
高校受験版 受験マニアックス（2015年 5月 20日） 

1 
Copyright © School Network All rights reserved. 

神奈川県公立高校2015年度入試結果（速報） 
 
●	 共通選抜の概況	 

全日制高校の応募者数は、募集定員 43,300 名に対し、当初出願で 52,176 名、志願変更後の最終応

募者数が 52,159 名で、応募倍率 1.20 倍と、昨年と同じでした。昼間部を含む定時制の共通選抜は、

昨年の応募倍率 0.90 倍が今年は 0.82 倍に下がっています。	 

学力検査のないクリエイティブスクールと連携募集を除いた全日制の学力検査の受検者数は昨年が

50,864 名でしたが、今年は 50,620 名となっていて、244 名減少しています。全日制の応募取り消しと

欠席は全県で 683 名、受験後の取り消しが 314 名、合格者総数は 43,291 名で、15 校 19 学科・コース

で募集定員割れとなりました。	 

年

度	 

応募者数トップ 10	 普通科(同順位あり)	 

2015 年度	 2014 年度	 2013 年度	 

1	 横浜翠嵐	 719	 横浜翠嵐	 797	 湘南	 666	 

2	 湘南	 663	 湘南	 602	 横浜翠嵐	 656	 

3	 市ヶ尾	 591	 市ヶ尾	 561	 市ヶ尾	 553	 

4	 川和	 578	 川和	 535	 海老名	 492	 

5	 新羽	 492	 大船	 499	 川和	 480	 

6	 大船	 484	 海老名	 495	 新栄	 476	 

7	 市立桜丘	 479	 元石川	 491	 市立戸塚	 473	 

8	 横浜緑ヶ丘	 478	 新羽	 477	 大船	 461	 

9	 多摩	 478	 住吉	 472	 茅ヶ崎	 460	 

10	 麻溝台	 468	 厚木	 463	 市立桜丘	 447	 

	 

年

度	 

応募倍率トップ 10	 普通科(同順位あり)	 

2015 年度	 2014 年度	 2013 年度	 

1	 横浜翠嵐	 2.01	 	 横浜翠嵐	 2.23	 	 横浜翠嵐	 2.07	 	 

2	 湘南	 1.85	 	 湘南	 1.68	 	 湘南	 1.86	 	 

3	 川和	 1.82	 	 相模向陽館(午前)	 1.67	 	 相模向陽館(午前)	 1.81	 	 

4	 横浜緑ヶ丘	 1.72	 	 相模向陽館(午後)	 1.58	 	 大和	 1.56	 	 

5	 多摩	 1.72	 	 横浜緑ヶ丘	 1.514	 	 横浜緑ヶ丘	 1.55	 	 

6	 光陵	 1.64	 	 市立橘	 1.510	 	 川和	 1.51	 	 

7	 新城	 1.513	 	 川和	 1.494	 	 鎌倉	 1.50	 	 

8	 大和	 1.507	 	 光陵	 1.489	 	 市立戸塚	 1.49	 	 

9	 市立桜丘	 1.506	 	 生田	 1.45	 	 多摩	 1.480	 	 

10	 市ヶ尾	 1.49	 	 柏陽	 1.44	 	 柏陽	 1.477	 	 

応募者数や応募倍率のトップ 10 を見てみます。上段の表は、単位制や昼間部定時制（定時制の場合

は共通選抜）を含み、学力検査のないクリエイティブスクールを除いた普通科の応募者数トップ 10

です。応募者数のトップは昨年に引き続き横浜翠嵐、２位が湘南です。一昨年は１位、２位が逆でし
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た。横浜翠嵐も湘南も隔年的に応募者が増減していて、今年は湘南が増加、横浜翠嵐が減少していま

すが、順位の逆転はありません。３位は市ヶ尾で、今年で現制度になって３年目ですが、３年連続３

位です。４位の川和と６位の大船も３年連続のトップ 10 入り、５位の新羽は昨年に続いてトップ 10

に入っています。川和は毎年応募者が増えて人気が上がっています。今年の７～10 位はいずれも昨年

より応募者が増加して今年はトップ 10 に入りましたが、市立桜丘は隔年的な増減です。トップ 10 の

下位は比較的顔ぶれが変わっていますが、上位は固定人気です。	 

次に普通科の応募倍率のトップ 10 です。前ページの中段の表です。応募倍率は３年連続横浜翠嵐が

トップ、２位は湘南です。この他に３位の川和、４位の横浜緑ヶ丘が３年連続トップ 10 に入っていま

す。５位の多摩は、昨年はトップ 10 から外れたものの、一昨年は入っていました。もっとも昨年は僅

差でトップ 10 に入っていませんでしたので、高い人気が続いています。６位の光陵は昨年に続いてト

ップ 10 に入っています。横浜・川崎地区のトップ校、上位校の人気が高くなっています。また、一昨

年、昨年と、相模向陽館がトップ 10 に入っていましたが、今年は 16 位でした。	 

	 さて、今年で新入試制度３年目です。前後期だったころは、前期は失敗してもまだ後期がある、と

いう考え方の挑戦志向の受験生も目立ちましたが、後期は後がないことから、慎重に選択する受験生

が多数派でした。前後期が一本化され、全日制は挑戦のチャンスが１度だけになったことから、慎重

に受験校を選ぶケースが多く、かつての前期よりも後期に近い傾向が見えていましたが、新制度が定

着するにつれて人気校の傾向に変化が見られるようになってきました。以前の後期は応募者数のトッ

プ 10 でも応募倍率のトップ 10 でも、旧学区トップ校や２番手校だけが登場することはなく、中堅校

や比較的入り易い学校も散見されていました。新羽や住吉、新栄、あるいは相模向陽館や白山、綾瀬

西などです。しかし、こうした学校の影が薄くなり、トップ校と２番手校中心になってきました。以

前は「絶対公立」の受験生が入り易い学校に集中するために高倍率になっていました。こうした傾向

は今もありますが、以前よりは緩和してきて、トップ校や上位校の人気が、こうした学校の応募者を

上回るように変化してきました。	 

年

度	 

応募倍率トップ 10	 コース制・専門学科・総合学科・クリエイティブ(同順位あり)	 

2015 年度	 2014 年度	 2013 年度	 

1	 川崎市立橘	 国際	 1.82	 	 市立横浜商業	 国際学	 2.06	 	 中央農業	 畜産科学	 2.05	 	 

2	 市立横浜商業	 国際学	 1.80	 	 弥栄	 美術	 2.00	 	 磯子工業	 建設	 2.05	 	 

3	 弥栄	 美術	 1.77	 	 生田	 自然科学	 1.87	 	 向の岡工業	 電気	 1.79	 	 

4	 神奈川総合	 国際文化	 1.76	 	 市立横浜総合	 総合Ⅱ部	 1.769	 	 ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ	 理数	 1.76	 	 

5	 横浜国際	 国際情報	 1.75	 	 弥栄	 国際	 1.767	 	 川崎市立橘	 ｽﾎﾟｰﾂ	 1.72	 	 

6	 ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ	 理数	 1.70	 	 神奈川総合	 個性化	 1.70	 	 磯子工業	 機械	 1.67	 	 

7	 市立横浜商業	 S ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ	 1.64	 	 相原	 畜産科学	 1.69	 	 市立横浜総合	 総合Ⅰ部	 1.60	 	 

8	 神奈川総合	 個性化	 1.62	 	 白山	 美術	 1.67	 	 海洋科学	 船舶運航	 1.58	 	 

9	 弥栄	 音楽	 1.62	 	 川崎総合科学	 科学	 1.56	 	 磯子工業	 電気	 1.55	 	 

10	 生田	 自然科学	 1.56	 	 ｻｲｴﾝｽﾌﾛﾝﾃｨｱ	 理数	 1.55	 	 上矢部	 美術陶芸	 1.54	 	 

 2013 年度の 1・2 位と 10 位は同率同順位	   中央農業	 農業総合	 1.54	 	 

コース制や専門学科、総合学科なども見てみます。上の表です。こちらは募集定員が小さい学校・

課程も多く、少しの応募者数の変動で順位が大きく変わりますので、応募倍率のみの比較です。今年

は市立橘の国際がトップでした。昨年、一昨年はトップ 10 に入っていません。人気が上がっています。
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２位は昨年のトップ、市立横浜商の国際学、３位は弥栄の美術で、昨年に続くトップ 10 入りです。こ

の他、６位のサイエンスフロンティア、８位の神奈川総合・個性化、10 位の生田・自然科学は昨年に

続くトップ 10 入りで、サイエンスフロンティアは３年連続です。今年は神奈川総合・国際文化や横浜

国際がトップ 10 入りするなど、国際系の人気が高くなっています。社会のグローバル化の影響かもし

れません。	 

さて、一昨年と、昨年・今年とで大きく変わったことは実業系の専門学科がトップ 10 から大きく減

ったことです。昨年は相原・畜産科学しか入っておらず、今年は１校もありません。前後期制の後期

の時も半数程度は実業系が入っていました。上記のように普通科でも応募者や応募倍率のトップ 10

の傾向が変わってきていますが、こちらも同じ理由でしょう。前後期制の時は、「絶対公立」の考えの

受験生が、入り易さで実業系の学校・学科を選んでいて、そうした受験生が特定の学校・学科に集中

すると高倍率になる傾向が出ていましたが、現在はこだわりを持つ受験生が集まる学校・課程が高倍

率になるようになってきた、一昨年は前後期制の影響をまだ引き継いでいる応募状況だったのが変わ

ってきた、と言えるのではないでしょうか。	 

	 

●	 応募や受検後の取り消し・欠席について	 

全日制では当初の応募〆切後の応募先変更時に 2,762 名が応募先を変更、28 名は応募を取り消しま

したが、その後の取り消し・欠席も含め、全県で 683 名が受検しませんでした。率では 1.3％です。

昨年は 564 名、1.1％、一昨年は 598 名、1.2％でした。昨年、やや減っていたのが今年は増加に転じ

ています。受検後の取り消しは 314 名で、昨年が 391 名、一昨年が 341 名でしたから、こちらは昨年

増えていたのが今年は減少しています。両方を合計すると 939 名→955 名→997 名と、じわじわ増えて

います。	 

	 応募の取り消し・欠席、受検後取り消しとも最多は今年も横浜翠嵐で前者が 66 名、後者は 92 名の

合計 158 名です。応募の取り消し・欠席が多かったのは、横浜翠嵐のほか、生田・普通 37 名、市ヶ尾

35 名、多摩 30 名、湘南 26 名、川和 22 名、柏陽 17 名、鶴見 16 名、元石川 13 名、荏田・厚木各 11

名、市立東・横浜平沼・新城・光陵・大和・サイエンスフロンティア各 10 名などで、旧学区トップ校

も見られますが２番手校や中堅校も見受けられます。東京隣接地域の学校が多く、都内も含めて有名

私立を第一志望にした受験生が、希望の私立に合格したための応募取り消し・欠席です。受検後の取

り消しは横浜翠嵐のほかに湘南 32 名、川和・サイエンスフロンティア各 13 名、市ヶ尾９名、柏陽・

厚木各７名などとなっていて、こちらは都内国立校や最難関私立との併願者が中心です。	 

帰国枠や連携枠を除いた全日制の定員割れは 15 校 19 学科・コースで、市立川崎・普通 15 名、同・

福祉２名、同・生活科学１名、上鶴間 12 名、大楠 11 名、磯子・普通８名、同・グローバルコミュニ

ケーション 10 名、大井６名、釜利谷、三浦臨海各５名、霧が丘３名、商工・総合ビジネス 10 名、同・

総合技術、神奈川工業・デザイン、川崎総合科学・総合電気４名などです。昼間定時制では市立川崎

20 名、相模向陽館・午後部 10 名でした。	 

	 一昨年の定員割れは全日制で 23 校 180 名、昨年は７校 35 名、今年は 15 校 105 名で、隔年現象的な

変化です。一昨年は新制度１年目で制度改革を嫌がった受験生が早めに私立推薦・単願に決めたケー

スが多かったことが理由ですが、今年は少し傾向が変わってきたようです。昨年まではクリエイティ

ブスクールや昼間定時制など、普通科カラーが強く、入り易い学校が定員割れになるケースはまずな

く、かえってこうした学校の供給が需要に対して不足している、と指摘される状況でした。昨年は新
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設の市立川崎・昼間定時制が定員割れとなりましたが、これは新設課程の受験生への浸透が不十分だ

ったため、と考えられていました。実際、同時に新設された市立戸塚・音楽も定員割れで、サイエン

スフロンティアのような例外はあっても、神奈川県では概ね新設課程は初年度不人気になる傾向が見

られます。しかし、市立川崎・昼間定時制は今年も定員割れし、せっかくの新校舎なのに同校全日制

普通、福祉、生活科学も定員割れ、クリエイティブスクールの釜利谷と大楠も定員割れです。こうし

た入り易い学校の人気が下がっているようです。こうした学校を考える受験生が、面倒見の良さなど

の面で、私立に流れているようです。また、市立川崎については、校舎新築の際、中学を併設し、難

関大学受験を目指そうと中高一貫化し、さらに専門学科は設置したまま、昼間定時制も新設して夜間

部と併設という、大変多様な学校になりました。この結果、スクールカラーが不明確になって受験生

がとまどい、引いてしまった面もあるでしょう。 
	 

●	 地域別公立入試の状況	 

《横浜北部地区／旧横浜東部・北部学区普通科》 
	 地域全体で215名の欠席・事前取消と128名の受検後取消が出ていて、もちろん全県トップです。欠席・

事前取消は昨年より38名増加、受検後取消は22名の減少です。有名私国立との併願受験生です。全県ト

ップの人気校、横浜翠嵐は昨年より78名も応募者が減っていますが、昨年はその前の年より141名も応

募者が増えていたので、反動でしょう。欠席・事前取消は昨年の44名から66名に増加したこともあって、

受検者数は昨年より100名減っていますが、受検後取消が昨年の107名から92名に減少、実質倍率は昨年

の1.76倍から1.55倍に下がっています。それでも高倍率であることには変わりなく、あまり入り易くな

った印象はありません。川和は昨年募集定員が１クラス増えましたが、今年は削減されています。それ

でも応募者は昨年より43名増加、22名の欠席・事前取消と13名の受検後取消が出ていますが、実質倍率

は昨年の1.41倍から1.68倍に上昇、難化した厳しい入試でした。	 

鶴見、市立東、岸根は応募者が増加しています。鶴見と市立東は昨年、応募者が減っていました

ので、人気が反転しました。岸根は昨年が前年並みで、人気が上向いています。３校とも欠席や取消は

出ていますが、実質倍率はやや上がり、少し難化したようです。鶴見は昨年ほとんど出なかった不合格

者が今年は50名出ていて、難化は確実です。市ヶ尾と新栄も応募者がやや増えています。新栄は昨年

１名だった欠席・事前取消が８名に増えましたが、少し難化したかもしれません。市ヶ尾も若干難化し

ているようです。城郷と港北も応募者が増えていますが、この両校は募集定員拡大校で、実質倍率は

昨年並み、難度も昨年並みでしょう。	 

荏田と霧が丘は応募者の減少が目立ちます。両校とも昨年は増えていましたので反動でしょう。両

校とも欠席や取消が昨年よりも増えていることもあって、少し入り易くなったようです。元石川も応募

者の減少が目立ちますが、こちらは昨年拡大した募集定員をもとに戻して削減した影響です。応募者の

減少幅が大きいこと、やはり欠席や取消が増えていることもあって、やはり少し入り易くなったようで

す。白山と新羽は昨年並みの応募者数で、実質倍率もあまり変わっていません。難度面も昨年並みで

しょう。さて、クリエイティブスクールの田奈の応募者が減っています。昨年は増えていましたから、

その反動ではありますが、以前はこうした入り易い学校が高倍率になるケースが多く、今年は受験生の

学校選択志向に変化が出てきたようです。	 
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《横浜中部地区／旧横浜西部・中部学区普通科》 
	 地域全体で 58 名の欠席・事前取消と 13 名の受検後取消が出ました。欠席・事前取消は昨年より 25

名増加、受検後取消は４名減少です。光陵と横浜平沼の応募者の増加が目立ちます。昨年の欠席・

事前取消は光陵が３名、横浜平沼は１名だったのが今年はどちらも 10 名で、両校とも昨年は発生し

なかった受検後取消が、今年は発生しています。難関私立との併願受験生が増えた結果でしょう。欠

席や取消は増えましたが実質倍率は上昇、難化した入試でした。	 

市立戸塚、松陽、瀬谷も応募者の増加が目立ちます。瀬谷は昨年に続く増加で人気が上がってい

ます。松陽は、昨年は前年並みの応募者数でしたので、人気が上向いてきました。市立戸塚は、昨

年は応募者が減っていましたので、今年は反動でしょう。３校とも欠席や取消は出ていますが、実質

倍率は上昇、難化しています。市立桜丘も応募者がやや増えています。少し難化したかもしれませ

ん。	 

	 一方、希望ヶ丘は募集定員が削減されたこともあって、応募者が減っています。実質倍率は昨年

とあまり変わっていないことから、難度の面では特に変化はなかったようです。保土ヶ谷と舞岡も

応募者の減少が目立ちます。保土ヶ谷は募集定員が削減されていますが、それ以上に応募者が減少、

少し入り易くなっているようです。舞岡は募集定員削減校ではなく、昨年応募者が増えていたので、

反動でしょう。不合格者が大きく減少して、少し入り易くなったようです。金井も応募者がやや減り

ました。やはり昨年は増えていたので反動です。やはり少し入り易くなっているかもしれません。	 

上矢部は昨年並みの応募者数ですが、募集定員が削減されたため、欠席や取消が出ているものの、

実質倍率は上昇、少し難化した入試でした。フレキシブルスクールの横浜桜陽も昨年とあまり変わ

らない応募者数ですが、同校は募集定員を拡大していて、実質倍率は低下、不合格はほとんど発生し

ませんでした、入り易くなっています。旭、横浜旭陵、瀬谷西も昨年並みの応募者数で、実質倍率

もあまり変わりません。難度も昨年並みでしょう。	 

	 

《横浜南部地区／旧横浜南部・臨海学区普通科》 
	 地域全体で 35 名の欠席・事前取消と 20 名の受検後取消が出ました。欠席・事前取消は昨年より 15

名減少、受検後取消は 13 名減少しています。横浜緑ヶ丘の応募者が昨年より 57 名増加しています。

欠席や取消も出ていますが、実質倍率は昨年の 1.47 倍が 1.69 倍に上昇、難化した厳しい入試でした。

市立金沢、氷取沢、横浜南陵も応募者がやや増加しています。市立金沢は昨年が前年並みの応募

者数で、人気が上向いています。氷取沢は昨年に続く応募者の増加で、人気が上がっています。この

両校は欠席や取消も出ていますが、少し難化したかもしれません。横浜南陵は募集定員を拡大して

いて、実質倍率はかえって下がりました。少し入り易くなったようです。昨年、この地域に昼間定時

制の新設校として横浜明朋が開校しました。２年目の今年は人気が上がっていて、午前部、午後部

とも応募者が増加、実質倍率も上昇して難化しています。	 

	 一方、柏陽は応募者が少し減っています。昨年は増えていましたから、反動でしょう。高難度です

が、少し入り易くなったかもしれません。永谷は応募者の減少が目立ちます。昨年も減少していまし

たが、今年は募集定員が削減されているため、敬遠ムードも出ていました。実質倍率は昨年と変わら

ず、難度も変化はありません。クリエイティブスクールの釜利谷は応募者が大きく減少しました。昨

年は増えていましたから、反動には違いないのですが、人気が大きく下がっていて、定員割れでした。

以前はこうした入り易い学校の人気が高かったのですが、今年は低下しています。横浜明朋に流れ
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た受験生もいたようです。	 

横浜栄、横浜立野、磯子は昨年並みの応募者数で、横浜栄は実質倍率、難度とも昨年とあまり

変わりませんが、横浜立野と磯子は募集定員が拡大していて、実質倍率は低下、横浜立野は不合格

者が大きく減っています。磯子は定員割れとなりました。両校とも今年は入り易くなっています。	 

	 さて、市立南は中高一貫の１期生が内部進学するため、一般からの募集定員が１クラスのみに削減

されたため、敬遠ムードが発生、応募者は激減しました。進路希望調査段階では定員割れを起こして

いたくらいです。実質倍率は昨年並みでした。中学募集の人気が高いことから、定員削減で一気に難

化、といった予想もありましたが、そんなことはなく、難度もあまり変化はなかったようです。東京

などでも同じ現象が見られますが、高校受験生は少定員を避ける傾向が見られ、今回の市立南も同じ

ケースです。	 

	 

《川崎地区／旧川崎南部・同北部学区普通科》 
地域全体で130名の欠席・事前取消と14名の受検後取消が出ています。欠席・事前取消は昨年より16

名増加、受検後取消は5名減少しています。有名私立との併願受験生です。トップ校の多摩は応募者が

79名増加、昨年７名だった欠席・事前取消が30名に、受検後取消も２名から４名に増えましたが、実質

倍率は昨年の1.38倍から1.58倍に上昇、難化した厳しい入試でした。新城も応募者が81名増えています。

同校は昨年、応募者が減っていましたので、その反動でしょう。欠席や取消はでていますが、実質倍率

は1.18倍から1.48倍に上昇、難化しています。生田東も増加が目立ちました。昨年も少し増えていまし

たから人気が上がっています。同校も欠席や取消が出ているものの実質倍率は上昇、難化しました。百

合丘も応募者が少し増えていて、実質倍率も上がっています。やや難化したかもしれません。	 

一方、市立橘、住吉、生田、麻生は応募者の減少が目立ちます。４校とも昨年は増えていましたか

ら、その反動です。市立橘、住吉、生田は実質倍率が低下、少し入り易くなったようです。麻生は募

集定員が削減されていますが、欠席や取消が発生していることもあって、不合格者はおらず、入り易い

入試でした。市立高津も応募者がやや減っています。欠席や取消が昨年より増えたこともあって、実

質倍率は低下、不合格者も大きく減って、入り易い入試になりました。	 

	 川崎北、菅、フレキシブルスクールの県川崎は昨年並みの応募者数です。県川崎は実質倍率も昨年

並みで、難度にも特に変化は見られなかったようです。川崎北と菅は募集定員削減校で、募集定員が

減った分、実質倍率が少し上がっています。やや難化したかもしれません。	 

	 さて、昨年中学を開校して中高一貫化するとともに、昼間定時制も併設した市立川崎は、全日制、

昼間定時制ともども定員割れの応募者数でした。全日制は昨年増加した応募者が反転しての減少で、昼

間定時制は昨年の定員割れが今年も続いています。どちらも不合格は発生していません。全日制は昨年

校舎が新築されて、他校の事例なら人気がしばらく続くはず、昼間定時制は開校２年目で受験生に浸透

し、応募者が増えるはず、なのに定員割れです。もともと同校は入り易い公立高校のイメージが強かっ

た学校ですが、中学開校で話題になり、学校側も進学対策を打ち出したために、入り易い学校を求める

受験生が引いているようです。「多様な生徒たちを１つのキャンパスで」が同校のモットーですが、実

際には受験生が学校のイメージを捉えきれていないのかもしれません。	 

	 

《横須賀三浦地区／旧横須賀三浦学区普通科》 
	 トップ校横須賀は応募者が少し増えていて、人気が上がっています。実質倍率もやや上がり、少し難
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化したようです。横須賀大津もやや増えていて、若干難化したかもしれません。一方、逗子は応募者

の減少が目立ちます。昨年は増えていましたから反動でしょう。不合格者は減少し、僅かな人数になっ

ています。少し入り易くなったようです。三浦臨海もやや減っていて、今年は応募段階で定員割れに

なりました。入り易くなっています。追浜、津久井浜、逗葉は昨年並みの応募者数でした。このうち

追浜は募集定員拡大校で、受検後取消が１名出ているだけですので、実質倍率は昨年の1.38倍から1.20

倍に下がっています。少し入り易くなったようです。クリエイティブスクールの大楠は応募者が大きく

減って、定員割れです。今年はクリエイティブスクールが他地区でも人気低迷ですが、大楠も同様で、

入り易い学校への志向が小さくなっています。	 

	 

《鎌倉藤沢茅ヶ崎地区／旧鎌倉藤沢・茅ヶ崎学区普通科》 
地域全体で65名の欠席・事前取消と47名の受検後取消が出ています。欠席・事前取消は昨年より10名

増加、受検後取消は16名減少しています。有名私立との併願受験生ですが、昨年までは湘南に集中して

いた欠席や取消が他校にも広がりはじめているのが地域の特徴です。その湘南は、応募者が61名増加し

ています。昨年は減っていましたから、その反動でしょう。欠席と事前取消は昨年とあまり変わりませ

んが、受検後取消は昨年の53名から32名に減少しています。今年は面接・特色検査の日程が国立の学芸

大附属と重なったことなどが原因で、受験生の併願が少し変化したようです。実質倍率は昨年の1.45倍

から1.68倍に上昇、難化した厳しい入試でした。	 

	 湘南台、藤沢西、茅ヶ崎、鶴嶺も応募者の増加が目立ちました。湘南台と藤沢西は昨年に続いて

の応募者増加で人気が上がっています。欠席や取消は昨年並みで、実質倍率は上昇、難化しています。

茅ヶ崎と鶴嶺は昨年応募者が減っていましたので、その反動でしょう。茅ヶ崎は欠席や取消がやや増

えていますが、実質倍率が上がって難化しました。鶴嶺は募集定員拡大校で、その効果があって、実質

倍率の上昇は小さく、若干難化したかどうか、といったところです。鎌倉も昨年は応募者が減っていま

したが、今年は人気が反転、応募者は少し増えています。同校も募集定員拡大校で、実質倍率は逆にダ

ウン、少し入り易くなったかもしれません。	 

	 一方、深沢と寒川は応募者がやや減っています。深沢は昨年増えていましたからその反動ですが、

寒川は前年並みの応募者で、人気に陰りが出ているのかもしれません。深沢は欠席・取消が発生した

こともあり、実質倍率はダウンしていて、少し入り易くなったかもしれません。寒川は不合格者が僅か

な人数になっていて、昨年より入り易くなっているようです。茅ヶ崎北陵、茅ヶ崎西浜、七里ヶ浜、

大船、藤沢清流は昨年並みの応募者数でした。茅ヶ崎西浜、七里ヶ浜、大船は、昨年の応募者が増

えていたので、人気が落ち着いたようです。藤沢清流は欠席・取消が増えていて、実質倍率が少し下

がっていますが、他の４校は昨年並みの倍率、難度でしょう。	 

 
《平塚秦野伊勢原地区／旧平塚・秦野伊勢原学区普通科》 
	 トップ校平塚江南の応募者の増加が目立ちます。昨年は前年並みの応募者でしたから人気が上がっ

ています。実質倍率も上昇、難化した入試でした。一方、伊志田は応募者の減少が目立ちます。昨年は

増えていましたが、同校は募集定員削減校ですから、敬遠ムードが起きたのかもしれません。定員削減

の影響で実質倍率は昨年並み、難度にも変化は見られなかったようです。秦野も応募者がやや減ってい

ます。同校も昨年は応募者が増えていましたので、反動でしょう。同校は募集定員に変更はありません

から、実質倍率が少し下がりました。やや入り易くなったかもしれません。	 
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伊勢原、秦野曽屋、平塚湘風、二宮、大磯、高浜は昨年並みの応募者数です。このうち、伊勢

原と二宮は募集定員が削減されていて、実質倍率は少し上がっています。やや難化しているかもしれま

せん。他の各校は実質倍率も昨年並みで、難度も特に変化はなかったようです。	 

	 

《県西地区／旧県西学区普通科》 
	 トップ校、小田原の応募者が増加しました。昨年は前年並みでしたので、人気が上がっています。実

質倍率も上昇、難化した入試でした。西湘は逆に応募者が減っています。同校も昨年は前年並みでした

ので、小田原に受験生の一部が流れたのかもしれません。実質倍率は低下、不合格者は僅かでした。入

り易くなっています。大井も応募者は減少、応募段階で定員割れとなりました。人気だけでなく、地域

の生徒数の影響かもしれません。足柄と山北は昨年並みの応募者数で、実質倍率、難度とも昨年とあ

まり変わらない入試結果でした。	 

	 

《県央地区／旧厚木愛甲海老名・大和座間綾瀬学区普通科》 
	 地域全体で39名の欠席・事前取消と18名の受検後取消が出ています。欠席・事前取消は昨年より12名

増加、受検後取消は８名減少しています。有名私立との併願受験生です。トップ校厚木は昨年並みの応

募者数でした。欠席・事前取消は昨年並みですが、昨年はいなかった受検後取消が７名発生しています。

実質倍率は昨年並みで、難度の点でも大きな変化はなかったようです。大和、有馬、厚木西、座間、

フレキシブルスクールの厚木清南は応募者の増加が目立ちます。厚木西は昨年に続く応募者増加で人

気が上がっています。実質倍率も上がって少し難化したようです。大和と厚木清南は、昨年の応募者

が減っていたので反動でしょう。大和は欠席や取消が昨年より増えていますが、実質倍率は上昇し、難

化した厳しい入試になりました。厚木清南は募集定員が拡大された効果で実質倍率は逆にやや下がっ

ていて、難度面では特に変化は見られなかったようです。有馬と座間は昨年が前年並みの応募者数で、

人気が上がりました。実質倍率も上昇、少し難化したかもしれません。	 

	 海老名はやや応募者が減っています。昨年は前年並みの応募者で、今年は大和に受験生が流れたの

かもしれません。欠席・取消がやや増えたたこともあって、実質倍率は下がっています。少し入り易く

なっているかもしれません。昼間定時制の相模向陽館も、午前部・午後部とも応募者が減りました。

午後部は応募段階で定員割れです。昨年は午前部・午後部とも高倍率だったため、その反動ですが、今

年は例外の学校はありますが、全般的に入り易い高校の人気が下がっていて、その影響もありそうです。

難度面では入り易くなっています。厚木東、厚木北、愛川、大和南、大和東、大和西、綾瀬、綾

瀬西は昨年並みの応募者数です。このうち綾瀬はやや応募者が減ったため、応募段階で僅かに定員割

れとなってしまいました。入り易くなっています。他校は実質倍率、難度とも昨年並みでした。	 

	 

《県北地区／旧相模原南部・同北部津久井学区普通科》 
	 麻溝台の応募者の増加が目立ちます。昨年は前年並みでしたから、人気が上がっています。実質売率

は上昇、難化した入試でした。上溝南も昨年に続いて応募者がやや増えています。実質倍率も少し上が

っていて、若干難化したかもしれません。一方、応募者の減少が目立った学校はありません。地域トッ

プの相模原をはじめ、上溝、橋本、相模田名、相模原青陵、城山、津久井、上鶴間とも、小幅な

増減はありますが、昨年と大差ない応募者数です。上鶴間は若干応募者が減っていて、応募段階で定員

割れとなりました。入り易くなっています。他の各校は実質倍率が昨年とあまり変わっておらず、難度
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も昨年並みだったようです。	 

	 

《総合学科》 
	 秦野総合の応募者がやや増えています。昨年は不合格が発生しませんでしたが、今年は発生しまし

た。鶴見総合、大師、麻生総合、相模原総合は応募者の減少が目立ちます。座間総合、市立みな

と総合、市立横須賀総合もやや減りました。鶴見総合、市立みなと総合、市立横須賀総合は昨

年応募者が増えていましたから、反動はあると思われますが、今年は全体的に総合学科の人気が低調な

ようです。このうち、鶴見総合は募集定員拡大で実質倍率はダウン、不合格は僅かしか発生せず、入

り易くなりました。相模原総合も不合格がごく僅かです。市立みなと総合と市立横須賀総合も実

質倍率がダウンして少し入り易くなっているかもしれません。大師、麻生総合、座間総合は募集定員

削減校で、座間総合が少し実質倍率が上がってやや難化の可能性がありますが、大師と麻生総合は昨

年並みの難度でしょう。	 

	 横浜清陵総合、横浜緑園総合、金沢総合、藤沢総合、吉田島総合は昨年並みの応募者です。こ

のうち、金沢総合は募集定員削減でかえって実質倍率が上がり、少し難化しているかもしれませんが、

他校は昨年並みの難度でしょう。横浜緑園総合は僅かですが定員割れとなっています。昼間定時制の

市立横浜総合は隔年で午前のⅠ部と午後のⅡ部の人気が上下してきましたが、今年は順番通りⅠ・Ⅱ

部とも応募者が減っていて、Ⅱ部は大きく減っています。総合学科の人気低迷の表れでしょう。Ⅱ部は

少し入り易くなっています。	 

	 

《コース制・専門学科各校》 
	 このグループは募集定員が少ない学校・課程が多く、ちょっとした応募者の増減が倍率に大きく響く

ため、募集定員が100名以上の学校・課程のみ取り上げます。昨年応募者が減ったサイエンスフロン

ティアは、今年は増えました。昨年の反動でしょう。欠席や取消は昨年並みで、応募者が増えた分、実

質倍率がアップ、難化した厳しい入試でした。横浜国際と神奈川総合の個性化は昨年並みの応募者

数ですが、横浜国際は募集定員を削減していて、欠席・取消は増えたものの、実質倍率がアップ、難

化して厳しい入試になっています。神奈川総合・個性化も欠席や取消は増えていて、実質倍率が少し

下がっていますが、もともと高倍率なので、入り易くなったとは言えないようです。	 

他校では厚木商業の応募者がやや増えましたが、特に難化はしていないようです。神奈川総合産

業、商工・総合技術、同・総合ビジネス、市立横浜商業・商業の応募者減少が目立ちます。商

工は定員割れ、他校も少し入り易くなっています。海洋科学・一般、神奈川工業・電気、川崎工

科、平塚工科、藤沢工科、平塚商業、小田原総合ビジネス、相原・総合ビジネス、川崎市立

商業は昨年並みの応募者数で、一部に定員割れもあり、総じて昨年並みの難度でした。	 


