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東京都立高校2015年度入試結果（速報） 
 
●	 推薦入試の概況	 

	 全日制都立高校の推薦の募集定員は、昨年より 70 名少ない 9,069 名で、応募者数は 28,223 名でし

た。昨年より 1,359 名減少しています。応募倍率は 3.11 倍で昨年より 0.13 ポイント下がりました。

学年制普通科男子は昨年 3.06 倍→2.98 倍、同女子は 3.85 倍→3.72 倍、単位制普通科は 4.09 倍→3.88

倍、総合学科は 3.03 倍→2.95 倍など、多くの学科で応募倍率が下がっています。ただ、商業科や、

募集規模が小さい単位制工業科、単位制家庭科、体育科、国際科、産業科は応募倍率が上昇していま

す。個別の各校の人気の変動です。	 

	 	 15 年男子	 14 年男子	 13 年男子	 15 年女子	 14 年女子	 13 年女子	 

順

位	 
校名	 

応募	 

倍率	 
校名	 

応募	 

倍率	 
校名	 

応募	 

倍率	 
校名	 

応募	 

倍率	 
校名	 

応募	 

倍率	 
校名	 

応募	 

倍率	 

1	 東大和	 5.59	 	 青山	 6.36	 	 東大和	 5.76	 	 青山	 8.27	 	 青山	 9.08	 	 青山	 7.31	 

2	 片倉	 5.50	 	 広尾	 6.05	 	 葛飾野	 5.64	 	 広尾	 6.56	 	 鷺宮	 7.00	 	 鷺宮	 6.54	 

3	 青山	 5.19	 	 文京	 5.73	 	 松が谷	 5.40	 	 向丘	 6.43	 	 広尾	 6.89	 	 小岩	 6.03	 

4	 足立新田	 5.07	 	 葛飾野	 5.45	 	 広尾	 5.25	 	 本所	 6.25	 	 文京	 6.60	 	 八王子北	 5.89	 

5	 高島	 5.00	 	 鷺宮	 5.31	 	 鷺宮	 5.14	 	 小平	 5.72	 	 向丘	 6.42	 	 白鴎	 5.88	 

6	 本所	 5.00	 	 松が谷	 5.04	 	 本所	 5.14	 	 鷺宮	 5.54	 	 小岩	 5.94	 	 本所	 5.84	 

7	 広尾	 4.80	 	 東大和	 4.97	 	 青山	 4.86	 	 足立	 5.54	 	 本所	 5.88	 	 広尾	 5.67	 

8	 東大和南	 4.79	 	 八王子北	 4.70	 	 高島	 4.85	 	 北園	 5.53	 	 竹早	 5.81	 	 田柄	 5.4	 

9	 白鴎	 4.75	 	 城東	 4.62	 	 足立	 4.79	 	 三田	 5.50	 	 雪谷	 5.77	 	 北園	 5.37	 

10	 松が谷	 4.71	 	 保谷	 4.45	 	 戸山	 4.67	 	 松原	 5.44	 	 北園	 5.53	 	 国立	 5.33	 

上の表は、男女別定員の学年制普通科の応募倍率トップ 10 です。男子は、昨年トップだった青山が

３位に下がり、一昨年トップだった東大和がトップに返り咲いています。以前は青山がずっとトップ

を続けていましたが、近年は９位や７位のときもあり、以前に比べて順位が下がりましたが、トップ

10 から姿を消したことはなく、その意味では高い人気を保っています。７位の広尾と 10 位の松が谷

も高い人気で、この４校が３年連続のトップ 10 入りです。他の６校は昨年とは顔ぶれが変わっていて、

２位の片倉や４位の足立新田をはじめ、昨年は登場しなかった学校が高倍率ですが、６位の本所は一

昨年登場していて、トップ 10 に返り咲きました。以前の男子は隔年現象が顕著でしたが、今年と一昨

年を比べてトップ 10 に復活したのは本所だけで、人気動向が少し変わってきたようです。	 

女子は青山が今年もトップです。同校は、以前は 10 倍を超える高倍率だったのが徐々に下がってき

ましたが、それでも８倍を超える高倍率です。２位の広尾は毎年順位を上げてきて、いよいよ２位で

した。人気が上がっています。本所も６位→７位→４位と、人気が上がっています。この３校に６位

の鷺宮と８位の北園の全部で５校が３年連続トップ 10 入りです。また、３位の向丘は昨年のトップ

10 に登場していて、一昨年、昨年はトップ 10 に入って今年は入らなかった小岩も実は 12 位でギリギ

リ表から外れた状態でした。女子も以前は隔年現象が顕著で、前年の高倍率校を避ける傾向が強かっ

たのですが、最近は男子よりも人気校の固定化傾向が見られるようになってきています。	 
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	 	 15 年応募倍率	 14 年応募倍率	 13 年応募倍率	 

順

位	 
校名	 課程	 

応募	 

倍率	 
校名	 課程	 

応募	 

倍率	 
校名	 課程	 

応募	 

倍率	 

1	 新宿	 普通	 6.16	 	 新宿	 普通	 7.59	 	 新宿	 単位普通	 9.59	 	 

2	 総合芸術	 舞台表現	 5.75	 	 総合芸術	 舞台表現	 6.08	 	 総合芸術	 舞台表現	 6.83	 	 

3	 国際	 一般生徒	 5.40	 	 瑞穂農芸	 畜産科学	 5.80	 	 農業	 食物	 5.60	 	 

4	 駒場	 保健体育	 5.25	 	 大泉桜	 普通	 5.08	 	 工芸	 ﾃﾞｻﾞｲﾝ	 5.10	 	 

5	 園芸	 動物	 5.10	 	 工芸	 ﾃﾞｻﾞｲﾝ	 5.00	 	 駒場	 保健体育	 5.00	 	 

6	 墨田川	 普通	 5.05	 	 国際	 一般生徒	 4.85	 	 園芸	 動物	 4.90	 	 

7	 工芸	 ﾃﾞｻﾞｲﾝ	 4.30	 	 駒場	 保健体育	 4.75	 	 墨田川	 単位普通	 4.67	 	 

8	 総合芸術	 美術	 4.29	 	 板橋有徳	 普通	 4.65	 	 府中工業	 情報技術	 4.60	 	 

9	 大泉桜	 普通	 4.23	 	 芦花	 普通	 4.54	 	 忍岡	 生活科学	 4.43	 	 

10	 第三商業	 商業	 4.19	 	 総合芸術	 美術	 4.42	 	 小平	 外国語	 4.38	 	 

上の表は学年制普通科以外の応募倍率トップ 10 です。専門学科や専門コースの中には募集定員が小

さいものもあるため、少々の応募者の増減が倍率に大きく影響しますが、単位制普通科の新宿が今年

もトップです。10 倍近かった一昨年の高倍率状態は緩和してきています。２位はこちらも３年連続で

総合芸術・舞台表現です。４位の駒場・保健体育、７位の工芸・デザインも３年連続のトップ 10 入り

で高い人気を維持しています。３位の国際・一般生徒は昨年からトップ 10 に入っています。人気は上

がっていますが、バカロレアコース新設に伴う定員削減も影響しています。８位の総合芸術・美術、

９位の大泉桜も昨年、今年と２年連続のトップ 10 入り、また、５位の園芸・動物と６位の墨田川は、

昨年はトップ 10 に入りませんでしたが、今年は復活です。学年制普通科よりも登場校の顔ぶれが変わ

りにくく、人気が固定化しています。高い人気が継続している学校・課程は都内に１校程度しかない

課程か、単位制普通科の人気校です。	 

文化・スポーツ等特別推薦は 896 名の定員に対し、応募総数は 1,988 名で、応募倍率も昨年の 2.22

倍から 2.23 倍と、若干上がりました。文化・スポーツ等特別推薦は、学校が求める水準の応募者がい

なければ、たとえ定員を下回っても合格は認めない入試で、例えば第四商業・硬式野球は４名の定員

に８名が応募しましたが、合格は３名でした。結局、合格者総数は定員に満たない 783 名でした。一

方で６校・種目では応募者が０でした。	 

推薦入試全体では合計で男子 20 名、女子 12 名が欠席、合格発表では一部に定員割れの学校・課程

があって 9,066 名が合格しました。なお、今年から新設された国際高校の国際バカロレアコースは一

般入試ですが、他校の推薦と同時に実施されましたのでここで紹介します。一般枠は定員 15 名に対し

て 66 名、帰国・外国人枠は定員５名に対して 22 名が応募、それぞれ 16 名と４名が合格しています。	 

 
●	 学力検査等による選抜（一般入試・分割前期）の応募の概況	 

全日制都立高校の一般入試の募集定員は、海外帰国生等も含め 31,763 名で、昨年より 38 名減少し

ています。ほぼ昨年並みと言ってよいでしょう。これに対して志願変更前の応募者総数は昨年より 338

名少ない 47,515 名、志願変更後は昨年より 330 名少ない 47,520 名で、応募倍率は昨年同様の 1.50

倍でした（志願変更後に人数が増えているのは、昼間定時制からの変更があったため）。昼間定時制課

程を持つフレッジスクールとチャレンジスクールは、合計 1,700 名の定員に対して最終的に 2,603 名
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が志願しています。	 

	 	 2015 年男子	 2014 年男子	 2015 年女子	 2014 年女子	 2015 年単位制他	 2014 年単位制他	 

1	 日比谷	 432	 日比谷	 400	 日比谷	 290	 三田	 286	 新宿	 592	 新宿	 610	 

2	 戸山	 367	 戸山	 399	 青山	 287	 文京	 285	 国際	 456	 国分寺	 446	 

3	 青山	 357	 西	 325	 北園	 277	 北園	 280	 墨田川	 427	 国際	 403	 

4	 西	 292	 豊多摩	 314	 向丘	 273	 戸山	 266	 国分寺	 420	 多摩科技	 346	 

5	 立川	 276	 文京	 283	 戸山	 261	 日比谷	 259	 芦花	 396	 芦花	 337	 

6	 国立	 264	 国立	 275	 江戸川	 252	 狛江	 249	 大江戸	 298	 墨田川	 323	 

7	 狛江	 263	 青山	 267	 文京	 246	 武蔵丘	 242	 翔陽	 294	 大江戸	 321	 

8	 三田	 257	 駒場	 265	 小岩	 239	 鷺宮	 240	 稔ヶ丘	 289	 晴海総合	 291	 

9	 北園	 253	 三田	 263	 三田	 234	 小岩	 240	 杉並総合	 277	 板橋有徳	 278	 

10	 豊多摩	 251	 立川	 258	 国立	 225	 豊多摩	 236	 王子総合	 273	 稔ヶ丘	 270	 

	 上の表は学年制普通科男女と、単位制やコース制、専門学科・昼夜間定時制等のそれぞれの応募者

数トップ 10 を昨年と比較したものです。昼間部定時制のフレッジスクールやチャレンジスクールは、

各部の合計です。まず学年制普通科男子は昨年に続いて日比谷がトップ、２位が戸山で、１位から６

位までを進学指導重点校が占めました。１位から６位を進学指導重点校が独占するのは 2010 年以来で

す。2011 年から昨年までは今回の６校がほぼ毎年トップ 10 には登場していましたが（2013 年だけ立

川が外れて５校）３位や４位に２番手校が入ることが多く、久しぶりです。全体に進学指導重点校の

人気が上がっています。進学指導重点校の中では八王子東が登場しませんが、交通の便の影響です。

７～10 位は２番手、３番手校です。狛江と北園は人気が上がっているようで、トップ 10 に入りまし

たが、昨年までも上位に位置することが多かった学校で、三田と豊多摩はトップ 10 常連校ですから、

人気校は固定化しています。	 

	 学年制普通科女子は日比谷が応募者数のトップです。昨年の５位から今年はトップになりましたが、

もともと一昨年までは日比谷のトップが続いていて、今年は返り咲いたことになります。２位は青山

で、昨年はトップ 10 から外れましたが、一昨年はトップ 10 に入っていました。やはり返り咲きです。

この両校は進学指導重点校ですが、この他にも戸山と国立がトップ 10 に入りました。昨年は表のよう

に２校しか入っていませんが、一昨年は５校が入っていて、隔年的な変化で今年は進学指導重点校の

人気が上がっています。もともと女子は進学指導重点校だけでなく２番手、３番手校の応募者が多く、

年によってこれらの学校の人気が変化することでトップ 10 の顔ぶれが変わっていますが、３位の北園

は昨年も３位、文京、小岩、三田は昨年もトップ 10 に登場しており、北園と文京、三田はトップ 10

の常連校ですから、男子ほどではないにせよ、人気校は固定化傾向です。	 

単位制等では今年も新宿がトップ、２位は国際、３位は墨田川でした。このところ新宿のトップは

揺るがないものの、２位は国分寺の年が続いていましたが、今年は国際が２位に上がっています。墨

田川は応募者がかなり増えて今年は３位です。トップから６位の大江戸までと８位の稔ヶ丘は 2012

年以来トップ 10 に入り続けていて、芦花以外の６校はその前からトップ 10 に入り続けていましたか

ら、人気校は固定化傾向ですが、以前は新宿、国分寺、墨田川の進学重視型単位制と大江戸・稔ヶ丘

などのチャレンジスクールがトップ 10 の多くを占めていました。進学重視型単位制の人気は根強いも

のがありますが、チャレンジスクールは、以前は３～４校トップ 10 に入っていたのが、近年は２校に

減少し、その分全日制の総合学科高校がトップ 10 に入るようになっています。	 
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	 	 2015 年男子	 2014 年男子	 2015 年女子	 2014 年女子	 2015 年単位制他	 2014 年単位制他	 

1	 日比谷	 3.25	 	 日比谷	 2.99	 	 広尾	 2.46	 	 広尾	 2.71	 	 国際	 4.65	 	 国際	 3.60	 	 

2	 戸山	 2.76	 	 三田	 2.66	 	 日比谷	 2.40	 	 三田	 2.55	 	 駒場・保体	 2.36	 	 拓真・一般	 2.57	 	 

3	 足立東	 2.63	 	 戸山	 2.63	 	 三田	 2.39	 	 東村山	 2.41	 	 小平・外	 2.27	 	 芸術・舞台	 2.46	 	 

4	 秋留台	 2.54	 	 青山	 2.44	 	 北園	 2.29	 	 文京	 2.38	 	 芸術・舞台	 2.25	 	 拓真・ﾁｬﾚﾝｼﾞ	 2.42	 	 

5	 青山	 2.38	 	 駒場	 2.36	 	 向丘	 2.28	 	 北園	 2.33	 	 拓真・一般	 2.25	 	 多摩科技	 2.35	 	 

6	 三田	 2.38	 	 広尾	 2.28	 	 戸山	 2.18	 	 鷺宮	 2.29	 	 松が谷・外	 2.14	 	 大江戸	 2.29	 	 

7	 広尾	 2.27	 	 西	 2.15	 	 東村山	 2.16	 	 小金井北	 2.22	 	 芸術・音楽	 2.14	 	 瑞穂農芸・畜産	 2.24	 	 

8	 西	 2.20	 	 豊多摩	 2.14	 	 小平	 2.12	 	 向丘	 2.20	 	 大江戸	 2.13	 	 深川・外国語	 2.18	 	 

9	 立川	 2.08	 	 文京	 2.10	 	 青山	 2.11	 	 日比谷	 2.16	 	 練馬工業	 2.11	 	 新宿	 2.15	 	 

10	 両国	 2.06	 	 保谷	 2.02	 	 鷺宮	 2.05	 	 竹早	 2.15	 	 芦花	 2.11	 	 農業・園芸	 2.04	 	 

※	 外：外国語、拓真・一般：八王子拓真・一般枠、芸術・舞台：総合芸術・舞台表現、芸術・音楽：総合芸術・音

楽、拓真・ﾁｬﾚﾝｼﾞ：八王子拓真：チャレンジ枠、瑞穂農芸・畜産：瑞穂農芸・畜産科学、農業・園芸：農業・都市援芸	 

	 

表は学年制普通科男女と、単位制やコース制、専門学科等のそれぞれの応募倍率トップ 10 を昨年と

比較したものです。昼間部定時制のフレッジスクールやチャレンジスクールは、各部の合計です。ま

ず学年制普通科男子は日比谷が今年も応募倍率トップです。２位は昨年の３位から上がった戸山、３・

４位は、昨年はトップ 10 に入らなかったエンカレッジスクールの足立東と秋留台です。進学指導重点

校の青山と西は昨年に続くトップ 10 入り、今年は立川もトップ 10 に入りました。２番手校まででは

三田と広尾が昨年に続くトップ 10 入りです。一昨年までは進学指導重点校とエンカレッジスクールが

高倍率で、それ以外の２・３番手校などはトップ 10 にあまり入っていませんでしたが、今年は募集定

員の変更もあって、再びエンカレッジスクールがトップ 10 に登場、その分２・３番手校が減少しまし

た。こうした中で、三田と広尾は高い人気を維持しています。	 

女子は今年も広尾が応募倍率のトップ、２位は昨年の９位から上がった日比谷で、３位は昨年２位

だった三田です。女子は男子よりも２番手、３番手校などの人気が高く、それぞれ隔年現象的に応募

者数が変動することから、トップ 10 登場校も男子よりも変化が大きい傾向にありますが、今年は日比

谷の他に戸山と青山がトップ 10 に入っていて、進学指導重点校の人気が高いことが特徴でしょう。ま

た、広尾、三田、北園、鷺宮は変化が男子よりも大きい中で高い人気を継続しています。東村山はエ

ンカレッジスクールで、３年連続トップ 10 入りしていますので、高い人気であるとともに、こうした

学校のニーズに供給が追いついていない、とも言えるでしょう。	 

	 単位制その他では、今年も国際が応募倍率のトップです。推薦入試と同時に入試を実施した国際バ

カロレアコース新設の影響で募集定員が減っているため、トップは変わりませんが応募倍率は 4.65

倍と、昨年を大きく上回っています。八王子拓真・一般枠、総合芸術・舞台表現、大江戸もこのとこ

ろトップ 10 の常連校です。このグループの学校は募集定員が小さいケースが多く、ちょっとした応募

者数の増加で倍率が大きく上がることが珍しくないのですが、そんな中でトップ 10 を維持しているの

は、人気の高さの表れです。ただ、昨年は多摩科学技術や新宿もトップ 10 常連校として表に登場して

いましたが、今年は外れました。高倍率敬遠ムードでしょう。もっとも新宿は 11 位ですから、やはり

高倍率ですが、毎年応募倍率が 0.1～0.2 ポイントずつ下がり続け、とうとうトップ 10 から外れてい

ます。この他、今年は小平・外国語と松が谷・外国語がトップ 10 に入っています。国際と合わせ、外
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国語系の人気が高くなっています。世間のグローバル化の影響かもしれません。	 

	 

●	 学力検査等による選抜(一般入試・分割前期)の欠席と定員割れ	 

	 全日制の受検者総数は昨年より 416名少ない 44,732 名、合格者総数は昨年より 108名少ない 31,833

名でした。フレッジスクール・チャレンジスクールは 2,481 名が受検、1,565 名が合格しています。

欠席率は 5.6％でした。欠席率は一昨年まで下がり続け、過去最低となり、都立高校人気の高さを示

しましたが、昨年、今年と少しずつ上昇しています。今年も多数の欠席が出ているのは、男女合計で

日比谷 161 名、国際 113 名、戸山 112 名などで、日比谷と戸山はこのところ 100 名台の欠席が続いて

います。国際は一昨年 100 名を超えていましたが、昨年は 89 名と減ったものの、今年は再び 100 名を

超えました。一方、昨年 108 名だった西は、今年は 87 名でした。この他、豊多摩 58 名、青山 54 名、

国立 52 名、科学技術と多摩科学技術が各 51 名、目黒 47 名、三田 44 名、新宿 43 名などが目立ちます。

いずれも難関・有名私国立高校との併願受験生です。高倍率の学校が多いのですが、実際には欠席で、

実質倍率では下がることになります。	 

実質倍率は、全日制全体が昨年と同じ 1.41 倍で、課程ごとでは普通科コース制、普通科単位制、産

業科、体育科、国際科と、昼間定時制のフレッジスクールの上昇が目立ちました。合格発表段階での

定員割れは、島嶼部を除いて大田桜台 4 名などでした。	 

	 

●	 一般入試・分割後期の概況	 

	 二次募集も含め、全日制 1,217 名、フレッジスクール(昼夜間定時制普通科)610 名の定員に対し、

最終的に全日制 1,492 名、フレッジスクール 818 名が応募しました。全日制は応募倍率 1.23 倍で、昨

年の 1.36 倍から下がっています。全日制は 960 名、フレッジスクールは 625 名が合格しています。	 

	 

●	 地域別都立入試の状況	 

※	 特に目立った学校について紹介します。ここに掲載されない学校は、応募者数等の細かい増減は

ありますが、概ね昨年並みの入試でした。	 

	 

《千代田・港・品川・大田区	 旧第１学区普通科》	 

①	 推薦入試	 

	 昨年は男子で応募倍率４倍以上となったのが雪谷でしたが、今年はありません。その雪谷は応募者

が減っています。蒲田、田園調布、大崎も減少しました。大崎は昨年増えていましたので隔年現象

です。大森も隔年現象で、昨年減った応募者が今年は増加しています。八潮は昨年に続いてやや増え

ています。トップ校日比谷も応募者が少し増えました。	 

女子は応募倍率４倍以上となったのが日比谷、小山台、三田、雪谷です。日比谷は応募者が増加、

小山台は昨年に続く増加です。三田は応募者が減りましたが、それでも高倍率です。大崎と蒲田は

昨年応募者が増えていましたが、今年は減少しました。隔年現象です。八潮は逆で、昨年は減ってい

た応募者が、今年は少し増えています。田園調布は応募者が少し減りました。 
②	 一般入試	 

	 男子で応募倍率２倍以上となったのは今年も日比谷と三田で、日比谷は109名も欠席しましたが、

それでも実質倍率２倍を超えています。三田は定員削減もあって、32 名欠席していますが、実質倍率
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でも２倍を超えました。難化した入試だったようです。田園調布と大森は応募者が減っていて、大

森は定員割れとなりましたが、男女別定員緩和で不合格者が出ています。八潮も定員拡大で、受検時

には定員割れでしたが、やはり男女別定員緩和で不合格者が出ています。	 

女子も応募倍率で２倍以上は日比谷と三田で、日比谷は応募者の増加が目立ちました。三田は応

募者が大きく減っています。日比谷は 52 名、三田は 12 名の欠席が出たため、実質倍率は両校とも２

倍を切りましたが、三田は募集定員が減ったため 1.96 倍と高水準の倍率でした。高倍率ですからあ

まり入り易くなった印象はありません。日比谷はもともと高難度ですから、高倍率がさらにアップし

ましたが、こちらも難度の面ではあまり変わらないでしょう。小山台、大崎、大森は応募者の減少

が目立ちます。小山台は推薦が高倍率で、敬遠した受験生が出たのでしょう。大崎は昨年の高倍率で

避けた受験生が増えたようです。なお、田園調布の分割後期は実質倍率 1.33 倍、蒲田はほとんど不

合格が発生しませんでした。	 

	 

《渋谷・新宿・世田谷・目黒区	 旧第２学区普通科》	 

①	 推薦入試	 

男子で応募倍率４倍以上となったのは青山、広尾、松原で、広尾は応募者が減りましたが、なお

高倍率、松原は定員削減と応募者増加が重なって、倍率は大きく上昇しました。千歳丘も応募者が増

えています。目黒と桜町は応募者が減っています。桜町は昨年、応募者の増加が目立っていましたか

ら隔年現象です。トップ校の戸山は昨年並みの安定した応募者数でした。	 

女子で応募倍率４倍以上となったのは戸山、青山、駒場、広尾、松原で、松原以外は昨年も高倍

率です。駒場と戸山は応募者が減っていますがそれでも高倍率で、戸山は隔年現象です。松原は男

子同様、定員削減と応募者増加が重なって倍率が上がっています。深沢は応募者がやや減っていて隔

年現象です。 
②	 一般入試	 

	 男子で応募倍率２倍以上となったのは戸山、青山、広尾です。戸山は 69 名、青山は 39 名、広尾

は 25 名も欠席が出ていますが、３校とも実質倍率２倍を超えています。戸山は定員削減で予想され

た結果でしたが、青山は定員拡大で、それでも２倍を超えました。高難度ですが、さらに少し難化し

たかもしれません。広尾は応募者が減っていますが、それでも高倍率です。他校では松原の応募者増

加、駒場、千歳丘、深沢の減少が目立ちました。駒場は少し入り易くなったようです。松原は推薦

の動きが引き続いていて、やや難化したようです。千歳丘は逆に推薦の高倍率で敬遠ムードが起きた

ようです。同校は定員割れでしたが、男女別定員緩和で不合格者が出ています。	 

女子で応募倍率２倍以上となったのは戸山、青山、広尾、松原で松原は応募者の増加が目立ちま

す。やはり推薦の人気が続いています。戸山は 43 名、青山 15 名、広尾 12 名、松原 7 名の欠席が出

ましたが、４校とも実質倍率でも２倍を超えました。松原は少し難化したかもしれません。他の各校

では目黒と桜町の応募者増加、駒場と深沢の減少が目立ちます。目黒は定員削減で厳しい入試にな

りました。少し難化しているかもしれません。桜町は定員拡大と男女別定員緩和であまり実質倍率は

上がりませんでした。駒場は推薦が高倍率で少し敬遠ムードが出ているようです。深沢も昨年の高倍

率で敬遠した受験生が増えたのでしょう。なお、深沢の分割後期は実質倍率 1.33 倍でした。	 
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《杉並・練馬・中野区	 旧第３学区普通科》	 

①	 推薦入試	 

男子で応募倍率４倍以上となったのは石神井で、昨年に続く応募者の増加ですが、定員削減が重な

って、倍率は大きく上昇しました。田柄も応募者が増えています。一方、西、井草、杉並、武蔵丘、

鷺宮は減少が目立ちました。井草は昨年、増えていましたから隔年現象です。富士も応募者が少し減

っています。	 

女子で応募倍率が４倍以上となったのは西、石神井、鷺宮です。石神井は男子同様、定員削減と

応募者増加が重なって倍率が大きく上がっています。鷺宮は応募者が減っていますが、なお高倍率で

す。井草、豊多摩、杉並、武蔵丘も応募者が減っています。武蔵丘は昨年応募者が増えていました

ので、隔年現象です。	 

②	 一般入試	 

	 男子で応募倍率２倍以上となったのは西と富士で、西は応募者の減少が目立ちましたが、まだ高倍

率です。富士は推薦の応募者が減っていましたが、一般入試は増加が目立ちます。推薦は少定員で避

けられたのでしょう。難化したようです。西は 56 名、富士は 12 名の欠席が出て、実質倍率では２倍

を切っています。他の各校では練馬と田柄の応募者増加、豊多摩、武蔵丘、鷺宮の減少が目立ちま

した。田柄、武蔵丘、鷺宮は推薦の動向が反映しています。練馬は昨年に続いての増加です。豊多

摩は少し入り易くなったかもしれません。	 

女子は応募倍率２倍以上となったのが鷺宮でした。推薦と同様、応募者が減っていますが、それで

も高倍率です。６名の欠席と、男女別定員緩和で実質倍率は２倍を切りました。他の各校では大泉と

光丘の応募者増加、井草、杉並、武蔵丘の減少が目立ちます。井草、杉並、武蔵丘は推薦の動向が

反映していますが、大泉と光丘は他校の推薦不合格者の流入が多かったようです。杉並と武蔵丘は

少し入り易くなったかもしれません。石神井は応募者数に目立った変化はありませんが、定員削減で

倍率はアップ、少し難化したかもしれません。なお、田柄の分割後期は 1.46 倍の実質倍率でした。	 

	 

《文京・豊島・北・板橋区	 旧第４学区普通科》	 

①	 推薦入試	 

男子で応募倍率４倍以上となったのは高島です。昨年は応募者がやや減っていましたが、今年は増

えました。向丘は応募者の増加が目立ちます。定員が拡大していることから、期待した受験生が集ま

ったようです。板橋もやや増えました。文京と大山は、昨年は応募者が大きく増えましたが、隔年現

象で今年は減少が目立ちました。竹早と北園も応募者が少し減っています。	 

女子では応募倍率４倍以上となったのが竹早、北園、文京、向丘、高島で、竹早と文京は応募者

が減っていて、さらに文京は定員が拡大していますが、なお高倍率です。板橋、高島、向丘は応募

者の増加が目立っていて、特に向丘は定員拡大ですが厳しい入試でした。	 

②	 一般入試	 

	 男子で応募倍率２倍以上となった学校はありません。向丘と板橋の応募者増加、文京と大山の減

少が目立ちます。板橋以外は推薦の動向が反映しています。板橋は他校の推薦不合格者が一部流れ込

んでいるのかもしれません。文京は募集定員が拡大されたこともあり、少し入り易くなったかもしれ

ません。	 

女子で応募倍率２倍以上となったのは北園と向丘です。推薦の応募者数や応募者の増加の影響です。
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両校とも８名の欠席がいましたが、北園は実質倍率でも２倍を超え、向丘は定員拡大の効果もあって

ギリギリで２倍を切っています。他校では高島と板橋の応募者増加、竹早、文京、大山の減少が目

立ちます。大山以外は推薦の動向が反映しています。大山は男子の動向が影響したようです。減少が

目立った３校は少し入り易くなったかもしれません。なお、大山の分割後期は実質倍率 1.82 倍と、

厳しい入試でした。	 

	 

《中央・荒川・台東・足立区	 旧第５学区普通科	 日本橋高校は移転で次項に掲載》	 

①	 推薦入試	 

男子で応募倍率４倍以上となった学校は白鴎と足立新田です。白鴎は、昨年は不合格者が出なか

ったのが、一気に厳しい入試になりました。隔年現象です。足立新田も応募者の増加が目立ちます。

同校は募集定員拡大校ですが、推薦定員は昨年と同様です。足立も４倍にギリギリで達していません

が、応募者が大きく増えました。こちらも隔年現象です。足立西は応募者が減少、淵江もやや減りま

した。足立西は定員拡大で倍率ダウン、淵江は削減校で昨年並みの倍率です。	 

女子で応募倍率４倍以上となったのは上野、足立、足立新田、淵江です。このうち足立は昨年応

募者が減っていたので隔年現象ですが、大幅な増加で倍率は一気に上昇しています。淵江も隔年現象

です。竹台と青井は応募者の減少が目立ちます。いずれも昨年は増えていたので、隔年現象です。	 

②	 一般入試・分割前期	 

	 男子で応募倍率２倍以上となったのは、白鴎と足立東です。両校とも応募者が大きく増えていて、

白鴎は推薦の人気が一般入試にも影響しています。足立東は他校の推薦不合格の受験生が一部流れ込

んだようです。白鴎は８名の欠席が出て、実質倍率では２倍を切りましたが、難化しています。足立

東は欠席が少なく、実質倍率でも２倍を超えて厳しい入試でした。他校では足立と足立新田の応募

者増加が目立ちました。足立新田は推薦の人気を引き継いでいます。両校とも少し難化したかもしれ

ません。	 

女子は応募倍率２倍を超えた学校はありません。白鴎、江北、足立、足立西、足立新田、淵江の

応募者増加と青井の減少が目立ちます。白鴎は進学校としての人気でしょう。男子同様難化していま

す。江北は昨年より人気が上向いています。青井は推薦の応募者が増えていたため、逆に高倍率を警

戒して他校に流れた受験生が出たようです。他の４校は推薦の人気が反映しています。なお、分割後

期は足立新田が実質倍率 1.16 倍でしたが、他校は青井の実質 2 倍をはじめ、もっと高倍率の厳しい

入試でした。	 

	 

《江戸川・江東・墨田・葛飾区	 旧第６学区普通科・日本橋高校を含む》	 

①	 推薦入試	 

男子で応募倍率４倍以上となった学校は城東、本所、小岩、葛飾野です。城東は応募者がやや減

っていますが、募集定員が減っていて今年も高倍率です。葛飾野も応募者が少し減っていますが、倍

率は高いままです。本所と紅葉川は応募者の増加が目立ちます。両校とも昨年は減っていて、隔年現

象です。東、日本橋、葛西南も応募者が少し増えました。日本橋は隔年現象です。小松川と篠崎は

応募者が少し減っています。小松川は定員が削減されているので、昨年よりは倍率がかなり緩和しま

した。	 

女子で応募倍率４倍以上となったのは城東、江戸川、深川、本所、小岩、日本橋です。城東、江
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戸川、日本橋は応募者の増加が目立ちます。日本橋は隔年現象の応募者増減です。江戸川は募集定

員が拡大したため、倍率はあまり変わっていません。東も応募者が増えていますが、昨年は減ってい

ましたから隔年現象です。小岩は応募者が減っても高倍率、紅葉川は隔年現象です。両国も応募者

がやや減少しました。	 

②	 一般入試	 

	 男子で応募倍率２倍以上となった学校は両国です。応募者の増加が目立ちますが、少定員の推薦を

避けて一般入試で挑戦する受験生が増えているようです。合格者を定員より多く発表したため、実質

倍率は２倍を下回っています、難化しています。その他、東、本所、紅葉川、葛西南の応募者増加、

南葛飾の減少が目立ちました。本所や葛西南は推薦の人気が反映していますが、東や紅葉川は他校

の推薦不合格者の流れ込みの影響でしょう。南葛飾は応募者が減っても男女別定員緩和で合格者が絞

られたため、実質倍率は応募倍率よりも上昇しました。また、城東は、応募者数は昨年とあまり変わ

っていませんが、募集定員が削減されていて、少し難化したかもしれません。	 

女子は応募倍率２倍以上となった学校はありません。城東、江戸川、東、日本橋、篠崎の応募者

増加が目立ちます。篠崎以外の各校は推薦の動向や推薦の応募者数の多さが影響していますが、篠崎

は他校の推薦不合格者の流入が増えたようです。城東は応募者増加と定員削減で少し難化したようで

す。小松川は、応募者数は昨年とあまり変わりませんが、定員拡大で少し入り易かったようです。	 

	 

《八王子・日野・町田市	 旧第７学区普通科》	 

①	 推薦入試	 

男子で応募倍率４倍以上となった学校は松が谷と片倉で、片倉は応募者が増えました。小川は応

募者の増加が目立ちます。昨年は減っていましたから、隔年現象です。南平もやや増えていて、やは

り隔年現象です。八王子北と日野は応募者の減少が目立ちます。八王子北は昨年の高倍率で敬遠ム

ードが起きたようです。日野は昨年に続く減少です。	 

女子は応募倍率４倍以上となったのが富士森と八王子北で富士森は応募者がやや減り、定員が拡

大しても高倍率です。八王子北は昨年応募者が減っていたので隔年現象です。八王子東、南平、成

瀬、野津田も応募者が減っています。八王子東と成瀬は隔年現象です。	 

②	 一般入試	 

	 男女とも応募倍率２倍以上となった学校はありません。男子は富士森の応募者増加、日野台と野

津田の減少が目立ちました。推薦の人気動向があまり影響しておらず、推薦不合格者はあまり再挑戦

せずに別の学校に流れているようです。野津田は少し入り易くなったかもしれません。	 

女子は松が谷と八王子北の応募者増加、南平、成瀬、富士森、小川、片倉、山崎の減少が目立

ちました。八王子北、南平、成瀬は推薦の動向が反映しています。南平と成瀬は少し入り易くなっ

たかもしれません。富士森は定員削減校でもあり、推薦不合格者が他校に流れたようです。松が谷は

逆に他校の推薦不合格者が流れ込んだようです。小川は昨年の一般入試が厳しかったので、敬遠ムー

ドが生まれたようです。山崎は人気に少し陰りが見られます。なお、その山崎の分割後期は 1.56 倍

の実質倍率でした。	 
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《立川・青梅・昭島市ほか	 旧第８学区普通科》	 

①	 推薦入試	 

男子で応募倍率４倍以上となった学校は東大和南、東大和、福生、多摩で、東大和南は募集定員

が減って倍率がアップしています。東大和は、昨年は応募者が減っていましたが、今年は増加してさ

らに高倍率になっています。多摩は昨年に続く応募者の増加、秋留台も応募者の増加が目立ちました。

昭和と羽村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から隔年現象です。トップ

校立川もやや減りました。	 

女子は応募倍率４倍以上となったのが昭和、東大和南、拝島、多摩で、昭和は応募者の増加が目

立ちます。東大和南と多摩は募集定員が削減されているため、応募者の増加は僅かですが倍率は上が

っています。武蔵村山、福生、立川は応募者の減少が目立ちます。武蔵村山と福生は、昨年は応募

者が増えていましたので、隔年現象です。	 

②	 一般入試	 

	 男子で応募倍率２倍以上となった学校は立川と秋留台です。立川は 22 名の欠席が出て、実質倍率

が２倍を切りましたが、秋留台は欠席 1 名で、実質倍率も高水準のままで厳しい入試でした。他校で

は拝島と多摩の応募者増加、東大和南と福生の応募者減少が目立ちます。多摩は推薦の人気が反映

していて、少し難化したかもしれません。他校はあまり影響を受けず、推薦不合格者の再挑戦は多く

ないようです。東大和南は定員削減校で、警戒した受験生が多かったのでしょう。	 

	 女子は応募倍率２倍を超えた学校はありません。昭和、東大和、多摩の応募者増加と立川の減少

が目立ちます。東大和は別として、他校は推薦の人気動向が反映しています。東大和は他校に流れた

推薦不合格者が多かったようです。なお、秋留台と羽村の分割後期は両校とも 1.8 倍を超える厳しい

入試でした。	 

	 

《武蔵野・小金井市ほか	 旧第９学区普通科》	 

①	 推薦入試	 

男子で応募倍率４倍以上となった学校は東村山西です。応募者が増えました。昨年は減っていたの

で隔年現象です。清瀬と小平も増加が目立ちます。小平は隔年現象ですが、清瀬は昨年に続く増加

です。保谷、小平南、小金井北、久留米西、小平西、東村山は減少が目立ちます。保谷、小金井

北、久留米西、東村山は昨年増えていましたから隔年現象です。	 

女子は、応募倍率４倍以上となったのが小平と東村山で、小平は応募者が大きく増えました。昨

年は減っていましたから隔年現象です。武蔵野北、小金井北、清瀬、小平南、保谷、田無、久留

米西は応募者の減少が目立ちます。保谷、田無、久留米西は昨年増えていましたから隔年現象です。

トップ校の武蔵も減少が目立っていて、不合格者はほとんど出ない入試でした。	 

②	 一般入試	 

	 男子で応募倍率２倍以上だった学校はありません。小平と東村山西の応募者増加、武蔵野北、小

金井北、東村山の減少が目立ちます。武蔵野北は別として、他の４校は推薦の動向が反映していま

す。武蔵野北は推薦不合格者がかなり他校に流れたようです。保谷の応募者数は昨年とあまり変わり

ませんが、定員拡大で少し入り易くなったようです。	 

女子は小平と東村山が応募倍率を超えました。推薦高倍率や推薦応募者増加が目立っていて、やは
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り推薦の人気動向が影響しています。他校では小平南、小平西、東村山西の応募者増加、武蔵野北、

小金井北、清瀬、田無、久留米西の応募者減少が目立っています。増加が目立った３校はいずれも

推薦はあまり目立った変化がなく、他校の推薦不合格者の流れ込みが多かったようです。減少が目立

った各校は推薦の人気の動向が現れた結果でしょう。武蔵野北、小金井北、久留米西は少し入り易

くなったかもしれません。また、男子同様保谷も入り易くなっているかもしれません。なお、分割後

期募集は東村山が実質倍率 1.43 倍だったのに対し、保谷は 1.07 倍に留まりました。	 

	 

《三鷹・調布・国立市ほか	 旧第 10 学区普通科》	 

①	 推薦入試	 

昨年は男子で応募倍率４倍以上となった学校がありませんでしたが、今年は府中東が４倍を超えま

した。昨年に続いて応募者の増加が目立ちます。調布南と神代も増加が目立っています。両校とも昨

年は減っていましたから隔年現象です。調布北、府中、府中西、永山は応募者の減少が目立ちます。

府中と府中西は、昨年は減っていましたから隔年現象です。トップ校国立は昨年並みの応募者数で

安定しています。	 

女子は応募倍率４倍以上となったのが国立と府中東で、国立は応募者が減りましたが、定員の削

減もあり、今年も高倍率です。府中東は応募者が増えています。調布北と府中は応募者の増加が目

立ちます。府中は昨年減っていましたから隔年現象です。狛江、神代、永山は応募者が減っていま

す。狛江は昨年少し増えていましたので隔年現象です。	 

②	 一般入試	 

	 男女とも応募倍率で２倍を超えた学校はありません。男子は狛江、調布南、神代、府中の応募者

増加が目立ちます。調布南と神代は推薦の動向が反映しています。狛江と府中は他校の推薦不合格

者の流れ込みが増えているのでしょう。	 

女子では府中と府中西の応募者増加、狛江と神代の減少が目立ちます。府中は少し難化している

かもしれません。府中西は他校の推薦不合格者が流れ込んでいるようです。他校は推薦の人気が影響

しています。なお、府中東の分割後期募集は 1.28 倍の実質倍率でした。	 

	 

《島嶼部普通科》	 

	 大島など、島嶼部の学校は推薦を行っていません。一般入試は今年も各校とも定員割れでした。	 

	 

《単位制・総合学科・コース制・専門学科ほか》	 

①	 推薦入試	 

	 このグループは少定員の学科が多く、少々の応募者の増減で大きく倍率が変化します。推薦枠が 32

名以上の学校・課程で４倍以上の高い応募倍率になったのは、単位制普通科の新宿、墨田川、芦花、

大泉桜、飛鳥、上水と国際の一般、第三商業、第五商業です。墨田川は昨年減っていましたから

隔年現象ですが、一言では片づけられないほど大幅な増加です。倍率も大きく上がりました。第三商

業も増えています。新宿は応募者が大きく減っていますが、それでも６倍を超える人気で、別格です。

芦花と大泉桜は応募者がやや減っていますが、それでも高倍率です。この他に応募者の増加が目立つ

のは美原、杉並総合、東久留米総合、練馬工業、赤羽商業で、いずれも昨年は減少が目立ってい

ましたから隔年現象です。板橋有徳、多摩科学技術、葛飾総合、中野工業は応募者の減少が目立ち
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ます。板橋有徳と中野工業は隔年現象です。忍岡・普通と翔陽、千早、晴海総合、江東商業もや

や減っています。千早、晴海総合、江東商業は隔年現象の変動です。	 

②	 一般入試	 

一般・前期枠が 60 名以上の学校・課程で応募倍率が２倍を超えたのは新宿、芦花、国際・一般、

練馬工業でした。国際は定員削減の影響もあって倍率アップ、難化したかもしれません。練馬工業

も厳しい入試でした。いずれも推薦の人気動向が反映しています。応募者の増加が目立つのは墨田川、

翔陽、上水、杉並総合、王子総合、東久留米総合、若葉総合、第一商業、荒川商業で、墨田川、

上水、東久留米総合は推薦の影響が出ていますが、それ以外は他校の推薦不合格者が多く流れ込ん

でいるのでしょう。墨田川は少し難化したかもしれません。一方、大泉桜、多摩科学技術、千早、

葛飾総合、中野工業、葛飾商業・商業、第五商業は応募者の減少が目立ちます。大泉桜と第五商

業は推薦の高倍率で受験生に敬遠傾向が出たようです。葛飾商業・商業は人気に陰りが出ているの

かもしれません。他校は推薦の人気が反映しています。多摩科学技術と中野工業は少し入り易くな

ったかもしれません。専門系やフレッジスクールの分割後期は、野津田・体育が 1.63 倍の実質倍率

でしたが、他校は 1.5 倍まででした。	 


