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2015年度首都圏中学入試を振り返る（神奈川） 
※応募総数 100 名未満の学校のグラフは省略します。公立一貫校は 後に掲載します。	 

 
Ⅰ 神奈川県男子校・女子校 

 

 
【男子校】	 

川崎・横浜地区から。聖光学院は、以前は後述の栄光学園との間で受験生の流出入が毎年見られま

したが、この１～２年は安定してきました。以前のように２月１日は都内御三家、２日は聖光学院か

栄光学園、といった難関校同士の併願受験が減ってきた影響でしょう。２月２日の１回、４日の２回

とも若干応募者が減っていますが、合格 低点もやや下がっています。ただ、もともとハイレベルな

学校ですから、目立って入り易くなったわけではありません。浅野も昨年に続いて応募者がやや減っ

ています。私立中学受験は２月２日までで終わる受験生が増えている影響でしょう。ただ、合格 低

点は少し上がっています。志望順位が高い、高学力層の受験生に絞られてきた、と言えます。サレジ
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オ学院も２月１日のＡ入試、４日のＢ入試とも応募者数が昨年に続いて少し減っています。Ｂの減少

は併願受験生が多い聖光学院の減少なども影響しています。合格 低点はＡが少し上がりました。志

望順位が高い高学力層の受験生が増えたようです。Ｂは昨年並みでした。	 

	 付属校カラーの強い学校では、昨年は慶應普通部の応募者がやや増えましたが、今年は少し減って

います。隔年現象でしょう。今年も補欠を出していますので、合格ラインは昨年とあまり変わってい

ないようです。同じく付属校カラーが強い法政第二は、来年度から共学化するため、男子校 後の入

試でした。共学化の事前準備として２月６日だった２回を４日に繰り上げています。２日の１回は若

干応募者が減りましたが、昨年が増えていましたから隔年現象的な変化でしょう。２回は減っていま

すが、遅い日程まで挑戦を続けようとする受験生が、他校と日程が重なって受験できなくなったこと

が影響しています。学校側としては承知の上での日程変更です。合格 低点は１・２回とも昨年とほ

ぼ同じですから、入り易くなったわけではありません。	 

	 横浜は県内私立中学では初めて公立一貫型適性検査の入試を２月１日の午前に新設、60 名を超える

応募者がありました。これが他校にも広がるのか注目です。合格ラインは他の入試とあまり変わらな

い水準だったようです。他の回は３日午後の入試を 2 日午後に前倒ししていますが、各回とも応募者

が少し減っています。減っているのは４科の応募者で、２科の応募者は増えている回次もあります。

昨年とは逆の現象です。合格 低点は１日午後の１次Ｂと２日午前の２次Ａが若干下がっているよう

ですが、他の回は概ね昨年並みだったようです。武相は４科入試をとりやめ、全回２科としました。

各回合計の応募者数は昨年とほとんど同じで合格ラインもあまり変わらなかったようです。	 

湘南方面です。栄光学園は前述のように、以前は聖光学院１回との間で受験生の流出入が見られま

したが、こうした動きは沈静化してきました。応募者数は昨年とほとんど変わっていません。昨年に

続いて合格 低点がやや上がっていて、受験生の学力水準が少し上がっているようです。鎌倉学園は

初めての午後入試を算数１科目で２月１日午後に新設しました。多くの応募者があり、各回合計の応

募者数も昨年に続いて増えていますが、２月４日の２次や５日の３次は応募者が少し減っていて、受

験生の動きが前倒しになった入試です。そのため、２次と３次の合格 低点は昨年よりやや下がって

います。２日の１次は昨年並み、新設の午後入試も算数だけ、ということもあって、得点率ではやや

低めの合格 低点でしたが、レベル的には２次や３次とあまり変わらないようです。	 

逗子開成は３月１日の１次、３日の２次とも応募者数が昨年とまったく同じです。５日の３次はや

や減りましたが、中学受験早期終了傾向の影響でしょう。合格 低点は 1 次が上がり、２次も少し上

がっています。３次は逆にやや下がりました。同校を高い志望順位で考える受験生の学力層がやや上

がっているようです。藤嶺藤沢は、昨年は各回とも応募者が増えていましたが、今年は少し減ってい

ます。鎌倉学園や逗子開成の影響はありますが、一昨年は各回とも減っていましたから、隔年現象の

影響の方が強そうです。２月２日午後の２回と３日の３回は合格 低点が若干下がっていますが、他

の回は昨年とあまり変わらない水準でした。	 

	 

【女子校】	 

まず横浜市内から。神奈川女子御三家３校はいずれも２月２日に日程を移し、応募者は増えました。

フェリスと横浜共立のＡ入試は応募者の増加に対応して合格者を少し増やしていて、難度面では例

年とあまり変わっていないようですが、横浜雙葉は合格者を増やしたものの、応募者の増加には対応

しておらず、合格 低点は上昇、難化しています。横浜共立のＢ入試は昨年の３日から今年は４日に
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動いていますが、こちらもＡ入試の不合格者や、４日に移って他校と併願が可能になった受験生が集

まって応募者が大きく増えています。若干ですが合格 低点は下がっていますが、高倍率だったこと

もあって入り易い入試にはなっていません。	 

横浜英和も日曜日の入試を避けるプロテスタント校で、今年は２月１日の入試を午後のみとし、昨

年は実施しなかった２日午前に２科の入試を新設するなどの変更がありましたが、こうした入試の変

更よりも青山学院との系属化を発表、これによる期待感で応募者が爆発的に増加しました。各回合計

で昨年の 2.7 倍です。青山学院の系属化は 2016 年度の入学生からですが、今年の入学生も青山学院大

学の推薦枠を確保することを公式に発表したこともあって、今年の受験生にも大人気になりました。

これだけ応募者が増えると昨年までのデータは通用しません。合格 低点は各回とも上昇、７割以上

の得点率でも合格できない回次もあり、各回とも難化しました。なお同校は来春から「青山学院横浜

英和」と校名を変更、2018 年度からは共学化の予定です。	 

捜真も日曜日の入試を避けるプロテスタント校でしたが、方針を転換して今年は２月１日の午前に

も入試を実施しました。同校の２月１日午前は基礎問題２科・自己アピール型のＳ入試です。この入

試の応募者は増えています。また、２月５日という遅い日程にＤ入試を新設、こちらも多くの応募者

がありました。一方、２月１日午後と２日の午前・午後のＡ～Ｃ入試は応募者が減っています。各回

合計では「やや減」程度ですが、Ｄ入試は欠席も多く、受験生総数に占めるＳ入試の比率は高まって

います。合格 低点はＳ入試とＢ入試が昨年並み、Ａ・Ｃ入試は少し下がっています。Ｓ入試は基礎

力入試ですから、全体的には少し入り易くなっています。	 

横浜女学院もプロテスタント校ですが、以前から日曜日もあまり気にせずに午前から入試を行って

いました。昨年日曜日だった２日は午前入試を行っていませんが、これは日曜日よりもその前の年も

２日は午後しか入試を行っていなかったからです。今年は１日と２日の午後入試を２科４科選択から

２科のみとして、受験生の負担軽減を図りましたが、２月１日午前の入試を除いて各回とも応募者が

減っています。通学圏が重なることから、横浜英和の影響を一番受けたプロテスタント校でしょう。

今年から４科の満点を 300 点から 320 点に変更していますが、1 日午前のＡの４科は、満点の変更を

加味しても合格ラインがやや上がったようです。２科や他の回は昨年並みでした。カトリックの聖ヨ

ゼフは通常の２科や４科の入試だけでなく、算数と総合問題の入試も実施しています。今年も昨年並

みの応募者数でしたが、小規模の入試でした。	 

	 宗教色のない学校では、神奈川学園の各回の応募者が少し減っています。２科４科選択の午前の入

試は３回実施していますが、いずれも４科受験生が減っていて、２科受験生は昨年並みか増えていま

すので、同校を考える受験者層が変わってきているようです。２月１日午前のＡ入試午前と２日午前

のＢ入試は昨年並みの合格 低点でしたが、１日午後のＡ入試午後と４日のＣ入試はやや下がりまし

た。横浜富士見丘は２月１日の午前の入試は昨年よりも応募者が増えましたが、他の回は少し減って

いて、２日午後や３日は減少が目立ちます。遅い日程まで挑戦する受験生が減っている影響です。合

格 低点は各回とも概ね昨年並みでした。	 

川崎市内では洗足学園が、各回合計では昨年並み（厳密には若干増加）の応募者数でしたが、２月

１日の１回が大きく増えて２日の２回が大きく減っています。サンデーショックの表れで、都内や横

浜周辺の難関・上位校が１日から２日に移動して、併願の関係が入れ替わった影響です。合格 低点

は１回が昨年並み、２回は４科がやや下がり、５日の３回は少し上がっています。１日・２日はとも

かく、遅い日程の合格 低点が下がっている学校が多い中で、５日が上がっているのは同校の人気を
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示すものと言えます。	 

カトリック校のカリタスは２月１日の１回を午後に移行し、２月６日の３回を５日に繰り上げまし

た。同校は以前も午後入試を行っていましたが、近年は取りやめていて、今年はサンデーショックで

受験生の動きが変わることへの対応として、久しぶりに午後に入試を実施しています。１回は応募者

が大きく増加、２・３回はやや減少していますが、各回合計でも昨年をかなり上回っています。午後

に移行した１回は２科入試になりましたが、合格ラインは４科だった昨年とあまり変わっていないよ

うです。３日の２回はやや上昇、３回は昨年並みでした。日本女子大附属は昨年に続いて２月１日

の１回の応募者がやや増えています。３日の２回は昨年並みです。同校は女子大の附属で内部進学率

が高いため、一昨年まで挑戦志向の受験生が離れる傾向が出ていましたが、人気は反転しています。

合格 低点は各回とも昨年とあまり変わっていません。	 

	 湘南地区です。湘南白百合と鎌倉女学院１次は昨年の２月２日から１日に移動、清泉女学院１期は

１日から２日に移動しました。湘南白百合と鎌倉女学院はフェリス、横浜雙葉、横浜共立が２日に動

いた対応、清泉女学園は湘南白百合と鎌倉女学院が１日に動いた対応で、いずれも併願の関係を例年

と変えないようにとの配慮です。しかし、受験生はこれらの各校だけを受験するわけではありません

から、フェリス、横浜雙葉、横浜共立の応募動向が直接湘南白百合や鎌倉女学院に現れるわけではあ

りません。湘南白百合はほぼ昨年並みの応募者数で、合格 低点もほぼ昨年と同様の安定した入試で

した。鎌倉女学院は１次と、昨年の４日から３日に移した２次とも、応募者が減っています。横浜女

子御三家各校の併願受験生が減少したわけで、横浜女子御三家各校は応募者が増えていましたから、

鎌倉女学院以外を併願した受験生が多かったことになります。１次は昨年とあまり変わらない合格

低点でしたが、２次は少し下がっていて、入り易くなっています。清泉女学院は１期の応募者が増加、

２月３日の２期は日程を動かさなかったことから応募者が少し減っていて、合計では微減です。同校

も１期の合格 低点は昨年並みでしたが、２期はやや下がって、少し入り易くなっています。	 

	 聖園女学院はこうした各校の動きとは関係なく、入試早期終了傾向への対応として、２月１日に午

後入試を新設し、２日午前を２科から２科４科選択に変更、３日の入試を廃止しました。各回合計の

応募者数は若干減ったものの、減少を 小限にとどめた入試でした。教科が変わっていますので単純

比較はできませんが、２月１日午前・午後は合格 低点が少し上がっています。他の回は昨年並みで

しょう。同校を高い志望順位で考える受験生の学力層が少し上がっているようです。鎌倉女子大は特

進・進学コースの２コース募集です。回次ごとに少々増減はありますが、合計では昨年同様の応募者

数でした。進学コースは各回とも概ね昨年並みの合格 低点でしたが、特進は２月１日午後の１回が

昨年並みだったものの、２日午後の２回と５日の３回は少し下がっています。	 

北鎌倉女子は２月２日午後の総合２回を廃止しました。１日午前のＡ入試はほぼ昨年並みの応募者

数ですが、１日午後のＢ（昨年は総合１回）と２日午前のＣ（昨年はＢ）は少し応募者が減っていま

す。他校に受験生が流れているのかもしれません。各回とも合格ラインは昨年とあまり変わっていな

いようです。聖和学院と緑ヶ丘女子は今年も小規模な入試でした。	 

	 県央地区です。聖セシリアは２月１日の１次は昨年並みの応募者でしたが、２日午後の２次と４日

の３次は昨年に続いて少し減っています。入試早期終了傾向の影響でしょう。合格 低点は各回とも

昨年並みで、難度は安定しています。相模女子大も各回とも昨年に続いて応募者が少し減っています。

合格ラインは各回とも昨年とあまり変わっていないようです。地域は離れますが函嶺白百合は今年も

小規模な入試でした。	 
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Ⅱ 神奈川県男女校 

	 

	 

【男女校】	 

	 まず横浜市内から。公文国際は、昨年は応募者が減っていましたが、今年は各回とも増えています。

もともと隔年現象的な変化が見られる学校ですが、留学生が多く、文部科学省のスーパー・グローバ

ル・ハイスクールに指定されたことも受験生の選択理由につながっているようです。２月１日のＡ入

試は１科目選択の特殊な入試ですが、どの科目も問題が少し難化したようで、合格 低点が下がって

います。３日のＢ入試は昨年並みでしたが、５日のＣ入試は上昇、厳しい入試でした。このところ人

気上昇が著しかった中大附属横浜は３回実施していた入試を２回に削減しました。廃止になったのは

２月３日午後の入試です。各回合計の応募者数は当然減りますが、２月１日の１回は応募者が増えて

いて、特に女子の増加が目立ちます。２月１日の１回は合格ラインが少し上がっているようです。２

日午後の２回は昨年並みでしょう。	 

	 山手学院は各回とも応募者が少し減っています。日程面では２月２日午後のＢ入試や６日の後期の

減少が比較的大きくなっています。Ｂ入試については新設された桐蔭学園の午後入試と競合していま
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すので、その影響かもしれません。後期については全体的な入試早期修了傾向の影響でしょう。２月

１日のＡ入試は合格 低点が少し上がっていて、同校の志望順位が高い受験生の学力層がやや上がっ

ているのかもしれません。Ｂ・Ｃは昨年並み、後期は応募者の減少を反映して、少し下がっています。

後の日程まであきらめずに挑戦し続けた受験生には、ラッキーな結果でしょう。神奈川大学附属

は５日のＣ入試を長年の２教科から４教科に変更しています。昨年は各回合計の応募者数が減ってい

ましたが、今年はやや増えました。２月２日のＡ入試はほとんど昨年と変わっておらず、増加の中心

はＢ入試（３日）とＣ入試です。合格 低点はＢ入試が昨年並みだったものの、Ａ入試は上がってい

ます。神奈川大学附属も、同校を高い志望順位で考える受験生の学力層が少し上がっているようです。	 

森村学園は各回合計の応募者数が少し減りました。もともと、隔年現象的な傾向がある学校で、昨

年は増えていました。ただ、２月１日の１回は昨年とあまり変わらない応募者数で、減少の中心は２

日の２回と４日の３回の女子です。併願受験の女子が他校に流れたようです。合格 低点は各回とも

昨年と大差ありません。桐蔭学園は２月２日午後に初めての午後入試を新設、多くの応募者がありま

した。もともと各回合計の応募者数では県内 多の学校ですが、さらに増えています。午後入試は国・

算・英から２科目選択ですが、男子中等と女子理数は国・英の選択はできません。２月１日の１次は

男子中等、男子普通、女子理数、女子普通とも昨年とあまり変わらない応募者数でしたから、同校を

高い志望順位で考える受験生の数はあまり変わらず、併願受験生が増えたようです。２日午前、３日、

５日の応募者数は少し減っていますが、午前入試は各回・男子中等、男子普通、女子理数、女子普通

とも合格 低点が上昇しています。新設の午後入試も午前とあまり変わらない合格ラインでしょう。

同校も受験生の学力水準が昨年より少し高くなっているようです。	 

日吉の日本大学は２月１日のＡ入試と５日のＣ入試の女子の応募者が少し減っています。男子は昨

年並み、２日午後のＢ入試は男女とも昨年並みでした。昨年は男子がやや減っていましたので、傾向

が少し変わってきたようです。合格 低点は各回とも昨年並みで、難度面では変わっていません。関

東学院はプロテスタント校です。今年は２月１日の午前中は入試を実施せず、昨年実施しなかった２

日の午前の入試を復活しました。このような変更がありましたが、各回合計の応募者数は昨年とほと

んど変わっていません。ただ、早い日程はやや増加し、遅い日程は減少していますので、早い日程の

増加は人気が少し上昇、遅い日程の減少は入試早期終了傾向の影響で、トータルは変わらない、とい

った応募状況です。１日午後のＡ入試は合格 低点が少し上がっています。他の回は昨年並みでした。	 

	 系列校の関東学院六浦は同じプロテスタント校ですが、今年は日曜日と重なっても２月１日の午前

から入試を行っています。昨年は実施しなかった２日の午前に入試を実施する代わりに５日の入試を

廃止しています。３日午後の入試は４日午前に移っていますが、全体的には日程前倒しでしょう。各

回合計の応募者数はやや減っていますが、女子が減少の中心で、他校に流れたようです。合格ライン

は各回とも昨年とあまり変わらなかったようです。鶴見大附属は２月４日の難関進学３次を進学クラ

ス希望者にも受験しやすくするため、総合入試に改称しています。各回合計の応募者は昨年に続いて

少し減っていますが、減少の中心は総合入試ですから、中学受験早期終了傾向の影響です。合格ライ

ンは各回とも昨年並みの水準だったようです。	 

横浜隼人は各回合計の応募者数がやや増えました。昨年は前年並みでしたから、人気が上がってい

るようです。増加の中心は女子です。昨年は特に遅い日程の女子の応募者が減っていましたから、傾

向が変わっています。合格ラインは各回とも特に変化はなかったようです。横浜創英は各回合計の応

募者数がやや減っています。回次ごとに増減の傾向に違いが見られますが、昨年は増えていましたか
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ら隔年現象でしょう。系列校の横浜翠陵も昨年に続いて各回合計の応募者数がやや減っています。２

月１日午前はほとんど昨年並みの応募者数ですから、同校を併願で考える受験生が他校に流れている

ようです。合格 低点は２教科が各回とも昨年並みですが、４科はやや下がっています。同校受験生

の中で２教科受験生の割合が増えている影響でしょう。橘学苑は、昨年は各回合計の応募者数が前年

並みでしたが、今年は少し減っていて小規模な入試になりました。合格ラインは昨年とあまり変わっ

ていないようです。	 

国立の横浜国大横浜は一昨年２月２日から３日に入試を移して応募者が半減しました。公立一貫校

の市立南と併願ができなくなったためです。昨年はその反動で増えましたが、一昨年の水準には回復

せず、今年は再び男女、帰国・一般とも少し減っています。合格ラインはやや下がっているようです。	 

	 次は川崎市です。桐光学園は昨年に続いて各回とも応募者が少し増えていますが、昨年は男女とも

増えていたのに対して、今年は男子の増加は続いていますが、女子は減っていて、男子の増加が女子

の減少を上回ったために各回とも応募者が増える結果でした。男子の人気は上がっていますが、女子

は陰りが出ています。女子受験生が一部他校に流れたようです。男子の合格 低点は２月１日の１回

が少し上がり、２日の２回は昨年並み、４日の３回はやや下がっていますが、女子は１回が少し上が

ったものの、２・３回はやや下がっていて、応募状況が表れた結果です。男女とも１回は少し上がっ

ていますから、同校を高い志望順位で考える受験生の学力層は男女ともやや高くなっているようです。

大西学園は本稿執筆時点で入試結果未公表でした。	 

	 湘南地区、横須賀市方面です。慶應湘南藤沢は１次合格者に２次の試験を実施する２段階選抜です

が、昨年２次の日程を２月５・６日から４日に繰り上げています。入試の早期終了傾向が強まる中で、

１次に合格しても２次を欠席したり、２次の合格発表前に他校に進学を決めるケースが増えてきたこ

とへの対応です。しかし、今年も昨年に続いて応募者は少し減りました。帰国の男子は若干増えまし

たが、一般の男子の減少が目立ちます。ただ、合格ラインは相変わらずハイレベルで、「うまくいけば

慶應に」という受験生が応募しなくなったようです。日大藤沢は一昨年、昨年と各回合計の応募者数

がやや減っていました。今年は厳密には微減ですが、昨年並みといってよい応募者数です。１回の男

子の増加が目立ちます。２回は減少していますが、こちらは中学入試早期終了傾向の影響でしょう。

合格ラインは１・２回とも昨年とあまり変わっていないようです。	 

湘南学園は一昨年人気大爆発で、男女各回とも応募者数が大きく増加、昨年はその反動で各回合計

の応募者数がやや減りました。今年も各回とも応募者が少し減っていますが、合格 低点は２月１日

午後のＡが男女とも上昇、３日のＣの男子も少し上昇しています。６日のＤの男子はやや下がりまし

たが、男子のＢ、女子のＢ、Ｃ、Ｄは昨年並みで、男子を中心に学力層が少し上がった入試だったよ

うです。アレセイア湘南も各回とも少し応募者が減っています。回次によって傾向は異なりますが、

概ね男子の人気が堅調なのに対して、女子は人気に陰りが出ているようです。他校に受験生が流れて

いるのでしょう。合格ラインは各回とも昨年並みだったようです。	 

横須賀学院はプロテスタント校です。今年は２月１日が日曜日でしたから入試を午後のみとし、昨

年は日曜日に当たったために 2 日は入試を行いませんでしたが、復活させるなどの変更がありました。

各回合計の応募者数は昨年に続いて増加しています。前述のように横浜英和は青山学院の系属化で応

募者が爆発的に増えましたが、青山学院との連携では横須賀学院の方が先輩格で、2009 年から連携関

係にあります。しかし、青山学院大学への推薦枠についてはなかなか発表がなく、いったんは推薦期

待で受験生が増えたものの、2012 年や一昨年は受験生の減少が目立っていました。やっと昨年になっ
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て推薦枠が明確になり、応募者が増加傾向に変化しています。今年はその延長戦上の増加でしょう。

受験生の立場からは、青山学院大学の教授が特別授業を担当するなどの取り組みも大切ですが、やは

り連携する以上、推薦枠を明確にしてほしいのが本音です。	 

国立の横浜国大鎌倉は一昨年、前述の横浜国大横浜と同じく入試を２月３日に動かし、応募者を大

きく減らしました。同校は鎌倉市内ですが、横浜市内南部と鎌倉の間は直通のバスも走っていること

から、横浜市内南部に在住していて横浜国大鎌倉と公立一貫校の市立南を併願しようとした受験生が

併願できなくなり、横浜国大鎌倉を受験しなくなった影響が考えられます。今年の入試は併願不可に

なって３年目ですが、人気は以前の水準に回復しておらず、応募者数はやや減っています。合格ライ

ンの面でも若干ですが入り易くなっているようです。	 

	 県央地区です。東海大相模は長い間２回入試を続けていて、昨年はほぼ一昨年並みの応募者数でし

たが、今年は２月３日に入試を新設、１日、３日、４日の３回としました。新設の３日は国算、国理

社、算理社から選択という変則設定です。これが功を奏し、各回合計の応募者数が増えただけでなく、

既存の２月１日の応募者も増加しています。首都圏では東海大系列校の人気が全体的にいま一つです

が、入試回数増加で人気復活でしょう。合格ラインは新設の３日も含め、昨年とあまり変わらない水

準だったようです。自修館は昨年に続いて応募者が増加しています。各回とも増えていますが、男子

の増加が目立っていて、男子の人気が上がっています。女子は昨年とあまり変わらない応募者数でし

た。合格者数が増えている回次も目立っていて、合格ライン自体は昨年とあまり変わっていないよう

です。	 

地域は離れますが、相洋は、昨年は応募者がやや増えたものの、今年は各回とも少し減っています。

地域の生徒数の影響もあるのかもしれません。合格ラインは昨年並みだったようです。	 
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Ⅲ 神奈川県 公立一貫校 
 
	 神奈川県では県立の相模原中等と平塚中等は応募者が減っています。男子もやや減ったものの、

女子の方が大きく減っています。高倍率敬遠ムードが起きていること、今年は首都圏で全般的に女子

の中学受験志向が低下していることなどが理由でしょう。相模原中等は昨年に続く減少になりました。

平塚中等も一昨年、昨年と、安定していた応募者数が少し減りました。難度面では少し入り易くなっ

たかもしれません。開校４年目の横浜市立南は、一昨年、昨年に続いて応募者が減っていますが、男

女別では女子の応募者が増えています。今年は全体的に女子の中学受験志向が弱くなっていますが、

その中での増加ですから、同校の人気を示すものです。男子の減少は高倍率敬遠ムードの影響でしょ

う。昨年並みの難度だったようです。	 

	 昨年開校した市立川崎は応募者が大きく減りましたが、これは予想されたことでした。他の公立一

貫校でも見られる現象で、開校時は小学校のクラスで公立一貫校を受験することが一種のブームとな

り、準備不足の応募者がかなり受験するからです。２年目の今年はそれが落ち着いた、と考えられま

す。ですから入り易くなったわけではなく、難度面ではあまり変化はなかったようです。さて、2016

年度は県内に公立一貫校の新設はありませんが、１月に横浜市から市立サイエンスフロンティア高校

に併設中学を開校すると、正式に発表がありました。高校は「大」がつく人気校ですから、中学も人

気校になりそうです。	 


