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1.	 概況	 応募総数は減少、実受験者数は横ばい、受験生が東京に流れた？	 

神奈川県内の公立小6児童数は

約75,700名で、昨年より約1,800

名の減少です。2月15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

50,900件となっていて、昨年の

終より約600件の減少です。応募

者が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

数はもう少し上乗せされますが、

終的に昨年の水準に届くのは難

しいでしょう。今年はサイエンス

フロンティアの開校があり、応募

者数が増えることが期待されてい

ましたが、私立の応募者数の減少	 
	 

	 

で、合計ではマイナスになりそうです。ただ、実際の

受験者数は昨年並みに近い水準が見込まれます。これ

は、サイエンスフロンティアの開校に伴う増加分もあ

りますが、私立の受験者数が、応募者の減少ほどは減

っていないこと、言い換えれば、出願しておいて受験

しない、いわゆる欠席率が下がったからです。私立は

複数の学校や入試回次に出願が可能で、実際に受験す

るかどうか決まっていなくても、とりあえず出願して

おくケースが多く、昨年の実績でも応募(出願)総数の

3 割近くは、実際には受験していません。今年は児童

数の減少の中で受験者数はほぼ変わらないものの、「と

りあえず」の出願が減って応募総数に反映しなかった

結果でした。	 

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

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、これは公立一貫校が

すべて3日に集中しているからです。昨年との比較で

は2月 1日午前が少し減って、2日午前は僅かですが

増加、3日午前と4日午前は昨年並み、5日午前は少し

減っています。午後入試は 1 日午後が若干減、2 日午

後と3日午後はほぼ昨年並みです。入試日程はグラフ

の日程だけではありませんが、他の日程はかなり小規

模です。ですから、今年の応募者減少の主要因は2月

1日午前の減少です。	 

2 月 1 日午前は、第一志望校に挑戦する受験生が多

い日です。もちろん、県内では栄光学園や聖光学院 1

回、浅野、あるいは公立一貫校など、2 日や 3 日の学

校が第一志望の受験生も少なくないのですが、人数面

では1日が第一志望の受験生が多数派です。その日程

で応募者が減っている以上、東京、特に23区内の学校

に流れる受験生が増えてきたのでしょう。特に児童数

が多い横浜、川崎、相模原の各市では、都内まで電車

であまり時間がかからない地域が多く、都県境を意識

しないで受験生は動きます。県内各校よりも都内校、

といった選択の受験生が増えたのでしょう。	 

なお、一昨年から昨年は 1 日午前がかなり増えて、

2 日午前や 3 日午前が減っていますが、これは一昨年

がサンデーショックで、昨年はその戻りがあったから

です。サンデーショックはプロテスタント系女子校を

中心に、日曜日と入試日程が重なると入試日程を動か	 
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すことで	 併願の関係が大きく変

わって受験生の学校選びに大きな

影響を与えるものです。グラフの

変動はその結果として捉えてくだ

さい。	 

次に、難易度による志望校選択

の傾向を見てみます。右のグラフ

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

の学校をどれ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

はそれぞれ男女別で集計し、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・女子で合計しました。昨年は

昨年用の予想難易度、今年は今年

用の難易度を用いていますので、

それぞれのグループに含まれる学

校は、昨年 終と今年とでは異な

る場合があります。	 

まず全体的な傾向から。男女と

も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Ｂグループ集中傾向

が目立っています。今年も応募者

が増えています。昨年はＢグルー	 

 
◎	 難易度別グルーピング 
本資料集では出願動向の分析のため、各校の代表的な入試難易度で神奈川

県私国立中を次のようにグルーピングしました。学校ごとの教育内容の優劣

を表すものではありません。 
Ａ…浅野・栄光学園・慶應湘南藤沢・慶應普通部・聖光学院 
・フェリス女学院・横浜共立学園・横浜雙葉 
Ｂ…鎌倉学園・鎌倉女学院・神奈川大附属・公文国際学園・サレジオ学院 
・湘南白百合学園・逗子開成・洗足学園・中央大学附属横浜 
・桐蔭学園(中等・理数)・日本女子大附属・日本大学・法政第二・山手学院 
Ｃ…青山学院横浜英和・カリタス女子・関東学院・自修館・湘南学園 
・清泉女学院・桐光学園・日大藤沢・聖園女学院・森村学園 
・横浜国大附属横浜 
Ｄ…神奈川学園・聖セシリア女子・捜真女学校・鶴見大附属(難関) 
・桐蔭学園(男子部在来・女子部普通)・東海大付属相模・藤嶺学園藤沢 
・横須賀学院・横浜国大附属鎌倉・横浜女学院 
Ｅ…アレセイア湘南・大西学園・鎌倉女子大学・関東学院六浦 
・函嶺白百合学園・北鎌倉女子・相模女子大学・聖ヨゼフ学園・聖和学院 
・相洋・橘学苑・鶴見大附属(進学)・武相・緑ヶ丘女子・横浜・横浜翠陵 
・横浜創英・横浜隼人・横浜富士見丘 
 

プの次がＡグループで、それより少し少ないのがCグ

ループでしたが、今年はＣグループの応募者が減って、

差が大きくなっています。Ｄ、Ｅグループと、応募者

が減っていきますが、今年はＥグループの応募者がや

や増えていることが注目されます。Ｅグループの応募

者数は昨年並みか減っている地域が多い中で、珍しい

ことです。ただ、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に変わりはありま

せん。	 

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応募者が減っています。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、中堅校の人気が高いこと

がわかります。Ｂグループは若干ですが、昨年より応

募者が増えていているものの、Ｃ・Ｄグループは少し

ずつ減っていて、中堅校人気にもやや陰りが出ている

ようです。 
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以下、各地域別に入試状況を見ていきます。なお、

相模原中等、平塚中等、市立南高校附属、市立横浜サ

イエンスフロンティア高校附属、市立川崎高校附属に

ついては、公立一貫校の概況をご覧ください。 
 
2.	 川崎・横浜地区	 

＜男子校＞	 

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、 近2～3年は安定し

てきました。しかし今年は再びこの現象が見られ、栄

光学園に受験生が流れたようです。2月 2日の1回は

やや応募者が減り、その影響で4日の2回も少し減っ

ています。合格 低点は1回がやや上がっていて、受

験生の学力層はむしろ少し上がったようです。帰国と

2 回は昨年並みでした。浅野は昨年まで応募者が少し

ずつ減っていて、昨年は増加しましたが、今年は再び

少し減りました。2月3日の入試ですから、1日午前な

どで合格を決めた受験生が3日まで挑戦しなくなって

きていることが考えられますが、合格 低点は昨年並

みですから、受験生が絞られて無理な挑戦を試みよう

としなくなっている影響でしょう。身の丈志向です。	 

サレジオ学院も昨年は2月 1日のＡ入試、4日のＢ

入試とも応募者がやや増えましたが、今年は昨年とほ

とんど同じで、実際の受験者数は若干増えています。

Ａは合格 低点が少し上がって、やや難化したようで

す。Ｂは昨年並みで難度に変化は見られません。慶應

普通部は、昨年は応募者が増えていましたが今年は少

し減っています。一昨年とほぼ同じ応募者数で、この

ところ隔年現象での増減が続いています。今年も補欠

が出ていますので、難度は昨年並みでしょう。	 

横浜は一昨年、県内私立中学では初めて公立一貫型

適性検査入試を実施しています。昨年はその公立一貫

型入試の日程を動かして応募者が減ってしまいました

が、今年も昨年とあまり変わらない応募者数で、実際

の受験者数も昨年よりやや減った結果でした。小規模

な入試になっています。なお、同校は2020年から高校

募集を共学化すると発表していますが、中高一貫コー

スは男子のみのまま残すということです。武相は一昨

年4科入試をとりやめて小規模な入試になっています。

今年も同じ状況でした。	 

 
 

＜女子校＞	 

まず横浜市内から。昨年は2月1日の神奈川女子御

三家の3校、フェリス、横浜雙葉、横浜共立のＡ入試

は、3 校とも応募者が減っていました。サンデーショ

ックの戻りの影響です。今年はフェリスの応募者が小

幅ながらさらに減っています。東京の御三家各校や早

稲田実業などの共学校を選ぶ受験生が増えてきたよう

です。ただ、小幅ですから入り易くなるようなことは

なく、難度面では昨年並みだったようです。横浜雙葉

は昨年並みの応募者数で、合格 低点は昨年並み、難

度に変化は見られません。安定しています。横浜共立

のＡ入試は応募者がかなり増えていて、人気が上がっ

ています。倍率もかなり上がっていますが、合格 低

点は昨年並みで、難度面ではあまり変わっていません。

このレベルの学校にしては珍しい2教科入試の同校Ｂ

入試(2 月 3 日)もＡ入試ほどではありませんが、応募

者が少し増えています。こちらも合格 低点は昨年並

みで、難化はしていないようです。	 

	 一昨年、青山学院の系属化を発表して爆発的に応募

者が増えた青山学院横浜英和(この4月から改称、旧横

浜英和)は、2月1日午後の入試を廃止して3回入試と

しました。一昨年は各回合計で1,600名を超える応募

者数の人気で、昨年もやや減ったものの1,500名を超

える応募者数でしたが、1 日午後を廃止したため、応

募者は大きく減りました。それでも各回合計で 1,000

名は超えています。実際の受験者数も減って、志望順

位が高い受験生が集まる1日午前や2日午後の2科は、

少し合格 低点が下がっていますが、以前よりも出題

の難度が少し上がっていることから、入り易くなった

とは言えません。他の入試も含め、難度は少なくとも

昨年並みで、以前よりは難化していると考えてくださ

い。なお、同校は次年度、2018年度からは共学化の予

定です。	 

神奈川学園は、昨年は各回合計の応募者数がやや減

っていましたが、今年は厳密には微増、概ね昨年並み

の応募者数です。しかし欠席率が下がったため、実際

の受験者数は増えています。合格 低点も1日午前の

Ａが小幅ですが上がっていて、若干難化したようです。

他の回は昨年並みで難度に変化は見られません。横浜

女学院は2月1日午前、3日午前、4日午前の入試で英

語選択を実施しました。グローバル化対応です。昨年

は一昨年よりも各回合計の応募者数が少し減っていま
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したが、今年は昨年並みです。しかし、欠席率が少し

下がっていて、実際の受験者数はやや増えました。合

格 低点は1日午前のＡがやや下がっていますが、出

題内容による変動でしょう。特に入り易くなった印象

はありません。他の回は昨年並みで、難度に変化は見

られません。	 

捜真は、以前は日曜日の入試を避けるプロテスタン

ト校でしたが、一昨年は方針を転換して日曜日にも入

試を行うようになりましたので、昨年はサンデーショ

ックの戻りの影響は以前よりも小さくなっています。

昨年は各回合計の応募者数がやや増えたものの、実際

の受験者数は一昨年並みでしたが、今年は応募者数、

実際の受験者数ともやや増えています。本稿執筆時点

で合格 低点が未公表ですが、各回とも昨年とあまり

変わらない難度だったようです。横浜富士見丘は2月

3日午後の入試を廃止、5日の入試を2科4科選択から

「未来型入試」として、作文や作業主体の方式に切り

替えました。21世紀型教育への対応です。昨年も各回

合計の応募者数が少し減っていましたが、今年は入試

回数を減らしていますから、やはり応募者は減ってい

ます。ただ、実際の受験者数は僅かですが昨年を上回

っていて、複数回出願で早い日程に合格したら実際に

は受験しない出願が減っただけで、人気そのものは変

わっていません。合格 低点は一部合格者が少ない回

次で変動が見られるものの、概ね昨年並みで、難度に

変化は見られませんでした。	 

カトリックの聖ヨゼフはもともと小規模の入試の

学校です。応募者はやや増えましたが、今年もあまり

変わらない規模の入試でした。	 

川崎市内では、洗足学園が2月1日の1回は前年並

みの応募者数でしたが、2日の2回と5日の3回は大

きく増えていました。サンデーショックの戻りと、鷗

友学園が3回入試から2回入試に変更した影響です。

今年は帰国入試の応募者が増えていますが、1～3回は

いずれも減っています。昨年の反動です。合格 低点

は1月の帰国入試と3回が少し下がっています。帰国

入試は、出題が少し難しかったようです。3 回は応募

者減少の影響で、少し入り易くなったかもしれません。

1回は昨年並み、2回は合格 低点が上がっていますが、

応募者は減っていますので、受験生が高学力層中心に

変化したのでしょう。	 

カトリック校のカリタスは2月2日午後に、読解・

論述と算数、さらに理科か英語選択の「新3科型入試」

を新設しました。中学受験生としての標準的な算数の

力があり、さらに論述力に優れ、英語か理科が得意な

受験生を迎えたいという盛りだくさんの内容です。受

験生はそれなりに集まったものの、既存の入試回次で

は各回とも応募者が減っています。盛りだくさんの「新

3 科型入試」で、少し敬遠ムードが起きたのかもしれ

ません。昨年は応募者がやや減ったものの、実際の受

験者数は増えていましたが、今年はこちらも減りまし

た。1日午後の1回は昨年並みの合格 低点ですが、3

日午前、4日午前の2・3回は下がっていて、少し入り

易くなったようです。日本女子大附属は昨年に続いて

各回合計の応募者数が少し減っていますが、実際の受

験者数も昨年並みで合格 低点も各回ともあまり変わ

らない安定した入試でした。	 

 
＜男女校＞	 

	 まず横浜市内から。公文国際は、昨年は入試を3回

から2回に削減したり、2月1日の1教科Ａ入試の教

科を変更するなどがありましたが、今年は入試に特に

変更はありません。昨年は入試回数を減らしましたか

ら当然各回合計の応募者数は減りましたが、今年は応

募者数、実際の受験者数とも昨年並み、難度面にも変

化は見られなかったようで、安定した入試でした。中

大附属横浜は、昨年は共学化した法政第二の影響など

もあって応募者が減っていましたが、今年も2月1日

の1回、2日午後の2回とも応募者はやや減っていま

す。実際の受験者数も減っていて、一時の過熱した人

気が沈静化してきました。こうした状況を踏まえて、

志望順位が高い受験生が多い1回は合格者を絞り込み、

2 回は増やしています。レベルアップを図ったのでし

ょう。本稿執筆時点で合格 低点は未公表ですが、1

回はやや難化、2 回は少し入り易くなったかもしれま

せん。	 

	 山手学院は一昨年、各回とも応募者が少し減ってい

たが、昨年は増加、今年は2月6日の後期以外は各回

とも増えていて、実際の受験者数も同じ傾向です。後

期の減少は入試を早めに終える受験生が増えたためで

すから、昨年に続いて人気は上がっています。合格

低点も 1 日午前のＡ、3 日午前のＣは上がっていて、

特にＡは少し難化したようです。Ｃはやや難化程度で

しょう。2日午後のＢと後期は少し下がっていますが、
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Ｂは倍率が上がっていることから、入り易くなったわ

けではなく、出題がやや難しかったのかもしれません。

Ｂは受験生が減ったことから、やや入り易くなったよ

うです。神奈川大学附属は一昨年、昨年と各回合計の

応募者数が少しずつ増えていましたが、今年も傾向は

変わらず、2 月 3 日のＢの男子がやや減ったものの、

それ以外は男女とも増えていて、人気が上がっていま

す。実際の受験者数は2日のＡと5日のＣが少し増え

ていますが、合格 低点は各回とも昨年並みで、難度

に変化はなかったようです。森村学園は、一昨年は各

回合計の応募者数が少し減っていて、昨年は一昨年並

み、今年は各回とも少しずつ増えています。しかし、

実際の受験者数は、欠席率が低下して応募者数の伸び

よりも大きくなっています。合格者数は昨年並みです

から、2月2日の2回や4日の3回は倍率が上がって

います。合格 低点も1日の1回は昨年並みですが、2・

3回は上がっていて、少し難化しています。	 

桐蔭学園は2月4日の4次を総合思考力問題やプレ

ゼンテーションを中心とする「アクティブラーニング

入試」に切り替えました。一昨年は午後入試を新設し

て各回合計の応募者が増えましたが、昨年、今年と少

しずつ減っています。実際の受験者数も同じ傾向です。

合格 低点は、一部にやや上下のバラつきが見られ、

男子中等と女子理数の2月3日の3次はやや上がって

いますが、出題がやや難しかった可能性があり、難度

面では大きくは変わっていないと思われます。他の回

次と男子従来型、女子普通は概ね昨年並みで、こちら

も安定した難度だったようです。	 

日吉の日本大学は昨年、グローバル対応と難関大学

進学を目標とするグローバルリーダーズコース(以下

ＧＬ)を新設、在来のコースはＮスタンダードコース

(以下ＮＳ)として、2コース制を実施、2月1日午後の

入試を増設しました。今年は帰国生入試を新設し、1

日午前の入試で英語選択を実施しました。昨年はコー

ス制と入試増設の効果で2コースの各回合計の応募者

数は大きく増えましたが、今年は各回とも減っていま

す。減ったのはＮＳで、ＧＬはあまり変わっていませ

ん。一般的にはグローバル＝上位コースとは限りませ

んが、同校では上位コースとして位置付けていますか

ら、受験生の上位コース志向でこのような結果になっ

たのでしょう。実際の受験者数も各回合計は減ってい

ます。合格 低点は、1 日午前はＧＬ、ＮＳとも少し

下がっていますが、出題がやや難しかったようで、全

体的な難度の面ではあまり変わっていないようです。2

日午後、3 日午後はＧＬが昨年並み、ＮＳは少し下が

っています。受験生の減少を反映して、ＮＳはやや入

り易くなったようですが、ＧＬは変化していません。5

日午前はＧＬ、ＮＳとも下がっています。こちらは昨

年が高水準過ぎたためで、当たり前のラインに落ち着

いたと考えた方がよいでしょう。	 

関東学院は、一昨年は各回合計の応募者数が前年並

み、昨年は各回ともかなり減っていましたが、今年は

増加、それも昨年減った男子が大きく増えています。

昨年は前述の日本大学をはじめ、他校に流れた受験生

が戻ってきました。一方、女子は2月1日午後のⅠ期

Ｂ以外はやや減っていて、男子の増加が女子の減少を

上回っています。実際の受験者数も同傾向で、合格

低点は 1 日午前のⅠ期Ａは上昇、難化しました。6 日

の2期も合格 低点が上がっていますが、こちらはや

や難化した程度でしょう。Ⅰ期Ｂ・Ｃは昨年並みで、

難度は特に変わっていないようです。系列校の関東学

院六浦は帰国入試を新設しています。昨年は各回とも

女子の応募者が増えて、男子は一昨年並みか、少し減

っていましたが、今年は女子が減っていて、各回男女

合計でも応募者数が少し減りました。実際の受験者数

も減っていますが、受験者数が少ない回次でも不合格

者が目立つものがあり、難度は各回とも昨年並みだっ

たようです。	 

鶴見大附属は 2 月 2 日午前に適性検査型を新設、4

日の総合入試では英語選択を始めました。このところ

各回合計の応募者数が少しずつ減っていましたが、今

年は増加に転じています。実際の受験者数も増えまし

た。難関進学と進学の2コース制ですが、両コースと

も難度自体はあまり変化がなかったようです。横浜隼

人は2月 2日の午後入試を廃止し、昨年英国算から1

科選択+作文に変更した2日午前を2科に戻しました。

昨年まで、各回合計の応募者数が増えていましたが、

今年は昨年とほぼ同数です。しかし、昨年適性検査型

に移行した1日午後は、応募者が増えただけでなく欠

席率が下がり、他の回次も全体的に欠席率が下がった

ことから、実際の受験者数は合計で3割以上も増加し

ており、昨年までの応募者数増加の勢いが続いていま

す。難度面ではあまり変わっていないようです。	 

横浜創英は、一昨年、昨年と各回合計の応募者数が
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やや減っていましたが、今年は厳密には増えたものの、

若干ですから昨年並みと言ってよい応募者数でした。

しかし、欠席率が下がっていて、実際の受験者数は少

し増えています。難度面ではあまり変化はなかったよ

うです。系列校の横浜翠陵は2月2日午後に適性検査

型を新設しました。一昨年まで各回合計の応募者数が

やや減っていたのが、昨年は増加に転じ、今年もさら

に増えています。増加の中心は男子で、昨年に続いて

人気が上がっています。合格 低点は各回とも昨年と

変わっておらず、難度面では特に変化は見られません

でした。橘学苑は小規模な入試の学校で、今年も目立

った変化はありません。	 

国立の横浜国大横浜は、一昨年は応募者が減少、昨

年は増加と隔年で変動していて、今年は順番通り応募

者が減っています。少し入り易くなったかもしれませ

ん。	 

	 次に川崎市です。昨年は法政第二が男子校から共学

化して大きな話題になりました。男女別定員制で女子

の定員が少なく、男子に配慮した設定でしたが、共学

校志向の男子が集まって応募者が増えたことから、男

女とも高倍率の厳しい入試になりました。今年も人気

は続いていて、2月 2・4日の1・2回男女とも応募者

が増加、さらに高倍率になった激戦でした。合格 低

点もすべて上昇、難化しています。桐光学園は昨年新

設した英語有資格者入試を2月4日に移し、さらに他

の種目でも秀でた実績がある受験生への門戸開放でＴ

＆Ｍ入試としました。3 回と並行実施です。男女別学

校で男子は一昨年が応募者増、昨年は少し減少し、今

年も減っています。女子は一昨年から減少傾向が続い

ています。ただ、2月 2日の男子2回の合格 低点が

少し下がったものの、1日の1回は昨年並み、3回は上

がっていて、女子は1・2回が昨年並み、3回は男子同

様上がっていますから、応募者が減っても目立って入

り易くなったわけではなく、受験生が絞られた回次も

あった入試でした。大西学園は本稿執筆時点で入試結

果未公表でした。	 

 
3.	 横須賀方面・湘南方面	 

＜男子校＞	 

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、近年はこの動

きが沈静化していました。しかし、昨年から今年にか

けては再びこの動きが見られるようになっています。

今年は昨年とは逆に応募者が少し増えました。対応し

て合格 低点も少し上がって厳しい入試でした。鎌倉

学園は昨年、各回合計の応募者数が減ったものの、欠

席率が大幅に低下、実際の受験者数はほとんど減りま

せんでした。今年は合計の応募者数、実際の受験者数

とも、昨年並みと言ってよいくらいの小幅の減少で、

欠席率は低いままです。一昨年新設で大人気になり、

昨年も人気が高かった2月1日午後の算数入試は今年

も人気が高く、応募者の増加が目立ちます。4日午前・

5日午前の2・3次は合格 低点がやや下がっています

が、目立って入り易くなるほどではありません。算数

入試と2日午前の1次は昨年並みで、こちらも難度に

変化はなかったようです。	 

逗子開成は、昨年は各回とも応募者数が少し減って

いましたが、今年は少しずつ増えています。昨年は応

募者が減っても、欠席率が下がって実際の受験者数は

あまり減りませんでしたが、今年も同じ傾向で、応募

者の増加率よりも実際の受験者数の増加率の方が高く

なっています。2月 3日の2次の合格 低点が少し下

がっていますが、倍率を考えると入り易くなったとは

考えられず、少し得点しにくい出題が増えたのでしょ

う。1日の1次、5日の3次も昨年とあまり変わらず、

難度は変わっていないようです。藤嶺藤沢は、昨年は

1日午後に入試を新設、午後入試を2回とし、5日の5

回を4科融合問題としましたが、特に午後入試が2回

になったため、各回合計の応募者数は大きく増えまし

た。今年はその反動で各回とも減っています。合格

低点は2日午後の3回、3日の4回、そして5回がや

や下がっていて、少し入り易くなっているようです。

他の回次は昨年並みで難度は変化していません。	 

 
＜女子校＞	 

	 湘南白百合は、昨年は一般入試、帰国入試とも応募

者が増加しましたが、今年は一般入試の応募者が減っ

ています。以前はフェリスの定番の併願校でしたが、

近は受験生の併願校選びが変わってきている影響か

もしれません。実際の受験者数も減っていて、合格

低点も下がり、少し入り易くなったかもしれません。

鎌倉女学院もフェリスをはじめとする神奈川女子御三

家の併願校ですが、こちらは一昨年が2月2日の1次、

4 日の 2 次とも応募者減、昨年は増加に転じ、今年も
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増えて人気が上がっています。実際の受験者数も対応

して増えていて、1 次は合格 低点が上がって少し難

化したようです。2 次は昨年並みで、こちらは難度に

変化は見られませんでした。清泉女学院は2月1日午

後に入試を新設、いよいよ午後入試に踏み切りました。

この入試は2科ですが、グローバル入試として英語選

択も可能です。これを歓迎する受験生が多く、各回合

計の応募者数は一挙に1.8倍に増加しています。実際

の受験者数は既存の回次の定員削減と欠席率低下の影

響で、合計で2倍以上となり、一気に倍率が上昇、厳

しい入試になっています。合格 低点は1日午前がや

や上がり、3 日午前の 3 期はやや下がっていますが、

例年の変動の範囲でしょう。新設の午後入試も得点率

は既存の回次とあまり変わらず、難度面ではあまり変

化が見られませんでした。	 

	 聖園女学院は、21世紀型教育対応として2月3日午

後に総合力問題による総合力入試を新設しました。一

昨年、昨年と各回合計の応募者数が少しずつ減ってい

ましたが、今年は既存の入試回次で昨年並みの応募者

数、新設の総合力入試の分だけ応募者化数が増えまし

た。実際の受験者数も同じ傾向で、一部合格者が少な

い回次の合格 低点は昨年との差異が目立つものがあ

りますが、概ね昨年並みで、難度に特に変化は見られ

ません。	 

鎌倉女子大は特進・進学コースの2コース募集です。

2 月 2 日午後に適性検査型入試を新設しました。昨年

は各回とも少しずつ応募者が減っていましたが、今年

は各回合計で昨年並み、実際の受験者数は昨年を少々

上回っています。各回次が比較的小規模ですので、合

格 低点は昨年との差異が目立つものもありますが、

概ね特進・進学コース各回とも昨年とあまり変わらな

い難度でした。北鎌倉女子、聖和学院、緑ヶ丘女子は、

例えば聖和学院が表現力総合型入試や、面接をプレゼ

ンテーション方式とした入試を実施するなどの変更を

行った学校もありましたが、今年も小規模な入試でし

た。 
 
＜男女校＞	 

	 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。昨年に続いて今年も応募者は少し増

えていて、高い人気です。増えているのは一般の女子

と帰国の男女で、一般の男子は減っています。一般の

男子は一昨年が減少	 昨年は増加、今年は減って、隔

年現象的な変化ですが、普通部や中等部もこの3年は

同じような動きで、慶應系の男子の人気変動が分かり

ます。2 段階選抜ですから、難度面は昨年並みでしょ

う。応募者が昨年、今年と増え続けている女子はやや

上がったかもしれません。日大藤沢は昨年、安定して

いた応募者数が増加していましたが、今年は2月1・4

日の1・2回男女合計で少し減っています。男子が減少

していて、昨年は男子が増加の中心でしたから、昨年

の反動での減少のようです。難度の面ではあまり変化

はなかったようです。	 

湘南学園は 2013 年に人気大爆発で、応募者数が大

きく増加、一昨年まではその反動で少しずつ減ってい

ましたが、昨年は一昨年並みで応募者の減少が止まっ

たかに見えましたが、今年は再び減っています。2月2

日のＢ入試と6日のＤ入試の男子が減少の中心で、男

子校に受験生が流れているのかもしれません。合格

低点は、3 日のＣ入試の男子とＤ入試の男女の上昇が

目立って、少し難化しているようですから、応募者が

少々減っても受験生が絞られただけ、ということでし

ょう。それ以外は昨年並みで、難度に特に変化は見ら

れません。	 

横須賀学院は、各日程で実施していた英語有資格者

入試(一定の英語力を条件として、日本語作文や面接で

評価)を2月2日午後に集約しました。同校によると、

各日程で2科や4科の入試と並行実施するほど受験生

がいない、ということです。グローバル化対応で英語

入試の新設や増設が花盛りですが、実際には多くの学

校で、わずかな受験者数しかおらず、一般的になるに

はまだまだ時間が必要でしょう。一昨年は各回合計の

応募者が増加、昨年は減少、今年はやや増加していま

す。実際の受験者数は応募者の増加率よりもかなり大

きい増加で、欠席率が低下しています。実際、今年の

中学受験では欠席率の低下が目立っていて、それを踏

まえると、今年の同校は応募者増加と位置付けてもよ

さそうです。一部の合格者が少ない回次を除いて、合

格 低点は概ね昨年並みで、難度は各回ともあまり変

わっていないようです。アレセイア湘南は小規模な入

試の学校です。今年は2月2日に英語入試を新設して

いますが、各回合計の応募者は少し減って、今年も小

規模入試のままでした。	 

国立の横浜国大鎌倉は 2 月 2・3 日の 2 日間入試で
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す。昨年は応募者数が一昨年並みでしたが今年はやや

増えています。2013年から入試日程を動かして公立一

貫校と併願できなくなってから、応募者が大きく減っ

て、今年も小規模な入試です。難度は特に変わってい

ないでしょう。	 

 
4.	 県央～県西方面	 

＜女子校＞	 

	 聖セシリアは昨年、2月4日の3次を3日午後に前

倒ししましたが、今年は4日にＢ型として算数か英語

と、読解表現を組わせた入試を新設しました。21世紀

型教育対応です。昨年は各回合計の応募者数がやや減

っていましたが、今年は厳密には微減ではあるものの、

昨年並みと言ってよい水準です。実際の受験者数は少

し減っていますが、合格 低点は各回とも昨年並みで、

難度に特に変化は見られません。相模女子大は特に入

試に変更はありません。昨年は2月1日の入試の応募

者が増えていましたが、他の回は減っていました。今

年は各回でやや上下が見られるものの合計するとほと

んど昨年並みの応募者数でした。欠席率が低下したた

め、実際の受験者数は少し増えています。難度面では

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。	 

＜男女校＞	 

	 東海大相模は長い間2回入試を続けていましたが、

一昨年2月3日に入試を新設、これが人気で各回合計

の応募者数が増えましたが、昨年は少し減っていまし

た。今年は昨年に続く減少です。通学エリアが重なる

町田の日大第三などに流れた受験生もいたようです。

全体的に倍率が低下していても各回とも少し入り易く

なったかもしれません。自修館は昨年まで各回合計の

応募者数が増えていましたが、人気が反転したようで、

今年は各回とも少しずつ減っています。実際の受験者

数も減っていて、2月 2日午後や3日午前の入試は倍

率が少し下がっていますが、各回とも昨年とあまり変

わらない難度だったようです。	 

地域は離れますが、相洋は回次によって応募者数の

増減に違いが見られますが、合計では少し増えていて

ほぼ昨年並みで、実際の受験者数は微増といったとこ

ろです。2月 1日午前の4科の合格 低点が少し上が

っていますが、出題がやや得点しやすかったようで、

難度に目立った動きはありません。他の回も昨年並み

の合格 低点で安定しています。

 
※本概況は、2017 年 2 月 15 日までに回答のあった学校アンケートに基づき作成しています。2 月 15 日以

降変更等ある場合がありますので、ご了承ください。	 

	 


