
高校名 男女共学別 主な入試の変更点と予測

神田女学園 女子
「グローバルクラス」を新設。従来の「特進クラス」は「アドバンストクラス」に、「進学クラス」は
「フューチャークラス」に改称。「グローバルクラス」は「アドバンストクラス」とほぼ同じ難度に
なりそう。他のコースは2016年並みの難度だと思われる。

錦城学園 共学 推薦入試を1月22日から23日に変更（日曜日を避けるため）。

麹町学園女子 女子

高校募集を再開。2016年5月に東洋大学と高大連携協定を締結し、2017年度からは東洋大
学進学を前提とした「東洋大学グローバルコース」を新設。このコースは高校募集のみで、推
薦入試と一般入試を実施。一般入試は国数英＋面接の他に、英語＋面接のアクティブイン
グリッシュ入試も行う。受験生は限られ、応募者数はあまり多くないと思われる。難度は、富
士見丘「グローバル」や文京学院大女子「理数スタンダード」とあまり変わらない水準になり
そう。

正則学園 男子 推薦入試を1月22日から23日に変更（日曜日を避けるため）。

千代田女学園 女子 各コース共に2016年並みの難度になりそう。

東京家政学院 女子
「特進コース」を「アドバンストコース」に、「総合進学コース」を「スタンダードコース」に改称。
少し入りやすくなるかもしれない。

東洋 共学

2016年、挑戦志向の受験生を増やしたいとして、他県生向けＢ推薦と都内生向け併願優遇
を特進選抜コースのみに絞り、あとはオープン入試のみとした。結果、応募者が減った。
2017年はさらに敬遠傾向が出るかもしれないが、難度は下がらないと思われる。推薦入試を
1月22日から23日に変更（日曜日を避けるため）。

二松學舍大附属 共学 各コースともに2016年並みの難度になりそう。

日本橋女学館 女子
2018年度から共学化し、校名も変更する予定。2017年は、各コース共に難度に変化はない
と思われる。

慶應女子 女子
レベルの高さは別格。青山学院が入試日程を変更するが影響はなく、高難度の入試になる
と思われる。

正則 共学
2015年、2016年と応募者が減少。2017年は応募者が増えるかもしれないが、難化すること
はなさそう。

東海大高輪台 共学
2016年は2015年に続いて小幅だが応募者が減った。2017年は人気にあまり変化はなく、難
度は2016年並み、2015年レベルに回復することはなさそう。

東京女子学園 女子 推薦2回の入試日程を1月25日から24日に変更。2016年並みの難度だと思われる。

広尾学園 共学
これまでインターナショナルコースのみだった国際生の受け入れを全コースに拡大。慶應義
塾の入試日程が2月10日になることもあり、やや応募者が減るかもしれないが、入りやすくな
ることは考えられない。

千代田区

中央区

港区
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高校名 男女共学別 主な入試の変更点と予測

明治学院 共学
2回の入試日程を2月20日から21日に変更。人気に特に変化は見られないが、國學院が3回
入試になって、2月19日の合格発表数が削減される可能性かあり、21日に移る明治学院2回
は難化するかもしれない。注意が必要。1回は昨年並みだと思われる。

成女 女子 2017年も小規模な入試で難度に変化はなさそう。

成城 男子
中学からの内部進学生増加に伴い、高校募集枠を80名から20名に削減。敬遠傾向が予想
されるが、少し難化すると思われる。注意が必要。

保善 男子 人気は安定しており、各コースともに2016年並みの難度となりそう。

目白研心 共学 各コースともに2016年並みの難度になりそう。

郁文館 共学
「一般クラス」を「進学クラス」に改称。「東大選抜クラス」の一般入試日程を2月13日から12日
にする。

郁文館グローバル 共学 各コースともに2016年並みの難度になりそう。

京華 男子 人気に変化は見られず、2016年並みの難度となりそう。

京華商業 共学 ここ数年人気と応募者数が安定している。2016年入試の難度は維持しそう。

京華女子 女子
「文理コース」を「進学コース」に改称。「特進コース」「進学コース」共に2016年並みの難度に
なりそう。

駒込 共学

「理系先進コース」を新設。一般入試科目は英数理。「アドバンスコース」を「アドバンス本科
コース」に改称。「理系先進コース」新設の影響が大きくなりそうで、応募者はやや増えるかも
しれない。「理系先進コース」は、「スーパーアドバンス」よりも若干高い難度になりそう。他の
コースも、少なくとも2016年並みの難度と考えた方がよい。

淑徳ＳＣ 女子 3回の入試日程をを2月14日から13日に変更。

昭和第一 共学 各コースともに2016年並みの難度になりそう。

中央大学 共学
人気に変化はないが、青山学院の日程変更の影響が出そうで、やや入りやすくなるかもしれ
ない。

貞静学園 共学
「大進特別進学クラス」を「特進コース」に、「大進総合進学クラス」を「総合進学コース」に改
称。

東京音大 共学 入試日程を2月11・12日から10・11日に変更。難度に変化はなさそう。

文京区

新宿区
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高校名 男女共学別 主な入試の変更点と予測

東邦音大東邦 共学 教育内容が独特で、難度に変化はなさそう。

東洋女子 女子 各コース共に2016年並みの難度になりそう。

東洋大京北 共学 応募者がやや増えるかもしれないが、難化することはなさそう。

日大豊山 男子
2016年には応募者が大きく増えて人気が上がり、結果偏差値も上がった。2017年はやや応
募者が減るかもしれないが、難度が下がることはなさそう。

日大豊山女子 女子
「A特進クラス」を新設。従来の「普通科」は「N進学クラス」、「理数科」は「理数Sクラス」とす
る。

文京学院大女子 女子 各コースともに2016年並みの難度になりそう。

村田女子 女子 2回の入試日程を2月12日から11日に変更。各コース共に2016年並みの難度になりそう。

岩倉 共学
Ｂ推薦の入試日程を1月22・23日の選択から22日のみに変更。出願基準を一部見直すた
め、やや難化するかもしれない。

上野学園 共学 各コースともに2016年並みの難度になりそう。

日大第一 共学 人気に特に変化は見られず、難度面はあまり変わらないと思われる。

安田学園 共学 各コースともに2016年並みの難度になりそう。

かえつ有明 共学
小規模の入試だが応募者の伸びが大きい。2017年も難度がやや上がるかもしれない。注意
が必要。

芝浦工大附属
（現校名：芝浦工大）

別学

2017年春に板橋区から江東区の豊洲に移転し、学校名を「芝浦工業大学附属高等学校」に
変更。これまでは男子校だったが、女子クラスを新設し、男女別学校となる。受験生の関心
は高く、男子は難化必至、女子も男子に近い難度になりそう。推薦入試を1月22日から23日
に変更（日曜日を避けるため）。

中央学院大学中央 共学
出願基準を一部見直すため、やや難化するかもしれない。推薦入試を1月22日から23日に
変更（日曜日を避けるため）。

小野学園女子 女子
入試日程を2月11日から10・11日に変更。「特進クラス」を「Ｐクラス」、「進学クラス」を「Ｍクラ
スに」に改称。難度に変化はなさそう。

墨田区

品川区

江東区

台東区
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高校名 男女共学別 主な入試の変更点と予測

品川エトワール 女子 各コースともに難度に変化はなく、2016年並みとなりそう。

青稜 共学 人気はやや上向きだが、難度は2016年の水準を維持しそう。

日本音楽 女子
「普通科幼児教育コース」を「音楽科幼児教育コース」に移行。小規模なので、各コースとも
に2016年と変わらない難度になりそう。

文教大学付属 共学 人気に目立った動きはなく、2016年並みの難度になりそう。

朋優学院 共学
人気が上がっている学校。2回の入試日程を2月11日から12日に変更。2017年は、応募者が
やや減るかもしれないが、難度は維持されて入りやすくなることはなさそう。

自由ヶ丘学園 男子
「特別選抜コース」を新設。従来の「選抜進学コース」を「総合選抜コース」とし、「総合コース」
は募集停止。

多摩大目黒 共学 出願基準を一部見直すため、やや難化するかもしれない。

トキワ松 女子 「美術コース」を「美術デザインコース」に改称。各コース共に難度に変化はなさそう。

日本工大駒場 共学
「機械科」「建築科」「情報システム科」を統合して「創造工学科」に。コース分けを2年次から
に変更。カナダ留学を前提とした「国際工学科」は募集停止となり、留学は「普通科総合進学
コース」の2年次での選択となる。やや入りやすくなるかもしれない。

日出 共学
「特進」と「国際」の2コースを新設。従来の「総合コース」は「進学コース」となる。「特進」と「国
際」は、今までの同校よりも1ランク難度が高くなりそう。推薦入試を1月22日から23日に変更
（日曜日を避けるため）。

目黒学院共学部 共学 男子部「普通総合コース」は募集停止。

目黒学院男子部 男子

共学部に応募者が流れているようで、2015年から応募者の減少が目立っている。「普通総合
コース」の募集を停止し、「体育コース」のみの募集となる。「体育コース」も、募集停止になっ
た「普通総合コース」と同等の学力は求めたいとのことなので、難度は大幅に上がる見込
み。

八雲学園 女子

募集定員拡大に伴い、1コースから、「特進」と「進学」の2コース制になる。「特進」は内部進
学生の特進相当(オーナーズトラック)と一緒の募集で、2016年よりやや入り易くなりそう。「進
学」は内部進学生の進学相当(アドハンスト)の募集で、特進よりも少し入り易い難度になりそ
う。

大森学園 共学
2回の入試日程を2月12日から13日に変更。応募者がやや増えるかもしれないが、難化する
ことはなさそう。

蒲田女子 女子 出願基準の見直しで、少し入りやすくなるかもしれない。

東京 共学 各コースともに2016年並みの難度になりそう。

目黒区

大田区
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高校名 男女共学別 主な入試の変更点と予測

東京実業 共学 入試科目について、一般2回の国数英を2科目選択に変更（コースによって科目は異なる）。

日体大荏原 共学 各コースともに難度に変化はなく、2016年並みとなりそう。

立正大付属立正 共学 一般入試科目が、国数英の3教科から、国数英・英数理・英国社の選択になる。

科学技術学園 共学 人気と応募者数が安定している。2016年並みの難度だと思われる。

佼成学園女子 女子
入試日程を2月12・16日から10・12日に変更。出願基準からやや入りやすくなるかもしれな
い。

国本女子 女子 入試が小規模で、2016年並みの難度だと思われる。

国士舘 共学 応募者が少し減りそう。出願基準も一部変更されるため、少し入りやすくなりそう。

駒澤大学 共学
2回の入試日程を2月12日から13日に変更。応募者がやや減るかもしれないが、難度は下が
らないと思われる。

駒場学園 共学
「食物科」を「食物調理科」に改称。出願基準を一部見直すため、やや難化するかもしれな
い。推薦入試を1月22日から23日に変更（日曜日を避けるため）。

下北沢成徳 女子 各コースともに2016年並みの難度になりそう。

松蔭 共学
2回の入試日程を2月11日から13日に変更。推薦入試を1月22日から23日に変更（日曜日を
避けるため）。

成城学園 共学
青山学院と日程が重ならなくなるため、応募者が増えそう。少し難化するかもしれない。注意
した方がよい。

世田谷学園 男子 推薦入試を1月24日から22日に変更。2016年並みの難度だと思われる。

大東学園 共学 各コースともに難度に変化はなく、2016年並みとなりそう。

玉川聖学院 女子
推薦入試を1月22日から23日に変更（日曜日を避けるため）。2016年並みの難度だと思われ
る。

東京都市大学等々力 共学 各コースともに2016年並みの難度になりそう。

東京農業大第一 共学 人気に変化はなく、2016年並みの難度となりそう。

世田谷区

5 / 10 ページ



高校名 男女共学別 主な入試の変更点と予測

日大桜丘 共学

他大学と日大医学部進学を目標とする「特別進学Sクラス」を新設。募集は一般入試のみ。
在来クラスは「総合進学Gクラス」となる。2017年は隔年の規則性から応募者が少し減りそう
だが、「総合進学Ｇクラス」は定員が減ることもあって、やや難化しそう。「特別進学Sクラス」
は、近隣の日大鶴ヶ丘にも「特進」があるため、どのくらいの人気になるか未知数だが、「総
合進学Ｇクラス」より少し上になると思われる。

日本学園 男子 人気に変化は見られず、2016年並みの難度となりそう。

日本女子体育大二階堂 女子
入試日程を複雑に変更。併願優遇2回を2月13日から19日に、一般オープン1回を2月14日か
ら11日に、同2回を2月20日から16日にする。

三田国際学園 共学
2015年に女子校の戸坂女子が共学化して改名した学校。成績上位生の注目度が高まって
おり、各コースとも2016年並みか、やや難化するかもしれない。注意が必要。2回の入試日
程を2月13日から14日に変更。

青山学院 共学

2月12日の一般入試を11日に前倒しする。2017年の2月12日が日曜日で、プロテスタントの
同校では教会へ行く日として入試を避けたための変更。他校との併願への影響は大きい。
男子は早大学院と重なり、また慶應義塾が12日から10日に移ることから、応募者がやや減
るかもしれないが、入りやすくなることは期待できない。女子は豊島岡女子と併願できなくな
るが、もともと両校の併願はあまり多くないこと、11日に移ることで明大明治と併願できること
から、少し難化するかもしれない。推薦入試は1月30日から31日に変更。日程変更の影響は
軽微で、難度は2016年と変わらないと思われる。

関東国際 共学 「普通文系コース」を「日本文化コース」に改称。

國學院 共学
2月12日に入試を新設し、2月10・12・19日の3回実施とする。人気に目立つ動きはないが、1
回ごとに募集定員や合格発表数を絞るため、2回は1回よりもやや難化しそう、19日の3回も2
回よりも少し難化するかもしれない。

富士見丘 女子
コースを大きく改編して2年目。応募者は増えると思われるが、各コースともに難度は2016年
と変わらないと思われる。

実践学園 共学 各コースともに2016年並みの難度になりそう。

新渡戸文化 共学

これまでは女子校だったが、共学校に。同時に、「キャリアデザイン」と「医療系進学」の2コー
スをより細分化し、「特進（医療・理系）」「特進（文系）」「美術」「音楽」「スポーツ」「クッキング」
の6コース制となる。「特進（医療・理系）」と「特進（文系）」は、従来の「医療系進学」と、「美
術」「音楽」「スポーツ」「クッキング」は従来の「キャリアデザイン」と、あまり変わらない難度に
なりそう。推薦入試を1月22日から23日に変更（日曜日を避けるため）。

東亜学園 共学 「普通科体育コース」の募集を停止。各コースともに2016年並みの難度になりそう。

宝仙学園共学部理数イン
ター

共学 人気に変化はなく、2016年並みの難度となりそう。

明大中野 男子
慶應義塾と青山学院の入試日程変更、成城の定員削減の影響を受け、応募者が少し増え
るかもしれない。注意した方がよい。推薦入試を1月22日から23日に変更（日曜日を避けるた
め）。

中野区

杉並区

渋谷区

6 / 10 ページ



高校名 男女共学別 主な入試の変更点と予測

佼成学園 男子
2016年には応募者の増加が目立った。2017年はやや応募者が減るかもしれないが、難度は
2016年並みを維持しそう。入試日程を2月11・12日から10・11日に変更。

国学院久我山 別学
青山学院が入試日程を2月11日に動かすので、男女とも応募者が増えそう。併願校としての
受験も多くなりそうで、難化するかどうかは微妙なところ。

女子美大付属 女子 教育内容が独特なので、小規模な入試になると思われる。

杉並学院 共学
推薦入試を1月22日から23日に変更（日曜日を避けるため）。各コースともに2016年並みの
難度になりそう。

専修大附属 共学
2016年は応募者が減った。2017年は人気にあまり変化はなく、難度は2016年並み、2015年
レベルに回復することはなさそう。

中大杉並 共学 人気に変化はなく、2016年並みの難度になりそう。

東京立正 共学 各コースともに2016年並みの難度になりそう。

日大第二 共学 応募者が少し増えそうだが、難度は2016年並みを維持しそう。

日大鶴ヶ丘 共学
「特進コース」「一般コース」とも、応募者は少し減るかもしれない。特に「特進」は、日大桜丘
との間での選択が注目される。難度面では両コースとも下がらないと考えた方がよさそう。

文化学園大杉並 女子

入試日程を2月11・13日から10・13日に変更。2017年は出願基準を一部見直すため、「特進」
はさらにもう少し入りやすくなるかもしれない。「総合進学」は底上げを図るとのことで、難化し
そう。学校全体で学力差を縮めていこうとする方針のよう。他のコースは2016年とあまり変わ
らない難度だと思われる。

学習院 男子
他校との競合が少ない2月14日入試だが、慶應義塾と青山学院の入試日程変更の余波を
受け、応募者が増えるかもしれない、難度は少なくとも2016年並みと考えた方がよい。

川村 女子 一般入試科目は国数または英国だったが、英数も選択可能になる。

十文字 女子 人気に変化は見られず、各コースともに2016年並みの難度になりそう。

淑徳巣鴨 共学
私大の最難関を目指す「選抜プレミアムコース」を新設することで人気が上がっている。「選
抜プレミアムコース」は「アルティメットコース」のやや下の難度だと思われる。他のコースも
2016年並みの難度だと思われる。

城西大附属城西 共学 各コースともに2016年並みの難度になりそう。

昭和鉄道 共学 教育内容が独特で、難度に変化はなさそう。

豊島区
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高校名 男女共学別 主な入試の変更点と予測

巣鴨 男子 2016年並みの難度だと思われる。

豊島岡女子 女子 隔年現象により、2017年は応募者が増えると思われるが、難度面では変化がなさそう。

豊島学院 共学 各コースともに2016年並みの難度になりそう。

豊南 共学 各コースともに2016年並みの難度になりそう。

本郷 男子 人気に変化は見られず、2016年並みの難度となりそう。

立教池袋 男子 慶應義塾と日程が重なるが、募集が小規模なので難度に変化はなさそう。

安部学院 女子 2016年並みの難度だと思われる。

桜丘 共学 応募者は増えそうだが、難度は各コースとも2016年並みだと思われる。

順天 共学 応募者は増えそうだが、難度は各コースとも2016年並みだと思われる。

駿台学園 共学 各コースともに2016年並みの難度になりそう。

聖学院 男子 帰国生入試のみ。2016年並みの難度だと思われる。

星美学園 女子 小規模なので、各コースともに2016年と変わらない難度になりそう。

成立学園 共学

人気が上がっており、注意が必要。「スーパー特選国公立クラス」と「スーパー特選難関私立
クラス」を統合して「スーパー特選コース」に。「特進コース選抜クラス」と「特進コース総合ク
ラス」を統合して「特進コース」に。2月20日の英語入試を廃止する。「スーパー特選コース」
は、2016年の難度を維持しそう。「特進コース」は、2016年の「特進コース選抜クラス」と同等
の難度になりそう。

瀧野川女子学園 女子
Ｂ推薦3回の入試日程を1月25日から24日に変更。各コースともに難度に変化はなく、2016
年並みとなりそう。

東京成徳大 共学 人気に変化はなく、2016年並みの難度となりそう。

武蔵野 共学 各コースともに難度に変化はなく、2016年並みとなりそう。

北区

荒川区
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高校名 男女共学別 主な入試の変更点と予測

開成 男子 2016年並みの応募者数で、例年通り最高水準の難度となりそう。

北豊島 女子 各コースともに難度に変化はなく、2016年並みとなりそう。

淑徳 共学 各コースともに2016年並みの難度になりそう。

城北 男子
神奈川の慶應義塾の入試日程変更の影響をあまり受けないことから、人気はあまり変わっ
ていない。やや入り易くなるかもしれない。

大東文化大第一 共学 各コースともに2016年並みの難度になりそう。

帝京大帝京 共学 「文理コース」を「進学コース」に改称。

東京家政大附属女子 女子
2回の入試日程を2月12日から13日に変更。応募者が少し減るかもしれないが、「躍進i-E」
「躍進i」ともに、2016年の難度を維持しそう。

日大豊山女子 女子
2月14日に入試を新設し、2回実施とする。「A特進」を新設し、従来の「普通科」は「N進学」、
「理数科」は「理数S」となる。「Ｎ進学」と「理数Ｓ」は2016年並みの難度だと思われるが、新設
の「Ａ特進」は、「理数Ｓ」よりもやや上の難度になりそう。

東京女子学院 女子
「総合進学コース」を「普通科総合コース」に改称。併願推薦の入試日程を1月22・24日の選
択から23日のみに変更。これまで同校がやや難しかった学力の学生にも積極的に門戸を開
く方針とのことで、入りやすくなって応募者が増えるかもしれない。

早大学院 男子 神奈川の慶應義塾の入試変更の直接の影響はない。

足立学園 男子 人気に変化は見られないが、レベルアップを図っていくとのことで、やや難化しそう。

潤徳女子 女子
コースによって1月22日か23日を指定されていたＢ推薦の入試日程を、22・23日の選択に変
更。各コース共に2016年並みの難度になりそう。

共栄学園 共学 各コースともに2016年並みの難度になりそう。

修徳 共学 各コースともに2016年並みの難度になりそう。

愛国 女子 各コースともに難度に変化はなく、2016年並みとなりそう。

練馬区

足立区

葛飾区

江戸川区

板橋区
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高校名 男女共学別 主な入試の変更点と予測

江戸川女子 女子 人気に変化は見られず、各コースともに2016年並みの難度になりそう。

関東第一 共学 出願基準を一部見直すため、やや難化するかもしれない。
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