
                平 成 ２３ 年 度 都 内 私 立 高 等 学 校 入 学 者 選 抜 実 施 要 項
［全日制男子校］

学 校 名
願   書

締切日
選抜日 試  験  科  目  等

合 格

発 表 日
入学手続締切日

併 願 者
の 特 例
取 扱 い

　〔千代田区〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

正則学園　　　　　　 普通科　　　　　   250 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　　　　Ａ推薦　　   125 1/18 1/22 適性検査・面接 1/23 1/25

　　　　　　　　　　 　　　　Ｂ推薦　　    1/18 1/22 適性検査・面接 1/23 公立高校発表翌日

　　　　　　　　　　    　＊一般   125 2/8 2/11 国・数・英・面接　　　 2/13 2/15   Ａ

　〔港区〕

高輪　　　　　　　　 普通科　一般　          25 1/29 2/10 国・数・英・体育実技 2/10 2/12

　〔新宿区〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　

成城　　　　　　　　 普通科　一般　          80 2/10 2/12 国・数・英・面接 2/12 3/1   Ａ

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　      　 　　　

保善 普通科　　　　　   300 　　　 　　　 　　　　　　　      　 　　　

　特別進学ｸﾗｽ・大進選抜ｸﾗｽ・

　大学進学ｸﾗｽ

       単願推薦Ⅰ 120 1/18 1/22 面接 1/23 1/24

       単願推薦Ⅱ 1/18 1/22 適性検査・面接 1/23 1/24

       公立併願 　 1/19 1/22 適性検査・面接 1/23 公立高校発表翌日

       私立併願 30 1/19 1/23 適性検査・面接 1/24 2/18

 　＊一般Ａ   100 2/4 2/10 国・数・英・面接 2/11 2/14   Ａ

 　＊一般Ｂ 50 2/13 2/14 国・数・英・面接 2/15 2/16   Ａ

　　　

　〔文京区〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

京華　　　  　　　　 普通科　    　　    160

　　進学コース　　　   120

        A推薦 60 1/21 1/22 作文・面接 1/23 1/26

        B推薦（都外生対象） 1/22 1/23 適性検査・面接 1/24 公立高校発表翌日

　　　　　　　　　　 　　＊一般１回 60 2/9 2/10 国・数・英・面接　　　 2/11 都内 3/2   Ａ

　　　　　　　　　　 　　　　(帰国子女含む)      都外 公立高校発表翌日

　　＊一般２回 2/12 2/13 国・数・英・面接　　　 2/14 都内 3/2   Ａ

　　　　(帰国子女含む) 都外 公立高校発表翌日

 　　特進コース　　　   40

         A推薦 20 1/21 1/22 作文・面接 1/23 1/26

        B推薦（都外生対象） 1/22 1/23 適性検査・面接 1/24 公立高校発表翌日

　　　　　　　　　　 　　＊一般１回 20 2/9 2/10 国・数・英・面接　　　 2/11 都内 3/2   Ａ

　　　　　　　　　　 　　　　(帰国子女含む)      都外 公立高校発表翌日

　　＊一般２回 2/12 2/13 国・数・英・面接　　　 2/14 都内 3/2   Ａ

　　　　(帰国子女含む) 都外 公立高校発表翌日

京北 普通科            180 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　※　校舎新築工事に伴い、 　進学ｺｰｽ・特進ｺｰｽ

　平成23年度より北区の仮校舎         推薦 90 1/21 1/22 適性検査 1/22 1/25

　へ移転予定     ＊一般１回 90 2/9 2/10 国・数・英・面接　　　 2/10 2/14   Ａ

　　　　　　　　　　     ＊一般２回 2/10 2/11 国・数・英・面接　　　 2/11 2/15 　Ａ 

京北学園白山 商業科             160 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　※　校舎新築工事に伴い、         推薦 80 1/21 1/22 作文 1/22 1/25

　平成23年度より北区の仮校舎      ＊一般１回 80 2/9 2/10 国・数・英・面接　　　 2/10 2/14   Ａ

　へ移転予定     　　一般２回 2/10 2/11 国・数・英・面接　　　 2/11 2/15   Ａ

日本大学豊山　　　　 普通科　　　　　   240 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　　　　推薦単願Ａ　　   120 1/18 1/22 適性検査・面接 1/23 1/24

　　　　推薦単願Ｂ 1/18 1/22 適性検査・面接 1/23 1/24

　　　　スポーツ推薦 1/18 1/22 実技・面接 1/23 1/24

　　　　　　　　　　 　　　　一般　　   120 2/7 2/10 国・数・英・面接 2/11 2/12   Ｆ

　募集区分　　　　　　　募集人員

（注）一般入試の＊は、各学校が定める成績等の基準を満たした受験者に対して優遇措置を講ずる（併願優遇）学校である。 1



                平 成 ２３ 年 度 都 内 私 立 高 等 学 校 入 学 者 選 抜 実 施 要 項
［全日制男子校］

学 校 名
願   書

締切日
選抜日 試  験  科  目  等

合 格

発 表 日
入学手続締切日

併 願 者
の 特 例
取 扱 い

　募集区分　　　　　　　募集人員

　〔台東区〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

岩倉　　　　　　　　 普通科　　　　　   120 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　         推薦 59 1/19 1/22 適性検査・面接 1/23 1/24

　　＊一般１回　　   48 2/4 2/10 国・数・英・面接　　　 2/11 2/14   Ａ

　　　　　　　　　　 　　＊一般２回   13 2/11 2/12 国・数・英・面接　　　 2/13 2/14   Ａ

　　　　　　　　　　 機械科　　　　　 70 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　         推薦 35 1/19 1/22 適性検査・面接 1/23 1/24

　　　　　　　　　　 　　＊一般 35 2/4 2/10 国・数・英・面接　　　 2/11 2/14   Ａ

運輸科　　　　　   105 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

        推薦 52 1/19 1/22 適性検査・面接 1/23 1/24

　　　　　　　　　　 　　＊一般　　   53 2/4 2/10 国・数・英・面接　　　 2/11 2/14   Ａ

商業科          70 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

        推薦 35 1/19 1/22 適性検査・面接 1/23 1/24

　　　　　　　　　　 　　＊一般　　   35 2/4 2/10 国・数・英・面接　　　 2/11 2/14   Ａ

　〔墨田区〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

安田学園　　　　　　 普通科             182 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

       Ａ推薦 91 1/19 1/22 作文・面接 1/22 1/25

       B推薦 1/19 1/22 適性検査・面接 1/22 公立高校発表翌日

    ＊一般 91 2/9 2/10 国・数・英・面接　　　 2/10 公立高校発表翌日   Ａ

ビジネス情報科          76

       Ａ推薦 38 1/19 1/22 作文・面接 1/22 1/25

       B推薦 1/19 1/22 適性検査・面接 1/22 公立高校発表翌日

    ＊一般 38 2/9 2/10 国・数・英・面接　　　 2/10 公立高校発表翌日   Ａ

システム情報科              40

       Ａ推薦 20 1/19 1/22 作文・面接 1/22 1/25

       B推薦 1/19 1/22 適性検査・面接 1/22 公立高校発表翌日

    ＊一般 20 2/9 2/10 国・数・英・面接　　　 2/10 公立高校発表翌日   Ａ

　〔品川区〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

攻玉社 普通科　一般　          若干 2/9 2/14 国・数・英・面接　　　 2/15 2/16   Ｂ

  〔目黒区〕 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

自由ヶ丘学園 普通科        　   270

       特別進学推薦      20 1/21 1/22 面接　　　 1/23 1/24

       選抜進学推薦      20 1/21 1/22 面接 1/23 1/24

　　　推薦Ⅰ　　   80 1/21 1/22 面接 1/23 1/24

       推薦Ⅱ      　 1/21 1/22 面接 1/23 1/24

　　　推薦Ⅲ　　   15 1/21 1/22 適性検査・自己ＰＲｶｰﾄﾞ・面接 1/23 1/24

　　　特別進学ｺｰｽ

　　　　＊一般１回目 10 2/9 2/10 国・数・英・面接　　　 2/11 公立高校発表翌日   Ａ

　　　選抜進学ｺｰｽ

　　　　＊一般１回目 15 2/9 2/10 国・数・英・面接　　　 2/11 公立高校発表翌日   Ａ

　　　　　 一般２回目 5 2/15 2/16 国・数・英・面接　　　 2/17 公立高校発表翌日   Ａ

　　　総合ｺｰｽ

　　　　＊一般１回目 75 2/9 2/10 国・数・英・面接　　　 2/11 公立高校発表翌日   Ａ

　　　　　 一般２回目 30 2/15 2/16 国・数・英・面接　　　 2/17 公立高校発表翌日   Ａ

（注）一般入試の＊は、各学校が定める成績等の基準を満たした受験者に対して優遇措置を講ずる（併願優遇）学校である。 2
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東京学園　 普通科 280

　　　　　　　　　　   選抜ｺｰｽ 　　 35

　　　　推薦　　   15 1/20 1/22 面接 1/24 1/25

      ＊一般１回   15 2/8 2/10 (国・英)又は(数・英)・面接 2/11 2/17   Ａ

      ＊一般２回   5 2/12 2/15 (国・英)又は(数・英)・面接 2/16 2/17   Ａ

　　　　　　　　　　          一般３回   若干 2/19 2/21 (国・英)又は(数・英)・面接 2/22 2/23

   普通ｺｰｽ 　　 245

 　　　　推薦　　   110 1/20 1/22 面接 1/24 1/25

      ＊一般１回   110 2/8 2/10 (国・英)又は(数・英)・面接 2/11 2/17   Ａ

      ＊一般２回   25 2/12 2/15 (国・英)又は(数・英)・面接 2/16 2/17   Ａ

　　　　　　　　　　          一般３回   若干 2/19 2/21 (国・英)又は(数・英)・面接 2/22 2/23

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　〔世田谷区〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

世田谷学園 普通科           25

        推薦        12 1/20 1/23 小論文・面接 1/23 1/28

        一般（スポーツ）  　    13 2/4 2/10 国・数・英・面接 2/10 3/1   Ａ

日本学園　　　　　　 普通科　　　　　  220 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

   総合進学ｺｰｽ・ｽﾎﾟ-ﾂｺｰｽ 180

　　　　推薦　   90 1/19 1/22 作文・面接 1/23 1/26

　　　　　　　　　　 　 　＊一般１回　　   70 2/5 2/10 国・数・英・面接 2/11 2/15   Ａ

         （総合進学ｺｰｽのみ）

　　　　　　　　　　 　 　　 一般２回　　 20 2/12 2/13 国・数・英・面接 2/14 2/16   Ａ

　　　　　　　　　　          （総合進学ｺｰｽのみ） 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

   特別進学ｺｰｽ 40

　　　　推薦 20 1/19 1/22 作文・面接 1/23 1/26

　 　＊一般１回　　   10 2/5 2/10 国・数・英・面接 2/11 2/15   Ａ

　 　　 一般２回　　 10 2/12 2/13 国・数・英・面接 2/14 2/16   Ａ

　〔中野区〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

明治大学付属中野　　 普通科        　 　　　　     　 150

      　ｽﾎﾟ-ﾂ推薦         約 24 1/18 1/24 作文・面接 1/25 1/26

      　一般　　　　         約 126 2/4 2/12 国・数・英      　　　 2/13 2/14

　〔杉並区〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

佼成学園　　　　　　 普通科　　   80

　　　　　　　　　　         推薦　　    20 1/19 1/22 作文・面接 1/23 1/24

  　＊一般１回    40 2/9 2/11 国・数・英 2/12 公立高校発表日   Ａ

  　＊一般２回 20 2/14 2/16 国・数・英 2/17 公立高校発表日   Ａ

　〔豊島区〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

学習院高等科　　　　 普通科　一般  　　　　  約 10 2/5 2/14 国・数・英・面接          　 2/14 2/15

巣鴨 普通科　　　　　　　　　  約　　   100

  　  　一般Ⅰ期          約 50 2/5 2/10 国・数・英 2/10 2/11

  　  　一般Ⅱ期          約 50 2/5 2/11 国・数・英 2/11 2/12

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

本郷　　　　　　　　 普通科　　　　　   84 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　　　　推薦　　 24 1/19 1/22 適性検査・面接 1/23 1/24

　　　　　　　　　　 　　 ＊一般　　    60 2/9 2/11 国・数・英・面接          　 2/12 2/14   Ａ

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　   　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

立教池袋 普通科  一般 　　　　　 約       6 2/9 2/11 英・面接 2/11 2/12

（注）一般入試の＊は、各学校が定める成績等の基準を満たした受験者に対して優遇措置を講ずる（併願優遇）学校である。 3
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　〔北　区〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

聖学院　　　　　　　 普通科  帰国生入試（Ａ方式）  若干 1/19 1/20 英・面接 1/20 1/22

 　　　　   帰国生入試（Ｂ方式） 若干 1/19 1/20 国・数・英・面接          　 1/20 1/22

　〔荒川区〕

開成  　　　　　　　 普通科　一般　　   100 1/27 2/10 国・数・英・理・社 2/12 2/14   Ｃ

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　

　〔板橋区〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

芝浦工業大学　　　　 普通科  25

　　　　推薦　　    10 1/20 1/22 作文・適性検査・面接 1/22 1/24

　　　　一般　　    15 2/7 2/10 国・数・英・面接 2/10 2/12   Ｆ

城北　　　　　　　　 普通科  90

　　　　一般１回 60 2/7 2/11 国・数・英      　　　 2/11 2/15 　Ａ

　　　　一般２回 30 2/7 2/12 国・数・英      　　　 2/13 2/15 　Ａ

　〔練馬区〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

早稲田大学高等学院 普通科　　　　     480

　　　　　　　　　　 　　　　推薦（自己推薦）    160 1/18 1/22～ 面接 1/25 1/26

1/24の

うちいずれ

か学院が

指定した日

　　　　一般       320 1/30 2/11 国・数・英・小論文 2/15 2/17   Ｆ

　　　　　　　　　　      　　（帰国子女20名含む） 　　　

　〔足立区〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

足立学園 普通科　　　　　  85 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　  　　推薦　　   40 1/18 1/22 適性検査・面接 1/23 1/26

　　　　　　　　　　 　　 ＊一般１回    35 2/7 2/10 国・数・英・面接　　　 2/11 2/16   Ａ

　　　　　　　　　　 　　 ＊一般２回　 10 2/7 2/12 国・数・英・面接　　　 2/13 2/16   Ａ

文理科　　　　　    90 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　  　　推薦　　   30 1/18 1/22 適性検査・面接 1/23 1/26

　　　　　　　　　　 　　 ＊一般１回    40 2/7 2/10 国・数・英・面接　　　 2/11 2/16   Ａ

　　　　　　　　　　 　　 ＊一般２回　 20 2/7 2/12 国・数・英・面接　　　 2/13 2/16   Ａ

  〔東村山市〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

明法    　　　　　　 普通科　  　                     約 40 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　 　   推薦Ａ             約  10 1/19 1/22 適性検査・面接 1/22 1/24

　 　   推薦Ｂ             約  5 1/19 1/22 適性検査・面接 1/22 3/11

　 　   推薦Ｃ  　　　  若干 1/19 1/22 適性検査・面接 1/22 1/24

　　　＊総合              約 15 2/7 2/11 国・数・英・面接　　　 2/11 2/14 　Ａ

　　　＊特選１回         約 5 2/7 2/11 国・数・英・面接　　　 2/11 2/14 　Ａ

　　　＊特選２回         約 5 2/7 2/12 国・数・英・面接　　　 2/12 2/14 　Ａ

　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

　〔国立市〕 　　　　　　　　　　　 　　　 　　　 　　　　　　　　　　　 　　　

桐朋　　　　　　　　 普通科　一般                   約 50 1/28 2/10 国・数・英・面接　　　 2/11 2/14   Ｃ

（注）一般入試の＊は、各学校が定める成績等の基準を満たした受験者に対して優遇措置を講ずる（併願優遇）学校である。 4
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