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1.	 概況	 児童数減少の中で中学受験者数は小幅ながら増加が続く	 

東京23区の公立小6児童数は義

務教育学校も含め約58,000名で、

昨年より約800名減っています。

昨年も減っていましたが、今年の

方が減少の幅が大きくなっていま

す。東京23区内中の中学受験の応

募総数は、私立、国立、公立一貫

校の合計で、2月15日現在、1月

までの帰国入試を含めて約

123,600 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127,000件でしたか	 

	 

	 

ら、昨年の水準に達していません。 終的にも届くの

は難しいでしょう。実際の受験者数は2月15日現在で

昨年とほぼ同数となっていて、 終的には昨年を少し

上回るでしょう。応募総数が減って実際の受験者数が

増えるのは、私立中学入試では、実際には受験しない

のにあらかじめ出願することが珍しくなく、昨年は東

京 23 区では応募(出願)総数の三分の一が欠席だった

くらいです。今年はこの欠席率が下がっているわけで

す。一昨年版のこの資料集で、東京23区については「中

学受験減少傾向が止まった」、昨年版では「増加に転じ

た」と書きました。今年も、小幅ですが増加傾向が続

いていると言ってよいでしょう。	 

上のグラフは東京 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、どの日程も応

募者数は昨年並みか、少し減っています。特に午前の

入試は2月 2日～5日まで、速報値はいずれもマイナ

スです。1 日午前は、多くの中学受験生が第一志望校

に挑戦していますが、こちらは減っていません。また、

2 日以降の午前の入試が減っているのに対して、午後

入試は昨年とほとんど同じ水準です。規模は午前の入

試よりも小さいのですが、午後入試で魅力的な学校が

増えて、以前のような「午後入試は第三、第四志望」、

という受験生が減り、「第二志望」の受験生が増えてき

た結果です。なお、3 日午前の減少は、都内の公立一

貫校が、以前ほど応募者を集めなくなったことも理由

です。人気が下がったのではなく、高倍率を敬遠する

動きでしょう。グラフに載っていない1月までに行わ

れる帰国生入試も応募者は増えています。	 

	 神奈川県は 23 区と同じで帰国以外の入試が 2 月 1

日から始まります。神奈川県のページで取り上げてい

るように、神奈川県では東京志向が強くなっていて、1

日午前の県内中学受験の応募者が減っています。その

割に23区の2月1日の応募者は増えていませんが、全

体総括で取り上げたように、柔軟な出願手続きを行う

学校が増えてきて、必要以上の出願が抑えられてきた

ために、応募総数は減少しています。1日午前の23区

の応募者数が減らなかったのは、神奈川県からの受験

生が少し増えているために、応募総数減少傾向とバラ

ンスしたためでしょう。	 

	 今度は、難易度による志望校選択の傾向を見てみま

す。次のページのグラフは、各校の応募者数を難易度	 
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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。今年の

グルーピングは15ページに一覧の形で掲載しました。	 

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割近くになります。次

に多いのがＣグループ、その次が昨年はＡ・Ｄグルー

プでしたが、今年はＤグループが減って差がついてい

ます。一番の少数派はＥグループです。昨年版のこの

資料集では「人気はＤグループの学校まで、が実態で

す」と書きましたが、昨年は10,000件を超えた応募者

数が、今年は7,000件余りにとどまっています。人気

が下降していて、このままＤグループの応募者が減っ

ていくと「人気はＣグループまで」と書くことになる

かもしれません。昨年との対比では、Ｃグループが約

3,000 件の増加ですが、他のグループはＤだけでなく

いずれも減っていて、Ｂグループも1,000件を超える

減少です。Ｃグループの増加は、Ｂグループの学校を

考えていた受験生が安全志向でＣグループに切り替え

たことと、Ｄグループを考えている受験生が、「せめて

Ｃグループの学校に」で挑戦したことによる増加でし

ょう。	 

今年の女子はＢ・Ｃグループがほぼ同じで 多で昨

年より増加しており、Ｄグループはそれより6,000件

以上少なく、Ａ・Ｅグループはさらに少なくなってい

ます。昨年ならＣグループを頂点とする山型の分布で

したが、男子同様今年はＤグループが減っています。

やはり「せめてＣグループの学校に」と考える受験生

が多いのでしょう。Ａ・Ｅグループは若干減っていま

すが、もともとメジャーだったのはＢ～Ｄグループで、

Ａ・Ｅグループは23区内の中学受験界では別格的存在

になっています。これは男子にも当てはまりますが、

Ａグループは男子よりも女子の挑戦が少なく、Ｅグル

ープは女子の方が多いのが男女別の学校選択志向の違

いです。	 

	 続いて各校の様子を簡単にご紹介します。都立の中

高一貫各校と区立九段中等は公立一貫校の概況をご覧

ください。	 

 
2.	 男子校	 

＜難関校～中上位校＞	 

	 まず男子御三家3校から。開成も麻布も昨年は概ね

一昨年並みの応募者数でした。開成は、厳密には微減

ですが昨年並みと言ってよい応募者数でした。合格

低点も昨年並みで、今年も高難度の厳しい入試でした。	 

麻布は、昨年は概ね前年並みの応募者数でしたが、今

年は増えています。合格 低点は昨年並みで、難度に

変化は見られません。武蔵は2013年から昨年まで隔年

的に応募者の増減を繰り返していましたが、今年はほ

ぼ昨年並みの応募者数で、隔年現象は止まっています。

近年、以前よりも入り易くなってきたこともあって、

実力的にはやや力不足気味の受験生が少し増えていた

ようですが、こうした動きが止まって安定した受験者

層になったようです。合格 低点は昨年並みで、難度

に変化は見られませんでした。	 

御三家と並ぶ難関校の駒場東邦は、一昨年が前年並
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みの応募者数で、昨年、今年と少しずつ減っています。

昨年よりも合格 低点は上がって少し難化しているよ

うですから、人気が下がったのではなく、無理な挑戦

をしようとする受験生が減ったのでしょう。国立の筑

波大駒場は、昨年は応募者が増えていましたが、今年

は減っています。実際の受験者数も減っていますが、

合格 低点は上昇しました。昨年よりも得点しやすい

出題が増えたようですが、それよりも受験生が絞られ

たと考えた方がよいのかもしれません。今年も高難度

の入試でした。	 

	 海城は、昨年は帰国入試の応募者がやや減ったもの

の、2月1日の1回、3日の2回とも増加しましたが、

今年は帰国入試が昨年並み、1回はやや減、2回は減っ

ています。帰国入試は別として、1・2回は隔年現象で

しょう。合格 低点は、帰国入試はやや上下していま

すが、1・2回は昨年並みで、難度に変化は見られませ

ん。早稲田は昨年、2月1日の1回、3日の2回とも応

募者がやや減っていましたが、今年は少し増えていて、

隔年現象的な変化になっています。昨年は1回の合格

低点の上昇が目立ちましたが、今年は少し下がって

います。入り易くなったのではなく、出題が少し難し

かったのでしょう。2 回は昨年並みで、難度は特に変

化していないようです。	 

	 暁星は近年隔年現象で応募者が増減していますが、

順番通り今年はやや減りました。合格 低点は目立っ

て下がっています。出題が得点しにくかった面はあり

ますが、難度面でも少し入り易くなっているかもしれ

ません。芝は昨年、2月 1・4日の1・2回とも応募者

が増えていましたが、今年は2回ともやや減っていま

す。一昨年も少し減っていましたから隔年現象的な人

気の変化です。1 回は合格 低点がやや下がっていま

すが、少し出題が難しかったようで、難度面ではあま

り変わっていないようです。2 回は昨年並みで安定し

ています。	 

	 城北は一昨年、各回とも応募者数が減っていて、昨

年は2月1日の1回が大きく減少、2日の2回は前年

並み、4日の3回は増加していました。今年は1回が

やや増加、2・3回は少し減っています。昨年の1回の

大幅減少は多摩地区の桐朋が2回入試に移行した影響

でしたが、今年は少し人気を盛り返しています。2・3

回も応募者は減ったものの、実際の受験者数は昨年並

みでした。合格 低点はⅠ回がやや下がり、2 回が少

し上がっていますが、難度面ではあまり大きくは動い

ていません。ただ、3 回は下がっていて、 後まで諦

めずに挑戦した受験生には良い結果でした。巣鴨は一

昨年まで応募者が減っていましたが、昨年は2月1日

のⅠ期・2 日のⅡ期とも前年並みでした。今年は再び

やや減っています。ただ、比較的高い難度の学校です

から、目立って入り易くなったわけではあません。	 

本郷は、昨年は各回とも前年並みの応募者数でした

が、今年は2月1・2日の1・2回が増加して人気が上

がりました。5日の3回は昨年並みの応募者数ですが、

実際の受験者数がやや減っています。1・2回の不合格

者で、 後まで挑戦を続けようとする受験生が少し減

ったのでしょう。合格 低点は各回とも昨年並みで、

難度に変化は見られませんでした。	 

攻玉社は、昨年は国際学級の応募者数が前年並み、

2月1日の1回、2日の2回、5日の特別選抜とも少し

増えていましたが、今年は各回とも減っています。隔

年的な変化ですが、世田谷学園が入試で特待を新設し

たことも影響しているかもしれません。合格 低点は

国際学級の英語選択が少し下がっていますが、他の選

択や回次は昨年並みで、応募者・受験者が減っても入

り易くなるようなことはなかったようです。	 

その世田谷学園は一昨年、昨年と、各回合計の応募

者数が減っていましたが、今年は 2 月 1 日の 1 回、2

日の2回で特待合格を出すこととしたため、歓迎した

受験生が多く、特待の設定がない5日の3回も含めて

応募者は各回とも増加しました。実際の受験者数の増

加率も、応募者数の伸びよりも大きく、欠席者が減っ

ています。このため、各回とも合格 低点は上昇、難

化した厳しい入試になりました。	 

東京都市大付属は一昨年まで各回合計の応募者数

が5,000名を超えていて、首都圏男子校では 大の応

募者数の学校でしたが、昨年大きく減少して3,700名

あまりになりました。今年もその傾向が続いていて応

募者が減っています。それでも合計は3,000名を超え

ていますから、男子校ではトップの応募者数です。減

った理由は難化が進みすぎたからで、同校は上位コー

スのⅡ類と、比較的入り易いⅠ類の2コース制ですが、

難化が進んでⅠ類の合格も難しいと感じる受験生が増

えてきた、一般入試が4回実施で、再チャレンジでⅡ

類を目指したいのに実際にはなかなか合格できない、

といった点から、ハードルが高いと感じる受験生が増



中学受験版 受験マニアックス（2017年 3月号）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 東京 23区私国立中入試概況（速報） 
 

 
Copyright © Educational Network All rights reserved. 

 
4 

えてきたのでしょう。難度面ではⅡ・Ⅰ類各回とも昨

年とあまり変わっていないようです。	 

内部進学率が高い大学附属校では、早大学院は、あ

まり大きな幅ではありませんが、隔年現象で応募者が

増減しています。今年は順番通り増えました。慶應系

各校の男子は少し応募者が減っていますので、こちら

に流れた受験生もいたようです。もともと高難度です

から、少々応募者が増えても難度に大きな変化はなか

ったようです。立教池袋も附属カラーが強い学校で、

昨年まで隔年的な応募者数の増減が見られ、昨年は少

し増えていましたが、今年は帰国入試が少し増えて、2

月2日の1回、5日の2回は昨年並みです。合格 低

点は今年も特に変化がなく、安定した難度が続いてい

ます。	 

学習院は、2月 1 日の 1回、3日の 2回とも応募者

が少し減っています。昨年は1・2回とも増加、一昨年

は減少、その前は増加していましたから、きれいに隔

年現象で順番通りの結果です。1 回は合格 低点が下

がっていて、少し入り易くなったようです。この点も

昨年と逆ですから隔年現象です。2 回も少し下がって

いますが、こちらはもともと高倍率で補欠も出してい

ますから、むしろ得点しにくい出題が多かったようで、

昨年に近い難度でしょう。明大中野は、昨年は 2 月 2

日の1回の応募者がやや減少、4日の2回は増えてい

ましたが、今年は1・2回とも増えています。実際の受

験者数も増えていて、1 回は合格者を昨年よりも絞っ

ていますが、2 回は少し増やしました。しかし、合格

低点は1・2回とも昨年並みで、合格者数の変動は何

か狙いがあってのことよりも、学校が期待する水準に

達したかどうかで判断したようです。ですが難度に変

化は見られません。	 

	 

＜中上位校～中堅までの各校＞	 

芝浦工大は 2017 年度から豊洲の新校舎に移転、校

名も「芝浦工大附属」となり、新たに出発します。「附

属」といっても、中学入学生は他大学に進学するケー

スが多く、高校入学生は内部進学者が多い学校です。

長年男子校でしたが、高校入学生は2017年度から女子

クラスも新設して「リケジョ」を育成していくことに

なっています。中学は男子校のままです。同時に、入

試科目も4科から社会を外した国算理に変更されまし

た。関西では主流の入試科目ですが、首都圏では珍し

いものです。配点も国算各 100 点、理科 80 点、社会

60点の340点満点が、国算各120点、理科100点の340

点満点に変更されました。	 

帰国入試、3 回の一般入試とも応募者がかなり増え

ています。豊洲というと、築地市場移転問題で盛んに

報道されていますが、同校の新校地は旧東京電力の敷

地で汚染とは無縁とのことで、比較的早期に完成した

新校舎での説明会も盛況でした。板橋からの移転で通

学圏が変化しますが、豊洲が近い受験生にも好感度が

上がったことから応募者が増加しています。340 点満

点は変わりませんが、科目が変わったため、合格 低

点の単純比較はできませんが、2月 1日の1回はやや

難化、2日の2回と4日の3回は昨年並みの難度だっ

たようです。	 

獨協も附属校カラーはほとんど見られません。昨年

は2月1日の1回と4日の3回が前年並みの応募者数、

2 日の 2 回が応募者減でしたが、今年は各回とも減っ

ています。人気が落ちついていることは確かですが、

昨年からウェブ出願に切り替えて、無駄を承知の事前

出願が減ったことも理由です。合格 低点は1・2回が

昨年並み、3 回はやや上がっていて、少し難化したよ

うですから、応募者減少傾向が続いても、決して入り

易くなってはいません。一方、日大豊山は附属カラー

の強い学校で、昨年に続いて今年も各回とも応募者が

増えていて人気が上がっています。特に2月2日午後

の2回と3日午前の3回は合格 低点が少し上がって

いて、難化しているようです。1 日午前の１回と 3 日

午後の4回も昨年並みで、難度は特に変わっていませ

ん。	 

純粋な進学校では、成城は近年各回の応募者増が続

いていて、昨年は 2 月 5 日の 3 回の応募者が増加、2

月1日・2日の1・2回が前年並みに落ち着いて、応募

者数増加傾向も緩和してきていましたが、今年は各回

とも少し減っています。人気が反転しました。難化が

進みすぎたためでしょう。合格 低点は各回とも少し

ずつ下がっていて、難度面でも一段落した入試でした。

高輪は昨年、帰国入試が前年並みの応募者数、2 月 2

日午後の算数入試で応募者が少し増えて、他の回はや

や減っていましたが、今年は算数入試がやや減ったも

のの、他の入試は前年並みか応募者が増加していて、

各回合計でもやや増えています。その応募者が減った

算数入試の合格 低点が上がっていて、この入試は応
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募者が減っても受験生が絞られただけだったことが分

かります。他の回もほぼ昨年並みで、難度はあまり変

化していないようです。	 

佼成学園は各回とも応募者が増えています。一昨年、

昨年に続く増加で人気が上がっています。2 月 1 日午

前と2日午前の適性検査型入試の内容を入れ替えてい

るため、この2つは単純比較できませんが、他の入試

は合格 低点や特奨基準点が上昇、特に 1 日午前・2

日午前・5 日の通常の入試の 2 科は上昇が目立ってい

ています。昨年は応募者が増えても合格 低点はやや

下降気味だったことと比べると、全く異なる状況です。

昨年より得点しやすい出題が多くなった面もあるとは

思われますが、各回とも難化、予想しなかった不合格

でがっかりしている受験生もいたでしょう。	 

特選・中高一貫の2コース制の京華は、昨年に続い

て各回合計の応募者が少し減っています。昨年の減少

は2月1日午後の一貫コースの入試を廃止して、特選

コースのみに絞ったことで、「安全」を求める受験生が

避けるようになったためですが、この結果、今年はさ

らに「特選コース主体の学校」のイメージが強くなっ

ています。ハードルが高いと考えて敬遠した受験生が

増えたのかもしれません。特選、中高一貫とも各回の

合格 低点は昨年並みで、難度に変化はなかったよう

です。	 

特奨入試を行っている足立学園は、2 月 1 日午前に

適性検査型の特奨入試を新設しました。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。しかし、実際の受験者数は昨年とほぼ同じで、後

半の日程での欠席者が減っています。あらかじめ遅い

日程まで複数回出願しておこう、という受験生が減少

したための応募者減で、人気は昨年と変わっていない

ことになります。合格 低点は一部の回次で少し動き

が見られますが、出題難度の差異によるものと考えら

れます。補欠を出していることから、各回とも偏差値

面での難度は昨年並みでしょう。	 

聖学院は、入試回次ごとの科目設定を入れ替えるな

どの変更がありました。昨年は各回合計では一昨年並

みの応募者数でしたが、今年は2月1日午後が昨年並

みの応募者数だったものの、他の回次は減っています。

思考力型入試を実施していて、回次ごとの入試科目を

入れ替えた影響かもしれません。科目が変わっている

入試があるため、合格 低点が比較できない入試もあ

りますが、総じて2月1日午前午後は昨年並みの 低

点で難度も特に変化はなく、2 月 2 日以降は少し入り

易くなったようです。日本学園は、今年は応募者が減

って、小規模な入試でした。入試の難度も昨年とあま

り変わっていないようです。	 

 
3.	 女子校	 

＜難関校～中上位校＞	 

	 一昨年はいわゆるサンデーショックでプロテスタン

ト校を中心に日程移動で入試状況が変化し、昨年はそ

の戻りで女子御三家の桜蔭、女子学院、雙葉はいずれ

も応募者が減りました。今年は桜蔭と女子学院がやや

応募者を減らしています。ただ、両校とも難度に影響

するほどではなく、高難度の厳しい入試でした。一方、

雙葉は厳密には応募者が増えていますが、昨年並みと

言ってよい応募者数でした。合格 低点も昨年並みで

難度に変化はありません。3 校とも安定した入試でし

た。	 

	 御三家に続く豊島岡女子は、昨年はサンデーショッ

クの戻りの影響を受けて2月2日の1回と4日の3回

の応募者が増加、3 日の 2 回は前年並みでしたが、今

年は各回ともやや減っています。ただ、特に3回は昨

年並みと言ってもよいような小幅です。合格 低点は

1・3回が少し下がり、2回は若干下がっているものの

昨年並みの水準ですが、もともと高難度ですから、入

り易くなった印象はありません。白百合学園は帰国入

試を別として一般入試は2月2日の1回だけです。昨

年はサンデーショックの戻りの影響で応募者が大きく

増えました。今年は昨年並みですが、合格 低点は少

し上がっていて、やや難化したようです。	 

	 鴎友学園は昨年、それまで3回実施していた入試を、

2月1日と3日の2回だけとして応募者は大きく減り

ました。今年は特に入試に変更はありません。1日の1

回は応募者がやや増加、2 回は減少していますが、合

格 低点は2回とも昨年並みで、難度に変化は見られ

ません。応募者の減少は、特に1回不合格で2回に再

挑戦していた受験者層が、難度を敬遠して他校に流れ

たからでしょう。学習院女子は、昨年は2月1日のＡ

入試、3 日のＢ入試とも応募者が減っていましたが、

今年は増えています。一昨年は全く逆の動きで、隔年

現象的な動きですが、昨年はサンデーショックの戻り

の影響が強かったので。人気そのものが上向きなので
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しょう。Ａの合格 低点は若干下がっていますが難度

が変わるほどではなく、Ｂは下がって少し入り易くな

ったかもしれません。今年は 1 日に他校を受験、3 日

に同校に挑戦した受験生が昨年よりも多く、その影響

でしょう。	 

立教女学院は、サンデーショックの戻りで昨年は応

募者は大きく減りましたが、今年は帰国・一般とも増

加しました。合格 低点は昨年に続いて今年も上がっ

ていて8割を超えました。出題がやや得点しやすくな

ったようですが、高学力の受験生が増えていることも

確かです。ただ、8 割を超える水準になると、学力よ

りも「ちょっとしたミス」が不合格につながるため、

辛かった受験生もいたでしょう。東洋英和も昨年はサ

ンデーショックの戻りで2月1日のＡは応募者が小幅

の減少、Ｂは前年を上回りましたが、今年は各回とも

少し応募者が減っています。本稿執筆時点で合格 低

点は未公表ですが、Ａ・Ｂとも少し入り易くなったか

もしれません。頌栄女子学院もプロテスタント校です

が、今年は12月と2月1日の帰国生入試の応募者が増

えたものの、1日の一般1回と5日の2回は少し減っ

ています。昨年は 1 回がやや減って、2 回は増えてい

ました。今年は人気が落ち着いてきたようです。合格

低点もこれに合わせて1回がやや下がっていますが、

2回は昨年並みで、難度を維持しています。	 

普連土学園もプロテスタント校で、頌栄女子学院同

様、同校自身はサンデーショックでも入試日程は動か

さない学校ですが、昨年は他校のサンデーショックの

戻りの影響を受けていて、2月 1日の1次は応募者が

減っていましたが、2日午後の2次と4日の3次は応

募者が大きく増えていました。今年は1次が昨年並み

の応募者数、2・3次は減りました。他校併願の受験生

が減っています。1 次の合格 低点は昨年並みで、難

度が安定していますが、2 次と 3 次は昨年上がって難

化したのが、今年は下がっています。ただ、一昨年よ

りは高い水準で、一昨年の難度には戻っていないよう

です。	 

カトリックの光塩女子は、それまで2月4日の入試

内で並行して実施していた総合型の入試を独立させて

1日に実施、4科の入試を2・3日の2回実施として、

応募者数はほぼ前年並みだったものの、特に2・3日は

実際の受験者数が減っていましたが、今年は総合型の

応募者が増加、2・3日は昨年並みで、特に3日は実受

験者の増加が目立ちました。総合型は欠席者がおらず、

受験生に浸透してきています。合格 低点は総合型が

昨年並みでしたが、4科の2・3日は上昇、難化した厳

しい入試だったようです。	 

大妻はキリスト教の学校ではありませんが、サンデ

ーショックの戻りの影響を受けていて、昨年は 2 月 1

日の1回が応募者減、2・3日の2・3回は増加してい

ました。今年は各回とも少し減っています。ただ、1

回は昨年少し下がった合格 低点が上昇、やや難化し

ました。受験生が絞られたようです。2・3回は昨年並

みで、難度に特に変化はなさそうです。共立女子も同

様に昨年はサンデーショックの戻りの影響を受けて、2

月 2 日のＢ入試の応募者が増えていました。1 日のＡ

入試は前年並み、4日のＣ入試はやや減っていました。

昨年からＣ入試を4科から算数＋合教科論述型に変更

していて、グローバル化対応を進めていますが、昨年

のＣの減少はこの影響もあります。今年は帰国が昨年

並みの応募者数でしたが、他の入試は少しずつ応募者

が減っています。ただ、合格 低点は各回とも昨年並

みで、難度は変わっていないようです。	 

 
＜中上位校～中堅前後までの各校＞	 

東京女学館は、一般学級・国際学級の2コース制で、

昨年は各回合計の応募者が少し減っていましたが、今

年は2月1日午後・2日午後の2・3回の応募者が増え

ています。他校併願前提の受験生が増えています。以

前の同校は高い志望順位の受験生が中心でしたが、変

わってきました。他の回や国際学級も概ね昨年並みの

応募者数で、合計でも応募者増となっています。合格

低点は1日午前の1回が少し上がっていて、やや難

化したようです。他の回は昨年とあまり変わりません。

難度面では安定しています。	 

富士見は、昨年は2月1日の1回と3日の3回の応

募者がやや減少、2 日の 2 回は増えていましたが、今

年は各回とも少し減っています。今年は3回の合格

低点がやや下がっていて、1・2 回は昨年並みですが、

補欠を出していることもあり、難度面では各回ともあ

まり昨年と変わっていないようです。江戸川女子は、

昨年は各回の応募者が増加、それまでの減少傾向から

人気が反転しましたが、今年は2月3日の3回がやや

増えたほかは各回とも昨年並みの応募者数でした。実

際の受験者数は3回も含めて昨年並み、合格 低点も
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昨年並みで、難度に変化はなく、安定した入試でした。	 

山脇学園は昨年、グローバル対応の英語特別枠入試

を各回で実施、2月1日の1回、2日の2回、4日の3

回とも英語特別枠入試の分だけ応募者が増えていまし

た。今年は帰国生入試の応募者は増えていますが、1

回が昨年並みの応募者数、2・3回はやや減っています。

しかし、実際の受験者数は3回が減ったものの、他の

回が少しずつ増えて各回合計では増加しています。合

格 低点は各回とも昨年並みで、難度は特に変わって

いないようです。	 

十文字はこのところ毎年入試に変更があり、今年は

2月2日午前の思考力特待を1日午前に移動、2日午後

のスーパー型特待と午前のチャレンジ型を入れ替え、4

日午前に算数・英語の選択の得意型特待を新設するな

どの変更がありました。昨年は各回合計の応募者数が

若干減っていましたが、今年は大きく増えて人気が上

がっています。現在教務面を中心とした学校改革を進

めていて、こうした姿勢が受験生に評価されたのでし

ょう。実際の受験者数も増えていますが、合格 低点

はチャレンジ型の英語選択が上がったものの、その他

の回次や科目選択は昨年並みで、難度はあまり変わっ

ていません。実践女子学園は普通(ＳＪＣ)と国際学級

(ＧＳＣ)の2コース制で、グローバル化対応の先鞭を

つけた学校の1つです。しかし、一昨年、昨年と応募

者が減少傾向で今年も変わらず、各回とも少しずつ減

っています。2月 2日の2回は合格 低点が下がって

少し入り易くなったようです。1 日午前の 1 回、午後

の国際学級、3 日の 3 回は昨年並みで、難度はあまり

変わっていません。	 

	 大妻中野はアドバンスト、コア、グローバルリーダ

ーズの3コース制です。昨年はグローバルリーダーズ

を新設するのに伴って、英語入試を新設するなどで各

回合計の応募者が増加していました。今年は総合型の

新思考力入試を新設していますが、人気は一段落した

ようで、各回とも応募者が少し減っています。難度面

では2月1日午後、2日午後のアドバンス選抜2・3回

がやや下がっていますが、他の回は昨年並みで、難度

面はあまり変わっていないようです。	 

	 品川女子学院は、昨年2月4日の3回を教科横断の

表現力・総合型入試に変更しました。今年はその2年

目です。昨年は2月2日の2回の応募者が前年並みで、

1日の1回と4日の3回がやや減っていましたが、今

年は各回とも少し減っています。これを反映して、1

回は合格 低点がやや下がり、少し入り易くなったよ

うですが、2・3回は昨年並みで、難度は維持していま

す。田園調布学園は、昨年は各回とも少しずつ応募者

が減っていましたが、今年は帰国入試がわずかに減っ

たものの、一般入試は各回とも少し増えています。以

前は応募者が減少傾向でしたが、歯止めがかかってき

たようです。合格 低点は各回とも昨年並みで、難度

も特に変わっていないようです。	 

	 跡見学園は昨年、難関大学などを目指すＩクラスを

新設、在来コースをＰクラスとしたコース制を実施し

たほか、2 月 1 日に初めての午後入試を「特別選考」

として新設し、各回合計の応募者数は増えましたが、

今年は昨年の反動があったようで減っています。実際

の受験者数も減りました。今年は本稿執筆時点で合格

低点が公表されていませんが、上位コースのＩクラ

スはともかく、Ｐクラスは少し入り易くなったかもし

れません。三輪田学園は、昨年は2月1日の1回の応

募者がやや減って、2 日の 2 回は前年並み、4 日の 3

回は増えていましたが、今年は 1 回が増加、2 回は昨

年並み、3 回はやや減っています。合格 低点は 1 回

がやや上がり、2 回は昨年並みと、ここまでは応募者

数や実際の受験者数に対応する動きでしたが、3 回は

上昇し、少し難化しています。高学力層の受験生が 3

回は増えたようです。	 

	 恵泉女学園は、昨年は各回合計の応募者数がやや減

っていましたが、今年は帰国入試以外が少しずつ増え

ていて隔年現象的な変化です。プロテスタント校です

が、サンデーショックの戻りの時に入試日程を変更し

ていないため、このように推移したのでしょう。合格

低点は各回とも昨年並みで、難度も特に変わってい

ません。香蘭もプロテスタント校ですが、昨年はサン

デーショックの戻りの影響で応募者が減っていました。

今年は昨年並みですが、合格 低点が下がっています。

応募者数や実際の受験者数が変わらなくても受験生の

流れが少し変わっているのかもしれません。やや入り

易くなったようです。	 

	 女子聖学院は昨年英語入試を新設、今年は日本語表

現力入試を新設しました。2月 5日の5回は応募者が

減っていますが、新設入試の効果もあって各回合計の

応募者数は昨年並み、実際の受験者数は増加していま

す。英語入試は日本語表現力入試は難度比較が難しい
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のですが、2 科 4 科の入試は各回ともおおむね昨年並

みの合格 低点で、難度は特に変化していないようで

す。玉川聖学院は2月5日の入試を廃止して、主に海

外経験がある児童を対象とした面接重視の多文化共生

入試を帰国生入試とは別に2月2日に新設しました。

各回合計の応募者数は昨年に続いて減っていますが、

実際の受験者数はやや減に留まっています。一部しか

合格 低点が公表されていませんが、難度面は昨年と

あまり変わっていないようです。	 

中村は昨年、ポテンシャル入試として作文・面接の

入試を新設して 21 世紀型学力の視点からモチベーシ

ョンの高い児童を迎えようとしています。こうした姿

勢は受験生にはまだ浸透していない面もあるようで、

昨年は一昨年に続いて各回合計の応募者数が少し減っ

ていましたが、今年もその傾向に変化はなく、減って

います。ただ、合格 低点は2月2日午後と5日の入

試が上昇、やや難化しています。他の回も昨年並みの

水準で、一定の力がないと合格しないことに変わりは

なく、特に他校併願前提の受験生には、それなりのレ

ベルを求めています。	 

附属カラーが強い日大豊山女子は、今年は2月5日

と 11 日に思考力入試を新設、21 世紀型教育対応とし

ました。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、今年は増えています。増加の中

心は思考力入試と並んで、従来型の 2 月 1 日午後、2

日午後の特待入試です。他校併願前提の特待入試は人

気が上がっているようです。実際の受験者数も増加し

ていますが、合格 低点は各回とも昨年並みで、特に

難化したわけではありません。	 

昭和女子大附属は、昨年グローバル留学コースを新

設、在来のコースは本科として2コース制になりまし

た。グローバル留学コースは2月1日のＡ入試と2日

のＢ入試のみで募集し、3日のＣ入試は本科のみです。

昨年に続いて今年も、各回とも応募者が減っています

が、各回合計の応募者数が約2割減っているのに対し

て、実際の受験者数は 7％程度の減少に留まっていま

す。あらかじめ複数回に出願する受験生が減ったため

です。合格 低点はＡ・Ｂ入試が昨年並みですが、Ｃ

入試は上がりました。Ｃ入試は昨年より合格者が増え

ていますので、応募者が減ったと言っても、「受験生が

絞られた」と考えた方が良さそうです。	 

	 八雲学園は2月2日午後に自己表現入試として、国

算英のうち1科と自己表現作文の入試を新設しました。	 

昨年まで各回とも毎年応募者が少しずつ減っていまし

たが、人気が反転したようで、1 日午後の 1 回が応募

者増、2日午前の2回はやや減ったものの、3日・5日

の3・4回は昨年並みで、合計は昨年を上回っています。

実際の受験者数も増えていますが、合格 低点は各回

とも昨年並みです。なお、2018年度から共学化予定で

す。独特な存在の女子美大付属は、昨年、今年と2月

1日の1回、3日の2回とも前年並みの応募者数が続い

ていて、人気が安定しています。合格 低点もあまり

変わらず、難度面でも安定した入試でした。	 

カトリックの目黒星美は2月2日午前の発想力入試

を1日午前に移動、2日午前の2科4科入試を午後に

移して2日のみとしました。このところ同校は入試の

変更が活発です。昨年は、多くの回次で応募者が昨年

を上回り、合計でも上回りました。今年は2日午後の

2 回が昨年の午前入試よりも応募者を増やしています

が、他の回は少し減っていて、合計でも減っています。

志望順位が高い受験生よりも他校併願前提の受験生に

人気が移ってきています。合格 低点は2回の午後入

試が少し上がっていて、やや難化したようですが、午

前入試は各回とも少し下降していて、逆にやや入り易

くなったようです。	 

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、一昨年からは高校に、

卒業時に日本とカナダの両方の卒業資格がとれるダブ

ルディプロマコースも設置しています。難関進学グロ

ーバルコースはこのコースに直結しています。一昨年

は各回合計の応募者数が少し減り、昨年は前年並みで

したが、今年は各回とも応募者が減っています。併願

受験生が他校に流れているようです。各回の合格 低

点は多少上下がありますが、概ね昨年とあまり変わら

ず、難度面は特に変わっていないようです。	 

	 トキワ松はこのところ各回合計の応募者数が減って

いましたが、今年は増加に転じて人気が上がっていま

す。目立って増えたのは2月1日の公立一貫型入試と、

2 日午後の 3 回特待で、他校併願受験生が中心です。

実際の受験者数も増加していて、1日午前の1回と、1

日午後の2回特待はどちらも4科の合格 低点が上が

っていますが、各回の入試全体としてみると、難度は

大きくは上がっていないようです。文京学院大女子は

一昨年、新しい3コース制と、入試科目も1～3回で実
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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科としまし

た。しかし、こうした改革が受験生に浸透せず、各回

とも応募者が減ったことから、昨年は入学時点からの

コース分けを取りやめ、「文京学院方式」を復活しまし

た。その結果、各回合計の応募者数は増加、実際の受

験者数も大きく増えました。今年は 2 月 1 日午後、2

日午後、3 日午後の応募者が少し減っています。他校

併願前提の受験生が減少の中心です。合格 低点は一

部合格者が少ない回次で上下変動のバラつきが見られ

るものの、それ以外は昨年並みで、難度は維持した入

試でした。	 

和洋九段は、グローバルコースを新設、既存のコー

スを本科コースとして2コース制にしました。この関

係で2月1日午後と3日午後の入試に英語選択を新設

したほか、2 月 2 日午前に適性検査型を新設していま

す。一昨年、昨年と、各回合計の応募者数は少しずつ

増えていましたが、グローバルコース新設の発表が遅

かったことなどもあって、2日午前、3日午後は応募者

が少し減っています。1日午前午後は昨年並みでした。

実際の受験者数はほぼ昨年並みです。合格 低点は 1

日午前が昨年並み、他の日程は4科で少し上昇してい

る回次も見られますが2科はやや下がっています。	 

東京女子学園は昨年、2月1日にPISA型入試や英語

選択入試を新設しましたが、昨年に続いて各回合計の

応募者数は減っています。2月1日の2科4科入試の

合格 低点は昨年並みですが、1日のPISA型や英語入

試、2月 2日午後の1科入試はやや下がっています。

少し入り易くなっているようです。	 

	 東京家政大附属は昨年新設した2月1日午前の適性

検査型を午後に移し、1 日午前の英語も含む科目選択

型入試を思考力問題も含めた選択としました。昨年は

各回合計の応募者数が前年よりもやや減っていました

が、今年は昨年並みです。しかし、実際の受験者数は

大きく増加しました。2月 2 日午後の3回と 4日の 4

回の受験者数の伸びが全体の受験者数の増加につなが

っています。同校の人気だけでなく、昨年新設した特

別奨学のチャレンジ制度が浸透した面もあるようです。

合格 低点は各回とも昨年並みで難度面では変化は見

られません。	 

京華女子は、2 月 5 日の入試を廃止し、適性検査型

を新設しました。各回合計の応募者数は少し減ってい

ますが、早い日程の入試だけなら昨年並みの応募者数

です。実際の受験者数もあまり変わっていません。5

日は欠席者が多かった入試ですから、実質的にも昨年

並みでしょう。今年も受験者が少ない回次を中心に、

一部の合格 低点にバラつきが見られますが、概ね昨

年並みの難度でした。佼成学園女子は2月4日午後と

6 日の入試を廃止しました。一昨年、昨年と応募者数

は安定していましたが、当然のことながら各回合計の

応募者数は減りました。しかし、実際の受験者数は昨

年とほぼ同じです。2 月 1 日午後の応募者が増えたか

らですが、同校の人気を示すものでしょう。合格者数

が少ない一部の入試回次で合格 低点の上昇が目立ち

ますが、特に難化したわけではなく、難度面は昨年並

みでしょう。	 

北豊島は一昨年まで各回合計の応募者が少しずつ

減っていましたが、昨年は少し増えて、今年は昨年並

みです。実際の受験者数は昨年に続いて少しずつ増え

ています。合格者数が少ない回次では合格 低点の上

下変動に少しバラつきが見られますが、難度は概ね昨

年並みでしょう。	 

	 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

女子学園、千代田女学園、東京家政学院、東京女子学

院、富士見丘は、例えば星美学園が適性検査型入試を

新設するなど、各校ごとに入試の変更が見られますが、

今年も小規模の入試でした。聖心女子は中学での募集

を帰国生のみとしていますが、本稿執筆時点で入試結

果は未公表でした。	 

 
4.	 男女校	 

＜難関校～中上位校＞	 

国立の筑波大附属は、一昨年の応募者数がほぼ前年

並み、昨年は減少していましたが、今年は男女とも増

加しています。以前の男子は隔年現象で応募者が増減

していて、この3年ほど傾向が変わっていましたが、

元に戻ってきたようです。女子は高倍率を敬遠する傾

向が出ていましたが、再び挑戦志向が強くなってきた

のかもしれません。高倍率を反映して少し難化したよ

うです。	 

学芸大世田谷の男子の応募者数は一昨年、昨年とほ

ぼ同じ水準でしたが、今年は増えています。女子は減

少が続いていて、一昨年は少し増えましたが昨年は減
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少、今年は若干増えました。例年同様、今年も補欠を

発表しており、難度面ではあまり変わっていないよう

です。学芸大竹早は、男女とも昨年に続いて応募者が

少し減っています。都立の中高一貫校と競合するため、

そちらに流れた受験生が増えているようです。やや入

り易くなったかもしれません。	 

お茶の水女子大附属は共学ですが、男子よりも女子

の受験生が大多数です。一昨年は少し応募者が減って

いて昨年は増えていましたが、今年は少数派の男子も

多数派の女子も昨年並みの応募者数です。難度面も例

年並みで、特に変化は見られません。	 

双子の研究教育で知られる東大附属は、一昨年、昨

年に続いて一般入試の応募者がやや減っています。推

薦は昨年並みでした。特殊な性格もあって、難度は例

年並みだったようです。学芸大国際は、昨年に続いて

応募者がやや増加しました。内訳では国内生向けのＢ

方式が少し減り、英語中心のＡ方式が増えています。

国際バカロレアの認定校で、注目度が高まっています。

難度は特に変わっていないようです。	 

私立では、慶應中等部の男子の応募者は増加が続い

ていましたが、人気が反転したようで今年は少し減っ

ています。女子は一昨年が増加、昨年は微減、今年は

増加と、だんだん人気が上がっているようです。1 次

合格者に2次を行う2段階選抜ですから、難度面は男

女とも昨年とあまり変わっていない高難度の入試でし

た。渋谷教育渋谷は、昨年がサンデーショックの戻り

の影響で女子の応募者数が2月1日の1回は減、2・5

日の2・3回が増えていて、サンデーショックはほとん

ど影響しない男子は各回とも増えていましたが、入試

が厳しくなりすぎたためか、今年は1回が男女ともほ

ぼ昨年並みの応募者数、2・3 回は少し減っています。

他校併願前提の受験生が、別の併願校に少し流れたよ

うです。合格 低点は1回の女子が少し上がって、や

や難化したかもしれませんが、それ以外は男女とも昨

年並みで難度に変化はなかったようです。	 

青山学院はプロテスタントの学校で、昨年は女子が

サンデーショックの戻りの影響を受けて応募者が減少、

男子もやや減っていましたが、今年は女子が増加、男

子も昨年と同数でした。男子は昨年並みの合格 低点

で難度に変化はありませんが、女子は応募者が増えた

分、実際の受験生も増えて倍率がアップ、合格 低点

も上昇しています。難化した入試でした。	 

広尾学園は 12 月の帰国生入試をインターナショナ

ルコースだけでなく、他のコースにも拡大しました。

一昨年、昨年と各回合計の応募者数が増えていました

が、今年も増加していて、人気が上がっています。帰

国生入試を拡大していますが、増加の中心は2月1日

からの一般の入試で、5 日の入試は応募者が減ったも

のの、1日午前、午後、2日午後の本科、医進サイエン

ス、インターナショナルＡＧ・ＳＧ入試とも増えてい

ます。男子も増えていますが、増加の中心は女子です。

1 日午前は昨年並みの合格 低点で、難度に変化は見

られませんが、1日午後はやや上がっています。2日午

後と5日は少し下がっていますが、入り易くなった印

象はありません。出題の難度が少し上がったと考えた

方がよさそうです。	 

国学院久我山は、昨年まで各回合計の応募者数の増

加が続いていましたが、今年は男子が少し減って、女

子は昨年並みと言ってよいくらいの微減でした。しか

し、多くの回次で昨年よりも実際の受験者数が増えて

います。あらかじめ複数回に出願しておく件数が減っ

たための応募者減少で、人気はむしろ上がっています。

ウェブ出願の実施で受験生の動きが変わった結果です。

合格 低点は2月2日の2回の男子、5日の3回の男

女が上がっていて、やや難化したようです。STを含む

他の回次は概ね昨年並みで、こちらは難度に変化は見

られません。	 

東京農大第一は、一昨年は応募者が少し増えて、昨

年は少し減り、今年はまた少し増えて隔年現象的な変

化です。実際の受験者数も同じ傾向ですが、欠席率が

昨年より下がっていて、受験者数の方が高い増加率で

す。合格 低点は2月 1 日午後の1回、2日午後の2

回が昨年並みで難度に特に変化はなかったのですが、4

日の3回は上がって少し難化しました。淑徳は東大セ

レクトとスーパー特選の2コース制です。昨年は帰国

入試と2月3日のスーパー特選3回以外は応募者が前

年を上回り、スーパー特選3回も実際の受験者数は前

年を上回っていましたが、今年は各回男女ともやや応

募者が減っています。一昨年も少し減っていましたか

ら、隔年現象でしょう。併願受験生が多い学校なので

難度面では東大セレクトコース、スーパー特選コース

とも昨年とあまり変わらない水準だったようです。	 

東京都市大等々力は、2 月 4 日のＳ特チャレンジ入

試を、論文を含む思考力・協働力入試に変更しました。
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21世紀型教育対応です。昨年は各回とも応募者が大き

く増えましたが、今年は少しずつ減っています。しか

し、実際の受験者数はほぼ昨年並みで減っていません。

もともともと複数回同時出願の受験生が多く、比較的

欠席率が高めだったのが、必要な入試だけ出願する受

験生が増えてきたのが応募者減少の理由です。合格

低点はやや上下していて、2月1日午後の1回特選と2

日午前の 2 回特選・特進、3 日午後のＳ特チャレンジ

はやや下がっています。入り易くなったというよりは、

人気の上昇につれて出題の難度が少しずつ上がってき

たことから、その影響が強いようです。他の回次は昨

年並みの合格 低点で、難度の面では昨年並みでしょ

う。	 

 
＜中上位校～中堅までの各校＞	 

	 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。成城学園の応募者数は、昨年は2月 1日・3日

の1・2回とも男子の増加が目立ち、女子は前年並みで

したが、今年は2回とも男子が減少、女子は小幅なが

ら増加しています。もともと女子の人気が高い学校で

すので、昨年が例外だったのかもしれません。合格

低点は男女2回とも昨年とあまり変わっておらず、難

度は変化していません。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、昨年まで応募者数にあ

まり大きな変動は見られず、安定した人気でしたが、

今年は2月1日の1回、3日の2回の男女とも増加し

ていて、人気が上がりました。昨年、グランド整備も

含めた校舎の新築が完成した効果もあるでしょう。1

回は男女とも合格 低点がやや上がって難化していま

す。2 回は昨年並みで、難度に変化はなかったようで

す。日大第一は日大第二より付属カラーが強い学校で

す。昨年は入試増設の効果もあって、応募者が増えて

いましたが、今年は厳密にはやや減っているものの、

概ね昨年並みの応募者数でした。男女別では、昨年増

えた男子が少し減って、その分女子が増えています。

合格 低点は人数が少ない2月5日の 終回でやや変

動があるものの、それ以外は昨年並みで、各回とも難

度はあまり変わっていないようです。	 

東海大高輪台は一昨年から3回入試となり、一昨年、

昨年と各回合計では応募者数が増えていましたが、今

年は各回とも少しずつ減っています。実際の受験者数

も減っていますが、減少の中心は男子で、女子は概ね

昨年並みです。男子受験生が他校に流れたようです。

合格 低点は、2月 1日の1回がやや上がっています

が、難化するほどではありません。ただ3日の2回と

5日の3回は下がっていて、入り易くなったようです。	 

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。三田国際学園は一昨年、女子校の戸板

が共学化、イメージを一新した学校で、一昨年は各回

合計の応募者数が前年の11倍近くにのぼり、昨年も一

昨年を4割近く上回り、今年もさらに増えて人気が上

がっています。実際の受験者数もかなり増えています

が、合格者は逆に絞っています。2月 1日午前の1回

は昨年の実質倍率よりもやや上がった程度ですが、1

日午後の2回から上昇が目立ち始め、特に3日午後の

4回、4日午後の5回はかなり上がっていて、合格 低

点にも反映しています。同校はインターナショナルと

本科の2コース制で、本来は教育内容の違いでコース

が分かれていてレベルの違いではありませんが、昨年

は各回ともインターナショナルの方が本科よりも合格

低点がやや高く、実質的なレベルの違いが見られま

した。それが今年は同水準で、本科が高い回次も見ら

れました。本科が難化したことになります。1 回～3

回はインターナショナルが昨年並みの難度、本科は難

化、4・5回は両コースともかなり難化した入試でした。	 

開智日本橋学園も大きな改革で、以前の日本橋女学

館のイメージがなくなった学校です。一昨年は各回合

計の応募者数が前年の約7倍、昨年は一昨年の約2倍

と、ものすごい勢いで応募者が増えていましたが、今

年も増えて、人気は上昇を続けています。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

の期待です。実際の受験者数も増加しましたが、合格

者は逆に絞っていて、昨年の6割ほどしかいません。

多くの不合格者が出ていて、高倍率の難化した入試で

した。	 

男子校から一昨年共学化し、北区赤羽から文京区白

山に移転した東洋大京北は、一昨年は応募者が大きく

増えたものの、難化で昨年は男子が減っていましたが、

今年は2科4科入試から記述・論述型の哲学入試に切

り替えた2月4日の入試を除いて、各回男女とも応募

者がやや増えました。ところが応募者の増加は合計で

4％程度なのに対して、実際の受験者は2割以上増加し

ています。同校は哲学入試を除いて、すべて 1 月 30

日に出願を〆切っていますから、同校を希望する受験
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生が全体的に増えていることになります。合格 低点

も1日午前の1回は昨年並みですが、1日午後の2回、

2日午前の3回は上がっていて、少し難化しています。	 

青稜は、昨年は応募者が大きく増えていましたが、

それを背景に今年は2月5日の入試を廃止しました。

通常、このような対応を行うと、存続する入試回次に

も敬遠ムードが出てくることが多いのですが、同校も

やはり2月 1日午前、午後、2日午前、午後とも応募

者数がやや減って、実際の受験者数もそれに応じて減

っています。1 日午前は第一志望の受験生に配慮した

ようで、合格 低点は少し下がって入り易くなってい

ますが、併願受験生が多い午後は合格 低点が上昇、

難化しています。2 日は午前午後とも昨年並みの合格

低点で、昨年上がった難度を維持しています。おそ

らく学校側の期待通りの結果だったでしょう。	 

順天は、昨年まで隔年現象で各回合計の応募者数が

増減していましたが、今年は順番通りではなく少し減

っています。減少の中心は男子で、2 月 1 日午前午後

は小幅な減少ですが、他の日程は目立っています。他

校併願の受験生が他校に流れたのかもしれません。女

子も各回とも少し減っています。ただ、合格 低点は

各回とも昨年とあまり変わっておらず、難度面では変

化がなかったようです。	 

	 帰国生指導に力を入れている男女別学のかえつ有明

は、今年は2月4日の思考力入試を難関対応からアク

ティブラーニング対応に切り替えています。一昨年、

昨年と各回合計の応募者数が少しずつ減っていた同校

ですが今年は昨年並み、厳密には若干増加しています。

内訳では帰国生入試が今年も増加していて、2 月 1 日

からの入試は若干減っています。同校によると、帰国

生入試では英語力が英検2級レベル以上の受験生ばか

りになったとのことで、入学後もそのレベルからの英

語の授業になります。グローバル化対応で人気が高い

同校ですが、帰国生とは別クラスとはいえ、高度な英

語力を身に着けた生徒が多くなっていることに少し敬

遠気味の受験生も出ているようで、それが2月1日以

降の入試の応募者の減少につながっているのでしょう。

合格 低点は3日午後以外の4科入試を今年から200

点満点に換算しているため、単純比較は難しいのです

が、3 日午後はやや難化、逆に 1 日午前は少し入り易

くなっているかもしれません。他の入試は概ね昨年並

みの難度でしょう。	 

宝仙学園理数インターは昨年新設した日本語ヒア

リングとプレゼン型面接のリベラルアーツ入試を2月

1日午後と4日午後の2回に増設するとともに、同じ

スタイルで主に英語プレゼンテーションを行うグロー

バル入試も新設しました。さらに公立一貫・リベラル

アーツ・グローバル入試を2月10日に特別入試として

追加設定しています。一昨年、昨年とやや減っていた

各回合計の応募者数は反転して大きく増えていますが、

リベラルアーツ入試やグローバル入試に多くの受験生

が集まったためではなく、2 月 1 日に適性検査型入試

を増設して多くの受験生が集まったことが理由です。2

月2日の既存の適性検査型入試は応募者が少し減りま

したが、それをかなり上回る受験生が1日に集まりま

した。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。さて、リベラルアーツ入試とグローバル

入試は小規模ですが、従来型の学力観とは異なる力を

見るもので、この入試で合格した受験生がどれだけ入

学後活躍するかでこの入試の評価が決まります。評価

が上がればこうした入試を実施する学校はもっと増え

るでしょう。まだ2年目ですが今後に注目したいもの

です。	 

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。今年は他コース合格はあるものの、2 コース

でそれぞれ別に実施していた入試を一本化、入試の結

果でコースを決める方式に変更しました。高校入試で

は多くの学校が実施していますが、中学入試では珍し

く、共栄学園や埼玉県などの一部の学校で実施されて

います。各回合計の応募者数は一昨年まで少しずつ増

え続けていて、昨年はほぼ一昨年と同数でしたが、今

年は再び少し増えています。増加の中心は 2 月 1・2

日の午前の入試で、志望順位が高い受験生が増えたの

でしょう。実際の受験者数も合計ではやや増えていま

す。難度面ではあまり変わっていないようです。	 

文教大付属は、2014年まで応募者の増加が続いてい

ましたが、人気が上がりすぎたのか、一昨年以降は各

回合計の応募者が少しずつ減っていて、今年もその傾

向は続いています。毎年のように小幅ですが難化が続

いてきたこともあって、敬遠ムードが出てきたのかも

しれません。2月2日の3回の男子や4日の5回の男

女は 4 科の合格 低点が少し下がっていますが、2 科

の 低点は昨年並みで、他の回次は 2 科、4 科とも昨

年並みですから、入り易くなったわけではなく、難度
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は各回とも昨年とあまり変わっていません。	 

安田学園は、先進特待と総合の2コース制で、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、実際の受験者数も昨年とほぼ同じです。

各回次では少し増減が見られ、先進特待は各回とも増

加、総合は減っています。人気の中心は先進特待で、

同校受験生の平均的な学力レベルは上がっています。

合格 低点は 2 月 1 日の適性検査型の先進 1 回と、2

日午後の先進3回が少し下がっていますが、特待の性

質上、入り易くなったわけではなく出題が少し難しく

なったのでしょう。難度は動いていないと思われます。

他の回次はいずれも昨年並みで、こちらも難度に変化

は見られません。	 

淑徳巣鴨は特進と進学の2コース制でしたが、進学

コースの募集を停止して、スーパー特選コースを新設、

特待(スカラシップ)入試としました。また、2 月 2 日

の特進入試は2科4科選択から、未来力入試として適

性検査に近い思考力入試に変更しています。このよう

な大きな変更がありましたが、受験生に支持されたよ

うで、各回合計の応募者数は増加、実際の受験者数も

増えて、進学コースの受験生を失ったことよりもスー

パー特選コースの受験生を獲得したことの方が大きい

結果でした。コース設定が変わっていることから、合

格 低点の単純な比較はできませんが、特進コースは

昨年までよりやや入り易くなって進学コースの上位レ

ベル、スーパー特選コースは特進コースの上位レベル

くらいだったようで、1 ランクずつ難化したことにな

ります。	 

多摩大目黒は特待特進と進学の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っていまし

たが、今年は増えています。増加の中心は特待特進入

試で、昨年までの減少傾向から人気が反転しています

が、進学入試はやや減っていて、やはり上位コースが

人気です。本稿執筆時点で合格 低点が未公表ですの

で、単純比較はできませんが、難度面では特待特進、

進学とも昨年とあまり変わっていないようです。立正

大立正は一昨年、昨年と各回合計の応募者の減少が続

いていましたが、今年は増加に転じました。特に入試

に変更があったわけではなく、学校の人気そのものが

上がったためでしょう。合格 低点は遅い日程で合格

者が少ない回次では上下にバラつきが見られますが、2

月1日午前・午後は、難化とまでは言えないものの、

若干上がっています。城西大城西は昨年ＧＡと普通の

2 コース制を取りやめ、単一コース制としています。

昨年、今年と、各回合計の応募者数は少し減っていま

す。ただ、欠席率は下がっていて、実際の受験者数は

逆に小幅ですが増加しています。複数回にあらかじめ

出願する受験生の減少がはっきり表れていて、人気は

下げ止まったようです。合格者が少ない回次が多いた

め、合格 低点の上下変動が目立ちますが、難度は特

に変わっていないようです。	 

郁文館は毎年のようにコースを新設したり、各入試

タイプを新・増設して変更が活発です。今年は作文・

面接だった未来力入試を、「ルーブリック評価型入試」

として、プレゼン中心に変更したほか、特別奨学生入

試を2月4日に増設しています。「ルーブリック」は、

点数ではない評価手法で、欧米では学校での通常の成

績評価に用いられます。小学校の通知表に「観点別評

価」の欄がありますが、手法としてはこれに近いもの

で、事前に受験生に評価の尺度が公開されるものです。

以前の勢いが失われてきて、応募者の減少が続いた同

校ですが、こうした積極策で一昨年から各回合計では

増加に転じ、今年も増加が続いています。増加の中心

は適性検査型の各回の入試です。入試の変更点が多い

ことと、特に2科4科の入試は2月2日以降小規模に

なることから、合格 低点の変動はバラつきが大きく、

単純比較は難しいのですが、難度面では昨年並みか、

やや入り易くなっているかもしれません。なお、同校

の特別編成入試は日程が遅く、本稿〆切時点ではまだ

入試結果が出ていません。	 

東京成徳大は、昨年の各回合計の応募者数がやや減

ったものの、志望順位が高い受験生が多い2月1日午

前は増えていましたが、今年は逆に1日午前の応募者

が減っていて、女子よりも男子の減少が目立っていま

す。1 日午後も男子は減少していますが、女子は昨年

並みでした。他の回はやや増減があるものの、概ね昨

年並みの応募者数で、志望順位が高い、特に男子受験

生が他校に流れたようです。合格 低点は1日午前と

5日が昨年並み、1日午後はやや下がっていますが、2

日午前・午後と3日はやや上がって、回次によって少

し上下しているようです。	 

帝京大帝京は一昨年、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少

し増えていて、人気が徐々に上がっています。実際の
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受験者数も増えていますが、難化するようなことはな

く、各回の合格 低点は昨年並みです。	 

桜丘は一2月1日午後の思考力入試を2日午前に移

動しています。一昨年まで各回合計の応募者数が少し

ずつ増えていましたが、昨年に続いて今年もやや減っ

ていて、実際の受験者数もそれに応じて減っています。

難度面では昨年とあまり変わっていないようです。共

栄学園は特進と進学の2コース制です。一昨年、昨年

と、各回合計の応募者数は少しずつ増えていましたが、

今年は2月1日午前が昨年並みだったものの、他の回

は各回ともやや減っています。全体的に合格者が少な

い入試回次が多いことから、合格 低点は昨年に比べ、

上下変動にバラつきが見られますが、難度面では特に

変化はなかったようです。	 

目白研心は昨年から入学時からの特進・選抜の2コ

ース制を取りやめ、一昨年新設した中3からのスーパ

ー・イングリッシュ・コースなど、グローバル化対応

を前面に打ち出すようになって。各回合計の応募者数

は、一昨年は増加したものの、昨年、今年と少し減っ

ています。志望順位が高い受験生、併願前提の受験生

とも減っていて、グローバル化対応がなかなか受験生

に浸透していないようです。合格 低点は、受験者数

が少ない回次で少しバラつきが見られるものの、概ね

昨年並みの難度でしょう。実践学園は新タイプの入試

として2月4日に日本語表現力の入試を新設しました。

各回合計の応募者数は一昨年がやや増えて、昨年は前

年並み、今年は増加しています。新設の入試の効果も

ありますが、他の回次も多くが少しずつ増えていて、

人気が上向いています。実際の受験者数も増えていま

すが、新設の入試は応募者数の割に受験者数は多くは

ありませんでした。日程が遅いことと、同校の早い日

程に出願している受験生が多かったからでしょう。合

格 低点は合格者が少ない一部の回次でバラつきが見

られますが、難度面は総じて昨年と変わっていないよ

うです。	 

日本工大駒場は得意科目選択入試や自己アピール

入試を新設しました。一昨年まで各回合計の応募者数

が少しずつ減っていましたが、昨年は一昨年並みで、

今年は増加、人気が上向いてきました。実際の受験者

数は昨年に続いて今年も増えています。合格 低点は

2月 5日の5回が少し上がっていますが、他の回は昨

年並みで、難度に特に変化は見られませんでした。上

野学園はもともと音楽学校としてスタートした学校で

す。アドヴァンストとプログレスの2コース制で大学

受験体制に結びつくコース制ですが、音楽専攻も選択

できる学校です。各回合計の応募者数は、少しずつで

すが一昨年から毎年増え続けていて、今年も増えてい

ます。1 つ 1 つの回次の入試規模が小さいため、合格

低点はかなりバラつきがありますが、総じて難度は

昨年並みだったようです。	 

駿台学園は特選・総合の2コース制です。昨年は小

規模な入試でしたが、今年は総合コースの女子の応募

者が増えていて、各回合計では小規模の水準から脱し

ています。ただ、複数回出願者が多く、実際の受験者

数は応募者数ほどは増えていません。両コース各回と

も昨年並みの難度でした。この他、成立学園、国士館、

貞静学園、東京立正、新渡戸文化、日出、武蔵野、目

黒学院は、例えば日出が適性検査型入試を新設して、

応募総数は昨年の2倍、実際の受験者数も2割増える

などの入試の変更に伴う受験状況の変化が見られた学

校もありましたが、今年も小規模な入試でした。なお、

修徳、松蔭、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。	 

 
※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。	 
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●	 東京 23 区	 難易度別グルーピング	 ● 
 

	 2 ページのグラフは、各校の代表的な今春の入試に向けての直前予測における難易度(今春の受験生が志

望校決定の参考にしたと思われる難易度、結果偏差値ではありません)をもとに、東京 23 区私国立中を次

のようにグルーピングして作成しました。公立一貫校は合否分布の幅が広いため、ここでは外しています。

また、特待入試等では特待生合格を前提とした難易度です。なお、このグルーピングは学校ごとの教育内

容の優劣を表すものではありません。	 

 
 
Ａ…麻布・海城・開成・駒場東邦・筑波大駒場・武蔵・早稲田・早大学院・桜蔭・女子学院・豊島岡女子・

雙葉・お茶の水女子大・慶應義塾中等部・渋谷教育学園渋谷・筑波大附属 
 
Ｂ…学習院・暁星・攻玉社・芝・城北・巣鴨・世田谷学園・高輪・東京都市大付属・本郷・明大中野・ 
立教池袋・鴎友学園・大妻・学習院女子・共立女子・品川女子学院・頌栄女子学院・白百合学園・ 
東京女学館・東洋英和・富士見・普連土学園・立教女学院・青山学院・国学院久我山(ＳＴ)・淑徳(東大)・ 
東京学芸大国際・東京学芸大世田谷・東京学芸大竹早・東京都市大等々力(Ｓ特選)・東京農大第一・ 
広尾学園 

 
Ｃ…足立学園(特奨)・佼成学園(特奨)・芝浦工業大附属・成城・獨協・江戸川女子・ 
大妻中野(アド・グローバル)・恵泉女学園・光塩女子・香蘭女学校・田園調布学園・三輪田学園・ 
八雲学園・山脇学園・開智日本橋・かえつ有明(特待)・国学院大久我山(一般)・淑徳(スーパー)・順天・ 
成城学園・青稜・東大附属・東京都市大等々力(特選・特進)・東洋大京北・日大第二・ 
宝仙学園理数インター(特待)・三田国際・安田学園(先進特待) 

 
Ｄ…足立学園(一般)・京華(特選)・聖学院(特待選抜)・日大豊山・跡見学園・大妻中野(コア)・麹町学園女子・
佼成学園女子(特奨)・実践女子学園・十文字(スーパー)・昭和女子大昭和・女子聖学院・女子美術大付・
東京家政大附属・トキワ松学園(特待)・中村・日大豊山女子・文化学園大杉並(難進)・目黒星美・ 
郁文館(特奨・特選)・かえつ有明(一般)・駒込・淑徳巣鴨・多摩大目黒(特待特進)・東海大高輪台・ 
東京成徳大・日大第一・文教大付属・宝仙学園理数インター(一般)・安田学園(一般)・立正大立正(特待) 

 
Ｅ…京華(一般)・佼成学園(一般)・聖学院(一般)・日本学園・愛国・小野学園・川村・神田女学園・北豊島・
国本女子・京華女子・佼成学園女子(一般)・十文字(一般)・淑徳ＳＣ・成女学園・聖ドミニコ学園・ 
星美学園・玉川聖学院・瀧野川女子学園・千代田女学園・東京家政学院・東京女子学院・東京女子学園・

トキワ松学園(一般)・富士見丘・文化学園大杉並(一般)・文京学院大女子・和洋九段女子・郁文館(一般)・ 
上野学園・共栄学園・国士舘・桜丘・実践学園・修徳・松蔭・城西大附属城西・駿台学園・清明学園・ 
成立学園・多摩大目黒(進学)・帝京大帝京・貞静学園・東京立正・東邦音大東邦・新渡戸文化・ 
日本工業大駒場・日出・武蔵野・目黒学院・目白研心・立正大立正(一般) 

 


