国12/21→12/24午後
《定員》推薦・一般合計415→405（特別進学コース230→240）

埼玉 城北埼玉 男 《定員》280(内進生を含む)→240(内進生を含む)
埼玉 西武台 共 《日程》一般2/2→2/1

埼玉 筑波大坂戸 共
《日程》IG一般：2/5→2/4
《定員》SG：40（単願25程度 併願5程度 SGⅢ10）
→SG：25（単願20程度 併願5程度）　IB：10

埼玉 東野 共 《日程》一般2/6→2/5

埼玉 星野 女/共
《その他》Ⅲ類特進選抜コース・Ⅱ類選抜コース・Ⅰ類コース
→Ⅲ類特進選抜コース・文理特進コース・文理選抜コース・文理コース

埼玉 細田学園 共 《定員》選抜L80→90　進学β70→60
埼玉 山村学園 共 《科目》単願・部活選抜・部活特待・野球奨学生：面接廃止

埼玉 山村国際 共
《日程》3回1/30→1/31　帰国1/23ｏｒ1/30→英語重視1/23or1/31
英語重視1/23or1/30→1/23or1/31
《その他》普通コース→進学コース

埼玉 早大本庄 共
《日程》一般･帰国：1次2/9 2次2/14or15→2/9
《科目》一般・帰国：面接廃止(帰国自己推薦を除く)

入試変更点 茨城 江戸川取手 共 《定員》難関大75→80
茨城 常総学院 共 《定員》推薦250→290　一般245→310

つくば秀英 共
《定員》240→280
《科目》推薦：作文・面→面

茨城 取手聖徳女子 女 《日程》併願推薦（県外生）：1/18→1/16

茨城 土浦日大 共

《日程》併願推薦（千葉県生対象）1/15or1/19→1/15or1/18　一般1/19→1/18
帰国国際生入試（国内）1/19→1/18　帰国生入試（海外）10/27→10/26
《定員》530→630
（特別進学[スーパーハイ・特進]・総合進学[進学]420
グローバル・スタディ30 総合進学[スポーツ80]）→
（特別進学[スーパーハイ・特進]・総合進学[進学]520
グローバル・スタディ30 総合進学[スポーツ80]）

茨城 茗溪学園 共
《日程》帰国①：11/30→11/29　帰国②：12/15→12/14
一般・IB：1/26→1/25
《定員》推薦：15→10　一般・帰国：25→20

入試変更点 山梨 日大明誠 共 《日程》推薦：1/18→1/17　一般1回：1/29→1/28
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