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

 
Ⅰ 埼玉県 

	 

	 

【県南部	 さいたま市ほか】	 

今年も応募者数日本一の栄東から。同校の各回の応募者数合計は、今年は昨年にはわずかに及ばな

かったものの、１万 976 件と、１万件の大台に乗っています。もちろん日本一です。同校はＡ日程だ

けで 6,000 名近い応募者があって、こちらも１回の入試としては日本一の規模です。同校の各回合計

の応募者数は 2010 年まで 3,000 件台、2011 年は一挙に 7,000 件を突破、それ以後昨年まで増加を続

け、１万件を突破しました。昨年からＡ日程で東大クラスの合格も出すことに変更しています。同校

は都内や神奈川からの受験生を集めるべく、様々な施策を行ってきましたが、一昨年あたりから、こ

うした「入試のやり方」で受験生を集めるのではなく、教育の中身のＰＲを強めていて、昨年、今年

栄東 昨年 11022 件、今年 10976 件 
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の１万件突破は、同校の中身に対する受験生の期待と考えてよさそうです。Ａ日程の東大合格はやや

難化、１月 17 日の東大選抜Ⅱも難化したようです。受験生の学力水準が少し上がったのでしょう。一

般合格ではＢの合格最低点が若干下がっていますが、入り易くなったわけではなさそうです。他の回

次は昨年並みでした。	 

	 栄東のライバル校、開智は昨年先端Ａを栄東のＡと同じ１月 10 日に移動し、一貫２回も１月 12 日

に変更して、栄東に受験生が流れるのを防ごうとしましたが、栄東の吸引力が大きく、応募者数は減

少しました。それでも今年も同じ日程を続けていて、受験生へのＰＲを強めて受験生への浸透を図っ

ています。今年はほぼ昨年並みの応募者が集まりました。１月 10 日の先端Ａは特待・一般合格とも合

格最低点が上昇、難化したようです。12 日の２回は合格最低点が少し下がっています。他の回は昨年

並みでした。	 

大宮開成は２月に実施していた英数特科２回を１月 14 日に前倒ししています。各回合計の応募者

数はほぼ昨年並みで人気が安定しています。合格最低点は英数特科・特別進学各回とも昨年同様で、

こちらも安定しています。栄東の系列校、埼玉栄は各回合計の応募者数が目立って増加しています。

増えたのは１月 10・11 日午後の難関大特待入試で、男子も増えていますが、女子の増加が特に大きく

なっています。昨年までの４科入試から２科または算理選択として受験しやすくなったことが理由で

す。難関大特待は科目が変わっていますので、直接合格最低点を比べることはできませんが、昨年の

難度とあまり変わっていないようです。進学１回から４回は合格最低点が細かく変化していますが、

１月 14 日の３回がやや下がったものの、他の回は昨年並みか少し上がっています。	 

浦和実業は１月 12 日午後に入試を追加しました。各回合計の応募者数は若干減っていますが、後

半の日程の減少が原因です。県内全体では受験生の合格率が上昇傾向、合格しやすくなっていますの

で、その影響でしょう。ただ、各回の合格最低点はいずれも昨年よりも上がっています。実質倍率は

昨年とあまり変わっていませんから、同校の受験生の学力層が上がっているのかもしれません。開校

３年目の武南は各回とも応募者が減りました。各回の合格最低点も少し下がっています。同校は京浜

東北線沿線では一番都内に近いのですが、都内北部の中堅校を考える受験生は、１月入試に浦和実業

を選ぶケースが多く、都内生への浸透が今一つであることが減少の理由のひとつでしょう。	 

国際学院も開校３年目です。開校初年度、学校が期待するほどの受験生が集まらなかったことから、

２年目の昨年は入試回数を削減しましたが、今年は再び増やしています。その成果で各回合計の応募

者はやや増えました。合格ラインは昨年並みでしょう。北浦和から浦和美園に移転した浦和ルーテル

は独特の教育方針の学校ですが、今年も小規模の入試でした。国立の埼玉大附属は男女とも応募者が

やや減っています。合格ラインはあまり変化しなかったようです。	 

	 女子校の浦和明の星は都内難関女子校の併願受験生が多い学校です。都内難関女子校はサンデーシ

ョックで応募状況に変化が出ていますが、同校には影響はなく、１・２回ともほぼ昨年並みの応募者

数で、合格最低点も両方とも昨年とほぼ同じでした。同じ女子校の淑徳与野も１・２回とも昨年とほ

とんど同じ応募者数です。合格最低点は１回が昨年並み、２回は少し上がっています。例年同様、２

回は補欠を出していますが、同校を考える受験生の学力層が少し上がっているようです。	 

	 

【県西部	 東武東上線南部・西武線方面】	 

	 男子校から見ていきます。城西川越はこのところ入試の変更が活発で、昨年は特選入試と午後入試

を新設、今年は特選入試と一般入試を１月 10 日・11 日でそれぞれ午前・午後が交互になるように変
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更、いったん中止した２月入試を復活しました。昨年は入試変更を歓迎して応募者が増えましたが、

今年は減少しています。他校に受験生が流れたようです。特選の合格最低点は昨年並みですが、一般

は昨年並みか、回次によっては少し下がっています。	 

城北埼玉は１月 10 日午後に特待入試を新設しました。算理の変則科目です。これが受験生の期待

に合致して多くの応募者があり、12 日の１回も増加、各回合計でも増えています。特待入試は科目が

異なるため、単純比較はできませんが、従来の同校の各回よりも１ランク上の合格ラインだったよう

です。一般１・２回も合格最低点が少し上がって、やや難化したようです。３回は昨年並みでした。

立教新座は１回の応募者がやや減少し、２月２日の２回は少し増えています。トータルでは少し減り

ました。１回は補欠も含め、合格最低点が少し上がっています。応募者は減りましたが、受験生が絞

られたようです。２回の合格最低点もやや上がっています。	 

	 男女校では西武文理が１月 10 日午後に初めての午後入試を新設したほか、１月 15 日の入試を取り

やめて 12 日に新設するなど、受験生の１月 10・11 日集中傾向に合わせて前倒ししていますが、今年

も各回合計の応募者数が少し減っています。特に男子の減少が目立っていて、男子受験生が他校に流

れているようです。各回の合格ラインは特選・一般とも昨年並みだったようです。昨年入試を大きく

変更して応募者の増加が目立った星野学園は、今年は１月 10 日午後の理数選抜の応募者数が昨年並

みだったものの、他の回は少し減っています。昨年の増加の反動かもしれません。理数選抜３回と一

般１回は合格最低点がやや下がっていますが、他の回は昨年並みでした。	 

	 聖望学園は県内私立中で初めて１月 13 日に公立一貫型適性検査型入試を新設し、注目されました。

ただし、ターゲットにしたのは市立浦和高附属や伊奈学園の受験生ではなく、東京の都立一貫校です。

同校は立地から、都内多摩地区西部から比較的通いやすいことが理由です。新設の適性検査型入試に

は 100 名を超える応募者が集まりましたが、他の回は各回とも減っていて、合計でも減少しています。

遅い日程の減少が目立っていて、県内各校が全体的に合格者を増やしていることが影響しています。

専願の合格最低点は昨年よりも少し上がっていますが、一般の入試は回次によって少し変化があるも

のの、概ね昨年とあまり変わっていません。新設の適性検査型は、単純比較できませんが、他の回と

あまり変わらない合格ラインだったようです。	 

開校４年目の西武台新座は応募者が減っています。減少が目立つのは男子で、女子は応募者が増え

ている回次も見られますから、男子受験生が他校に流れているようです。ただ１回特進、１回特選、

２回特選は合格最低点が少し上がっていて、受験生が絞られた面もあったようです。他の回は昨年並

みでした。開校３年目の狭山ヶ丘高付属も遅い日程を中心にやや応募者が減っていますが、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。全寮制の秀明は応募者がやや減って、小規模

な入試でした。合格ラインは昨年とあまり変わっていないようです。得点基準に満たないと不合格に

なりますので、特に難関国立コースは今年も高倍率の厳しい入試でした。独特な存在の自由の森学園

も、例年同様小規模な入試でした。	 

	 

【県東部	 東武スカイツリーライン・伊勢崎線・日光線方面】	 

	 獨協埼玉は２月の入試を取りやめて１月 11 日に入試を新設、全体を前倒しとしました。これが受

験生の期待に応えたようで、各回合計の応募者は増えています。新設された 11 日の入試は昨年の 12

日並みの合格最低点で、難度は変わっていません。12 日の入試は昨年よりやや下がっています。18

日は昨年並みでした。春日部共栄は昨年ＧＥコースを新設、従来のコースをＧＳコースとした上で、
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１月 10 日・11 日の入試は午前がＧＳコース、午後はＧＥコース、17 日午後と２月の入試はＧＥコー

ス募集とし、ＧＳコースはスライド合格のみとしましたが、挑戦受験生の心情も考えて 17 日午後と２

月の入試を総合選抜に変更しました。１月 11 日のＧＳコースの応募者が少し減っていますが、他の回

は昨年並みです。合格最低点は総合選抜のＧＥ合格が昨年並みですが、他の回はＧＥ・ＧＳともやや

下がっています。	 

	 この地域北部の昌平は上位コースとしてＴクラス入試を新設、１月 11 日午前に一般入試を新設し

て入試の前倒しを図りました。受験生のニーズに合致した変更だったようで、各回合計では応募者が

増えています。中学開校１期生はまだ高校を卒業しませんが、高校の人気が高いこともあって、Ｔク

ラスの合格最低点は他の回よりも１ランク上の水準でした。他の回は一部に４科が少し下がっている

回次が見られますが、２科は各回とも昨年並みの合格最低点で、上位コースを作っても一般コースは

昨年並みの難度だったようです。同じく開智未来は各回とも応募者が減っていますが、合格最低点は

一部の特待認定とコース分けの開智クラスが昨年並みだったほかは少しずつ上昇しています。応募者

数では立地の問題があるにせよ、受験生が絞られた面も強いようです。難化したと言ってよさそうで

す。	 

	 

【県北部	 高崎線・東武東上線北部方面】	 

	 大妻嵐山は一般１回を４科から２科４科選択に変更し、１月 17 日の入試を廃止しています。廃止

された回は別としても、各回合計の応募者数が少し減っていますが、スーパーアドバンス奨学入試は

増加していて、上位コース入試の人気は衰えていません。合格最低点は各回とも概ね昨年並みでした。	 

	 男女校では東京農大第三が昨年１月 10 日午前に理科のみの総合理科入試を新設、注目されました

が、今年はその総合理科入試の応募者が増加、受験生への浸透が進みました。ただ、他の回は各回と

も少し減少しています。特に女子の減少が目立っていて、女子受験生が他校に流れていることがわか

ります。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。埼玉平成も各回とも応募者が

少し減っています。合格最低点はＡ進学 1 回がやや上がっているほかはＡ進学・Ｓ選抜とも概ね昨年

並みでした。さて、東上線の川越以北にあるこの３校は、地域的に中学受験が広がっていないこと、

川越周辺では都内志向や地元志向に影響されて応募者が減少しています。充実した内容を持っている

学校ばかりですので、もう少し注目していきたいものです。	 

	 高崎線方面では本庄東高附属は各回とも少し応募者が減っていますが、合格最低点は２回が昨年並

み、１・３回は昨年よりも少し上がっています。受験生が絞られたようです。開校３年目の東京成徳

大深谷も各回の応募者数が少し減っています。中学受験があまり広がっていない地域で、浸透が不十

分な面もあるようです。合格ラインは各回とも昨年並みだったようです。なお、2016 年度はこの地域

の本庄第一高校が中学を開校する予定で準備に入っています。同校の開校で、この地域の中学受験の

広がりを期待したいところです。	 
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Ⅱ 埼玉県 公立一貫校 
	 	 

埼玉県では首都圏の本格的な公立一貫校第１号の伊奈学園と、市立浦和高附属の両校とも、昨年

に続いて応募者が少し減りました。伊奈学園は女子も減っていますが、男子の減少の方が大きく、市

立浦和高附属は男子が昨年並みの応募者数（厳密にはやや増加）で、女子が減っています。伊奈学園

は一昨年、選抜制度を大きく変更しています。それまではまず抽選で 200 名を選抜し、その 200 名に

対して作文・面接を実施していましたが、一昨年から全員に作文を課し、作文の合格者 200 名から２

次として面接で合格者を決めるように変更されました。作文も、開校当初の純粋な作文から、現在は

小論文的になっています。抽選がなくなった分、よりシビアに作文が評価されるようになったことか

ら、男子受験生が引いたのでしょう。	 

市立浦和高附属は私立中学との併願が多い学校ですが、今年は全体的に女子の中学受験志向が弱く

なっていることが同校に影響しているのかもしれません。伊奈学園、市立浦和とも二段階選抜なので、

難度面では昨年とあまり変わらなかったようです。	 

	 


