
●私立高校　入試日程等を変更する学校（変更部分のみ）
※2020年12月現在での判明分で、あくまでも予定です。必ず各学校が発行する募集要項でご確認ください。

〈東京私立〉
学校名

青山学院

郁文館

郁文館グローバル

上野学園

江戸川女子

桜美林

大森学園

科学技術学園

関東第一

國學院

国際基督教大学

駒込

サレジオ高専

下北沢成徳

自由ヶ丘学園

十文字

城西大学附属城西

昭和第一

白梅学園

巣鴨

駿台学園

聖学院

成蹊

正則学園

青稜

世田谷学園

玉川聖学院

帝京八王子

東京純心女子

桐朋女子（音楽科）

トキワ松学園

日本体育大学荏原

新渡戸文化

日本音楽

日本学園

日本女子体育大学附属二階堂

日本大学豊山

八王子実践

広尾学園小石川（現・村田女子）

文京学院大学女子

文教大学付属

豊南

保善

武蔵野大学附属千代田

明治学院

目白研心

八雲学園

立正大学付属立正

〈神奈川私立〉
学校名

アレセイア湘南

英理女子学院

鎌倉女子大学

関東学院六浦

鵠沼

向上

光明学園相模原

相模女子大学

湘南工科大学附属

聖ヨゼフ学園

聖和学院

相洋

橘学苑

立花学園

鶴見大学附属

藤嶺学園藤沢

一般③2/17　→　一般③・特待2/12

推薦-　→　1/22

帰国2/14　→　1/22

チャレンジ2/14　→　2/17

一般併願優遇2/12　→　書類選考（2/12はオープンのみに）

変更点

推薦・帰国1/31　→　1/30

推薦1/22　→　1/23

推薦1/22　→　1/23

一般②2/11　→　2/12
A推薦1/22　→　1/23
一般②2/16　→　2/18
オープン②2/16　→　2/18

一般③2/15　→　2/16
推薦1/22　→　1/22・23
一般2/10・11・15　→　2/10・11・12・13・16
第1志望推薦1/22　→　1/23

一般③2/16　→　2/19

推薦12/17　→　12/16

一般③3/7　→　3/8
AO推薦12/15　→　12/20
推薦・併願①1/12　→　1/17
一般③3/5　→　3/4

一般2/10・12・15　→　2/10・11・13・20
推薦1/22　→　1/22・25
特別-　→　2/18
二次3/5　→　3/4

一般②2/17　→　2/18

一般②2/14　→　2/13

一般2/10　→　2/12

一般2/10・11　→　2/10・11・13

一般2/10　→　2/10・12

一般②2/11　→　2/12

一般②2/19　→　2/18

一般2/10・11　→　2/10

推薦1/26　→　1/24

一般Ⅲ・Ⅳ2/11・13　→　2/11・12

一般②2/15　→　2/17

一般②2/12　→　2/11

一般2/17～19　→　2/15～17

一般①2/10、②2/11　→　一般A（併願優遇）2/10・11・12、一般B（書類選考）、一般C（フリー）2/12
一般A（併願優遇）の2/10は特進コースにチャレンジ受験、2/11は選抜コースにチャレンジ受験、2/12はチャレンジ受験しない生徒対象。
一般B（書類選考）は都外生のみ対象。

一般2/10・14　→　2/12

一般2/11・16　→　2/11・13・21
併願優遇2/10・16　→　2/10・13・21

一般②2/15　→　2/14

一般②2/17　→　2/18

一般2/10　→　2/10・11

一般③2/14　→　2/13

一般③3/4　→　3/3

一般2/10・13　→　2/10・13・25

一般③3/9　→　3/8

一般3回-　→　2/23

一般特別-　→　2/12・16

一般2/10・11・12　→　2/10・14

変更点

一般2/10　→　-（書類選考）

文理コース一般一次2/10・11　→　2/10・11または書類選考
一般併願優遇2/10または書類選考　→　書類選考（2/10は専願とオープンのみに）
二次3/4　→　3/3

オープン-　→　2/13

推薦1/22　→　-（書類選考）
一般2/10　→　-（書類選考）

一般2/10　→　書類選考（2/10はオープンのみに）　iグローバル部のみならずキャリア部でも書類選考実施

オープンⅡ2/13　→　2/12

オープン-　→　2/11
一般（専願）2/10・11　→　書類選考
一般（併願）2/10　→　書類選考

一般2/10　→　書類選考

Ⅱ期3/2　→　3/3

一般②2/29　→　3/2
一般2/10　→　2/10または書類選考
チャレンジ・2次入試3/2　→　3/4
推薦1/22　→　-（書類選考）
オープンB2/22　→　2/20
一般（併願）2/10　→　書類選考

一般B2/20　→　2/19



学校名 変更点

日本大学藤沢

白鵬女子

平塚学園

武相

法政大学国際

横須賀学院

横浜学園

横浜清風

横浜創学館

横浜隼人

〈千葉私立〉
学校名

愛国学園大学附属四街道

我孫子二階堂

市原中央

植草学園大学附属

桜林

鴨川令徳

木更津総合

暁星国際

敬愛学園

敬愛大学八日市場

光英VERITAS

秀明大学学校教師学部附属秀明八千代

昭和学院

専修大学松戸

千葉英和

千葉学芸

千葉敬愛

千葉経済大学附属

千葉県安房西

千葉商科大学付属

千葉聖心

千葉日本大学第一

千葉明徳

千葉黎明

中央学院

東海大学付属市原望洋

東海大学付属浦安

東京学館

東京学館浦安

東京学館船橋

東葉

二松学舎大学附属柏

日本大学習志野

不二女子

茂原北陵

八千代松陰

横芝敬愛

流通経済大学附属柏

麗澤

和洋国府台女子

〈埼玉私立〉
学校名

青山学院大学系属浦和ルーテル学院

秋草学園

浦和麗明

川越東

慶應義塾志木

国際学院

埼玉平成

栄北

自由の森学園

秀明

正智深谷

昌平

西武台

聖望学園

東京成徳大学深谷

東京農業大学第三

東邦音楽大学附属東邦第二

東野

推薦1/22　→　-（書類選考）
一般2/10　→　書類選考（2/10はオープンに）

一般（2月B）2/13　→　2/12

IB12/7、2/1　→　1/23
帰国12/7、2/1　→　12/5、2/3
C2/22　→　2/20

一般2/10　→　書類選考

一般2/10　→　書類選考（セレクト・国際コースを除く）

一般2/10　→　書類選考（特別進学コースを除く）

一般Ⅰ期進学・Ⅱ期選抜2/10・11　→　書類選考と筆記試験の選択制

前期Ⅰ1/17、Ⅱ1/18、後期2/5　→　1/18・19、2/15

前期③1/28　→　2/3

前期A1/17、B1/24、後期2/21　→　1/18・27、3/9

前期A1/17、B1/23　→　1/18・25

前期1/17、後期2/20　→　1/18、3/8

一般2/10　→　2/10または書類選考

一般2/10　→　書類選考

一般1次2/10　→　A書類選考、B2/10（オープンのみに）

変更点

前期1/17・18、後期2/5　→　1/18・19、2/15

後期Ⅰ2/5、Ⅱ2/26　→　2/15、3/2

前期1/17・18、後期2/5　→　1/18、2/15

前期1/17・18、後期2/5　→　1/17・18（後期取りやめ）

前期（第一志望）1/17　→　1/18

前期B1/28、後期C2/5、D2/22　→　1/25、2/15

前期③1/24　→　2/1

前期1/17、後期B2/25　→　1/18、2/22

前期1/21、後期2/5　→　1/18・29、2/15

前期1/17・18、後期2/5　→　1/17・18・28、2/15

後期2/5　→　1/27

③1/30　→　1/29

後期2/5　→　2/15

前期AC1/18、S1/20　→　1/17
前期BⅠ1/17　→　1/18
前期BⅡ1/20、一般1/21　→　1/19
後期2/5　→　2/15

前期Ⅰ専願1/17、前期Ⅱ1/28　→　1/18、2/4

前期D1/26　→　1/31

前期1/17、後期2/6　→　1/18

前期1/17・20、後期2/5・21　→　1/18・19・29

前期①1/17、②1/18、後期2/5　→　1/18・19・29

前期A1/17、B1/20　→　1/18、1/18・19

前期①1/17・18、②2/1　→　1/18・19、2/15

後期2/5　→　2/15

前期1/17、後期2/7　→　1/17（後期取りやめ）

一般2/5　→　1/20

前期1/17・18　→　1/18・19

前期1/17・18、後期2/5　→　1/17・18・19

後期2/5　→　2/15

前期1/18、後期2/6　→　1/19、2/5

前期③1/31　→　2/1

後期2/5　→　前期一般2/3

変更点

①1/22、②2/5　→　1/23、2/1

1/22・23、2/7、3/11　→　1/22・23、3/10

一般2/2　→　2/4

特待1/25　→　1/24、併願Ⅱ1/23　→　1/25

前期②1/19　→　1/20

前期Ⅱ期1/24、後期2/5　→　2/15

後期2/5　→　2/15

前期②1/18　→　1/19

前期①1/17、②1/18、後期2/22　→　1/17・18

一般2/1　→　2/6

併願②1/25、併願③2/15　→　1/23、2/13

一般1/31　→　2/1

一般2/1　→　2/6

一般2/4　→　2/2

一般・帰国1次2/6　→　2/7

一般2/8　→　2/6

一般2/2、3/11　→　2/7、3/10

①1/22、②1/23、③1/30　→　1/22・23

併願推薦②、一般②2/8　→　2/6

2月単願、一般2/8　→　2/6

一般1/31　→　2/1

一般①2/14、②3/14　→　2/13、3/15

後期2/5　→　2/6



学校名 変更点

武南

細田学園

本庄第一

武蔵越生

山村国際

〈他府県・国立〉
学校名

日本大学三島

日本大学明誠

早稲田摂陵

早稲田佐賀

東京工業大学附属科学技術

筑波大学附属坂戸

東京工業高等専門学校

木更津工業高等専門学校

東京都立産業技術高等専門学校

●私立高校　その他を変更する学校（校名変更・改編ほかの予定）
※2020年12月現在での判明分です。

〈東京私立〉
学校名

神田女学園

佼成学園

佼成学園女子

国学院大学久我山

桜丘

品川エトワール女子

自由ヶ丘学園

聖学院

日本工業大学駒場

日本女子体育大学附属二階堂

日本大学豊山

八王子実践

広尾学園小石川

文京学院大学女子

本郷

武蔵野大学附属千代田

八雲学園

〈神奈川私立〉
学校名

大西学園

山手学院

横浜富士見丘学園

〈千葉私立〉
学校名

木更津総合

光英VERITAS

拓殖大学紅陵

千葉日本大学第一

八千代松陰

流通経済大学附属柏

〈埼玉私立〉
学校名

大宮開成

西武学園文理

本庄第一

〈他府県・国立〉
学校名

早稲田摂陵

奨学生1/25　→　1/24

単願②・併願③2/22、単願③3/10　→　2/20、3/9

一般Ⅰ2/4、Ⅱ3/12　→　2/2、3/11

③1/31　→　1/30

変更点

特進単願1/25　→　1/22

SG、IB、IG推薦1/17　→　1/19

推薦1/18　→　1/16　一般2/16　→　2/21

推薦1/22、一般2/16　→　1/20、2/21

一般2/14　→　2/16

変更点

（筆記）2/4（面接）2/5　→　（筆記）2/2（面接）2/3

推薦1/17　→　1/22　一般1回1/28　→　2/2

早稲田大学所沢キャンパス1/26　→　1/24
早稲田大学本部キャンパス2/15　→　2/10
1月入試1/12　→　1/10（早稲田大学本部キャンパス会場）
2月入試2/15　→　2/13（早稲田大学所沢キャンパス会場）

推薦1/9　→　1/12

選抜進学にフロンティアコースを新設。

グローバルイノベーションクラスとして募集。

理数工学科・創造工学科を募集停止し完全共学化、普通科に文理未来コースを新設。

総合進学・体育・保健福祉コースを特別進学・キャリアデザインコースに改編。

体育コースをスポーツコースに改称。

グローバルコースを国際教養コースに、アドバンストコースを高度教養コースに、フューチャーコースを総合教養コースに改編。

グローバルコースを新設。

特進文理（文理・メディカル・スーパーグローバル）、特進留学、進学コースを国際（留学・スーパーグローバル）・特進・進学コースに改編。

文科系で女子の募集を開始。

保育コースを新設。

特待・特進・CLクラスをスーパーアカデミック・アカデミック・グローバルスタディーズ・キャリアデザインコースに改編。

共学募集に変更。

変更点

普通科を特進クラスと大学進学クラスの2クラス制に。

普通科（理数コース、普通コース）を普通科（特別進学コース、進学コース）に改編。

グローバル&サイエンスコースと理数特進コースを特進クラス（男子）（女子）に、スタンダードコースを進学クラスに改編。

文理（進学・選抜）コースを選抜コースに改編。
村田女子より校名変更予定。共学募集に変更。グローバルリーダー・スーパー特進・進学コースを本科・インターナショナルコースに改
編。
理数キャリア、国際教養とも、Tクラスを特進に、Aクラスを進学に改称。

高校募集を停止。

MI・IB・IQ・GA・LA・MSコースを選抜探究・附属進学コースに改編。

AⅠ類型をAⅠアドバンスとAⅠスタンダードに改編予定。

変更点

Wコースを新設。

AEM特進コース（30名）を新設予定。

Ⅰ類を総合進学コースに、Ⅲ類を特別進学コースに名称変更予定。また、Ⅱ類をスポーツ進学コースに名称変更し共学化の予定。

変更点

特進選抜Sコースを募集停止予定。

英語科の募集を停止し、普通科（グローバル選抜、グローバル、スペシャルアビリティ）・理数科（先端サイエンス）に改編予定。

変更点

進学クラス（60名）を新設予定。

聖徳大学附属女子高校は2021年度より校名を「光英VERITAS」に変更し、共学化の予定。また、音楽科の募集を停止する予定。

特進選抜コースを募集停止予定。

特進クラス（40名）を1年次より募集予定。


