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2016年 首都圏中学入試状況 
1. 中学受験生は増加、公立一貫校は応募者減、私立人気上向く 
今年は新設開校が 2 校(本庄第一、県立東葛飾)はありますが、首都圏の中学受験はこのところ縮小

が続いていて、拡大に転じるのは難しいのでは、という見方もありました。しかし、今年は久しぶり

に中学受験生が拡大しました。	 

 
上の棒グラフは、2016 年春に 1 都 3 県の小学校を卒業する予定の 6 年生の児童数の推移(文部科学

省・学校基本調査)です。今年の中学受験の母体となる小 6 生は 29 万 8 千人弱で、昨年より約 2,800

人減っています。生徒数が突出して多かった 2007 年から翌 08 年にかけては 1 万 1 千人も減りました

が、これを別とすると、昨年に続く大きな減少幅です。	 

グラフの折れ線は、今年の中学入試で私国立中学校や公立一貫校に、 低 1 校は出願し、入試に臨

んだ中学受験生の推計人数の推移です。昨年が底で、今年は 5 万 2 千人をやや上回る人数だったと推

定されます。こちらは生徒数がピークだった 07 年ではなく、その 2 年後の 09 年がピークでした。公

立一貫校の新設に伴って、今まで中学受験を考えていなかった小 6 生が受験を志すようになり、2012

年に一時的に増加しますが、それ以外は減少が続きます。しかし、東京 23 区で昨年中学受験者数が下

げ止まり、今年は増加に転じました。周辺地域では、緩和されたとはいえ、いずれも中学受験者数は

まだ減少気味ですが、東京 23 区は児童数も多く、この地域の中学受験者数の増加が、全体の増加に結

びつきました。	 
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中学受験生の増加は、私立中受験生の増加が中心です。グラフは、公立一貫校の応募者数推移です。

新設開校が増えて 2013 年までは増加が続いていましたが、高倍率が定着、敬遠傾向も出てきました。

2014・15 年と減少しています。今年は増えましたが、千葉県に東葛飾が開校したためで、同校を除く

と、既存校を都県単位で集計すると、1 都 3 県の各都県とも減少が続いています。私国立中学の応募

者が増加または増加見込みの中で、人気が高い公立一貫校が減っていることは、公立一貫校が中学受

験界に根付いて受験生が絞られてきたことを意味します。私立中学受験でいえば、御三家や慶應系等

の有名大学附属校が必ずしも応募者数のトップにはならないのと同じことです。	 

 
2. 人気校の応募状況 

	 

	 上のグラフは、1 都 3 県の男子校の各回合計応募者数 500 名以上の私国立中を、多い順に並べたも

ので、グラフには 20 番目までが登場しています。緑が今年の応募者数、青が昨年の応募者数です。ま

た、◆は今年の実際の受験率(出願しながら入試で欠席する受験生も珍しくない)で、右目盛りです。

5424名 
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500 名以上の各校を 2 つのグラフに分けて、人数が少ない方は目盛のスケールも見やすく変えていま

す。地方の寮制校は外しました。以下、他のグラフも同様です。	 

	 1 位は今年も東京都市大付属です。昨年は 5 千名をオーバー、グラフからはみ出しましたが、今年

は大幅に減少、それでもトップです。2 位は成城、3 位は芝、4 位は本郷、5 位が城北埼玉、6 位が早

稲田…と続きます。早稲田までが 2 千名を超えています。開成、麻布といった難関校が一番にはなり

ませんが、これは難関校が 1 回しか入試を行わないのに対し、上位校では 2 回、3 回…と実施してい

るからで、1 回しか入試を行わない栄光学園、駒場東邦、武蔵、慶應普通部、早大学院などはいずれ

も上位 30 校には入りません。また、上位校や中堅校が多いのは、入試回数が多いだけでなく、学力層

の面で難関校よりも受験生そのものが多いこともあります。以前は、「ダメでもいいから憧れ校を」と

いった記念受験も多く見られましたが、 近は実質本位になってきて、合格できる見込みがないのに

出願するケースは減っています。ですから開成も麻布もほぼ昨年と同数の応募者数です。	 

	 受験率は入試回数が少ない学校、難関校ほど高くなる傾向があります。また、千葉・埼玉の学校も

東京・神奈川の学校の前哨戦で受験するケースが多く、やはり受験率は高めです。東京・神奈川の学

校で、遅い日程まで入試が行われ、併願受験生が多くなるほど下がる傾向があります。	 

	 

	 21 番目以下も紹介します。人数が少なくなりますので、縦軸の目盛は見やすく変えています。注目

されるのは、佼成学園と桐朋の大幅増加です。桐朋は 2 回入試になって大人気、佼成学園は適性検査

型入試の新設などで大きく増加しました。この他、①②を合わせて、芝、立教新座、日大豊山、足立

学園、学習院が昨年比 10％以上の増加で人気が上がっています。東京都市大付属は大幅に減少しても

今年も応募者数はトップですが、難化が進んで少し敬遠傾向が出てきたのかもしれません。他校に受

験生が流れたようです。	 
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	 女子校も 500 名以上の学校を見てみます。グラフの見方は同じです。まず多い方から 25 番目までで

す。今年も豊島岡女子が 1 位、2 位は浦和明の星で、昨年と変わっていません。3 位は応募者が大きく

増えた洗足学園で、4 位の吉祥女子までが応募者数 2 千名を超えています。東京・神奈川の女子御三

家で登場している学校はありません。このあたりの事情は男子校と同じです。女子の場合、男子より

も中堅校が多くなっていますが、難度では中堅校の応募者が一番多いためです。さて、トップの豊島

岡女子、3 位の洗足学園、4 位の吉祥女子、6 位の大妻、7 位の共立女子は、いずれも 2 月 2 日の入試

の応募者が大きく増えています。サンデーショックの戻りの影響です。	 

ただ、洗足学園と吉祥女子の増加は、サンデーショックの戻りだけでなく、23 位の鷗友学園の応募

者大幅減の影響も大きくなっています。鷗友学園は人気の高い進学校ですが、今年から 3 回行ってい

た入試を 2 回に減らし、2 月 2 日の入試を 3 日に移行しました。応募者が大きく減るのは当然ですが、

これによって昨年なら同校を受験していたはずの受験生が洗足学園と吉祥女子に流れ込み、応募者が

大きく増えました。	 

	 受験率は男子校と同様、難関校ほど高くなる傾向、千葉・埼玉の学校が東京・神奈川の学校よりも

高くなる傾向があります。東京・神奈川の学校では 70％程度が多く、実際には 3 割が欠席しているこ

とになります。	 
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	 続いて 26 番目からも見てみます。ここまで来て初めて神奈川女子御三家の横浜共立が登場、東京の

御三家、女子学院と桜蔭も出てきます。この他、昨年よりも 10％以上増えたのは淑徳与野、跡見学園、

普連土学園、鎌倉女学院、江戸川女子で、鎌倉女学院は昨年の 2 月 1 日から今年は 2 日に移ったサン

デーショックの戻りの影響、跡見学園ははじめての午後入試の実施が応募者増加に結びつきました。

淑徳与野、普連土学園、江戸川女子は特に入試に変更はありませんでしたが、人気が上がっています。	 

	 

	 共学校、別学校を合わせた男女校のグラフも見てみましょう。男女両方が応募できることから学校

規模が男子校や女子校よりも大きい学校が多く、500 名以上だと学校数が多いため、グラフは 3 つに

なります。公立一貫校は含んでいません。また、通学圏が重なることから、茨城県南の学校も収録し

昨年・今年 1万名突破 

4152名 
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ました。	 

初の 30 校です。1 位は今年も栄東で、昨年よりも少し減ったものの、応募者数の合計は 1 万名を

超えました。ダントツのトップ、もちろん全国でもトップで、グラフからはみ出しています。同校は

計 5 回の入試を行っていますから応募者数が多くなる面はありますが、1 月 10 日のＡ日程だけで 6 千

名近い応募者数です。2 位は開智で、今年は 4,000 名を超えてグラフからはみ出しました。3 位は東京

都市大等々力、4 位は広尾学園、5 位は市川、6 位は三田国際学園、7 位が桐蔭学園で、ここまでが 3

千名を超えています。	 

	 男女校は、男子校や女子校に比べて千葉県や埼玉県の学校が多くなっていて、特に 1・2 位は埼玉県

ですが、これは埼玉県や千葉県の中学の多くが共学だからで、東京・神奈川の受験生も 1 月入試で千

葉県や埼玉県の学校に挑戦しますから、両県の共学校の応募者数は県内在住の受験生の数よりも増え

る傾向があります。	 

	 受験率は男子校や女子校と同じく難関校ほど高くなる傾向、千葉・埼玉の学校が東京・神奈川の学

校よりも高くなる傾向があります。東京や神奈川の女子校は 70％程度が多くなっていましたが、①に

登場する東京や神奈川の学校では 60％程度も多く、併願受験生が多いことがわかります。	 

	 

2 番目のグラフは 31 番目から 60 番目までです。男子校のグラフでは②の中ほどに筑波大附属駒場

が登場していますが、こちらも東大附属が登場しています。首都圏の国立校のうち、男子校は筑波大

附属駒場だけで、あとはすべて共学校(お茶の水女子大附属も共学です)ですが、東大附属は推薦と一

般の 2 回入試ですので、このグラフに登場しました。他の国立校は入試を 1 回しか行っていないこと

もあって、次の③のグラフにも登場しません。	 
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①②③のグラフを通して応募者の増加が顕著な学校を見てみます。昨年女子校から共学化した三田

国際学園と開智日本橋学園が今年も応募者を増やしており、三田国際学園は 42％増、開智日本橋学園

は 108％の大幅増加、人気がさらに上がっています。また、東京都市大等々力はＳ特選コースの人気

が上がって大幅に応募者が増加、広尾学園もインターナショナルコースや医進サイエンスコースが人

気で、応募者がかなり増えました。東京都市大等々力も広尾学園も、もともと女子校から共学化した

学校です。この 4 校に共通するのは、共学化時に以前の学校像を全面的に変えてしまったことで、実

質的には新設と言っていいほど変化しました。こうしたことが人気校になる一つの条件なのでしょう。	 

男子校から今年共学化したのは法政第二で、応募者が大きく増えました。男子の附属校が共学化し

た場合、広尾学園などのようなドラスティックな学校像の変化はなく、むしろ男子校に女子を受け入

れて、徐々に学校像が変わっていく傾向にあります。今回の共学化で多くの女子受験生が集まりまし

たが、男子も昨年より応募者数が増えていて、男子校・女子校が多い東京都や神奈川県でも共学校の

存在感が高くなってきました。	 

日本大学(日吉)も応募者が大きく増えていますが、これは午後入試を増設したためで、他校の午後

入試の応募者数に影響を与えています。この他、昨年より 10％以上増えたのは渋谷教育渋谷、山手学

院、青稜、淑徳で、だいぶ以前に男子校や女子校から共学化した学校ですが、進学校として定評があ

るだけでなく、共学校としての学校カラーが人気になっています。	 
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3. 学校選択の傾向 

 
上のグラフは、受験生の学力分布が幅広く、難度で分けにくい公立一貫校と、地方寮制校を除いた

1 都 3 県の難易度別応募者数の推移です。Ａグループは難関校、Ｂグループは上位校…と続き、Ｅグ

ループは入り易い学校になります。それぞれのグループの応募者数の合計を男女別に昨年と合わせて

グラフにしました。	 

まず人数的な面から。男子は上位校のＢグループが 多で、全体の 4 割弱を占めています。難関校

のＡグループと中堅校のＣグループがほぼ同数でＢグループの約半分、その次が比較的入り易い学校

のＤグループ、入り易い学校のＥグループは 少で全体の約 7％です。前項で御三家等は入試回数が

少ないだけでなく、憧れの記念受験が減って実質本位になったと書きましたが、Ｃグループまでで全

体の四分の三を超えますから、Ａグループはともかく、なるべくＢグループの学校には入りたい、そ

れが難しいなら、せめてＣグループを第一志望とし、Ｄグループ校を 後の押さえとして受験しよう

とする学校選択が主流で、Ｅグループ校はあまり考えていないことがわかります。	 

女子もＢグループが 多ですが、男子ほどは集中しておらず全体の 3 割ほどで、次いでＣ、その次

がＤグループになっています。難関校のＡグループはＤグループより少なく、男子ほど難関校志向は

高くありません。Ｂ・Ｃ・Ｄの 3 グループで全体の約四分の三で、Ａグループを第一志望、Ｂグルー

プを押さえにする受験生、Ｂグループを第一志望、Ｃグループを押さえにする受験生、Ｃグループを

第一志望、Ｄグループを押さえにする受験生が混在しています。ＡグループとＥグループではＡの方

が多いものの、全体の 1 割強がＥグループで、男子よりもＥグループ校の存在感が高くなっています。	 

昨年との対比では、男子はＡグループがやや増加、Ｂ・Ｅグループが減少し、Ｃ・Ｄグループは昨

年並みでした。女子はＡ・Ｄグループが昨年並み、Ｂ・Ｃグループがやや増加、Ｅグループは減少し

ています。今年は中学受験生が増加しましたが、男子はＡ、女子はＢ・Ｃグループ校の人気が増加の

けん引役だったことになります。Ｅグループは男女とも減少しています。個別の学校の人気ではいろ

いろありますが、全体にＥグループ校は男女とも受験生にあまり支持されなくなっています。	 
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4. 実際の入試は入り易かったか 

 

	 実際の入試が入り易かったどうかは学校ごとに異なりますので、まず前項の難易度別で見てみます。

グラフは 1 都 3 県男女合計の難易度別実質倍率(実受験者数÷合格者数)で、特待入試の一般合格やコ

ース制の下位コーススライド合格、繰り上げ合格は含みません。含めるとＣ～Ｅグループはもう少し

下がります。Ａグループは 2.7 倍、Ｂグループは 2.5 倍、Ｃグループは 2.2 倍で、受験生の 2 人に 1

人も合格しない「狭き門」ですが、Ｄグループは 1.6 倍で受験生の 6 割強は合格、Ｅグループは 6 人

に 5 人は合格します。Ｅグループでも不合格者はいますが、Ａ～Ｃグループよりはかなり「広い門」

になっています。中学受験生の多くは、小学校以外に塾や家庭教師でかなりの勉強をして臨みますか

ら、ステータスの部分もあって、実質倍率が低いと敬遠する傾向も見られ、それがＥグループの応募

者が減っている理由の一つになっています。「できればＣグループ以上、悪くてもＤグループ」の意識

です。	 

	 今度は日程でも見てみます。次のページのグラフで。代表的な日程で入試結果を合計し、平均の実

質倍率を求めました。1 月 10 日午前・午後、11 日午前・午後は埼玉県、20 日午前・午後、21 日午前

は千葉県、2 月 1 日～3 日午前と 1 日午後は東京都・神奈川県各校の合計です。こちらは公立一貫校も

含みますが、やはり特待入試の一般合格やコース制の下位コーススライド合格、繰り上げ合格は含み

ません。	 
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今年の埼玉県は 1 月 10・11 日とも 1.5 倍です。10 日は公立一貫校含めた数字で、私立だけならも

う少し下がります。平均が 1.5 倍というと、1 都 3 県合計のＤグループレベルですが、埼玉県の学校

がＡグループで 2 倍を超えるものの、他はすべて 1 倍台で、Ｃグループは 1.3 倍しかありません。他

都県に比べ、実質倍率の水準が低くなっています。これは特に東京都や神奈川県の受験生が「お試し

受験」で挑戦するケースが多く、比較的高難度の学校でも、多くの受験生がいる代わりに合格者も多

いことから起きる現象です。実力がなければ合格しないのは埼玉県も同じですが、全体に合格し易く、

「1 点を争う」ような厳しい入試はあまり多くありません。千葉県の 1 月 20 日は 1.7 倍、21 日は 2

倍ですが、20 日の方が合格しやすい学校が多いためです。東京都・神奈川県は 2 月 1 日午前・午後が

2 倍を若干切る水準、2 日がやや上がり、3 日は 3.9 倍です。3 日が極端に高倍率なのは東京都も神奈

川県も公立一貫校の入試日だからですが、私国立中だけでも 2.9 倍で、他の日程よりも高くなってい

ます。全体に後ろの日程に行くほど高倍率で厳しい入試になっていますが、その一方で東京都・神奈

川県は多くの受験生が第一志望校を 2 月 1 日午前に設定します。受験作戦上は、緊張するタイプの受

験生になるほど 1 日午前は押さえの学校を配置したいところですが、なかなかそのようにはうまくい

かず、後ろの日程で押さえの学校を配置することになり、高倍率で合格に苦労するケースもあります。

だからこそ 1 月中に埼玉県や千葉県の学校で合格を勝ち取ったり、午後入試(午後からの入試で 1 日に

2 校受験できるのは、首都圏や近畿圏の中学受験くらいです)の受験が広がるわけです。	 

	 

以下、地域別にさらに見てみます。	 
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［東京 23区］概況 中学受験は拡大に転じる 
東京 23 区の公立小 6 生徒数は約 58,800 名で、昨年より約 400 名減っています。東京 23 区内の中学

受験の応募総数は、私立、国立、公立一貫校の合計で、2 月 22 日現在、1 月までの帰国入試を含めて

約 126,800 件です。入試結果未公表の学校や、3 月に二次募集を行う学校もあり、 終的にはこれら

の応募者数が上乗せされますが、昨年の 終は約 125,200 件でしたから、昨年を上回りました。昨年

版のこの資料集で、「全体的には、中学受験志向が弱まっているものの、東京 23 区内については下げ

止まった」と書きましたが、増加に転じたと言ってよさそうです。	 

下のグラフは東京 23 区内の 2 月 1 日以降の中学受験の応募者数を日程別に合計し、一昨年、昨年と

比較したものです。今年は速報値で、私立、国立、公立一貫校の合計ですが、都内で実施される地方

寮制校の入試は含んでいません。グラフのように昨年よりも応募者数が増えているのは2月1日午前、

3 日午前と 1・2・3 日の午後で、速報値では 1 日午前と 3 日午前がそれぞれ 800 件以上、午後入試は

約 300～1,000 件増加しています。一方、2 日午前は約 1,000 件、4 日午前は約 100 件、5 日午前は約

600 件減少しています。入試日程は 1 月までの帰国生入試など、これだけではありませんが、グラフ

で紹介している範囲だけでも 1,700 件以上の増加です。出願していても実際には欠席するケースもあ

りますが、出席率が高い 2 月 1 日午前・午後が増加していることは注目です。	 

	 

もっとも、中学受験に詳しい方なら、昨年がサンデーショックの年で、今年はサンデーショックに

よる日程移動から戻る年にあたることから、2 日午前が減って 1 日午前が増えるのは当然、と考える

かもしれません。この点は冒頭の検証記事で触れていますので細かいことは割愛しますが、昨年、例

年なら 1 日午前の入試を 2 日午前に動かした女子学院、立教女学院、東洋英和などが今年は 1 日午前

に復帰しました。これによって昨年は可能だった 1 日午前の他校とこれらの学校の併願が不可能にな

ることから、23 区の学校では 1 日午前の応募者減につながる傾向にあります。それなのに今年は応募

者が増えたわけです。また、神奈川県のページのグラフと比べるとわかりますが、サンデーショック

の影響は難関・上位校の一部に限られ、中堅前後の学校ではあまり影響していません。東京 23 区と神

奈川県の入試規模の違いから、神奈川県ではグラフに如実に表れるのに対し、東京 23 区では応募者数

を各校合計するとサンデーショックの影響が小さくなってしまいます。こうしたことから、特に 2 月

1 日午前の応募者数の増加は、「中学受験生の増加」と考えられるわけです。	 

2 月 2 日午前の減少は、1 つはサンデーショックの戻りの影響ですが、もう 1 つは人気校の鷗友学園

が 3 回入試から 2 回入試に移行し、2 日午前の入試を取りやめたことで、2 日午前のマイナス約 1,000
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件の 6 割が同校の入試取りやめの影響です。入試取りやめで、例年なら同校を考えていた受験者層の

多くは、多摩地区の吉祥女子や神奈川県の洗足学園に流れましたから、東京 23 区としては比較的大き

なマイナスになったわけです。女子校の話題ばかりになってしまいましたが、2 日午前の減少は男子

校にも見られます。多摩地区の桐朋が 2 日に入試を新設、2 回入試になって多くの受験生を集めたか

らで、増えた受験生の多くは 23 区からでした。	 

2 月 3 日午前は公立一貫校の入学者選抜ですが、こちらは応募者が減っていて、私立中増加が全体

の増加につながりました。鷗友学園が 2 回目を 3 日午前に設定したこともありますが、もともと複数

回入試を行う上位校では 3 日午前が入試日の学校が多く、こうした学校の人気が上がったことが増加

の理由です。また、午後入試は今年も新たな実施校や回数増加校があり、近年共学化で高い人気にな

った学校、昨年なら三田国際や開智日本橋学園、東洋大京北、一昨年以前の共学化ですが、今までの

学校像が大きく変わって新しいイメージの人気校になったかえつ有明、広尾学園、東京都市大等々力

などは、いずれも午後入試を実施していて、今年も多くの受験生を集めています。こうしたことが午

後入試の応募者増加につながっています。	 

	 

今度は、難易度による志望校選択の傾向を見てみます。上のグラフは各校の応募者数を難易度別に

上からＡ～Ｅの 5 段階にグルーピングして合計し、昨年と比べたものです。グルーピングは各年の入

試直前の予想難易度をもとにしていて、毎年の受験生がどの難易度の学校をどけだけ希望しているか

を表しています。公立一貫校は受験生の学力分布が幅広いため外しています。共学・別学校の応募者

はそれぞれ男女別に集計し、男子校・女子校と合計していますが、男女別の内訳が未公表の学校は応

募者数の半分ずつをそれぞれ男子・女子に合計しました。	 

全体的な傾向では、男子は上位校のＢグループの応募者がダントツに多く、全体の 4 割近くを占め

ます。次に多いのがＣグループ、その次がＡグループ、Ｄグループで、Ｃ・Ａ・Ｄグループはあまり

差がないように見えますが、東京 23 区は応募者数が一番多い地域ですから、1,000 件程度の差はあり

ます。Ｅグループは一番少なくなっていて、人気はＤグループの学校までなのが実態です。昨年との

対比では、Ｃグループが約 1,000 件の増加、Ａ・Ｄグループも増えていますが、Ｂ・Ｅグループはや

や減っています。Ｂグループの受験者層がＡ・Ｃグループに流れ、ＥグループからＤグループへの受

験生の流れも見られる結果です。	 

女子はＣグループが 多で、Ｃグループを頂点とする山型の分布です。ＢグループとＤグループを

比べると約 1,000 件多くなっていて、 難関校とは言わないまでも上位校の方が高い人気です。Ａグ
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ループとＥグループの応募者数はＢ・Ｄグループよりずっと少ないのですが、男子よりもＥグループ

の応募者が多くなっています。昨年との対比では、Ｃグループが 1,000 件近く増えていて、中学受験

志向上昇の女子の中心です。Ｂ・Ｄグループはほぼ昨年並み、Ａ・Ｅグループはやや減っていますが、

Ａグループはサンデーショックの戻りで応募者が減ったのに対し、Ｅグループは学校の人気の影響で

す。男子ほど難関・上位校志向は強くないのですが、それでもＥグループは敬遠傾向が現れています。	 

	 学校ごとの応募状況については紙面の関係で省略しますが、各回合計の応募者数が 200 名以上の学

校では次の通りでした。	 

①	 応募者が昨年より 30％以上増えた	 

佼成学園、白百合学園、文京学院大女子、青山学院、郁文館、開智日本橋学園、青稜、東海大付高輪

台、東京都市大等々力、日大第一、三田国際学園	 

②	 応募者が昨年より 10％以上 30％未満増えた	 

足立学園、学習院、暁星、芝、日大豊山、武蔵、跡見学園、江戸川女子、大妻、麹町学園女子、豊島

岡女子学園、普連土学園、目黒星美学園、和洋九段女子、上野学園、共栄学園、渋谷教育渋谷、淑徳、

成城学園、帝京大系属帝京、東京学芸大国際、広尾学園	 

③	 受験率が 90％以上(公立一貫校は高いので省略)	 

麻布、開成、駒場東邦、武蔵、早大高等学院、桜蔭、香蘭女学校、女子学院、女子美大付属、雙葉、

立教女学院、青山学院、東京学芸大国際、東京大学附属	 

④	 受験率が 70％以上、90％未満	 

海城、学習院、攻玉社、芝、芝浦工業大、城北、巣鴨、高輪、筑波大附属駒場、本郷、明大付属中野、

立教池袋、早稲田、江戸川女子、鷗友学園女子、大妻中野、品川女子学院、十文字、頌栄女子学院、

白百合学園、富士見、上野学園、お茶の水女子大、共栄学園、慶應中等部、国学院久我山、駒込、渋

谷教育渋谷、成城学園、筑波大附属、東京学芸大世田谷、東京学芸大竹早、東京成徳大学、東京農大

第一、広尾学園、宝仙学園理数、安田学園	 

	 

[東京多摩地区]	 概況	 応募総数は増加に転じるが、人気校・不人気校の格差が拡大	 

今年の多摩地区の公立小 6 生徒数は約 34,300 名で昨年より約 400 名減少しています。昨年は僅かで

すが増加していましたが、今年は再び減少です。1 月までに実施される帰国入試を含めた、2 月 22 日

現在の中学受験の応募総数は私立、国立、公立一貫校の合計で約 26,500 件となっていて、昨年 終と

ほぼ同じになりました。一部に入試結果未公表の学校や、追加入試などがあり、今後その分が上乗せ

されると昨年を上回ることになりますが、有名大学附属校を中心に、23 区内からの受験生も多い地域

ですので、多摩地区の中学受験志向が拡大しているとは言いにくいのが残念なところです。	 
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上のグラフは中学受験の各校の応募者数を日程別に集計して一昨年、昨年と比較したものです。私

立、国立、公立一貫校の合計です。今年は速報値です。全体的な傾向では、今年は 2 月 1 日午前の応

募者数が減って、2 日午前が増えていますが、1 つには冒頭の検証記事で取り上げた「サンデーショッ

クの戻り現象」の影響で、この地域では吉祥女子にもっとも影響が出ています。1 日午前の応募者が

減って2日午前が増えています。特に2日午前は、東京23区内の鷗友学園が3回入試を2回に減らし、

2 日は入試を行わなくなったため、昨年までなら鷗友学園に挑戦したであろう受験生が吉祥女子に流

れ込み、サンデーショックの戻りの年以上に応募者が増えたこと、男子校の桐朋が 2 回入試に踏み切

り、2 日午前に入試を新設、多くの受験生が集まったことが増加の中心です。	 

3 日午前は厳密には増えていますが、ごく僅かで昨年並みといえます。この日は都立の一貫校の選

抜日ですが、こちらは応募者数が減っていて、私立が増えたから昨年並みになりました。3 日は有名

大学の附属校の 2 回目の入試が多いのですが、これらの応募者数は合計すると昨年並みで、3 日午前

の増加の中心は日大第三です。同校は 3 回入試を復活、この日に入試を設定しました。4 日午前、5

日午前は昨年並みですが、午後入試はどの日程も応募者が減っています。特に 1 日午後は毎年減って

いることがわかります。この点は都心志向で、午後入試で多摩地区の学校を選ぶ受験生が減り、東京

23 区の学校を選ぶケースが増えてきたためです。多摩地区で午後入試を行っているのは中堅校で、人

気がある有名大学附属校はいずれも午後入試を実施していませんが、併願で中堅校を選ぶ場合でも 23

区内、と考える受験生が増えています。	 
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次に難易度別の志望校選択の状況を見てみます。グラフは各校の応募者数を、難易度別にＡ～Ｅの

5 段階にグルーピングして合計し、昨年と比べたものです。グルーピングの説明は 23 区の通りです。	 

Ａグループは早稲田実業しかありません。グラフはそのまま早稲田実業の応募者数ですが、今年は

男女とも応募者がほぼ昨年と同数でした。Ｂ～Ｅグループでは、男子も女子もＢグループが 多です

が、応募者数の規模が違います。このグループの男子校が桐朋 1 校なのに対して女子校は大妻多摩、

吉祥女子、晃華学園と 3 校あることからこのような差になります。男子のＣ・Ｄグループは 2,000 件

あまりでいずれも昨年より減っています。Ｅグループは 1,400 件あまりでこのグループも減少してお

り、Ｂグループの増加が際立ちますが、これは桐朋が 2 回入試になったためです。	 

女子はＤグループが次に多く、その次はＣ、一番少ないのがＥグループですが、ＣグループとＥグ

ループは 300 件程度の差しかありません。昨年との対比ではＢグループが若干減ったものの、ほぼ昨

年並みで、Ｃ・Ｄグループは増えています。Ｅグループは昨年並みです。東京 23区は中学受験志向
が拡大に転じましたが、多摩地区では女子の中学受験志向が拡大に転じたものの、男子はまだ、とい

った分布で、早稲田実業は別として男女とも上位校志向が強く、入り易いＥグループの人気はいまひ

とつでした。 
やはり学校ごとの応募状況については省略しますが、各回合計の応募者数が 200 名以上の学校では

次の通りでした。	 

①	 応募者が昨年より 30％以上増えた	 

桐朋、日大第三	 

②	 応募者が昨年より 10％以上 30％未満増えた	 

吉祥女子、共立女子第二、成蹊、中央大附属、明治学院	 

③	 受験率が 90％以上(公立一貫校は高いので省略)	 

創価、早稲田実業	 

④	 受験率が 70％以上、90％未満	 

桐朋、明法、吉祥女子、晃華学園、成蹊、中央大附属、八王子学園、法政大学、明大中野八王子、明

大付属明治	 

	 

[神奈川県] 難関・上位女子校は受験生の動きが変化、応募総数はやや増加へ 
神奈川県内の公立小 6 生徒数は約 77,500 名で、昨年より約 500 名の減少です。2 月 22 日現在の県

内の中学入試の応募総数は、国立・私立・公立一貫校の合計で約 51,700 件となっていて、昨年の 終

とほぼ同じです。まだ入試結果未公表の学校や、二次募集実施校があり、今後応募者数は上乗せされ

ていきますので、 終的には昨年の水準を少し上回りそうです。ただ、県内だけでは生徒数が減って

いること、県内各校にも東京からの応募者が少なくないことから、県内の中学受験志向が高くなって

いるとは言いにくい状況です。	 
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上のグラフは今年の県内中学入試の応募者数を日程別に合計して一昨年、昨年と比較したもので、

今年の数字は速報値です。県内で実施される地方寮制校(早稲田系や日大系)の入試結果は含んでいま

せん。全体的な傾向では 2 月 3 日午前が 多ですが、これは公立一貫校と国立校がすべて 2 月 3 日に

集中しているからです。2 月 1 日午前と 2 日午前を比べると凹型と凸型になっていますが、これは昨

年のサンデーショックの影響です。冒頭の検証記事で触れていますので細かい説明は割愛しますが、

横浜女子御三家のフェリス、横浜共立、横浜雙葉の 3 校が昨年は日曜日を避けて 2 月 1 日午前から 2

日午前に移動、今年はもとに戻ったため、受験生の動きが変化しています。受験生の動きは、この 3

校に限らず、この 3 校と併願受験生が多い学校も変化しますが、通常ならこの 3 校と湘南白百合や鎌

倉女学院を併願するのが定番で、この両校は例年なら 2 日午前に実施していた入試を 1 日午前に動か

し、今年は元に戻しましたが、東京都内の各校とフェリスなどを併願する受験生の影響でこのような

結果になっています。	 

	 さて、2 日午前はこの他にも青山学院横浜英和や共学の関東学院、横須賀学院が昨年は 2 日午前に

実施していた入試が 1 日午前に戻って、その分応募者が減っていますが、法政第二と洗足学園が大き

く応募者を増やしました。法政第二は男子校から共学化して高い人気、洗足学園はサンデーショック

の戻りの影響だけでなく、東京都内で鷗友学園が 3 回入試から 2 回入試に切り替えて 2 日午前の入試

を取りやめたことから、今までなら鷗友学園に挑戦していたであろう受験生が洗足学園に流れ込み、

応募者が大きく増えました。それにもかかわらず一昨年並みの応募者数なのは、他に受験生が減って

いる学校があるからで、県内の中学受験志向が高くなったとは言いにくい理由がここにあります。	 

	 3 日午前は、公立一貫校の人気が一段落したこと、私立も全体としては人気が上がっていないこと

から応募者が減っています。4 日午前が大きなマイナスにならずに昨年並みなのは、法政第二の 2 回

が大人気になったからで、同校を除けば減少しています。1 日午後はグラフのように応募者数の増加

が続いていて、今年は約 600 件増えました。増加の中心は日本大学(日吉)が午後入試を追加したから

で、コース制の実施もあって高い人気になりました。2 日午後も僅かですが増えていて、1 日以外の午

前入試の応募者数がマイナス傾向なのに対して午後は人気が高くなっていますが、その分入試の早じ

まい傾向が強くなったと言えます。	 
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ところで、応募者が減っても実際の受験者数はそれほど減らず、受験率が大きく上がった入試があ

ったことが目立ちました。桐蔭学園の 4 次や、鎌倉学園・逗子開成の各 2・3 次などが顕著です。共通

点はウェブ出願で、早い段階で前もって出願しておく受験生が減り、必要な受験生だけが出願してい

く傾向が現れ始めました。直前でも自宅から出願できるためです。東京都内でもウェブ出願の学校は

かなり増えていますが、神奈川県ほどは出願行動に影響していないようで、この違いは出願開始から

入試までの期間の長さの違いかもしれません。神奈川県の場合、冬休み明けから出願開始になるのに

対して、東京都内は 1 月 20 日からで、神奈川県の方が応募状況を見ながら柔軟に併願先を 終決定で

きる余裕がとれます。ウェブ出願は、今年から本格的に拡大していますから、来年以降も「出願が減

って受験率は上昇する」傾向が続くかはなんとも言えませんが、注目したい動きです。	 

	 

次に難易度による志望校選択の傾向を見てみましょう。上のグラフは 23 区などと同様、応募者数を

難易度別にＡ～Ｅの 5 段階にグルーピングして合計し、昨年と比べたものです。	 

まず全体的な傾向から。男女とも上位校のＢグループの応募者が一番多いのですが、応募者数はか

なり差があり、男子は応募総数の約 4 割がこのグループです。次いで多いのがＡグループ、約 500 件

の差でその次がＣグループ、約 1,500 件減ってＤグループ、 少がＥグループで、Ｅグループは男子

全体の 5％強しかありません。難関・上位校の人気が高く、入り易くなるほど人気が下がっていくこ

とがわかります。女子はＢグループを筆頭に、Ｃ・Ｄ・Ｅグループと、入り易くなるにつれて 1,600

～2,300 件程度ずつ減っています。やはり上位校志向は高いのですが、男子よりもＢグループの応募

者が少ないこと、難関校のＡグループの応募者がＥグループよりやや少なく、中堅校の人気もそれな

りに高いことがわかります。	 

昨年との比較では、男子のＡ・Ｃグループがやや増加、Ｂ・Ｄ・Ｅグループは少しずつ減っていま

す。昨年ならＢグループに応募していた受験生がＡ・Ｃグループに流れ、Ｄ・Ｅグループは人気低下、

といった状況です。女子はＢグループの応募が大きく増えていますが、サンデーショックの戻り、後

述しますが鷗友学園の影響もあっての洗足学園の大幅増加、法政第二の共学化がこのグループに集中

した影響、Ｃグループは日本大学(日吉)が増加の中心です。Ａグループは約 300 件減少していますが、

サンデーショックの戻りの影響、Ｄ・Ｅグループは男子同様、人気が下がっています。	 

各回合計の応募者数が 200 名以上の学校では次の通りでした。	 

①	 応募者が昨年より 30％以上増えた	 

藤嶺学園藤沢、日本大学、法政第二、山手学院	 
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②	 応募者が昨年より 10％以上 30％未満増えた	 

慶應普通部、鎌倉女学院、湘南白百合学園、洗足学園、慶應湘南藤沢、自修館、相洋、横浜国大横浜、

横浜翠陵、横浜隼人	 

③	 受験率が 90％以上(公立一貫校は高いので省略)	 

栄光学園、鎌倉学園、慶應普通部、逗子開成、湘南白百合学園、フェリス女学院、横浜雙葉	 

④	 受験率が 70％以上、90％未満	 

浅野、サレジオ学院、聖光学院、カリタス女子、洗足学園、公文国際学園、湘南学園、中央大学附属

横浜、日本大学、日本大学藤沢、法政第二、横浜国大横浜	 

	 

[千葉県] 概況 応募総数は東葛飾開校で増加 

	 

千葉県の私立中学入試は 12 月 1 日開始の推薦(第一志望・専願)入試と、1 月 20 日開始の一般入試

の 2 本立てです。常磐線・つくばエクスプレス線方面では一般入試しか行っていない学校が多く、総

武線・京葉線・京成線方面では難関・上位校を除いて推薦入試・一般入試とも実施している学校が多

くなっています。今年の県内公立小 6 年生は約 54,200 名で、昨年より約 1,100 名の減少です。県内中

学入試の応募総数は 2 月 22 日現在約 27,600 件でした。一部に未公表校があり、この分が公表される

とさらに上乗せされますが、昨年の 終が約 27,300 件でしたので、すでに上回っています。県内の公

立小 6 年生は大きく減少しており、普通に考えれば応募者が減るはずですが、増加しているのは公立

一貫校の東葛飾の開校で、県立千葉を上回る応募者がありました。常磐線・つくばエクスプレス線方

面の中学受験の拡大にもつながっていますが、千葉市や京葉線・総武線方面などのエリアの中学受験

志向は拡大していません。	 

上のグラフは各校の入試の応募者数を日程別に合計して一昨年、昨年と比較したものです。今年の

数値は速報値です。12 月の入試は、県立千葉・東葛飾の 1 次と私立の推薦・第一志望入試、12 月実施

の帰国生入試の合計です。また、1 月 20・22・23 日は午前入試と午後入試の合計で、一昨年は 1 月 22・

23 日に午後入試があったため、このような表記としていますが、昨年・今年と午後入試は 1 月 20 日

のみになっています。	 

	 昨年との比較では 12 月入試の応募者数が大きく増えているものの、他の日程は昨年並みか減ってい

ます。12 月入試の伸びは、一番は東葛飾の応募者ですが、千葉日大第一が 12 月入試を開始したこと

も増加につながっています。今年から新設の千葉日大第一は別として、私立 12 月入試は全体的に以前
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よりも応募者が減ってきて、中には定員を下回る学校も出るようになってきました。もともと 12 月入

試は優遇扱いの入試で、合格したら必ず入学する代わりに、合格ラインが少し下がりますが、以前よ

りも 1 月 20 日からの一般入試が入り易くなってきて、無理に 12 月入試でなくても一般入試を受験す

ればよい、その分他校と併願できて、上位校の合格のチャンスがある、と考える受験生が増えている

ようです。	 

	 1 月の入試は 20 日午前・午後、21 日、22 日とも少しずつ減っていて、減少傾向が見えるグラフで

すが、20 日についてはグラフ作成時点で千葉大附属の応募者数が未公表だった影響もあり、例年並み

なら昨年をやや上回る応募総数になるでしょう。昨年の 21 日の増加は、麗澤が入試を新設した影響で

すが、今年は人気が落ち着いて、各校合計ではマイナスです。24 日は凸型が目立ちますが、市立稲毛

が一昨年 25 日、昨年 24 日、今年は 30 日に移動しているためで、一昨年から昨年にかけて 25 日の応

募者数が、市立稲毛が移動してもあまり減っていないのは、前述の麗澤がここでも大きく応募者を増

やしていたからです。	 

千葉県の 1 月 20 日～22 日ごろまでの入試は、東京や神奈川などの受験生が 2 月 1 日からの本番に

備えて受験するお試しの場として活用されてきました。しかし、お試し受験生が 1 月 10 日から始まる

埼玉県の私立中学入試に向かうようになり、応募者が減少するようになっています。今年は東京 23

区で受験生が増加に転じているのに減少傾向になのは、今年もその傾向が続いているからでしょう。	 

次に難易度別の志望校選択の状況を見てみます。下のグラフです。説明はここまでの各地区と同じ

です。	 

東京 23 区や多摩地区、神奈川県や埼玉県とは異なり、男女とも難関校のＡグループが 多で、男子

はＢ、Ｃ、Ｄ…と入り易くなるほど応募者が減少、スキーのジャンプ台のようなグラフです。女子は

Ｄグループが 少で、ＥグループはＣグループに近い応募者数です。男子は応募総数の約半分、女子

も約三分の一がＡグループです。県内の中学受験生の半分や三分の一がＡグループ校に応募するとは

考えられませんから、東京都や神奈川県から多くの受験生が集まっているわけです。昨年との比較で

は、男子はＤグループ以外、200～300 名ずつ減っています。前述のように未公表の学校がありますか

ら、 終的にはもう少し差は縮まりますが、中学受験が拡大、とは言いにくい状況です。女子はＡ・

Ｂグループが約 100 件ずつ増加して、難関・上位校の人気ぶりを示していますが、Ｅグループは減少

していて、入り易い学校の人気は低下しています。	 
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各回合計の応募者数が 200 名以上の学校では次の通りでした。	 

①	 応募者が昨年より 30％以上増えた	 なし	 

②	 応募者が昨年より 10％以上 30％未満増えた	 

二松学舎大柏	 

③	 受験率が 90％以上(公立一貫校は高いので省略)	 

国府台女子学院、市川、渋谷教育幕張、昭和学院、昭和学院秀英、千葉大附属、東海大付属浦安、東

邦大付属東邦、成田高校付属、八千代松陰	 

④	 受験率が 70％以上、90％未満	 

千葉日大第一	 

	 

[埼玉県] 概況 応募総数は昨年に続いてやや減少の見込み 

	 

埼玉県内の公立小 6 生徒数は約 63,700 名で昨年より約 1,000 名減少しています。県内の公立中高一

貫校を含む中学入試の応募総数は、2 月 22 日現在では約 44,100 件で、昨年の 終に対して 2％近い減

少です。入試結果未公表の学校や 3 月になってから実施される入試などもあるため、応募総数はもう

少し増える見込みですが、昨年並みの応募総数には届かず、やや減るとみられます。県内では本庄第

一高校に中学が新設されましたが、なかなか「地域の中学受験が拡大した」とは言いにくい点が残念

なところです。	 

上のグラフは、県内中学入試の日程別の応募者数の合計を一昨年、昨年と比較したものです。一部

に入試結果未公表の学校や入試があって、今年の数値は速報値です。私立中学だけでなく公立一貫校

も含んでいます。本来は国立も含むところですが、埼玉大附属は 2 月 1 日が入試でグラフには含まれ

ていません。	 

日程別ではグラフのように 1 月 10 日の午前入試が 大規模で、2 番目の 11 日午前の入試の 2 倍近

い応募者数があります。昨年は 10 日午前の応募者が増えましたが、市立浦和が前年の 11 日から 10

日に移ったことが理由です。今年は市立浦和の応募者が減ったこと、私立でも多くの受験生を集める

栄東や西武文理が減少したことで減っていますが、複数日程で入試を行う私立の場合は 1 月 10 日集中

現象が少し緩和した面も見られます。11 日午前も減っていますが、これは栄東の東大選抜Ⅰが 12 日

に移ったからで、12 日の増加はこれが理由です。13 日も大きく減っていますが、西武文理や東京農大

第三などが他の日程に移ったためです。これらに対して 10 日午後、11 日午後、14 日、15 日は小幅で
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すが昨年よりも応募者が増えています。人気が上がっている私立中の応募者が増えたためですが、応

募者数そのものが少なく、全体の応募者数の増加には結びついていません。	 

	 

次に難易度による志望校選択の傾向を見てみます。上のグラフは、各校の応募者数を学校の難易度

別にＡ～Ｅの 5 段階にグルーピングして昨年と比べたものです。説明は他地区と同じです。	 

まず男子は、上位校のＢグループが 多ですが、応募総数の約 4 割を占めています。次点のＣグル

ープとの差は約 3,800 件で、大きな差です。Ｄグループはそれより約 1,300 件少なく、さらに約 400

件少ないのが難関のＡグループです。Ｅグループはごく僅かの応募者数です。 難関校はともかく、

上位コースになるほど人気が上がる傾向にあります。女子もＢグループは 多ですが、男子ほどは集

中せず、その次はＣ・Ａ・Ｄグループの順番です。Ａ・Ｄグループはあまり差がありません。Ｅグル

ープは男子同様僅かです。昨年との対比では、Ａグループが 300 件以上増加、Ｂ・Ｃグループは 300

～500 件程度減少していますが、Ｄ・Ｅグループはほぼ昨年並みで、難関校の人気は上がっています。

女子はＡ・Ｂグループが 300～400 件程度増加、グループは約 700 件、Ｄグループは約 100 件減少、Ｅ

グループは昨年並みで、難関・上位校の人気が上がっている状況で、入り易い学校は「別世界の固定

人気」といった傾向です。	 

各回合計の応募者数が 200 名以上の学校では次の通りでした。	 

①	 応募者が昨年より 30％以上増えた	 なし	 

②	 応募者が昨年より 10％以上 30％未満増えた	 

立教新座、淑徳与野、開智、開智未来、狭山ヶ丘高付属、本庄東高校附属	 

③	 受験率が 90％以上(公立一貫校は高いので省略)	 

立教新座、浦和明の星女子、淑徳与野	 

④	 受験率が 70％以上、90％未満	 

大妻嵐山、大宮開成、開智、埼玉栄、栄東、西武学園文理、西武台新座、聖望学園、武南、本庄東高

校附属	 

	 




