
女子学院 千代田区 入試の変更点はなし。女子御三家の一角。模試では学力上位の
希望者が目立って増加している。難度はすでに最高水準だが、
ボーダーライン付近が一層厳しくなるかもしれない。しっかり
と準備をする必要がある。

雙葉 千代田区 入試の変更点はなし。女子御三家の一角。難度にあまり変化は
なく、相変わらず高難度の入試になりそう。

白百合 千代田区 入試の変更点はなし。模試での人気動向に目立った変化は見ら
れず、来春は2017年並みの難度になりそう。

大妻 千代田区 入試の変更点はなし。模試では中堅学力層の希望者が増えてい
る。難化するかは微妙だが、ボーダーライン付近は厳しくなる
可能性があるので要注意。

共立女子 千代田区 2月3日午後に英語のインタラクティブ入試を新設、定員や帰
国生の入試の日程変更などを行う。模試では希望者数に目立っ
た変化は見られず、各回次とも2017年並みの難度になりそう。

三輪田学園 千代田区 2月1日に午後入試を新設。模試では一部の回次で希望者の増
加が見られるが、併願受験生が多いため難化することは考えに
くく、新設の1日午後も含め、各回次とも2017年並みの難度
になると思われる。

和洋九段 千代田区 2018年は選択で思考力の実施や、5回の新設などが行われる。
人気には目立った変化はなく、各回次とも難度は2017年並み
だと思われる。

麹町学園女子 千代田区 思考力入試の新設や定員変更などを行う。模試では希望者が増
えている回次も見られるが、併願受験生が多いこともあり、難
度は各回次とも2017年並みだと思われる。

東京家政学院 千代田区 小規模な入試の学校。入試にいくつか変更点はあるが、各コース・
各回次とも2017年と同じような入試になりそう。

千代田女学園 千代田区 中学募集停止。

神田女学園 千代田区 小規模な入試の学校。入試の一部に変更があるが、各コースと
も難度はあまり変わらないと思われる。

東洋英和 港区 入試の変更点はなし。模試での人気に目立った変化は見られず、
2017年並みの難度になりそう。

頌栄女子学院 港区 帰国生12月の日程を移動するが、入試情勢に影響するものでは
ない。模試の希望者は増えていて。2回の一般入試とも来春は
少し難化するかもしれない。要注意。

普連土学園 港区 入試の変更点はなし。模試での人気に目立った変化は見られず、
2017年並みの難度になりそう。

山脇学園 港区 帰国生の入試日をずらすが、曜日の関係によるもの。模試では
若干学力上位の希望者が減っているようだが、入りやすくなる
ほどではない。各回次とも2017年並みの難度になりそう。
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東京女子学園 港区 入試の一部に変更があるが、人気には目立った変化はない。各
回次とも難度は2017年並みだと思われる。

学習院女子 新宿区 帰国生の入試日程を動かすが、入試情勢への影響はなし。模試
での希望者が増えていて、各回次ともやや難化するかもしれな
いと思っておいた方が良い。

成女 新宿区 小規模な入試の学校。一部に入試の変更があるが、各回次とも
2017年とあまり変わらない入試になりそう。

桜蔭 文京区 入試の変更点はなし。トップ校。模試では希望者数に特に変化
は見られず、高学力の受験生たちによる絞られた受験になって
いる。2018年も難度に特に変化はなく、ハイレベルな入試に
なりそう。

文京学院大女子 文京区 1回にコース別思考力チャレンジ入試を新設し、定員をやや減
らす。模試では人気に目立った動きは見られず、各回次とも
2017年並みの難度になりそう。

京華女子 文京区 このところ特待入試の比重が高くなっていて、2018年は2/1
午後を特待入試のみとするなどの変更がある。特に人気に変化
は見られず、特待・一般の各回とも難度に変化はなさそう。

淑徳ＳＣ 文京区 小規模な入試の学校。一部に入試の変更があるが、各回次とも
2018年とあまり変わらない入試になりそう。

跡見学園 文京区 入試科目や内容を色々と変更。模試では、一部の回次の希望者
数が増えている。しかし併願受験生も多い学校なので難度が上
がることは考えにくく、2017年並みの難度になると思われる。

中村 江東区 2月1日午前に適性検査型入試を、2日午前と5日午前に英語ポ
テンシャル入試を新設するなどの変更があるが、模試では人気
には特に変化は見られない。各回次とも2017年並みの難度に
なりそう。

香蘭 品川区 入試の変更点はなし。模試の希望者は増えて人気が上がってい
る。やや難化するかもしれないと思って気をつけた方が良さそ
う。

品川女子学院 品川区 2月1日午後に算数1科目入試の新設や各回次の定員変更を行
う。模試での希望者数にあまり変化はないが、午後入試は多く
の受験生が集まりそう。ただ、難度面では各回次とも特に難化
はしないと思われる。

小野学園 品川区 特待入試と一般入試の区分を取りやめ、特待入試の募集レベル
に統一する。その他、一部の入試科目などを変更するが、もと
もと小規模な入試で、2018年も2017年並みの入試になりそ
う。

トキワ松 目黒区 帰国1回の日程を変更するが、入試情勢への影響はない。模試
では希望者が増えている回次も見られるが、併願受験生が多い
こともあり、各回次の難度は2017年並みだと思われる。
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佼成学園女子 世田谷区 自己ＰＲ型やＰＩＳＡ型入試を増やすなどの変更があるが、人
気にはあまり変化は見られない。各回次とも2017年並みの難
度だと思われる。

鷗友学園 世田谷区 入試の変更点はなし。模試では概ね人気に変化はない。各回次
とも2017年並みの難度になりそう。

恵泉女学園 世田谷区 2月4日が日曜日なので、3回目の入試を3日午後に移動。固定
のファンが多い学校で、こうした変更で入試情勢が大きく変わ
ることはなさそう。模試でも人気は安定していて、各回次とも
難度は2017年並みになりそう。

田園調布学園 世田谷区 模試では希望者が増えて人気が上がっている。併願受験生も多
いとは思うが、各回次の難度は、少なくとも2017年並み、場
合によってはやや難化するかもしれないと思っておいた方が良
い。

昭和女子大 世田谷区 別枠の帰国入試を新設。模試では一部の回次で希望者が増加し
ているが、併願受験生が多いこともあり、各回次とも2017年
並みの難度になりそう。

目黒星美学園 世田谷区 2月2日の入試を午後から午前に移す、2月3日に英語選択入試
を実施するなどの変更を行うが、入試情勢への影響はない。人
気は特に変わらず、各回次とも2017年並みの難度になりそう。

玉川聖学院 世田谷区 入試の変更点はなし。人気に目立った変化はなく、難度は
2017年並みになりそう。

国本女子 世田谷区 入試の変更点はなし。小規模な入試の学校で、2017年のよう
な入試になりそう。

聖ドミニコ学園 世田谷区 入試の変更点はなし。小規模な入試の学校で、2017年のよう
な入試になりそう。

富士見丘 渋谷区 グローバルアスリートコースを新設。他にも一部の回次で入試
内容や定員の変更がある。人気にあまり変化はない。新設のグ
ローバルアスリートコースの受験生は、従来の中学受験生とは
やや異なるタイプになりそう。他の各回次は2017年並みの難
度になりそう。

東京女学館 渋谷区 入試の変更点はなし。模試での希望者数に目立った変化はなく、
各回次とも2017年並みの難度が続きそう。

実践女子 渋谷区 グローバル化対応のＧＳＣクラスの募集を停止、全クラスでグ
ローバル対応の教育に取り組む。他にも日程・科目などさまざ
まな変更を行う。模試では一部の回次で希望者の増加が目立っ
ているが、併願受験生も多いため、難化するとは考えにくい。
各回次とも難度に変化はなさそう。

大妻中野 中野区 コアコースの募集停止、新思考力入試の日程前倒し、算数入
試新設などを行う。模試の人気に目立った変化は見られない。
2018の難度は、コアコースが募集停止になった分、全体とし
ては上がるが、それぞれの回次はあまり変わらない水準になり
そう。
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立教女学院 杉並区 帰国生の入試日程を1日早めるが、入試情勢への影響はない。
模試では学力上位の希望者の増加が目立ち、人気が上がってい
る。難化の可能性があるので要注意。

光塩女子 杉並区 入試の変更点はなし。固定のファンがいる学校で、人気は特に
変わっていない。各回次とも2017年並みの難度になりそう。

女子美大付属 杉並区 2回に自己表現型入試を新設、一部の定員変更などを予定して
いる。模試では希望者が増えている回次も見られる。志望順位
が高い受験生が多いので、やや難化するかもしれない。

豊島岡女子 豊島区 入試の変更点はなし。模試では、特に2月2日の1回で学力上
位の希望者の増加が目立つ。3日の2回や4日の3回には目立っ
た希望者の変化はないが、1回の不合格者は2・3回に挑戦する
ため、各回次ともやや難化するかもしれない。もともと高難度
なこともあり、しっかりと準備をしたい。

十文字 豊島区 帰国生の入試日程を動すが、目立った変更点ではない。新しい
タイプの入試を積極的に取り入れている学校で、模試では一部
の回次の希望者が増えている。併願受験生も多いため、特に難
化することはなく、各回次とも2017年並みの難度になりそう。

川村 豊島区 小規模な入試の学校。入試の一部に変更があるが、各回とも難
度はあまり変わらないと思われる。

女子聖学院 北区 入試の変更点はなし。模試では希望者が増えている回次も見ら
れるが、併願受験生が多いこともあり、各回次の難度は2017
年並みになりそう。

星美学園 北区 小規模な入試の学校。入試を一部変更するが、人気に目立った
動きはなく、2017年とあまり変わらない入試になりそう。

瀧野川女子学園 北区 小規模な入試の学校で、入試に一部変更はあるが2017年と同
じような入試になりそう。

北豊島 荒川区 小規模な入試。入試に一部変更はあるが、人気に目立った動き
はなく、2017年とあまり変わらない入試になりそう。

日大豊山女子 板橋区 2月1日午前に適性検査型入試を新設、思考力入試を2日午後に
移動するなどの変更を行う。模試では特に人気に変化は見られ
ず、難度は各回次とも2017年並みとなりそう。

東京家政大附属 板橋区 入試の変更点はなし。模試での人気に目立った動きはなく、各
回次とも2017年並みの難度になりそう。

富士見 練馬区 2回と3回の定員を変更するが、入試情勢への影響は特にない。
模試では、2月2日の2回と3日の3回は学力上位の希望者の増
加が目立つ。上位校の併願受験生だと思われる。1日の1回は
2016年並みの難度、2・3回は2017年並みか、やや難化する
かもしれない。注意した方がよい。

東京女子学院 練馬区 小規模な入試の学校。入試科目を変更するが、入試情勢への影
響は特になし。2017年とあまり変わらない入試となりそう。

江戸川女子 江戸川区 帰国生の入試日程変更、各回の呼称変更を行うが、入試情勢に
は影響なし。人気は変わらず、2017年並みの難度になりそう。
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愛国 江戸川区 小規模な入試。人気に特に変化はなく、2017年並みの難度に
なりそう。
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