
平成31年度  私立高等学校生徒２次募集要項（２月19日以降も募集を受け付ける学校）

（全日制） 記号説明：　＊∥帰国生徒枠若干名有　　　★∥帰国生徒考慮有　　　
学校 募集期間

所在 学校名 学科 性別 選抜方法 日程区分 コース区分等 募集人員 自 至 試験日 合格者 備　　考

地区 発表日

横浜 12校 白鵬女子高 普通 女 一般 二次

セレクトα、β、
国際α、β、
メディア表現α、β、
スポーツα、β、
フードコーディネート、総合

若干名 2/27 3/1、3/3 3/1、3/3 3/1、3/3
試験日は出願の際に左日程のいずれかを選択
出願は試験当日の午後1：00まで受付

聖ヨゼフ学園高 普通 女 一般 ２次
総合進学、アドバンスト・
イングリッシュ 5 3/1 3/4 － 3/5 書類選考のみ

橘学苑高 普通 男女 一般 ｵｰﾌﾟﾝB
★国際、★ﾃﾞｻﾞｲﾝ美
術、★文理（特別進
学）、★文理（総合進学）

若干名 2/14 2/20 2/23 2/24

横浜清風高 普通 男女 二次 特進、総合進学 若干名 3/2 3/2 3/3 3/3

横浜学園高 普通 男女 一般 ２次 ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ・普通 若干名 2/28 2/28 3/2 3/2 　

横浜高 普通 男 ２次 特進、文理、特性 若干名 2/28 3/2 3/2 3/2 出願は試験当日の午前8：30まで受付

横浜創学館高 普通 男女 二次
特別進学、
文理選抜、
総合進学

若干名 3/1 3/1 3/4 3/4

総合進学は一般及び国際英語のみ

英理女子学院高 普通 女 一般
３月１回 若干名 2/12 3/1 3/1 3/1 (注)平成31年４月より高木学園女子高等学校より校名変更

３月２回 2/12 3/4 3/4 3/4 各日程とも出願は試験(面接)当日の午前8:15まで受付

武相高 普通 男 一般 ３月日程 特進 5 2/28 3/2 3/3 3/4

進学 5

総合（文科） 5

横浜商科大学高 普通 男女 一般 二次 特進、進学 若干名 3/1 3/2 3/2 3/2 出願は試験当日の午前10：00まで受付

商業 一般 二次 若干名 3/1 3/2 3/2 3/2

横浜翠陵高 普通 男女 一般 二次 特進、国際、文理 若干名 2/27 3/2 3/3 3/3

横浜隼人高 普通 男女 一般 ２次 ＊ 若干名 2/27 3/1 3/2 3/2

国際語 一般 ２次 ＊ 若干名 2/27 3/1 3/2 3/2

進学教養、ﾋﾞｼﾞﾈｽﾃﾞｻﾞｲ
ﾝ、情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ、ﾗｲﾌﾃﾞ
ｻﾞｲﾝ、iｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ部
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学校 募集期間

所在 学校名 学科 性別 選抜方法 日程区分 コース区分等 募集人員 自 至 試験日 合格者 備　　考

地区 発表日

相模原 3校 麻布大学附属高 普通 男女 一般 後期 進学 若干名 2/28 3/4 3/6 3/7

相模女子大学高等部 普通 女 一般 二次 ＊特別進学、＊進学 10 2/27 3/2 3/2 3/2 出願は試験当日の午前9：00まで受付

相模原高 普通 男女 一般 二次
総合、体育科学、文
理

若干名 3/4 3/4 3/5 3/6

横須賀 1校 緑ヶ丘女子高 普通 女 一般 二次
特進
総合・進学
幼児教育

10 3/4 3/4 3/4 3/4 出願は試験当日の午前8：40まで受付

平塚 1校 平塚学園高 普通 男女 一般 ２次 特別進学 若干名 2/28 2/28 3/4 3/5

鎌倉 2校 北鎌倉女子学園高 普通 女 二次 普通・特進 若干名 3/2 3/2 3/4 3/4

音楽 二次 若干名 3/2 3/2 3/4 3/4

鎌倉女子大学高等部 普通 女 一般 二次 ★ 若干名 2/14 3/1 3/2 3/2

藤沢 4校 鵠沼高 普通 男女 二次 若干名 2/28 2/28 3/1 3/1

湘南工科大学附属高 普通 男女 一般 二次
技術、
進学アドバンス、
進学スタンダード

若干名 2/27 3/1 3/4 3/4

藤嶺学園藤沢高 普通 男 一般 Ⅱ期 ★ 若干名 2/27 3/1 3/2 3/2

藤沢翔陵高 普通 男 一般 ２回 文理、特進 若干名 3/1 3/1 3/3 3/3

商業 ２回 若干名 3/1 3/1 3/3 3/3

小田原 2校 旭丘高 普通 男女 一般 一般二期 若干名 2/28 3/2 3/4 3/4

総合 一般二期 若干名 2/28 3/2 3/4 3/4

相洋高 普通 男女 チャレンジ・二次 特進（選抜） 5 2/18 3/2 3/2 3/3 出願は試験当日の午前8：30まで受付

特進（特進） 5

文理（理科） 5

文理（文科） 5

進学 5

商業 チャレンジ・二次 5 2/18 3/2 3/2 3/3

茅ヶ崎 1校 アレセイア湘南高 普通 男女 一般 二次
特進選抜、特進、進
学 5 2/28 3/1 3/4 3/4

逗子 1校 聖和学院高 普通 女 一般 第２回 ★ 若干名 2/27 2/28 2/28 2/28 出願は試験当日の午前8：50まで受付

英語 一般 第２回 ★ 若干名 2/27 2/28 2/28 2/28
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学校 募集期間

所在 学校名 学科 性別 選抜方法 日程区分 コース区分等 募集人員 自 至 試験日 合格者 備　　考

地区 発表日

大和 1校 柏木学園高 普通 男女 一般 二次
アドバンス、
スタンダード、情報 若干名 3/1 3/1 3/2 3/2

伊勢原 1校 向上高 普通 男女 一般 二次 文理、選抜、特進 若干名 3/1 3/2 3/3 3/3

足柄上郡 1校 立花学園高 普通 男女 一般 二次 特進、進学、総進 若干名 3/4 3/4 3/5 3/5

足柄下郡 1校 函嶺白百合学園高 普通 女 一般 二次 ★ 若干名 2/18 3/4 3/6 3/7

（通信制）

横浜 2校 清心女子高 普通 女 一般 ２次１回 若干名 2/25 3/1 3/1 3/1 (注)普通ｺｰｽ、保育ｺｰｽ、ﾗｲﾌﾃﾞｻﾞｲﾝｺｰｽあり

２次２回 若干名 3/2 3/7 3/7 3/7 　　通信は、通信ｺｰｽのみ

通信 　 若干名 3/13 3/22 別途指定 別途指定 ２次１回と２次２回の出願は、試験当日の午前9:00まで受付

秀英高 普通 男 一般 二次 若干名 3/6 3/8 3/9 3/10

厚木 1校 厚木中央高 普通 男女 一般 ２次 若干名 3/1 3/4 3/6 3/7
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