
(公社)静岡県私学協会

№ 学 校 名 学 科 名 男女 選　抜　内  容

1 御殿場西 普通 共学 280
調査書､学力検査(単願:国語･数学･英語)(併願:国語･数学･英
語･理科･社会)､面接

普通 共学 210

情報ビジネス 共学 80

福祉 共学 80

創造デザイン 共学 40

410

3 日本大学三島 普通 共学 680 (54名) 調査書､学力検査(国語･数学･英語･理科･社会)､グループ面接

4 沼津中央 普通 共学 240 調査書､学力検査(国語･英語･数学)､面接

普通 共学 390

自動車工業 共学 40

430

6 桐陽 普通 共学 350 調査書､学力検査(国語･数学･英語･社会･理科)､面接(グループ)

7 加藤学園 普通 共学 500 調査書､学力調査(国語･社会･数学･理科･英語)､面接(集団)

8 加藤学園暁秀 普通 共学 210 (80名)
調査書､特進コース:学科試験(国･数･英･理･社)､面接
バイリンガルコース:学科試験(国･数･英)､面接

9 誠恵 普通 共学 240
調査書､筆記試験(国語･数学･英語)､個人面接
実技試験(芸術オプション第1志願者･第2志願者)

普通 共学 160

英数 共学 240 (60名)

400

11 静岡県富士見 普  通 共学 400 (19名)
単願:調査書､学力検査(国語･数学･英語)､作文､面接(個人)
併願:調査書､学力検査(国語･数学･英語)･面接(集団)

普  通 共学 180

ITビジネス 共学 70

250

13 静岡サレジオ 普通 共学 170 (61名)
調査書､学力調査(単願:国数英､併願:国数英理社)､面接(個
人)

14
東海大学付属

静岡翔洋
普通 共学 360 (80名)

調査書､学科試験(単願):国語･数学･英語､(併願):国語･数学･
英語･社会･理科､面接

15 静岡大成 普通 共学 200
調査書､学力検査(単願:国語･数学･英語)､(併願:国語･数学･
英語･社会･理科)､面接(単願:個人)(併願:集団)

16 静岡英和女学院 普通 女子 120 (71名) 調査書､学力検査(国語･数学･英語)､面接(個人)

ＩＣＴ 共学 240

普通 共学 40

280

普通 女子 80

家政 女子 40

商業 女子 40

福祉 女子 40

200

19 常葉大学附属常葉 普通 女子 240 (23名)
調査書､学力試験(単願･常葉大学進学ｺｰｽ併願:国語･英語･数
学)(特別進学ｺｰｽ併願:国語･英語･数学･社会･理科)､面接

普通 共学 340

英数 共学 60

400

理数 共学 90

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 共学 40

普通 共学 310

440

22 静岡学園 教養科学 共学 360 (91名)
調査書､学力試験(国語･数学･英語［リスニング含む］･社会･
理科)､面接(単願者のみ)

23 焼津 総合 共学 175 調査書､学力検査(国語･数学･英語･社会･理科)､面接

5 飛龍 調査書､学力検査(国語･数学･英語)､面接(集団)

計

10 星陵 調査書､学科試験(国語･数学･英語)､面接

計

令和５年度 静岡県私立高等学校 生徒募集一覧

全日制
募集定員(内部進学者)

2 知徳 調査書､学力試験(国語･数学･英語)､面接

計

12 清水国際 調査書､学力試験(国語･数学･英語)､面接(集団)

計

17 城南静岡 (11名) 調査書､筆記試験(国語･数学･英語)､面接

計

18 静岡女子 調査書､学力検査(国語･数学･英語)､面接

計

20 常葉大学附属橘 (55名)
調査書､学力試験(単願:国語･英語･数学､併願:国語･英語･数
学･社会･理科)､面接(単願者のみ)

計

21 静岡北 (71名) 調査書､学力検査(国語･数学･英語)､面接(個人)

計



№ 学 校 名 学 科 名 男女 選　抜　内  容募集定員(内部進学者)

文理探究 共学 40

工学探究 共学 200

240

25 藤枝順心 普通 女子 190 (11名) 調査書､学力検査(国語･数学･英語)､面接

普通 共学 200

英数 共学 185

385

27 島田樟誠 普通 共学 280 調査書､学力検査(国語･数学･英語･社会･理科)､面接

普通 共学 335

美術･デザイン 共学 40

375

29 磐田東 普通 共学 330 (35名)
調査書､学力検査(単願者:国語･数学･英語) (併願者:国語･数
学･英語･社会･理科)･面接(単願者)

30 浜松学院 普通 共学 280 (20名)
調査書､学力試験(特進:国語･数学･英語･理科･社会
子ども教育とﾄﾞﾘｰﾑ実現:国語･数学･英語)､面接(単願者のみ)

夢みらい 共学 175

看護･看護専攻 共学 70

245

32 浜松開誠館 普通 共学 280 (73名)
調査書､学力検査5教科(国語･数学･英語･社会･理科)､面接(単
願者のみ)

普通 共学 256 調査書､学力検査(国語･英語･数学･社会･理科)､面接

芸術 共学 70 芸術科:(音楽)調査書･学力検査(国語･英語･数学)､専攻実技､楽典､聴音

326 芸術科:(美術/書道)調査書･学力検査(国語･英語･数学･社会･理科)､専攻実技

34 静岡県西遠女子学園 普通 女子 180 (69名)
<特進>調査書､学科試験(英語･国語･数学･理科･社会)､面接
(個人)
<進学>調査書､学科試験(英語･国語･数学)､面接(個人)

35 浜松聖星 普通 共学 200
調査書､学力検査(国語･英語･数学･理科･社会)､面接(留学希
望者のみ､英語と日本語による個人･保護者面接)

36 浜松日体 普通 共学 320 (100名) 調査書､学力試験(国語･数学･英語･社会･理科)､面接(集団)

英数 共学 94

普通 共学 200

294

38 オイスカ浜松国際 普通 共学 180
調査書､学力試験(国語･数学･英語)､面接(集団面接･一般入試
単願者のみ)

39 浜松啓陽 情報コミュニケーション 共学 200 調査書､学力検査(国語･数学･英語)､面接

11,640 (1,221名)

№ 学校名 学科名 男女 募集定員 選抜内容

1 キラリ 普通 共学 400 調査書､作文､面接

24 静清
調査書､単願:学力検査(国語･数学･英語)､面接
併願:学力検査(国語･数学･英語)

計

26 藤枝明誠 (68名)
調査書､学力検査(国語･数学･英語･理科･社会)､面接(単願者
のみの親子面接)

計

28 常葉大学附属菊川 (59名)
調査書､学科試験(単願:国･英･数)(併願:国･英･数･社･理)､面
接

計

37 聖隷クリストファー (22名) 調査書､学力調査(国語･数学･英語･社会･理科)､面接

計

31 浜松修学舎 (34名) 調査書､学力試験(国･数･英)､面接(単願のみ)

計

33 浜松学芸 (54名)

計

狭域通信制

令和５年度 私立高等学校入試日程

全日制
入学試験

事前入力期間 令和5年1月6日(金)～11日(水)

Web出願期間 令和5年1月12日(木)～20日(金)

願書(調査書)受付 令和5年1月25日(水)･26日(木)

検査等 令和5年2月1日(水)･2日(木)

合格発表 令和5年2月10日(金)

全日制
再募集試験Ａ

Web出願期間 令和5年2月10日(金)～15日(水)

願書(調査書)受付 令和5年2月15日(水)･16日(木)

検査等 令和5年2月17日(金)

合格発表 令和5年2月21日(火)までに行う

全日制
再募集試験Ｂ

願書(調査書)受付 令和5年3月16日(木)以降

検査等 作文･面接等 各校ごとに実施

合格発表 学校ごとに発表する

令和5年2月10日(金)

狭域通信制
入学試験

事前入力期間 令和5年1月6日(金)～11日(水)

Web出願期間 令和5年1月12日(木)～20日(金)  2月1日(水)・2日(木)受験者のみ

願書受付 令和5年1月25日(水)･26日(木) 以後､～4月14日(金)まで

検査等 令和5年2月1日(水)･2日(木)他日程も有り。※詳細はキラリ高校HPまで

合格発表


