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

 
Ⅰ 東京 23 区男子校 

 

 
【難関校～中上位校】	 

	 まず男子御三家３校から。開成は応募者が少し増えています。隔年現象的な変化です。合格 低点

はやや上がっていて、応募者の状況を反映していますが、もともと 高難度の学校ですから、特に難

化した、ということではありません。麻布も応募者がやや増えています。同校も応募者の動向を反映

して、合格 低点が少し上がっています。武蔵は一昨年が応募者減、昨年は大幅増、今年はやや減と

なっていて、隔年現象的な変化ですが、昨年の増加が大幅だったので、敬遠ムードもあるかもしれま

せん。合格 低点は昨年並みで、入り易くなることはありませんでした。御三家と並ぶ難関校の駒場

東邦は、一昨年、昨年と応募者がやや減っていましたが、今年は昨年並み（厳密には増加）しました。

東京都市大付属 昨年 5246 件、今年 5424 件 
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合格 低点は、応募状況を反映してやや上がっています。やはりもともと難関校ですから、合格 低

点が上がっても特に難化したというわけではありません。国立の筑波大附属駒場も一昨年、昨年と

応募者がやや減っていました。今年も若干減っていますが、今年の水準なら昨年並みと考えてよいで

しょう。敬遠ムードに歯止めがかかっています。合格 低点も若干上がっています。	 

	 海城は２月１日の１回、３日の２回とも応募者がわずかに減っていますが、このくらいなら昨年並

みと言えるでしょう。昨年は減少していましたので、やはり敬遠ムードに歯止めがかかっています。

合格 低点は１・２回とも少し上がり、厳しい入試でした。早稲田は一昨年、昨年と応募者がやや減

っていましたが、今年は反転、２月１日の１回、３日の２回とも応募者が増えました。倍率は上がり

ましたが、合格 低点は１・２回とも昨年並みで、難化したわけではありません。城北は２月１日の

１回、２日の２回、４日の３回とも応募者が減っています。昨年に続く減少です。１・３回は小幅で

すが、２回はまとまった減少で、他校に受験生が流れたようです。合格 低点も２回は少し下がって

います。１・３回は昨年並みの水準でしょう。巣鴨も一昨年、昨年に続いて２月１日のⅠ期・２日の

Ⅱ期とも応募者が減っていて、Ⅱ期の減少が大きくなっています。合格ラインも少し下がり気味で、

Ⅱ期はやや入り易くなったようです。	 

暁星は一昨年、応募者がやや減っていましたが、昨年は大きく増えました。今年はまた少し減って

いて、隔年現象が見られます。同校は２月３日に１回だけ入試を行っていますが、 近の中学入試早

期終了傾向も影響しているかもしれません。合格 低点も少し下がっています。決して入り易い学校

ではありませんが、例年よりはやや合格し易かったようです。芝は２月１日の１回の応募者が少し減

っています。４日の２回は昨年並みです。昨年は１・２回とも増えていましたから、人気が少し落ち

着いたのかもしれません。同校の２回は御三家をはじめとする難関校の併願受験生が多く、前述のよ

うに開成、麻布、駒場東邦などの応募者がやや増えているので２回の応募者が減らなかったのでしょ

う。ただ、合格 低点は１・２回とも上がっていて、特に２回は大幅です。難化した厳しい入試だっ

たようです。	 

本郷は一昨年まで２月２日・３日・５日の入試でしたが、昨年から２月１日・２日・５日に変更し

ています。志望順位の高い受験生に入学してもらいたいという同校の希望からの変更です。この変更

で、昨年は各回合計の応募者数が減少しましたが、２年目の今年は各回とも応募者が増加、特に２月

２日の２回は大幅です。城北と巣鴨は２日の応募者がかなり減りましたが、本郷に流れた受験生も多

かったのでしょう。本郷は面倒見の良さに定評がありますから、こうした学校を求める受験生が増え

ているようです。合格 低点は１回がやや下がり、２回は昨年並み、３回は少し上がっています。攻

玉社は国際学級の応募者が昨年並みでしたが、一般入試は２月１日の１回、２日の２回、６日の特別

選抜とも増加していて、特に１回の増加が大きくなっています。同校を高い志望順位で考える受験生

が増えました。昨年は各回とも減っていましたから、隔年現象の変化です。合格 低点は１・２回と

特別選抜の算数が上がっています。難化した厳しい入試でした。	 

世田谷学園は一昨年まで増えていた応募者が昨年は反転、２月１日の１回、２日の２回、４日の３

回とも減りました。今年は１回が昨年並み、２・３回は減っています。同校を高い志望順位で考える

受験生は変わっていませんが、併願受験生が減っています。一部は攻玉社にも流れたのかもしれませ

ん。合格 低点は各回とも少し下がっていて、同校を挑戦受験で考える受験生にとってはありがたい

結果だったでしょう。東京都市大付属は都内男子校で一番の応募者数の学校です。各回合計の応募

者数は、昨年初めて 5,000 名の大台に乗りました。今年から２月１日午後の１回を４科から２科４科
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選択とし、２日の２回に並行実施で英・算・作文のグローバル入試を新設しています。回次ごとに細

かい増減はありますが、各回合計ではやや増加、今年も 5,000 名の大台で 5,500 名に近づいています。

合格 低点は１回のⅡ類とⅠ類、４回のⅡ類がやや上がっています。他の回・類型は昨年並みでした。

また、グローバル入試の合格 低点は、同時実施の２回Ⅱ類よりも少し低い得点率でした。	 

内部進学率が高い大学附属校では、早大学院の応募者がほぼ昨年並みでした。一昨年は減って、昨

年は増えていましたから、今年は安定した人気だったことになります。寮制の学校では、早稲田系の

人気に陰りが見られますが、本家はそのようなことはありません。合格ラインは例年並みでしょう。

立教池袋も附属カラーが強い学校で、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。隔年現象でしょう。合格 低点は２月２日の１回がやや上がっていますが、５日の２回は昨

年並みでした。学習院は２月１日の１回、３日の２回とも応募者が減っています。昨年は２回とも増

えていましたから、隔年現象です。合格 低点は昨年とあまり変わらない水準ですから、応募者が減

っても入り易くなったわけではありません。	 

明大中野は２月２日の１回、４日の２回とも昨年に続いて若干応募者が減っていますが、このくら

いなら昨年並みと考えて良さそうです。一昨年まではしばらく応募者数があまり変化せず、安定した

人気でしたが、再び安定したようです。合格 低点も１・２回とも昨年並みで、こちらも安定してい

ます。これらの内部進学率の高い各校は、進学校志向が強い中学受験の中では、人気が低迷などと言

われることもありますが、各校とも固定ファン層は少なくありません。	 

	 

【中上位校～中堅までの各校】	 

芝浦工大は進学校カラーが強い学校です。昨年まで各回とも応募者の増加が続いて人気が上がって

いました。前述の東京都市大付属と同様、併設大学がありながら他大学進学に力を入れていることが

人気の理由のひとつです。今年は２月２日の２回が昨年並みの応募者、１日の１回と４日の３回は若

干減っていますが、１回は昨年並みと言ってもよい応募者です。人気の上昇がストップした形ですが、

応募者の増加に伴って倍率が上がり続けたため、やや敬遠ムードが出たのかもしれません。また、同

校は 2017 年度から、現在の板橋から江東区のお台場に移転します。その影響の可能性もあります。合

格ラインは各回とも昨年並みでしょう。獨協は、昨年は２月１日の１回と２日の２回は応募者が増加、

５日の３回は前年並みでしたが、今年は３回とも応募者が少し減っています。人気が落ち着いてきま

した。昨年の３回は受験者数が増加、倍率がアップして厳しい入試になりましたが、今年はその３回

の合格 低点がやや下がっていて、この面からも落ち着いてきています。１・２回の合格 低点は昨

年と概ね同じです。	 

日大豊山は附属カラーの強い学校で、一昨年までは各回の応募者が少し減少していましたが、昨年

は２月２日午後に入試を新設、他の回も応募者が増加しました。今年は１日の１回が昨年並みの応募

者、他の回は各回とも少し減っています。合格 低点は各回とも少し下がっていて、同校を考える受

験生の学力層がやや変わってきたのかもしれません。なお、同校は校舎の建て替え工事で、中学が王

子神谷に一時移転していましたが、この４月から新校舎が使用開始となり、護国寺に戻りました。純

粋な進学校では、成城が昨年２月５日に３回を新設し、これがけん引役になって１日の１回、３日の

２回とも大きく応募者が増加して、それまでの応募者減少傾向から人気が反転しました。一昨年着任

した女性の校長先生が先頭に立って自校をアピール、お母さん方の評価が大きく変わったことも人気

の理由です。この人気は今年も続いていて、各回ともさらに応募者が増えています。３回は欠席者が
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多く、合格 低点が少し下がりましたが、１・２回は昨年並みの水準です。	 

高輪は、一昨年は応募者がかなり増えて、昨年は各回合計で前年並みの応募者数でした。今年はＣ

入試が昨年並みの応募者数ですが、他の回は少し減って、人気が一段落しました。合格 低点は２月

１日のＡ入試が少し上がっています。２日のＢ入試、２日午後の算数入試、４日のＣ入試は逆にやや

下がっています。同校を高い志望順位で考える受験生の学力層が上がり、併願受験生はやや下がると

いう、珍しい状況です。	 

佼成学園は、一昨年は各回合計の応募者が増加、昨年は各回とも減少、今年は各回とも増えていて、

隔年現象が見られます。合格 低点は２月２日午前の２回の２科がやや下がっていますが、他の回は

昨年並みでほとんど難度は変わっていません。足立学園は一昨年、昨年と各回の応募者が少し減りま

したが、今年は２月１・２・３日各午前の一般１・２・３回はそれぞれ昨年並みの応募者、１・２・

３日各午後の特奨１・２・３回は応募者が増えています。同校を併願受験で考える受験生が増えてい

ます。合格 低点は特奨３回がやや下がったほかは、各回とも昨年並みです。特選・中高一貫の２コ

ース制の京華は、２月２日に公立一貫型入試を新設しました。昨年は各回合計の応募者数がやや減っ

ていましたが、今年は昨年並みです。合格 低点は２月１日午前の１回中高一貫午前４科の合格 低

点がやや上がり、１日午後の１回特選午後が少し下がっていますが、それ以外は昨年とあまり変わっ

ていません。	 

聖学院は思考力入試を２月２日午前から２日午後と３日午後の２回実施に切り替えるなどの変更

があります。一昨年は各回合計の応募者が少し減っていましたが、昨年は増加、今年はさらに増加し

ていて、人気が上がっています。合格 低点は１日午前の１回、２日午前の２回、１日午後の特待１

回で少し上がっています。他の回は昨年とあまり変わらない水準でした。日本学園は明治大学との提

携で話題になっていますが、本稿執筆時点で入試結果未公表でした。なお、京北（2015 年度より東洋

大京北）は男女校の項をご覧ください。	 
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Ⅱ 東京 23 区女子校 

 

 
【難関校～中上位校】	 

	 今年はサンデーショックの年で、女子学院をはじめとするプロテスタント校では、日曜日にあたっ

た２月１日の午前を避けた入試設定に変わっていて、受験生の動向が変化しました。女子御三家各校

では女子学院が２月２日に移って、１日の桜蔭や雙葉と併願が可能になりました。この結果、桜蔭、

女子学院、雙葉とも応募者が大きく増えています。桜蔭は合格者をあまり増やしておらず、厳しい入

試になりましたが、補欠を昨年よりも多く発表しています。もともと難度が上限の学校ですから、特

に難化したわけではありません。女子学院は合格者を増やしていますが、こちらも難度自体はあまり

変わっていないようです。雙葉も合格者を増やしていますが、合格 低点は昨年とあまり変わってい

ません。	 

御三家に続く豊島岡女子は女子学院の２日への移動の影響を受けて、２月２日の１回の応募者が減

っています。３日の２回は昨年並み、４日の３回は微減です。１回は合格 低点が少し下がっていて、

応募者が減った影響が出ています。３回も少し下がっていますが、こちらは応募者の減少よりも昨年
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上がって高い水準になりすぎたのが、今年は落ち着いたと考えた方が良さそうです。２回は昨年並み

でした。白百合学園は帰国生入試を別として一般入試は２月２日の１回だけです。やはり女子学院の

動き影響を受けて応募者は減っています。合格 低点も少し下がっていて、同校第一志望の受験生に

とっては、ラッキーな結果でした。	 

	 鴎友学園は２月１日に１次、２日に２次、４日に３次の入試設定です。今年は１次の応募者が増加、

２次が減少、３次は若干増加で、各回を合計すると昨年とあまり変わっていません。昨年なら１日に

御三家、２日同校というパターンの併願受験生のうち、女子学院との併願受験生が１日同校、２日女

子学院に移行したためで、女子学院だけでなく東洋英和や立教女学院との併願受験生も同じように動

きました。２月１日と２日が入れ替わっただけです。合格 低点は、１次は応募者が増えた分合格者

も増やしていて昨年並みの水準ですが、１次の合格者が増えた分、２次は合格者をかなり絞り込み、

合格 低点は大きく上がりました。３次は欠席者が減少したため、やはり合格 低点が上昇していま

す。２次と３次はかなり難化した入試になりました。	 

	 学習院女子は２月１日のＡ入試、３日のＢ入試とも応募者が増加しました。東洋英和や立教女学院

などの日程移動の影響です。Ａは合格 低点がやや上がりましたが、Ｂは少し下がっています。受験

生の学力層が少し変化しているようです。立教女学院は一般入試を２月２日に移動しました。応募者

は大きく増えています。倍率は上がりましたが、合格 低点は少し下がっていて、同校も受験生の学

力層が少し変化したようです。東洋英和はＡ入試を２月２日に動かしました。Ｂ入試は昨年と同じ３

日です。Ａ・Ｂとも応募者が大きく増えています。Ａはやや合格者を増やしていますが、２月１日の

学校との併願受験生もいることから、合格ラインは昨年とあまり変わっていないようです。Ｂは合格

者を絞り込んでいて、倍率上昇が目立ちます。合格ラインは少し上がって難化したようです。	 

頌栄女子学院はプロテスタント校ですが、以前から日曜日と重なっても入試日程を動かしません。

１回が２月１日、２回は５日です。１回は応募者がやや増えて、２回は少し減っています。１回は合

格者をやや増やしていますが、合格 低点は少し上がっています。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。２回は昨年並みでした。普連土学園もプロテスタント校で

すが、以前から日曜日でも入試を行っています。２月１日の１次と４日の３次は応募者が少し増えて

います。２日午後の２次は少し減りました。この入試は併願受験生が多い入試ですが、他の午後入試

校に受験生が流れたのでしょう。合格 低点は１次が上昇、２次と３次は少し下がっていて、例年と

受験生の学力層が変化しています。３次は合格者をやや増やしたことも合格 低点が下がる理由です。	 

カトリックの光塩女子は、２月２日の１回、４日の２回とも応募者が少し減っています。サンデー

ショックの影響はありますが、一昨年は減少、昨年は増えていましたから、隔年現象的な変化と考え

た方が良さそうです。ただ、受験生の学力層は少し変化していて、１回の合格 低点は少し下がって

います。２回は昨年並みでした。大妻は２月１日、２日、３日に連続して入試を行っています。東洋

英和などの影響を受けて１回は応募者が増加、２回は減少、３回は昨年並みで、各回合計でも昨年並

みです。共立女子は２月１日のＡ入試、２日のＢ入試、４日のＣ入試の 3 回実施です。ＢとＣは応募

者が減りました。Ａも少し減っています。サンデーショックで日程を動かした学校の影響はあります

が、昨年は併願受験生が多いＢの人気が上がっていましたので、隔年現象的な動きでしょう。Ｃは４

日ですが、４日まで挑戦を続ける受験生が同校の学力層では減っていることが減少の主な理由でしょ

う。合格 低点は各回とも昨年並みです。 
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【中上位校～中堅前後までの各校】	 

一般学級・国際学級の２コース募集の東京女学館は２月１日午後に入試新設、多くの応募者があっ

ただけでなく、一般学級・国際学級の他の回も応募者が増加して人気が上がっています。午後入試の

開始が遅かった同校ですが、今年は午後入試の応募者数が、午前入試よりも増えています。新設の１

日午後の入試は、既存の２日午後入試の一般学級よりも若干高い合格ラインだったようです。他の回

の合格 低点は昨年並みでした。富士見は２月１日、２日、３日に連続して入試を行っています。一

昨年、昨年と、応募者数が安定していましたが、今年はサンデーショックの影響を受けていて、１回

と３回が応募者増加、２回はやや減っています。合格 低点は、応募者がやや減った２回が上昇して

います。１・３回も若干上がっていて、受験生の学力層が少し変化しています。	 

十文字はスーパー選抜と進学の２コース制です。一旦は全回４科入試にしましたが、昨年２月１日

午後の２回スーパー選抜を２科に変更、今年は２日午前の３回を午後のスーパー選抜として２科に変

更、午前入試の１回進学と３日午前のスーパー選抜４回も４科から２科４科選択に変更し、２科受験

生が挑戦しやすいように対応しています。午後入試に移行した３回スーパー選抜は応募者が増えまし

たが、他の回は少し減っています。合格ラインは昨年とあまり変わっていないようです。江戸川女子

は昨年に続いて、各回合計の応募者数がやや減っています。２月１日午後のＡＯ入試と２日午前の２

回の減少が目立っていて、他の回は昨年とあまり変わりありません。他校併願の受験生が減っている

ようです。合格 低点は第一志望の受験生が多い１日午前の１回が少し上がっています。同校を高い

志望順位で考える受験生の学力層が上がったようです。他の回は昨年並みでした。	 

一昨年各回とも応募者が大きく増えた山脇学園は、昨年も応募者の増加が続きましたが、さすがに

高倍率になりすぎたせいか、今年は各回とも応募者が減りました。「山脇ルネッサンス」として、学校

内容の改革に努めたことが人気になっていましたが、一段落です。２月１日のＡ入試は昨年並みの合

格 低点ですが、２日・４日のＢ・Ｃ入試は少し下がっています。実践女子は普通(ＳＪＣ)と国際学

級(ＧＳＣ)の２コース制です。２月１日午前の１回は昨年並みの応募者でしたが、２日の２回と４日

の３回は減っています。サンデーショックの影響はありますが、２回は昨年も減っていましたから、

他校併願の受験生が減っているのでしょう。合格 低点は各回とも若干ですが下がっていて、少し入

り易くなっているかもしれません。国際学級は今年も小規模の入試でした。品川女子学院は、サンデ

ーショックの影響で２月２日の２回の応募者が減っていますが、１日の１回は増加、４日の３回もや

や増加しています。志望順位の高い受験生の人気が上がっているようです。合格 低点は１回が昨年

並み、２・３回は少し下がっています。	 

	 大妻中野はアドバンスト選抜とコア選抜の２コース制です。２月１日午前の１回コア選抜の応募者

がやや増えたものの、アドバンス選抜各回は減っていて、２月１日午後と２日午後の減少が大きくな

っています。アドバンスト選抜を作ってから、以前よりも応募者が増えていますが、一昨年は少し減

少、昨年は増加、今年はまた減少ですから、人気が隔年現象で変化するようになってきました。合格

低点は３日の４回アドバンスト選抜が昨年並みだったものの、他の回は少し下がっています。田園

調布学園は一昨年、昨年と応募者が減っていましたが、今年は人気が反転、２月３日の２回は昨年並

みだったものの、１日１回と４日の３回は増加しています。各回とも合格 低点は上昇、難化した入

試でした。	 

三輪田学園は、昨年が応募者減少でしたが。今年は面接を廃止し、２月２日の２回を４科から２科

４科に変更した効果もあって、２回だけでなく１日の１回も応募者が増えています。４日の３回は昨
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年並み（厳密には若干増加）でした。２回は昨年並みの合格 低点ですが、１・３回は上昇、難化し

ています。跡見学園は２月１日の１回の応募者が昨年並み（厳密には若干増加）、２日・３日の２・

３回は減少しています。昨年は各回の合格 低点が上昇、難化したことから、少し敬遠ムードが出た

のかもしれません。今年は各回とも少し下がっていて、やや入り易くなっています。	 

	 恵泉女学園はプロテスタント校です。今年は２月１日が日曜日となったため、昨年２日午後に実施

したＳ入試を１日に、昨年１日午前だったＡ１回を２日に入れ替えて実施しました。４日のＡ２回は

動いていません。Ｓ入試は昨年の２日実施よりも応募者が減りましたが、Ａ１回とＡ２回は応募者が

増加しました。同校を高い志望順位で考える受験生が増えて、併願前提の受験生がやや減っているよ

うです。Ｓ入試は合格者を絞り込んだため合格 低点が上昇、難化しています。Ａ１回はやや下がり、

Ａ２回は少し上がって、志望順位の高い受験生に有利な状況でした。香蘭もプロテスタント校で、２

月１日の日曜日に１回だけ入試を行いました。同校は以前から日曜日でも入試を実施しています。今

年は立教女学院など、２月２日に移ったプロテスタント校との併願が可能になったことから応募者が

少し増えています。合格 低点は昨年並みで、難度は変わっていません。	 

女子聖学院もプロテスタント校で、以前は日曜日に入試を行わず、 近になって日曜日は午後に入

試を実施するようになってきましたが、今年はいよいよ日曜日に関係なく２月１日午前から入試を行

いました。こうした施策の効果で、応募者は各回とも増加しています。合格 低点は各回とも昨年と

あまり変わらない水準で、難度面では変化がありませんでした。中村は、昨年は各回合計の応募者数

が増えていましたが、今年は各回とも応募者が減っています。昨年からの傾向で、４科受験生が減少、

２科はやや増えています。学校側の立場からは、成績上位の受験生が比較的多い４科受験生が減って

いることは頭が痛いでしょう。合格ラインは少し下がっているかもしれません。	 

附属カラーが強い日大豊山女子は、昨年は各回合計の応募者数がやや増えていましたが、今年は２

月２日午後の３回が昨年を若干上回ったほかは、各回とも減少しています。１日午前の１回と５日午

前の４回は２科の応募者が増えたものの、４科は減っていて、同校を考える受験者層に変化が見られ

ます。合格 低点は４回が昨年とあまり変わっていませんが、他の各回は少し下がっていて、この面

からも受験者層の変化がうかがえます。同校を高い志望順位で考える受験生にとってはラッキーな結

果でした。昭和女子大附属は、２月１日のＡ入試が昨年並みの応募者でしたが、２日のＢ入試、３

日のＣ入試は減っています。同校も４科の応募者が減って２科は増えていて、同校を考える受験者層

に変化が見られます。各回とも合格 低点は少し下がっていて、やや入り易くなったようです。	 

八雲学園は２月５日の４回を４科から２科４科選択に変更しましたが、昨年に続いて今年も各回と

も応募者が少し減っています。ただ、合格 低点は各回ともほぼ昨年並みで、同校を考える受験生の

学力層に変化は見られません。独特な存在の女子美大付属は２月１日の１回、３日の２回とも応募者

がやや増えています。２回とも合格 低点は上昇、難化しました。カトリックの目黒星美は２月２日

午前の２回を２科のみの午後入試とし、２月４日に３回を新設しました。このところ同校は入試の変

更が活発です。入試の変更が受験生に支持されて昨年までは各回合計の応募者数が増加していました

が、今年は１日午後と２日午後の入試の応募者が減っていて、各回合計でもやや減っています。同校

を併願で考える受験生が他校に流れているのでしょう。合格 低点は概ね昨年と同様ですから、受験

生の学力水準に変化は見られません。	 

文化学園大杉並は難関進学グローバルコースとシグネットコースの２コース制です。今年はシグ

ネットコースの入試を午前に、難関進学グローバルコースの入試を午後に統一するなどの変更があり
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ました。各回合計の応募者数は少し減っていますが、難関進学グローバルコースは増えています。同

校は 2015 年度から高校にダブルディプロマコースを新設することになっていて、難関進学グローバル

コースはこの新コースに直結しています。ダブルディプロマコースは、高校卒業時に日本とカナダの

両方の高校卒業資格がとれるもので、その分学習量は多く、勉強は大変ですが、海外の英語圏の大学

に進学しやすいコースです。コース新設の正式決定が昨年夏までずれ込んだため、受験生への浸透が

不十分でしたが、2016 年度にはもっと注目されるかもしれません。合格 低点は各回とも概ね昨年並

みでした。	 

トキワ松は２月１日の公立一貫型入試の応募者は増えましたが、各回合計では一昨年、昨年に続い

て減っています。今年は女子の中学受験志向が弱くなっていることなどが原因でしょう。合格 低点

は一部に上下が見られるものの、概ね昨年並みでした。文京学院大女子は特進・文理のコース制を、

グローバルスタディーズ、アドバンストサイエンス、スポーツサイエンスの３コース制に変更、２年

次にコースの移動を可能とするとともに、１～３回で実施していた国算＋算応用・理・社・英から選

択の「文京学院方式」を取りやめ、一般的な２科４科の入試としました。なかなか受験生に浸透して

いないようで、各回とも応募者が少し減っています。新コース制の評判が受験生に広まると変化する

かもしれません。入試方式が昨年と変更になっていることもあって、単純に合格 低点を比べること

はできませんが、２月１日の１回はやや入り易くなったようです。２日午後の４回や４日の５回は、

昨年の４科が２科４科に変更されていますが、合格 低点は昨年並みでした。	 

和洋九段は、昨年は各回の応募者が少し減っていましたが少し増えています。一昨年は増えていま

したから、隔年現象で人気が変化しています。各回の合格ラインは昨年並みだったようです。麹町学

園女子は昨年に続いて各回とも応募者が少し減っています。減少の中心は４科の受験生で、２科は少

し増えています。同校を考える受験者層が変わってきたようです。合格 低点は２月１日午後が少し

下がっていますが、他の回は概ね昨年並みです。	 

玉川聖学院はプロテスタント校で、今年は２月１日の入試を午前も午後も避けて、まったく入試を

行いませんでした。中堅のプロテスタント校では、以前は日曜日の入試を必ず避けていましたが、

近は日曜日の午後には入試を実施したり、気にせずに午前から入試を行う学校も増えています。しか

し、同校は今年も原則をしっかり守っています。今年は帰国生入試や、２月２日に公立一貫型入試を

新設するなどの変更がありましたが、各回合計の応募者数は増えています。昨年は減少していました

から、隔年現象的な変化です。合格 低点は各回とも昨年とあまり変わらない水準です。東京女子学

園は２月３日午後の入試を廃止、４日の特別奨学生入試で２科受験を新設しましたが、各回合計の応

募者数は昨年に続いて少し減っています。女子の中学受験志向が弱くなっている影響でしょう。合格

低点は各回とも昨年並みでした。	 

	 東京家政大附属は躍進・創造の２コース制をとりやめました。中学受験ではコース制を実施する

学校が増えていますが、中１の入学時点からコース制を実施することについてはメリット・デメリッ

トがあって、賛否両論です。同校は廃止に踏み切りました。ただ、受験生には同校の考え方が今一つ

浸透していなかったようで、各回とも応募者は少し減っています。合格 低点は２月１日午前の１回

の４科と、３日午後の４回がやや下がっていますが、他の回は昨年並みでした。京華女子は、昨年は

各回合計の応募者が増えていましたが、今年は昨年並み（厳密には増加）です。人気が安定している

ようです。合格 低点は、合格者が少ない回次はバラつきが出ていますが、昨年並みの難度だったよ

うです。	 
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佼成学園女子は、昨年は各回合計の応募者数が減っていましたが、今年はほぼ昨年並みです。英

語に力を入れていて、2015 年度から高校にスーパーグローバルクラスを新設、中学の内部進学生は新

クラスへの進学も可能になりましたが、まだ受験生への浸透が不十分なようです。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。北豊島は昨年、各回合計の応募者がやや減っていました

が、今年もやや減っています。減少の中心はＡＯ特待入試で、一般入試や他の特待入試はやや増えて

いる回次も見られます。受験し易く、ということで１科目入試になっていますが、その１科目に失敗

すると合格しませんから、科目数の多い入試に受験生が流れている面はあるでしょう。各回の合格ラ

インは昨年並みのようです。	 

	 愛国、小野学園女子、川村、神田女学園、国本女子、淑徳ＳＣ、成女、聖ドミニコ学園、星

美学園、瀧野川女子、千代田女学園、東京家政学院、東京女子学院、富士見丘は、例えば千代田

女学園がアドバンストコースとリーディングコースのコース制を新設したり、聖ドミニコ学園が入試

回数を増やすなど、各校ごとに入試の変更や応募者数の増減が見られ、応募者がかなり増えた学校も

ありますが、今年も小規模の入試でした。村田女子は本稿執筆時点で入試結果未公表です。カトリッ

クの聖心女子は、小中高一貫化で中学の一般募集を帰国生のみとしていますが、やはり結果未公表で

した。戸板、日本橋女学館は共学化しましたので、男女校の項をご覧ください。	 
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Ⅲ 東京 23 区男女校 

 

 
【難関校～中上位校】	 

国立の筑波大附属は厳密には男女とも応募者が若干減っていますが、ほぼ昨年並みでしょう。男子

は隔年現象で増減を繰り返していましたが、傾向が変わってきています。女子は高倍率敬遠ムードが

出ているようです。もともと高難度の学校ですから、合格ラインは昨年並みで、入り易くはなってい

ません。学芸大世田谷は男子の応募者がやや減少、女子は少し増えていて、合計では若干増えました。

昨年まで女子の応募者は減少が続いていましたが、人気は反転したようです。合格ラインは例年とあ

まり変わっていないようで、今年も高難度でした。学芸大竹早は、昨年は一昨年並みの応募者数でし

たが、今年は男女とも増加しています。同校に限らず、都内国立各校は都立の中高一貫校が増えるに

つれて受験生が流れ、以前と比べるとかなり受験生が減りましたが、人気が反転したのかもしれませ

ん。少し難化したようです。	 

お茶の水女子大附属は女子受験生が大多数ですが共学です。昨年は各回合計で前年並みの応募者

数でしたが、今年は少し減っています。上記の通り都立一貫校の影響が続いています。合格ラインも
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若干下がったようですが、目立って入り易くなったわけではありません。双子の研究教育で知られる

東大附属は、推薦と一般の応募者がやや減って、双子の応募者が増加、合計では概ね昨年並みでした。

男子の応募者の減少が目立っています。他校に流れたのかもしれません。合格ラインは昨年とあまり

変わらない水準でしょう。学芸大国際は、応募者がやや増加しました。国際バカロレアの認定校で、

注目度が高まっています。少し難化したかもしれません。	 

私立では慶應中等部が２次の入試を繰り上げました。入試の早期終了傾向が強まり、慶應中等部と

いえども同校より先に合格した学校に受験生が流出する状況が年々激しくなっているからでしょう。

昨年まで応募者が少しずつ減っていましたが、こうした入試日程の変更を歓迎した受験生もいて、男

女とも応募者は増加しています。２段階選抜ですし、もともと高難度ですから、合格ラインはあまり

変わっていないようです。渋谷教育渋谷の応募者は、２月２日の２回の女子が減っていますが、１日

の１回と５日の３回は増加、男子は１回が昨年並み、２・３回は増加しています。女子の２回の減少

は難関・上位女子校のサンデーショックの影響です。合計では応募者が増加、人気を示しています。

合格 低点は１回と３回が上がっていて、２回も若干上がっています。難化した入試だったようです。	 

青山学院は、昨年２月３日に移した入試日程を、今年はもとの２日に戻しています。同校はプロテ

スタント校ですから、昨年は日曜日だった２日を避けたわけです。今年は例年の日程に戻りましたが、

男女とも応募者が減っています。男子の場合、３日入試になることで、他の難関・上位校と併願でき

ることから、昨年は特に応募者が増えたもので、２日に戻ると併願の選択肢が狭くなって応募者が減

ったものです。女子は昨年 3 日に移ってもあまり応募者は増えませんでしたが、２日に戻った今年は、

例年１日が入試のプロテスタント系女子校が２日に動いたため、やはり併願の選択肢が狭くなって応

募者が減っています。合格 低点は男女とも少し下がって、やや入り易くなっています。	 

広尾学園は昨年まで各回合計の応募者数が安定していましたが、今年は回次ごとにバラつきはある

ものの、合計では増えています。同校は医進サイエンス、インターナショナル、本科の３コース制で、

医進サイエンスは男子の、インターナショナルは女子の増加が目立っています。以前に比べるとかな

りレベルが上がってきたことから、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。国

学院久我山は、昨年は各回合計の応募者数がやや減っていましたが、今年は増えています。ただ、２

月１日・２日の午前の１・２回は若干減っていて、増加は５日の３回と１日午後、２日午後のＳＴ１・

２回です。併願の受験生が増加したことになります。ですから合格 低点もＳＴ１回の女子、ＳＴ２

回と３回の男女が少し上昇していて、１・２回とＳＴ１回の男子は昨年並みでした。	 

東京農大第一は、昨年は前年並みの応募者数でしたが、今年は各回とも応募者が少し増えていま

す。男女別では、各回とも女子は昨年並みで男子が増えています。合格 低点は２月１日午後の１回

２科が昨年並みですが、それ以外は少し上がっていて、やや難化しています。進学校としての評価が

上がっている淑徳は、東大セレクトとスーパー特選の２コース募集です。今年は昨年に続いて各回と

も応募者がやや減っています。それまで毎年増え続けていましたので、人気が上がって難化し、敬遠

ムードが起きたようです。受験生が絞られた面が強いのでしょう。合格ラインは各回とも概ね昨年並

みです。	 

東京都市大等々力は 上位コースとしてＳ特選を新設、特選・特進と合わせて３コース制となり

ました。２月１日午後の入試をＳ特選入試とするなど、一部入試の位置づけを変えていますが、各回

合計の応募者数は少し減っています。一昨年は各回合計で 4,000 名を超えた応募者数が今年は半減に

近い状況ですが、難化が進んで敬遠ムードが起きているのでしょう。学校も承知で、人数が集まるだ
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けの入試から脱皮しています。Ｓ特選は特選コースよりワンランク上の合格 低点、特選と特進は各

回とも昨年とあまり変わらない合格 低点でした。	 

	 

【中上位校～中堅までの各校】	 

	 まず共学化した３校の紹介です。女子校の戸板が共学化した三田国際は、昨年の各回合計の応募者

数の 11 倍近い応募者数になりました。国際教育・理数教育を前面に打ち出して注目度が上がっていま

すが、同校の校長が広尾学園を育てた先生で、同校も今後広尾学園のように成長するだろう、という

期待をこめた人気です。入試結果でも、昨年までの同校のイメージでは考えられない高倍率で、一定

の学力水準に達しないと不合格です。各回とも難化しています。日本橋女学館が共学化した開智日本

橋も、各回合計の応募者数は昨年の７倍近い状況です。埼玉県の開智の実績と、開智を超える国際性

を備えた教育内容への期待で人気になっています。コース分けしていて、上位コースや特待はかなり

高い合格 低点ですが、一般の合格 低点も昨年よりも難化しています。	 

	 男子校の京北が共学化する東洋大京北は、共学化だけでなく、北区赤羽から文京区白山の新校舎に

移転します。三田国際や開智日本橋は移転・校名変更が昨年春以降に発表されたのに対して、京北の

共学化と移転は 2011 年から予告されていました。新しい学校像は 2012 年頃から徐々に明らかになっ

ていったため、男子校 後の入試だった昨年、すでに応募者がかなり増えていて、難化が始まってい

ました。今年の各回合計の応募者数は昨年の 3.4 倍で、三田国際や開智日本橋よりは少なく見えます

が、単年度ではない増加は期待感の表れです。昨年まで特進と進学の２コース制でしたが、これを廃

止して単一コースにしても、各回の合格 低点は昨年を上回ってさらに難化しています。この３校は

いずれも高い人気で、以前の印象で難度を考えていた受験生には厳しい結果でした。	 

	 既存の男女校では、比較的内部進学率が高い大学系の学校から見ていきます。成城学園は２月１日

の１回が男女とも昨年並みの応募者で、３日の２回は男子が昨年より若干多い応募者、女子は増えて

います。以前は応募者数が減少傾向でしたが、一昨年から歯止めがかかって安定してきました。昨年

は合格 低点を公表しませんでしたが、今年は少し難化しているかもしれません。日大系列校の中で

は比較的進学校カラーが強い日大第二は、２月１日の１回が男女ともやや応募者減、３日の２回はや

や増加しています。昨年もあまり大きな変動はなく、人気は安定しています。ただ、合格 低点は１

回が少し下がって入り易くなっています。２回は昨年並みでした。日大第一は日大第二より付属カラ

ーが強い学校です。２月５日の２科選抜は昨年並みの応募者でしたが、１日・２日の１・２回は男女

ともやや減っています。昨年は１・２回が前年並み、２科選抜は増えていましたので、人気にやや陰

りが出ているようです。合格ラインは１・２回が少し下がっていて、特に１回は少し入り易くなった

ようですが、３回は上昇、難化しています。受験生の動きが少し変化しているようです。	 

東海大高輪台は昨年まで応募者の減少傾向が続いていましたが、今年は２月５日に３回を新設、

各回合計では応募者数が増加しています。１回は合格 低点が上がっていますが、２回は少し下がっ

ていて、新設の３回は２回よりもう少し下でした。５日まで挑戦を続ける受験生が減っているため、

こうした結果になるのでしょう。	 

次に付属ではない学校や付属カラーの薄い学校を見ていきます。青稜は各回とも応募者が減ってい

ます。昨年は前年並みでした。男女とも４科の応募者の減少が目立ちます。併願受験生が多い学校で

すから、受験校選択傾向が変わってきたのかもしれません。２月１日午前の１回Ａの合格 低点がや

や下がっています。他の回は２科の合格 低点は昨年とあまり変わりませんが、４科は少し下がって
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いて、この面からも受験生の流れが変わってきたと考えられます。順天は一昨年が応募者減、昨年も

やや減っていましたが、今年は各回とも増加し、人気が反転しました。合格 低点は２月４日午後の

４科受験が２科になったため、一部に動きは見られますが、各回ともほぼ昨年並みで、難度に変化は

ありませんでした。	 

	 一昨年、男女完全共学から別学への移行という大きな改革を行ったかえつ有明は、応募者が大きく

増加、昨年も少し増えていましたが、今年は各回とも少しずつ減っています。帰国生の比率が高い学

校で、人気は高いのですが、少し落ち着いてきたようです。合格 低点は回次によって細かい変化が

ありますが、あまり昨年と変わっていないようです。宝仙学園理数インターは回次ごとに応募者数

に細かい増減がありますが、各回合計では少し減っています。昨年は増加していました。２月１日午

後、２日午後、４日午前の特待選抜入試での男子の減少が目立っています。他校に受験生が流れたの

でしょう。２日の公立一貫型入試と３日午後入試は昨年並みの合格 低点ですが、他の回は少しずつ

下がっていて、同校がギリギリの線の受験生にとってはラッキーな結果でした。駒込はスーパーアド

バンス・アドバンスの２コース制です。一昨年、昨年と応募者数が増えていますが、今年も各回合計

の応募者数が少し増加していて、人気が上がっています。２月１日午後の公立一貫型入試が増加の中

心です。各回の合格ラインは昨年とあまり変わらない水準でしょう。	 

文教大付属は人気が上がって昨年まで応募者数の増加が続いていましたが、人気が上がりすぎたの

か、今年は若干減っている回次もあり、各回合計ではやや減少しています。一昨年着任した校長先生

のリーダーシップで学校改革が進んでいて、イメージが変わりましたが、同時に難化したことから、

若干敬遠ムードも見られます。合格 低点は細かい上下があり、２月４日の５回が少し上がっていま

す。他の回は概ね昨年並みでした。昨年共学化して大人気になった安田学園は、先進特待と一般の 2

コース制で、各回合計では少し応募者が減っています。男子の応募者が減っている回次が多く、女子

の応募者は各回とも増えています。昨年の共学化によるレベルアップを見て、諦めた男子の受験生が

多いようです。２月２日午後の先進特待２回と３日午前の一般 3 回は合格 低点が少し下がっていま

すが、他の回は昨年並みです。淑徳巣鴨は特進と進学の２コース制です。一昨年、昨年と各回合計の

応募者数がやや減少していましたが、今年は各回とも増えています。人気が反転しました。２月１日

午後の特進選抜１回と３日午後のスカラシップ入試はやや合格 低点が下がっていますが、他の回は

昨年並みの水準です。	 

多摩大目黒は特待特進と進学の２コース制です。今年は各回合計の応募者数がやや減っています。

昨年は特待特進がやや減っていましたが、今年は進学も含め、男子が減少の中心です。他校に流れて

いるのでしょう。各回の合格 低点は概ね昨年と変わっていませんが、２月２日午後の特待特進２回

はやや下がっています。城西大城西はグローバル教育に力点を置いたＧＡと普通の２コース制です。

昨年は各回合計の応募者数が増えていましたが、今年は減っています。一昨年新設したＧＡの受験生

への浸透があまり進んでいないようです。各回の合格ラインは少し下がっているようで、やや入り易

くなっているようです。郁文館はＧＬ特進選抜コースを新設、２コース制とし、公立一貫型入試や帰

国生入試などを新設しました。こうした変更が功を奏したようで、昨年までは各回合計の応募者数が

減っていましたが、今年は昨年をやや上回る応募者数でした。人気の低下に歯止めがかかっています。

ただ、各回の合格 低点は昨年より少し下がっていて、やや入り易くなっています。	 

立正大立正は一昨年、西馬込に移転して通学圏が少し変わりました。一昨年は新校舎の人気で応募

者が増えていましたが、昨年、今年と少し減っています。移転人気が落ち着いたことは確かですが、
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今年は女子の減少が目立っていて、女子の中学受験志向の弱まりが影響しているようです。合格 低

点は昨年並みの回次が多くなっていますが、２月１日午後、２日午後の４科がやや下がっています。

東京成徳大は２月１日午後に思考力入試を新設、２月３日午後の入試を４回として８日に移していま

す。各回で細かな増減はありますが、ほぼ昨年並みの応募者数でした。一昨年、昨年と各回合計の応

募者数がやや減っていたので、人気の低下に歯止めがかかったようです。一部に教科の変更はありま

すが、各回の合格 低点も昨年並みで、難度は変わっていません。	 

帝京は２月１日午後に入試を新設、午後入試を２回実施しました。一昨年、昨年と各回合計の応募

者数が少し減っていましたが、今年はやや増えています。１日午後入試が増加の原動力です。合格

低点は新設の１日午後入試も含め、ほぼ昨年と同じで、難度に変化はありません。桜丘は２月１日午

前と午後に思考力入試を新設しています。昨年は各回合計の応募者数が増えていましたが、今年も少

し増えていて、人気はやや上向いているようです。合格 低点は各回とも昨年とまったく同じで、同

校も難度に変化はありません。共栄学園は特進と進学の２コース制です。２月７日に適性検査型のチ

ャレンジ入試を新設しています。一昨年は各回合計の応募者が増加、昨年は少し減少、今年はやや増

加していて、隔年現象の変化です。一部を除いて各回の合格 低点は少し上がっていて、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。目白研心も特進と選抜の２コース制です。中３から

スーパー・イングリッシュ・コースを新設するなど、グローバル化対応に舵を切りました。こうした

姿勢が受験生にアピールしたようで、昨年減っていた各回合計の応募者数が、今年は増えていて、人

気が反転しました。合格 低点は、選抜が各回とも昨年より少し下がっているようです。やや入り易

くなっているのかもしれません。特進は昨年と大差ない水準でしょう。	 

実践学園は昨年、各回合計の応募者数が少し減っていましたが、今年はやや増えました。増加の中

心は女子で、昨年は女子の減少が目立っていましたので、女子の人気が戻ってきたのでしょう。各回

の合格ラインはいずれも昨年並みでしょう。駿台学園は特選・総合の２コース制です。今年は男子の

応募者が増えていて、各回合計の応募者数も少し増えました。志望順位が高い受験生が多い、２月１

日午前の１回は合格 低点がやや上がっています。他の回は概ね昨年並みでしょう。日本工大駒場は

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が、今年も傾向は変わらず、少し減ってい

ます。男子校から共学化した学校ですが、工業大学の系列校ということもあって、女子受験生への浸

透が進んでいません。各回の合格 低点は昨年並みで、難度に変化はありません。上野学園は普通と

音楽の２コース制でしたが、音楽コースを取りやめ、新たにアドヴァンストとプログレスの２コース

制とし、大学受験体制に結びつくコース制としました。このため、各回合計の応募者数は増えていま

す。アドヴァンストの合格 低点はプログレスより少し上で、プログレスは昨年並みでした。	 

国士舘は入試直前に特待入試を増設したこともあって、各回合計の応募者数は昨年に続いて増えて

います。特待認定は、例年の合格 低点より少し高かったようですが、他の回は昨年並みでした。こ

の他、松蔭、杉並学院、成立学園、貞静学園、東京立正、日出、武蔵野、目黒学院、昨年共学化

した新渡戸文化は、一部に入試設定の変更が見られましたが、今年も小規模な入試でした。なお、修

徳、東邦音大東邦、高校を併設してない清明学園は本稿執筆段階では入試結果未公表でした。	 
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Ⅳ 東京多摩地区 

 

 
【男子校・女子校】	 

まず男子校から。桐朋は一昨年まで応募者数が横ばいを続けていて、昨年はやや減りましたが、今

年は少し増えて人気を回復しています。合格 低点は上昇し、難化した入試でした。明法は昨年ＧＥ

クラスを新設、ＧＥと一般の２コース制としました。昨年はＧＥの受験生への浸透がなかなか進まな

かったようで、一般入試を減らしたこともあって、各回合計の応募者数が少し減っていましたが、今

年も昨年並みで、状況はあまり変わっていません。昨年のＧＥは一般とは別の入試問題でしたが、今

年は一般の入試問題に、応用問題を中心とするＧＥ問題を追加する方式に変更しています。入試の実

施方式が変わったため、単純比較はできませんが、ＧＥ各回の合格 低点は昨年より高い得点率にな

っています。一般入試は各回とも昨年並みの合格 低点でした。サレジオ（小平）は今年も小規模な

入試です。	 

女子校では、吉祥女子の２月１日の１回の応募者が増加、２日の２回は減少、４日の３回はやや増

えています。女子学院など、難関・上位のプロテスタント校が例年１日の入試を２日に動かした影響
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です。23 区や神奈川でも似たパターンで応募者数が変化している学校がありますが、吉祥女子も同様

の変化が見られました。１回は合格 低点が上がり、厳しい入試になりました。２回は若干下がり、

３回はやや上がっています。晃華学園は２月２日の２回を廃止し、１日と３日の２回入試に変更して

います。志望順位が高く、高学力の受験生を迎えたい、という学校の願いからの変更です。入試を廃

止したのですから、各回合計の応募者数は減っていますが、１日・３日とも応募者が増えています。

合格 低点は２回とも昨年よりやや上がっていて、難化しています。	 

	 大妻多摩は昨年、各回とも応募者がやや増えていましたが、今年は２月１日午前の１回がやや増え

たものの、１日の午後入試と２日の２回は減っています。４日の３回は昨年並みでした。プロテスタ

ント女子校の有名校が１日の入試を２日に動かした影響でしょう。各回の合格 低点は各回とも昨年

並みで、難度の面では特に変化はありません。共立女子第二は２月４日の３回を廃止しました。入試

の早期終了傾向が目立ってきて、入試を実施しても欠席者が多くなってきたからでしょう。同校は一

昨年、昨年と、各回合計の応募者数がやや減っていましたが、廃止になった入試の分を除いても、今

年も各回とも少しずつ応募者が減っています。２月１日の午後入試と、１日・２日の午前入試では４

科受験生の減少が目立っています。合格 低点は１日午前の４科と２日午後がやや上昇していますが、

他の回は昨年とあまり変わってはいません。	 

武蔵野女子学院は昨年までの、午前が一般入試、午後がＭＪスカラ入試の体制を大きく変えて、

選抜進学と総合進学の２コース制とし、２月１日は午前午後とも総合進学入試、２日は午前午後とも

選抜進学入試とし、３日午後の入試を廃止しました。各回合計の応募者数はともかく、日程ごとの比

較でも昨年に続いて応募者がやや減っています。新体制の受験生への浸透が今一つなのでしょう。入

試の内容が異なるため、単純には比較できませんが、総合進学の合格 低点は昨年の一般合格とあま

り変わらない水準、選抜進学は昨年の特待に近い水準でした。東京純心女子は一昨年まで応募者数の

減少が続いていましたが、公立一貫型の特待入試を新設して減少に歯止めがかかり、昨年も前年並み

の応募者数でした。今年は２月１日午前の１次と適性検査型ＳＳＳの応募者が昨年並みだったものの、

他の回は少し減っています。同校を高い志望順位で考える受験生の人気はあまり変わっていないよう

ですが、併願前提の受験生は少し減ったようです。合格ラインは各回とも昨年並みだったようです。	 

口頭試問を含む特殊な入試の桐朋女子は、伝統ある女子の進学校ですが、特殊な入試１回だけを長

年続けてきたことから、受験生離れを起こし、３年前に通常の４科のＢ入試を新設、口頭試問を含む

在来の入試をＡ入試として、２回入試の体制としました。一旦は人気を回復したものの、応募者数は

再び減少しています。今年は２月３日だったＢ入試を２日午後に移し、初めての午後入試を実施しま

した。Ａ入試の応募者は少し減りましたが、午後入試の効果でＢ入試は増加、ＡＢ合計でもやや増え

ています。Ｂ入試は合格 低点がやや上がっていますが、Ａ入試はその性格上、例年並みの難度だっ

たようです。	 

	 この他、桜華女学院、駒沢学園女子、白梅学園清修、文華女子や、特別選抜・特進の２コース

制とした藤村女子は、各校それぞれ入試に変更がある学校もありますが、小規模な入試でした。	 

	 

【男女校】	 

付属カラーの強い学校から見ていきます。早稲田実業は、昨年は男女とも少し応募者が減っていま

したが、今年はやや増えています。今までの経過からも隔年現象と考えられます。合格 低点は男女

とも少し下がっていますが、もともと高難度ですし、倍率が上がったこともあり、少々下がっても入
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り易くはなっていません。法政大学は、昨年は各回とも応募者が少しずつ増えていましたが、今年は

２月１日の１回が昨年並み、３日の２回が少し増えて、５日の３回はやや減っています。合格ライン

は昨年とあまり変わっていないようです。中大附属は昨年２月１日の１回の男子の応募者がやや減少、

４日の２回の男子と１・２回の女子は前年並みの応募者数でしたが、今年は女子が１・２回とも増加、

男子は１回が昨年並み、２回はやや減っていました。２回の合格 低点は男女とも昨年並みでしたが、

１回は上がっていて、男子よりも女子の上昇が目立っています。	 

明大明治は、このところ各回合計の応募者数が少しずつ減少していましたが、今年も２月３日の２

回の女子が増えた以外はやや減っています。特に２日の１回の女子の減少が目立ちます。間接的です

が青山学院など、サンデーショックがらみの影響もあるかもしれません。合格 低点は１回が男女と

もやや下がり、２回は男女とも少し上がりました。系列校の明大中野八王子は、昨年は２月１日の

１回、３日の２回とも女子の応募者がやや減少していましたが今年は昨年並み、男子の昨年は１回が

少し増えて２回が前並みでしたが、今年は１・２回ともやや減っています。合格 低点は、１回の女

子が少し上がり、２回は男女ともやや下がっています。明治系の両校は、明大明治が調布に移転して

きたころは、両校の間で受験生の流れや互いの併願が見られるなど、影響しあっていましたが、人気

が安定してきて、受験者層の重なりが減ってきたようです。	 

成蹊の応募者数は、２月１日の１回男子が昨年並み（厳密には若干減）、女子はやや増加、４日の

２回は男子が減少、女子はやや増えています。国際学級は男女とも昨年並みでした。昨年は１回・２

回・国際学級とも男子は増加、女子は前年並みで、男子は隔年現象的な変化です。女子は人気が上が

っていますが、もともと同校は男子よりも女子受験生に評価が高いことから、今年もその傾向が現れ

ているのでしょう。同校は例年男子よりも女子の合格 低点が高くなっていますが、今年も同様で、

昨年との比較では２回女子が上がって難化しています。１回女子と男子の１・２回は昨年並みでした。

独特な存在の創価は昨年に続いて応募者が少し減っていますが、合格ラインは昨年とあまり変わって

いないようです。	 

明治学院はプロテスタント系の学校です。１回は２月１日午後ですが、別に日曜日に重なったから

午後入試になったわけではなく、３年前の午後入試新設時からこの日程で、２日の２回も、昨年は日

曜日でしたが午前から入試を実施しています。各回合計の応募者数は昨年に続いて少し減っています

が、１回・２回・４日の３回とも女子の減少が主要因です。男子は各回とも昨年同様か、やや減にと

どまっています。もともと男子よりも女子受験生に人気が高い学校ですが、今年は併願が考えられる

プロテスタント系女子校の日程移動の影響を受けたようです。合格 低点は１回女子と２回男子が昨

年に近い水準ですが、他の回はいずれも下がっていて、特に３回は男女とも大きく下がっています。

欠席者が大幅に増加、倍率が大きく下がったことが要因です。同校を高い志望順位で考える受験生に

とってはラッキーな結果でした。	 

	 玉川学園は小幅ながら応募者減少傾向が続いていて、一昨年に初めて２月１日午後の入試を実施し、

その時は各回合計の応募者数は大きく増えましたが、昨年は再び応募者数は少し減っていました。今

年は２月２日午前の入試を４科から２科４科選択に変更、これが功を奏して、合計の応募者数は少し

増えています。後半の日程は欠席者も多く、各回の合格ラインは昨年並みでしょう。なお、同校は国

際バカロレアのコースを別途設置していますが、こちらはその性質上、今年も小規模の入試でした。

明星は２月１日午前の１回を２科４科選択から３科のみとしました。志望順位が高い受験生を迎えた

い、という目的での変更です。しかし、昨年に続いて各回とも応募者が減りました。１回の変更が影
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響したようで、他の回でも４科の応募者が減っています。合格 低点は、後半の日程の欠席者が多い

ことからかなりバラつきが見られますが、難度面では昨年とあまり変わっていないようです。	 

帝京八王子は、昨年に続いて各回合計の応募者数が増えています。もともとあまり入試規模が大き

い学校ではありませんので、増加の中心はなかなか示しにくいのですが、他校併願の受験生が増えて

いるようです。合格ラインは各回とも昨年並みでしょう。国立音大附属と独特な教育方針の和光は、

今年も小規模な入試でした。	 

系列大学があっても付属カラーが薄い学校では、帝京大学は、２月３日午後の３回の入試科目を「２

科必須問題＋国または算の応用問題選択」という変則設定から、通常の２科に変更しました。応募者

数は昨年に続いて各回男女とも少し増えています。好調な大学合格実績に対する期待でしょう。３回

は科目が変更されたため、単純比較はできませんが、合格 低点はやや下がっているようです。２日

の２回もやや下降、１日の１回は昨年並みでした。桜美林は２月３日の３回を４科から２科４科選択

に変更しました。同校もプロテスタント校ですが、以前から日曜日を気にしないで入試を行っていま

す。各回合計の応募者数は昨年に続いてやや減りました。減少の中心は２月１日午後と２日午後の女

子で、男子と午前入試の女子は昨年とあまり変わっていません。午後入試は併願前提の受験生が多数

派ですから、今年は女子受験生の動きが少し変わったようです。合格 低点は２月１日午前、午後は

昨年並みですが、２日以降は少し下がっています。	 

東京電機大は、昨年に続いて各回合計の応募者数がやや減っています。ただ、２月１日午後の２回

は応募者が増えていて、１日午前の１回は男子、２日午前の３回と４日午前の４回は女子が減少の中

心です。併願受験生の人気は上々のようですが、志望順位が高い男子がやや減っているようです。３・

４回の女子の減少は、入試の早期終了傾向の影響でしょう。日大第三も他大学受験が多数派の学校で

す。同校は、以前は併願受験生主体の３回入試でしたが、数年かけて段階的に２月１・２日の２回、

４科のみの入試に移行しました。志望順位が高く、高学力の入学生を迎えるための変更です。「より受

験しやすく」入試を変更する学校が多い中で、逆行する動きでしたが、昨年は１回の応募者がやや増

えて２回は前年並みでした。今年は１・２回とも少し減っています。ただ、合格 低点は１・２回と

も昨年並みで、入り易くはなっていません。受験生が絞られた入試だったのでしょう。	 

多摩大聖ヶ丘は２月２日午前の３回に、初めての公立一貫校型入試を実施、４日午前の５回は４

科から２科４科選択に変更しました。昨年は各回合計の応募者数が増えていますが、今年は昨年並み

（厳密には若干増）でした。応募者が減っている学校が多い中で、人気を維持しています。合格 低

点は１日午前の１回が少し上がり、１日午後の２回がやや下がっていますが、他の回は昨年とあまり

変わらない水準です。東海大菅生は各回合計の応募者数の増加が小幅ながらも続いていて、人気が上

がっているようです。ただ、後半になると欠席も多く、合格 低点もバラつきがありますが、難度面

では昨年とあまり変わっていないようです。	 

工学院大附属は教育システムを大幅に変更し、ハイブリッド特進、ハイブリッド特進理数、ハイ

ブリッドインターの３コース制とし、国際バカロレアも視野に入れた教育内容に変更しました。各回

合計の応募者数は、昨年が概ね前年並みでしたが、今年も同様（厳密には増加）です。こうした教育

内容は東京の都心部など、各方面からの交通の便の良い地域では、高感度の受験生にすぐ反応が出る

ものですが、八王子の中心部からバスで丘陵地帯に向かっていく立地では、努力されている先生方に

は失礼ではありますが、受験生への浸透に時間がかかるのではないかと思われます。ただ、こうした

次世代に向かう教育内容を展開しようと努力されることは、地域の教育に大いに有意義で、価値ある
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ことです。受験生への浸透に期待したいところです。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。	 

	 純然たる進学校では、穎明館は昨年、男子の応募者が各回とも減少、女子は２月１日の１回、２日

の２回が前年並み、４日の３回は少し増えていました。今年は男子の１・２回が昨年並み、３回はや

や増加、女子は１回が昨年並み、２・３回が少し減っています。定評のある進学校ですが、立地も影

響していて、なかなか応募者が大きく増えることが見られなくなってきています。ただ、同校を高い

志望順位で考える受験生の学力層は上がっているようで、１回は合格 低点が少し上がっています。

２・３回は昨年並みです。八王子学園は、昨年は特待入試を新設したこともあって、各回合計の応募

者数が増えていましたが、今年は各回ともやや減っています。合格 低点は各回とも概ね昨年並みで、

難度面では変わりませんでした。	 

聖徳学園は一昨年、それまでの入試を難関大チャレンジ入試と特待入試に再編成し、公立一貫型入

試も新設して、進学カラーを前面に打ち出しましたが、受験生が増えたのは昨年からで、今年はさら

に２月１日午後に特待入試を新設、２月 10 日という遅い日程に思考力入試も新設しました。こうした

動きが受験生に支持されて、今年も各回合計の応募者数は増えています。増加の中心は公立一貫型入

試ですが、一般入試も増加しています。ただ、後半の日程になると欠席も多く、合格 低点にもバラ

つきが見られます。難度面では昨年とあまり変わっていないようです。国立の学芸大小金井は２科入

試から４科に変更になりました。応募者は男子が少し減っていますが、難度面ではあまり変化はなか

ったようです。	 

この他、独特な教育方針の明星学園、東星学園、八王子実践、啓明学園、武蔵野東、自由学園

は今年も小規模な入試でした。 
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Ⅴ 都内公立一貫校 
東京都では 11 校ある公立一貫校のうち、都立の 10 校について、適性検査問題の一部共通化が図ら

れました。学校での作問の負担を減らすことが狙いです。応募状況では区立九段中等を含む 11 校合計

で約８％応募者が減りましたが、昨年に引き続き 10,000 件台の応募者数です。23 区と多摩地区では

様相が異なり、23 区内は各校とも減少しましたが、多摩地区では増えている学校も出ています。23

区内では九段中等が区分Ａ（千代田区民枠）・Ｂ（一般都民枠）とも応募者が減っています。昨年は

区分Ｂの応募者が大きく増加、男女とも応募倍率が 10 倍を超えた激戦でしたので、その反動でしょう。

一昨年はやや増加していましたから、隔年現象的な変化です。応募者が減っても女子は今年も 10 倍を

超える応募倍率で、激戦は変わっていません。同校は都立 10 校の適性検査問題一部共通化には加わっ

ておらず、難度は昨年とあまり変わっていないようです。	 

小石川中等は都内公立一貫校の中でトップの存在ですが、女子の応募者は昨年に続いて減っていま

す。男子は昨年増えましたが、今年は減少していて、隔年現象的な変化です。適性検査共通化では、

３つある適性検査のうち検査Ⅰは共通問題、検査Ⅱは一部独自問題、検査Ⅲは完全独自問題でした。

応募者が減っても入り易くはなっていないようです。一昨年、その前の年よりも一挙に４割も応募者

が増えた桜修館は、昨年、今年と応募者が減っています。昨年は応募者が減っても男子は約８倍、女

子は 10 倍を超える倍率でしたから、敬遠ムードが出ていて、今年はやっと落ち着いてきたようです。

昨年までは適性検査と作文でしたが、適性検査一部共通化で、２つの適性検査問題実施に変更されま

した。検査Ⅰは完全独自問題、検査Ⅱは一部独自問題です。応募倍率は下がりましたが、昨年までの

過熱が落ち着いただけなので、入り易くなったわけではありません。	 

両国高附属は、昨年は男女とも応募者が増えていましたが、今年は男子が昨年と同じ応募者数、女

子は少し減っています。女子は２年連続で応募者が増えていましたので、人気上昇が一段落しました。

昨年までは２つの適性検査を実施していましたが、今年からは３つとし、検査ⅠとⅢが完全独自問題、

検査Ⅱは共通問題です。独自の適性検査に共通問題が加わった状況で、受験生にとっては少しハード

になったようです。倍率は下がりましたが、少し難化したかもしれません。都内公立一貫第１号の白

鴎高附属は、連続して増加していた応募者が昨年反転、今年は昨年に続いての減少になりました。同

校の特別枠は例年並みの選抜でしたが、一般枠は２つの適性検査のうち検査Ⅰが完全独自問題、検査

Ⅱは共通問題でした。難度面では昨年とあまり変わっていないようです。	 

大泉高附属は一昨年、応募者が大きく増えて激戦になりましたが、昨年は応募者が減少、今年も減

少が続いています。受験生に敬遠ムードが出ているようです。昨年までは適性検査が２つでしたが、

今年から３つになり、検査ⅠとⅡは共通問題、Ⅲは完全独自問題で、検査が増えた分、倍率は下がっ

てもやや難化したかもしれません。富士高附属は男子の応募者が少し減っています。女子は昨年並み

でした。同校も昨年までは適性検査が２つでしたが、今年から３つで、検査ⅠとⅡは共通問題、検査

Ⅲは完全独自問題です。やはり検査が増えた分、少し難化したかもしれません。	 

	 多摩地区では立川国際の男子が帰国・外国人枠、一般枠とも少し減少し、女子はどちらも増加して

いて、合計では増加しています。昨年は一昨年とあまり変わらない応募者数でしたから、女子の人気

が上がっていることがわかります。一般枠の適性検査は昨年同様、今年も 2 つで検査Ⅰは完全独自問

題、検査Ⅱは共通問題です。倍率が上がった分、女子は合格ラインがやや上がったようです。三鷹中

等は男子の応募者がやや減少、女子は昨年並み（厳密には若干増加）でした。昨年は男子が前年並み、

女子は減っていましたので、男子は人気が落ち着いてきて、女子は安定してきたようです。適性検査
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は同校も 2 つで、検査Ⅰは完全独自問題、検査Ⅱは一部独自問題です。難度面では昨年とあまり変わ

らなかったようです。	 

南多摩中等は昨年に続いて応募者が減っています。南多摩中等は駅から至近で通学の便も良く、好

イメージで語られる学校ですが、私立中学受験で多摩地区の学校の人気が 23 区に比べて今年はいま一

つですから、その影響かもしれません。適性検査は今年も 2 つで、検査Ⅰは完全独自問題、検査Ⅱは

共通問題です。応募倍率が低い男子は少し入り易くなったかもしれません。女子は昨年並みでしょう。

武蔵高附属は、昨年は応募者が減っていましたが、今年は女子が昨年並み、男子は増加しています。

女子の人気は安定していますが、男子は隔年現象のようです。適性検査は昨年同様の 3 つで、検査Ⅰ

は共通問題、検査Ⅱは一部独自問題、検査Ⅲは完全独自問題です。女子は昨年並みの難度だと思われ

ますが、男子は少し難化したかもしれません。 
 


