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東京都私立高校2015年度入試結果（速報） 
地域	 23 区	 多摩	 合計	 

区分	 入試	 
15 年応	 14 年応	 13 年応	 15 年応	 14 年応	 13 年応	 15 年応	 14 年応	 13 年応	 

募者数	 募者数	 募者数	 募者数	 募者数	 募者数	 募者数	 募者数	 募者数	 

男子校	 

推薦	 1,453	 	 1,548	 2,135	 52	 27	 15	 1,505	 1,575	 2,150	 

一般	 7,896	 	 7,590	 8,288	 481	 379	 350	 8,377	 7,969	 8,638	 

合計	 9,349	 	 9,138	 10,423	 533	 406	 365	 9,882	 9,544	 10,788	 

女子校	 

推薦	 3,939	 	 3,897	 3,773	 1,107	 994	 918	 5,046	 4,891	 4,691	 

一般	 5,407	 	 5,839	 5,773	 2,459	 2,287	 1,982	 7,866	 8,126	 7,755	 

合計	 9,346	 	 9,736	 9,546	 3,566	 3,281	 2,900	 12,912	 13,017	 12,446	 

男女校	 

推薦	 14,757	 	 14,521	 13,967	 4,265	 4,173	 4,217	 19,022	 18,694	 18,184	 

一般	 44,967	 	 44,001	 41,485	 20,165	 20,964	 21,433	 65,132	 64,965	 62,918	 

合計	 59,724	 	 58,522	 55,452	 24,430	 25,137	 25,650	 84,154	 83,659	 81,102	 

合計	 

推薦	 20,149	 	 19,966	 19,875	 5,424	 5,194	 5,150	 25,573	 25,160	 25,025	 

一般	 58,270	 	 57,430	 55,546	 23,105	 23,630	 23,765	 81,375	 81,060	 79,311	 

合計	 78,419	 	 77,396	 75,421	 28,529	 28,824	 28,915	 106,948	 106,220	 104,336	 

注	 神奈川県対応の書類選考型入試は、正式には一般入試の扱いですが、学力試験が行われないこともあり、併願可能

な入試も含め、ここでは推薦に含んでいます。 
 
●	 概況	 

表は編集部の集計による、この３年間の私立高校応募総数の推移です。一部に未公表校や二次募集

が含まれていないケースがあるため、最終確定値ではありません。 
推薦入試・一般入試を合計した都内私立高校の応募者数は、昨年よりやや多い約 107,000 件でした。

地区別では、23 区が約 1,000 件増加したものの、多摩地区は少し減少しています。今年高校受験を迎

えた公立中３生徒数は昨年より 117 名減っていますが、ほぼ同じとみて差し支えありません。私立高

校の応募総数がやや増えているのは、男子の私立志向が上がってきたことが主な理由でしょう。都内

の私立高校は都内だけでなく隣接の神奈川、千葉、埼玉県からも受験生が来ますが、これらの３県で

も公立志向が少し下がっていることも影響しています。	 

	 入試の種別では、昨年は推薦入試の増加よりも一般入試の増加が大きく、今年は推薦入試の方が増

えています。昨年は公立中３生が増加していて、その中で公立高校を第一志望とし、私立高校を第二

志望で考える受験生が増えていたことから一般入試の方が増えていましたが、今年は少しですが私立

志向が上がり、推薦入試で早めに合格を決めたい受験生が少し増えたことから、このような変化にな

っています。	 

なお、神奈川県では併願可能な「書類選考」という入試制度があり、都内でも実施する学校が出始め

ました。表の注釈のように、学力試験が行われないことから、この表では推薦に含んでいます。	 

男子校、女子校、男女校の面からは、23 区と多摩地区の男子校、多摩地区の女子校、23 区の男女校

の応募者が増えています。23 区と多摩地区の男子校の増加は、進学実績が高い学校を中心に、受験生

が少しずつ増えていること、上位コース入試の人気が上がっていることが理由です。多摩地区の女子
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校の増加は、比較的入り易い学校が中心で、公立よりも「手をかけてくれる」「手に職志向」が受験生

に支持されています。23 区の男女校の増加は、男子校や女子校から共学化して、人気が高くなった学

校がその中心です。	 

	 

●	 23 区内私立各校の状況	 

《男子校》 
	 共学化した京北は男女校の項に掲載します。難関・上位校では、開成の応募者がやや増加しました。

昨年はやや減少ですから隔年現象です。合格最低点は少し上がっていますが、昨年並みでしょう。本

郷は応募者が大きく増えています。昨年は前年並みでしたから、人気が上向いています。合格最低点

は上昇、難化しました。城北は昨年に続いて前年並みの応募者数です。２回は合格最低点が下がって

います。1 回は昨年並みでした。成城は、昨年は応募者が増えていましたが、今年は昨年並みです。

ただ、厳密にはやや増えていて、高い人気は継続しています、合格最低点は昨年並みでした。巣鴨は

応募者が減少、小規模な入試になっています。	 

附属校では昨年まで減少していた早大学院の応募者が、今年は前年並みでした。一昨年、併設中

学１期生の内部進学に伴って募集定員を減らし、受験生に敬遠ムードが起きた同校ですが、ようやく

止まったようです。もともと高水準の入試ですから、難度に大きな変化はありません。明大中野は

昨年に続いて応募者数は前年並みでした。新校舎の完成で人気の低下に歯止めがかかっています。合

格最低点は昨年並みです。日大豊山は一昨年、昨年と応募者が減っていましたが、今年は増加しま

した。この春、新校舎が完成することが功を奏したようです。合格最低点は昨年とあまり変わりませ

ん。芝浦工大は原則中高一貫、高校募集は小規模でしたが、一昨年から高校募集にも力を入れ、今

年は 100 名を超える応募者があり、小規模入試から脱却しました。難度は昨年並みだったようです。

同校は 2017 年度からの豊洲移転を発表していますが、それを歓迎しての受験生もいたようです。難度

面ではあまり変化はないようです。なお、学習院と立教池袋は今年も小規模の入試でした。	 

中上位校までの学校で応募者の増加が目立つのは足立学園と佼成学園で両校とも昨年も増えて

いて人気が上がっています。佼成学園は難関国公立コースを新設したことも人気につながっていま

す。足立学園は普通の一般２回の合格最低点が上がり、文理の２回は少し下がっています。１回は

普通・文理とも昨年並みでした。佼成学園は新設の難関国公立コースが今までよりワンランク高い

難度、文理は昨年並みだったようです。京華は昨年が前年並みの応募者数でしたが、今年は大きく増

えて人気が上がっています。Ｓ特コースの入試を拡大したことが人気の理由の１つでしょう。Ｓ特の

一般３回、特進・進学コースのＢ推薦は合格最低点が上がっています。他の回は昨年並みです。	 

自由ヶ丘学園、保善と昼間定時制の科学技術学園は昨年並みの応募者数でした。自由ヶ丘学

園と保善は、昨年は応募者が増えていましたので、人気は一段落しました。自由ヶ丘学園の合格最

低点は各コースとも昨年並み、保善は各コースとも少し下がっています。科学技術学園は昨年も前

年並みの応募者数で、人気は安定しています。難度も特に変わっていません。正則学園は、昨年は

応募者が増えていましたが、今年は減っています。隔年現象です。合格最低点は昨年並みでした。東

京学園は新たな中高一貫校に移行するため、今年が最後の入試です。応募者は減少、小規模の入試に

なりました。この他、日本学園は本稿執筆時点で一部結果未公表でした。中高一貫校の途中編入の

色合いが強い世田谷学園と帰国生入試のみの聖学院は今年も小規模な入試でした。	 
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《女子校》 
共学化した戸板女子は男女校の項に掲載します。難関・上位校では慶應女子の一般入試の応募者

がやや減りましたが、帰国が増加、合計では昨年並みでした。難度の面では特に変化はなく、今年も

高水準の入試でした。同じ附属校の日大豊山女子は、一昨年が応募者減、昨年は応募者増、今年は

減っていて隔年現象です。推薦・一般入試、理数・普通とも合格最低点は少し下がっていて、やや入

り易くなったようです。東京家政大附属は、昨年は応募者が減っていましたが、今年はやや増加し

ていて、やはり隔年現象的な変化です。一般入試の合格最低点は躍進・創造とも昨年並みでした。女

子美大付属は昨年並みの応募者数で、難度面でもあまり変化はありません。	 

進学校では豊島岡女子、十文字、江戸川女子とも応募者が増加しています。３校とも昨年も増

えていて、人気が上がっています。合格最低点も江戸川女子の英語が少し上がっていますが。同校

の他の類型や豊島岡女子の推薦、一般、十文字の各コースの推薦、一般とも昨年並みでした。	 

中上位校まで、応募総数が 100 名を超える学校では、安部学院、佼成学園女子、品川エトワー

ル、千代田女学園、東京家政学院、トキワ松、富士見丘の応募者の増加が目立ちます。一方、

蒲田女子、京華女子、下北沢成徳、潤徳女子、文京学院大女子、宝仙学園女子部、村田女子、

日本女子体育大二階堂は減少が目立ち、愛国、神田女学園、瀧野川女子、東洋女子、文化学

園大杉並は昨年並みの応募者数でした。応募者数が増えている学校から見ていきます。	 

千代田女学園は進学コース国際専攻をグローバルリーダーコースとし、東京家政学院は特進コ

ースの募集を再開しましたが、こうした積極姿勢が受験生に評価されているのでしょう。佼成学園

女子、トキワ松は昨年に続く応募者の増加で人気が上がっています。千代田女学園と東京家政学

院は、昨年は小規模な入試でした。富士見丘は昨年が前年並みの応募者数でしたので、人気が上向

いています。安部学院と品川エトワールは、昨年は応募者が減っていましたので、隔年現象です。

佼成学園女子は回次やコースによって違いがありますが、特進文理と進学の合格最低点の上昇が目

立ちます。新設のスーパーグローバルコースは従来の特進文理メディカルコースよりもワンランク上

の合格最低点でした。千代田女学園は進学コースの合格最低点が少し下がっていますが、改編され

たグローバルリーダーコースは、特進と進学の間の合格最低点でした。富士見丘は各コースとも合

格最低点が上昇しています。これらの各校の他の合格最低点は昨年並みでした。それ以外の各校では、

東京家政学院の特進が、総合進学よりもワンランク上の難度だったようですが、その他は各コース

とも昨年並みの難度だったようです。	 

応募者の減少が目立つ学校では、京華女子、宝仙学園女子部、日本女子体育大二階堂は、昨

年は応募者が増えていたので隔年現象でしょう。下北沢成徳と蒲田女子は、昨年は前年並みの応募

者数だったので、人気に少し陰りが出ているようです。蒲田女子は幼児教育コースを幼児教育・保

育コースとし、同コース以外のコースは統合してキャリアデザインコースとして、幼児教育・保育系

が目立つような改編を実施しましたが、受験生の浸透が不十分なのかもしれません。文京学院大女

子、潤徳女子、村田女子は昨年に続く応募者の減少です。文京学院大女子は大規模なコースの改

編を実施しましたが	 やはり受験生への浸透が不十分だったようです。潤徳女子はビジネスＩＴコ

ースの募集を停止しましたが、他のコースだけでもやや応募者が減っています。潤徳女子は各コー

スとも合格最低点が昨年並みでした。日本女子体育大二階堂はコースや回次によって合格最低点の

動きに違いが見られました。文京学院大女子はコースを大きく改編、蒲田女子は入試科目を１科目

選択に変更したことから単純比較はできませんが、少し入り易くなっているようです。他の各校・各
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コースは難度にあまり変化はなかったようです。	 

愛国、神田女学園、瀧野川女子、東洋女子、文化学園大杉並は昨年並みの応募者数でしたが、

東洋女子は昨年も前年並みで、人気が安定しています。愛国と神田女学園は、昨年は減っていまし

たので、人気の低下に歯止めがかかりました。瀧野川女子と文化学園大杉並は、昨年は応募者が

増えていましたので、人気が一段落です。文化学園大杉並はカナダの高校卒業資格もとれるダブル

ディプロマコースを新設しましたが、多くの受験生が集まるものではなく、学校全体の受験生の数か

らは小規模な存在でした。コースの性質上しかたがありません。東洋女子は各コースとも合格最低

点が少し上がっていて、受験生の学力層が上がってきたのかもしれません。文化学園大杉並のダブ

ルディプロマコースは、日本の従来の基準に当てはまらない入試科目もあり、なかなか比較できませ

んが、従来の同校の他のコースよりも高い難度だったようです。同校の他のコースや、この他の各校・

各コースは昨年並みの難度でしょう。	 

	 この他、川村、北豊島、国本女子、淑徳ＳＣ、成女、星美学園、東京女子学院、東京女子

学園、新渡戸文化、日本音楽、日本橋女学館、八雲学園は、コースや入試科目等を変更した学

校もありますが、小規模な入試でした。	 

	 

《男女校》	 

	 まず共学化の２校から。男子校の京北が移転・共学化した東洋大京北は、新たに女子の受験生が

増えただけでなく、共学校志向の男子受験生も集まって、応募者は大きく増えました。同校は以前か

ら今年度の移転・共学化を積極的に告知していました。すでに昨年も、今年の改編に期待して受験生

が増え始めていましたので、浸透も十分です。従来の同校は特進・進学の２コース制で、今回これを

廃止して単一コースとしましたが、昨年の特進コースよりもやや高い難度になったようです。イメー

ジが変わりました。	 

	 女子校の戸板女子は共学化して三田国際学園になりました。昨年の春以降の告知でしたが、受験

生に十分浸透しました。応募者は昨年の 10 倍以上で、小規模入試校が一気にメジャーになっています。

女子校が共学化する場合、従来のイメージが色濃いと、なかなか男子受験生が応募しません（男子校

が共学化する場合には従来のイメージがある程度強くても女子は応募します）。ですから、まったく別

の学校が誕生した、というイメージでの共学化で、男子の応募者も多く集まりました。各コースとも

難化した入試でした。	 

	 他の学校では、付属カラーが比較的強い学校から見ていきます。青山学院と昼間定時制の中央大

学は応募者の増加が目立ちます。東海大高輪台、駒澤大学、日大桜丘、日大第一、日大第二は

減少が目立ちました。日大鶴ヶ丘と明治学院もやや減っています。成城学園、専修大附属、中

大杉並は昨年並みの応募者数でした。青山学院は、昨年が前年並みの応募者数でしたが、今年は女

子の人気が上がっています。中央大学は、昨年は応募者が減っていました。同校は定時制の扱いの

ため、中大系列校では入り易いとの評判で応募者が増えた時期もありましたが、難化が進みすぎて敬

遠ムードが起きていましたが、人気が回復してきたようです。東海大高輪台、駒澤大学、日大桜

丘、日大第二は、昨年は応募者の増加が目立っていたので隔年現象でしょう。日大第一は、昨年は

前年並みの応募者数でしたが、人気に少し陰りが出ているのかもしれません。一般入試が応募者減少

の中心です。日大鶴ヶ丘と明治学院は昨年に続く減少です。日大鶴ヶ丘は、特進コースの応募者

数は昨年並みですが、普通コースが減少しています。明治学院は推薦と一般２回の応募者が減って



高校受験版 受験マニアックス（2015年 5月 20日） 

5 
Copyright © School Network All rights reserved. 

います。成城学園は、昨年は応募者が増えていたので人気が一段落したようです。中大杉並と専修

大附属は、昨年は応募者が減っていたので、人気の低下に歯止めがかかりました。 
	 日大第一は合格最低点が上がっています。昨年がかなり低かったことから、本来の水準に戻った

のでしょう。明治学院は合格最低点が少し下がっています。やや入り易くなったかもしれません。

日大第二、日大桜丘、東海大高輪台、中央大学、駒澤大学は昨年並みの合格最低点でした。そ

れ以外の各校も難度はあまり変わらなかったようです。 
	 応募総数が 100 名以上で付属カラーが弱かったり、純粋な進学校では、応募者の増加が目立つのは

郁文館、郁文館グローバル、関東第一、国学院、淑徳巣鴨、順天、昭和鉄道、成立学園、多

摩大目黒、帝京、東京農大第一、東洋、広尾学園、文教大付属、宝仙学園共学部、豊南、堀

越、目黒学院、目白研心、立正大立正です。これに対して、応募者の減少目立つのは岩倉、関東

国際、錦城学園、国士舘、青稜、淑徳、駿台学園、大東学園、大東文化第一、貞静学園、都

市大等々力、豊島学院、二松学舎、日体荏原、安田学園でした。小幅の増減はあるものの、率

で見ると概ね昨年並みの応募者数だったのは上野学園、大森学園、共栄学園、京華商業、国学院

久我山、駒込、駒場学園、桜丘、実践学園、修徳、城西大城西、昭和第一、杉並学院、正則、

中央学院大中央、東亜学園、東京、東京実業、東京成徳大、東京立正、日本工大駒場、日出、

朋優学院、武蔵野です。学校数が多いので、応募者が増えた学校から順に見ていきます。 
	 

○	 応募者数の増加が目立つ学校	 

	 関東第一、文教大付属、宝仙学園共学部、堀越、目黒学院、目白研心、立正大立正は昨年

に続く応募者の増加で人気が上がっています。関東第一はかつての実業系のイメージがなくなりま

した。各コースとも合格最低点は昨年並みです。文教大付属は校長先生が先頭に立った学校改革で

イメージが上がっています。一般１回は合格最低点が少し上がっています。２回は昨年並みでした。

目白研心はスーパーイングリッシュコースを新設、特進並みの合格最低点です。特進と選抜は昨年

並みでした。立正大立正は高校募集の拡大が進んでいて、認知度が上がっています。合格最低点は

昨年並みでした。宝仙学園共学部、堀越、そして特進コースを共学部、総合・体育コースを男子部

とした目黒学院も、各校・各コースとも昨年とあまり変わらなかったようです。目黒学院に新設さ

れたスーパープレミアムコースはワンランク上の難度でした。	 

郁文館、国学院、昭和鉄道、多摩大目黒、帝京、東京農大第一、広尾学園、豊南は、昨年

は応募者が減っていましたので隔年現象でしょう。広尾学園は共学のトップレベル校で、入り易い

女子校が大改革を行って成長した、最近の学校改革のモデルの学校で、レベルアップするとともに隔

年現象が目立ってきました。難度面では本科、医進サイエンス、インターナショナルの各コースとも

昨年並みだったようです。中学開校以来イメージが変わった東京農大第一もレベルアップした学校

ですが、今年は合格最低点がやや下がっています。以前から進学校として定評がある国学院は、一般

１・２回とも昨年並みの合格最低点です。豊南は、進学コースの合格最低点が回次によってやや上下

していますが各コースとも概ね昨年並みでした。郁文館は昨年減った応募者が大きく増加しています。

東大選抜クラスを新設し、進学校カラーを強めた効果でしょう。合格最低点は回次によって上下はあ

りますが、単願は下がり、都内併願は上がっています。東大クラス選抜は、問題が難しかったようで、

合格最低点そのものは特進コース等と同水準でした。多摩大目黒と、大変珍しい鉄道系高校の昭和

鉄道は昨年並みの合格最低点でした。	 
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郁文館グローバル、淑徳巣鴨、順天、成立学園、東洋は、昨年は前年並みの応募者数だった

ので人気が上向いています。いずれも進学校としての認知度が高くなってきました。郁文館グロー

バルは、郁文館の人気上昇に伴って、やはり人気が上がっています。都内併願は合格最低点が上が

っています。順天は帰国生教育にも積極的に取り組んでいることで、イメージが変わってきました。

難度面では昨年とあまり変わっていないようです。東洋は各コースとも昨年並みの合格最低点でした。

成立学園は一般入試の合格最低点が各コースとも少し上がっています。推薦は昨年並みでした。淑

徳巣鴨も各コースの一般入試Ⅱと、私大文系コースの合格最低点が少し上がっています。他のコー

ス・入試は昨年並みでした。成立学園と淑徳巣鴨は受験生の学力層が少し上がっているかもしれま

せん。	 

	 

○	 応募者数の減少が目立つ学校	 

	 岩倉と安田学園は昨年共学化、応募者が大きく増えましたので、今年は人気が一段落しました。

共学校としての評価はこれからです。岩倉の各コースの合格最低点は昨年並みでしたが、安田学園

はＳ特特待が下がっています。入り易くなったというよりも問題が難化したのでしょう。一般入試も

各コースとも少し下がっていて、その意味では昨年の過熱が落ち着いてきたようです。	 

青稜、駿台学園、大東学園、大東文化第一、貞静学園、都市大等々力は、昨年は応募者が増

えていたので隔年現象ですが、都市大等々力は学校改革で急速にレベルアップしていて、今年は推

薦入試を廃止したことも、受験生に「ハードルが高い」と感じさせたようです。合格最低点は昨年並

みでした。青稜は神奈川県からの受験生が多く、今年は慶應義塾の日程変更などに対応して一般入試

を１日繰り下げましたが、神奈川県公立高校入試との日程間隔が短く、受験生が他校に流れた面もあ

ったようです。合格最低点は少し下がっています。駿台学園、大東学園、大東文化第一、貞静学

園は昨年とあまり変わらない難度だったようです。	 

	 関東国際、錦城学園、国士舘、淑徳、豊島学院、二松学舎、日体荏原は、昨年は前年並みの

応募者数でしたから、人気に陰りが出ているようですが、淑徳は進学校としての評価が急速に上がっ

てきていて、難化を警戒して受験生が引いた面もあるようです。各コースとも昨年並みの難度だった

ようです。関東国際は珍しい演劇科の募集を停止しましたが、応募者の減少は公立高校との併願優

遇を取りやめたことが理由です。一昨年並みの応募者数だった昨年も、以前と比べると受験生が多く、

校舎に収容できる生徒数の限界から、あえてこのような手法をとりました。実質的に、「準推薦のよう

な併願優遇ではなく、実力勝負の受験生に来てほしい」という意思表示になります。ハードルを上げ

て受験生を絞った結果でした。各コースとも少し難化したようです。国士舘は選抜コースを新設しま

したが、受験生への浸透はいまひとつだったようです。進学コースの合格最低点は昨年並みですが、

選抜はワンランク上の難度だったようです。豊島学院は、特進と進学の一般入試の合格最低点がや

や下がっています。選抜進学は昨年並みでした。錦城学園と二松学舎も各コースとも昨年並みの合

格最低点で、日体荏原も難度は昨年とあまり変わっていないようです。	 

	 

○	 応募者数が概ね昨年並みの学校	 

大森学園、京華商業、駒込、駒場学園、桜丘、城西大城西、東亜学園、日出、朋優学院は、

昨年は応募者が増えていましたので、人気が一段落しています。朋優学院は国公立コース設置以来

イメージが変わってきました。厳密には応募者が少し減っていますが、ハードルが高くなったと感じ
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る受験生が増えたのでしょう。進学コースは合格最低点がやや上がっています。他のコースは昨年並

みでした。京華商業も一般２回の合格最低点が少し上がっています。一般１回は昨年並みです。大

森学園は工業科が昨年並みの合格最低点ですが、普通科の各コースは少し下がっています。城西大

城西も少し下がりました。駒込、駒場学園、東亜学園は各回各コースとも昨年並みです。日出も

難度に変化はなさそうです。桜丘は、全体としては昨年とあまり変わらない合格最低点でしたが、新

設のクリエイティブリーダーズコースは特進コース並みの合格最低点でした。	 

国学院久我山、実践学園、修徳、杉並学院、正則、中央学院大中央、東京実業、東京成徳

大、日本工大駒場、武蔵野は、昨年は応募者の減少が目立っていましたので、人気の低下に歯止め

をかけた形ですが、国学院久我山は男子が文科系・理科系募集、女子は理科系のみの募集になりま

した。進学校としての体制固めと、女子の理系志向、いわゆる「リケジョ」が増え始めていることへ

の対応です。ですから昨年までと応募者を直接比較してもあまり正確ではありませんが、結果として

男子は応募者増加、女子は減少して合計では昨年並みでした。合格最低点は男女とも昨年並みです。

杉並学院は、特進コースの合格最低点は昨年並みですが文理コースはやや上がっています。正則と

中央学院大中央は昨年並みでした。実践学園、修徳、東京実業、東京成徳大、日本工大駒場、

武蔵野も、各コースとも難度はあまり変わらなかったようです。	 

上野学園、共栄学園、昭和第一、東京、東京立正は昨年も前年並みの応募者数で人気が安定し

ています。共栄学園はＢ推薦の合格最低点が各コースともやや上がり、チャレンジ入試は少し下が

っています。一般入試は各コースとも昨年並みでした。上野学園は特進β・総合進学コースの一般

２回の合格最低点が少し下がっていますが、他は昨年並み、昭和第一、東京、東京立正は各コース

とも昨年並みの合格最低点でした。	 

	 この他、かえつ有明は昨年まで帰国入試だけでしたが、今年から一般入試実施しました。推薦は

行っていません。入試の規模としては小さいものでしたが、比較的高い難度だったようです。東京音

大付属は一部しか応募者数が判明していませんが、小規模の入試でした。松蔭と東邦音大東邦は、

本稿作成時点で応募者数等未公表でした。	 

	 

●	 多摩地区私立各校の状況	 

《男子校・女子校》	 

男子校は桐朋と明法だけです。桐朋は人気がいまひとつだった時期を脱して、このところ応募者

が増え続けています。今年も増えました。合格最低点は上がっています。昨年まで小規模な入試だっ

た明法は応募者が大きく増えました。特進・総合進学コースとも増えています。特待・特進は昨年並

みの難度ですが総合進学の推薦は合格最低点が少し下がりました。一般入試は昨年並みです。	 

	 女子校では鶴川と日体桜華の応募者が大きく増えています。鶴川は昨年に続く増加で人気が上が

っています。日体桜華は、昨年は応募者が減っていましたので隔年現象です。両校とも比較的入り

易い学校で、公立よりも面倒見がよいことからの人気です。他県でも同じような事例が見られます。

難度面では昨年と変わっていないようです。藤村女子と武蔵野女子学院も応募者の増加が目立ちま

す。両校とも昨年は前年並みでしたが、藤村女子は進学校カラーを強めるコースの改編を、武蔵野

女子学院は早期のコース分けと海外留学コースの新設などの改編を実施、受験生に支持されたよう

です。コースが改編されていて単純比較はできませんが、藤村女子は昨年並みの難度、武蔵野女子

学院は少し入り易くなったかもしれません。	 
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駒沢学園女子は応募者の減少が目立ちます。昨年は前年並みの応募者数でしたので、人気にやや

陰りが出てきたのかもしれません。特進コースの一般２回は合格最低点が上がっていますが、他の回・

進学コースは昨年並みです。共立女子第二、白梅学園、立川女子、文華女子は、昨年並みの応募

者数でした。４校とも昨年は応募者が増えていて、人気は一段落です。共立女子第二、白梅学園、

立川女子は、各校各コースとも昨年並みの合格最低点です。文華女子も各コースとも難度は昨年並

みだったようです。東京純心女子と桐朋女子・普通は今年も小規模な入試でした。	 

	 

《男女校》 
	 難関・上位校では、昨年増加していた早稲田実業の応募者は、今年は昨年並みでした。合格最低

点は男女とも昨年並みで、今年も厳しい入試でした。国際基督教大は、昨年応募者がやや減ってい

ましたが、今年は昨年並みです。昨年は、一昨年２月 11 日に実施していた一般入試を 10 日に動かし

た影響でしたが、今年はそのような事情はありません。もともと高難度ですから、今年も厳しい入試

でした。明大明治は、昨年は応募者が減っていましたが、今年は増加が目立ちます。隔年現象でし

ょう。合格最低点は男女とも昨年並みでした。一方、明大中野八王子と中大附属は応募者の減少が

目立ちます。明大中野八王子は昨年が増えていて、隔年現象です。明大中野八王子の受験者層の

一部が明大明治に流れたのかもしれません。難度の面では特に変わっていないようです。中大附属

は昨年に続く減少です。昨年の中大附属横浜の共学化の影響がまだ残っているようです。合格最低点

は男女とも昨年並みでした。	 

	 法政大学、明治学院東村山、成蹊、創価、進学校の帝京大学、錦城はほぼ昨年並みの応募者

数でした。法政大学、成蹊、創価は、昨年は応募者が減っていましたが、人気の低下に歯止めがか

かったようです。明治学院東村山と帝京大学は、昨年は応募者が増えていたので、人気は一段落で

す。明治学院東村山は男子のスポーツ推薦を新設しましたが、応募状況にはあまり影響していませ

ん。錦城は昨年も前年並みで安定しています。法政大学、明治学院東村山は、男女とも昨年並み

の合格最低点でした。錦城は特進・普通コースともやや下がっています。成蹊、創価、帝京大学は

難度に変化はなさそうです。	 

	 中上位校まででは、桜美林、聖徳学園、東海大菅生、明星学園、明星、昭和第一学園の応募

者の増加が目立ちました。桜美林、聖徳学園は昨年に続く応募者の増加で人気が上がっています。

桜美林の増加は同校が東京都と神奈川県の県境近くに立地していて、神奈川県内生向けに書類選考入

試を実施していることが理由の１つです。昨年 700 名台だった応募者は 1000 名を超えました。聖徳

学園は難関特進クラスの新設も増加の理由でしょう。東海大菅生、明星学園、明星は昨年、前年

並みの応募者数で人気が上がっています。昭和第一学園は昨年応募者が減っていたので隔年現象で

す。聖徳学園は新設の難関特進が 300 点満点、一般は 500 点満点で、一般の合格最低点は昨年並み

でした。難関特進は単純比較できませんが、少し高い難度のようです。明星学園の合格最低点は昨

年並み、明星は少し上がっています。桜美林、東海大菅生、昭和第一学園も昨年と変わらない難

度だったようです。	 

	 拓大第一、日大第三、和光、工学院大附属、聖パウロ、八王子実践は応募者の減少が目立ち

ます。拓大第一、聖パウロ、八王子実践は昨年、応募者が増えていましたので隔年現象です。拓

大第一は合格最低点がやや下がっていますが、聖パウロと八王子実践の各コースの難度はあまり

変わっていないようです。日大第三と和光は昨年に続く応募者の減少です。日大第三の昨年の減少
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は、併願優遇廃止に伴うもので、実に７割近い減少でした。同校としては志望順位が高い一般受験の

受験生を優先したいとして廃止したもので、レベルアップを意図したものです。受験生が減ることを

覚悟の変更で、今年はまだその影響が残っているようです。合格最低点は昨年並みでした。和光は人

気に陰りが出ているようです。難度は昨年とあまり変わっていません。工学院大附属は、昨年が前

年並みの応募者数で、人気が少し下降してきたようです。文理特進・文理普通コースとも、合格最低

点は昨年並みでした。	 

	 八王子学園、東京電機大、大成、帝京八王子、国立音大は昨年並みの応募者数でした。八王

子学園は昨年も前年並みの応募者数で、今年は前出のようなコースの大幅な改編を実施し、推薦入試

を廃止していますが、応募者数にはあまり影響していません。コース改編で単純比較はできませんが、

合格最低点は昨年並みでしょう。国立音大は昨年も前年並みの応募者数で難度に特に変化はありま

せん。東京電機大と帝京八王子は、昨年応募者が減っていましたが、人気の低下に歯止めがかかっ

たようです。東京電機大は男子の合格最低点が上がっていますが、女子は昨年並みです。帝京八王

子も難度は特に変わっていないようです。大成は昨年、応募者が増えていましたので、人気は一段落

です。各コースとも合格最低点は昨年並みでした。	 

この他啓明学園、自由学園、玉川学園、多摩大聖ヶ丘、東星学園、桐朋女子・音楽（音楽

科は共学）があります。多摩大聖ヶ丘のように応募者が昨年の２倍以上になった学校もありますが、

いずれも小規模の入試でした。	 


