
九段中等教育（公立中高一貫校） 千代田区 選抜の変更点はなし。人気に変化はなく、区分ＡＢとも例年並
みの難度になりそう。

開智日本橋 中央区 2015年に共学化した学校で、高い人気が続いている。来春は4
回と5回の入試科目を変更。模試の希望者は増えていて、各回
次とも少しずつ難化すると思われる。

慶應中等部 港区 入試の変更点はなし。模試では男女ともに希望者が増えて人気
が上がっている。すでに高難度だが、さらに少し難化するかも
しれない。要注意。

広尾学園 港区 国際生入試の希望者が増えて、コースによって日程を分けるこ
とになった。模試では午後入試を中心に、学力上位の希望者の
増加が目立っている。併願受験生も多いため必ずしも難化する
とは言えないが、やや難化するかもしれないと思って準備をし
ておいた方が良さそう。

東海大高輪台 港区 入試の変更点はなし。模試での人気にも目立った変化は見られ
ず、各回次とも2017年とあまり変わらない難度になりそう。

目白研心 新宿区 一部の回次で入試科目や日程等の変更があるが、入試情勢には
影響はなし。人気にあまり変わりはなく、各回次とも2017年
並みの難度になりそう。

東洋大学京北 文京区 共学化・校名変更で人気が上がり、難化してから3年目を迎える。
難度も受験生に定着したようで、模試での人気は落ち着いてき
た。各回次とも2017年並みの難度になりそう。

駒込 文京区 スーパーアドバンスとアドバンスに分かれていたコース設定を、
国際先進と本科(ＡＧＳ)に改編。こうした変更が支持され、人
気が上がっている。2018年の難度は、国際先進が今までのスー
パーアドバンスと同水準、本科はアドバンスとあまり変わらな
いと思われる。ボーダーライン付近が厳しくなることが考えら
れるので、しっかりと準備をして臨んで欲しい。

郁文館 文京区 各回次の定員変更や日程変更、呼称変更などを行うが、入試情
勢への影響はなさそう。人気に目立った動きは見られず、難度
は2017年並みとなりそう。

貞静学園 文京区 個性評価入試を行うが、小規模な入試の学校で、2017年とあ
まり変わらない入試になりそう。

東邦音大東邦 文京区 入試の変更点はなし。小規模な入試の学校。2017年と同じよ
うな入試になりそう。

筑波大附属（国立） 文京区 入試の変更点はなし。模試の希望者数はあまり変わらないもの
の、男女とも学力上位の希望者が少し増えている。元々高難度
なのでさらに難化することはなさそうだが、厳しい入試が続き
そう。
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お茶の水女子大附属（国立） 文京区 入試の変更点はなし。模試の希望者数はあまり変わらないもの
の、女子で学力上位の希望者が少し増えている。元々高難度な
のでさらに難化することはなさそうだが、厳しい入試が続きそ
う。

学芸大竹早（国立） 文京区 入試の変更点はなし。学芸大系列各校の人気が沈静化している
こともあり、模試での希望者も少し減っている。倍率がやや緩
和するかもしれない。難度面で目立って入りやすくなることは
考えにくいが、ボーダーライン付近で助かる受験生は多少出る
かもしれない。

小石川中等（都立中高一貫校） 文京区 入試の変更点はなし。高い人気が続いていて、来春も厳しい入
試になりそう。しっかりと対策をする必要がある。

上野学園 台東区 小規模な入試の学校。2018年は得意教科入試や自己表現入試
などを行うが、2017年とあまり変わらない入試になりそう。

白鴎高附属（都立中高一貫校） 台東区 2018年から海外帰国生・在留外国人の枠を設ける。もともと英
語力強化には定評がある学校で、特に東京都心部ではグローバ
ル対応の教育を求める受験生が集まる可能性がある。また、検
定試験の特別枠Ａがなくなった代わりに海外帰国生・在留外国
人の枠が設けられるが、こちらの方が定員が多く、一般枠は定
員が削減されるので、難化する可能性が高い。さらに、一般枠
は適性検査がⅢまでになり、出題傾向も変わるかもしれない。
注意が必要な学校。

両国（都立中高一貫校） 墨田区 選抜の変更点はなし。高倍率の入試が続く学校で、例年同様に
厳しい入試になりそう。

安田学園 墨田区 一般3回の募集を停止、2月1日午前と2日午前の一般1・2回
も定員を減らす一方、2日午前に適性検査型の先進特待3回を
新設。模試の希望者は増えている。先進各回次の難度はあまり
変わらないと思われるが、総合コースへのスライド合格の難度
や、一般1・2回の合格ラインはやや上がるかもしれない。気を
つけた方が良い。

日大第一 墨田区 入試の変更点はなし。模試の希望者はあまり変わらず。各回と
も2017年並みの難度になりそう。

かえつ有明 江東区 2015年に共学化した学校で、高い人気が続いている。4回と5
回の入試科目を変更する。模試の希望者は増化。大幅に難化す
るとは考えにくいが、ボーダーラインがやや難化するかもしれ
ない。

青稜 品川区 帰国生で現地入試の新設などを行うが、一般受験生は特に変更
なし。模試では、男子は例年並みの人気、女子は一部の回次で
希望者が増えている。併願受験生も多いことから難度は例年並
みだと思われるが、2月2日午前の2回Ａは注意した方が良いか
もしれない。
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文教大付属 品川区 適性検査型のみらい創造入試を新設。女子は模試で希望者が増
えている回次が見られるが、男子の人気は例年並み。併願受験
生が多いこともあって、各回次の難度は2017年並みになりそ
う。

八雲学園 目黒区 2018年から共学化し、入試の設定もかなり変更。模試では男
子の希望者も比較的多くなっているが、高い志望順位の希望者
はあまり多くないよう。女子は共学化を歓迎して希望者が増え
ている。2018年の難度は、女子は各回次とも目立って難化す
ることはないと思われる。男子も同等か、女子よりも少し入り
やすい水準になるかもしれない。

日出 目黒区 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。

多摩大目黒 目黒区 入試の変更点はなし。模試では男女ともに希望者が増えて人気
が上がっている。併願受験生が多いこともあり、目立って難化
することはないと思われるが、各回次とも特待のボーダーライ
ンはやや上がるかもしれない。

日本工大駒場 目黒区 入試科目などに一部変更が見られるが、入試情勢に影響はない。
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。

目黒学院 目黒区 入試科目などに一部変更はあるが、入試情勢に影響はない。人
気は特に変わらず、各回次ともに2017年並みの難度になりそ
う。

桜修館（都立中高一貫校） 目黒区 選抜の変更点はなし。人気に目立った動きは見られず、2018
年も高倍率で例年並みの難度になりそう。

立正大付属立正 大田区 選抜の変更点はなし。模試では人気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。

清明学園 大田区 小規模な入試の学校で、2017年と同じような入試になりそう。

東京都市大等々力 世田谷区 Ｓ特選1回で、算数を重視した入試として、4科目の他に算数
＋作文を選べるようになるほか、一部の回次の定員や、曜日に
よる帰国生入試日程の移動などが行われる。模試では、特に男
子の希望者の増加が目立つが、難化のペースが緩やかになって
きたことや、同校入試の複数回出願が多いことから、目立って
難化することはなく、各コース各回次とも2017年並みの難度
が続きそう

三田国際学園 世田谷区 2018年は、2科4科選択入試を4科のみとするほか、課題論述
や自己表現シート作成などを内容とする21世紀型入試の新設
などを行う。模試では女子の希望者が増え人気が上がっている。
2015年の共学化以来続いていた人気の上昇はまだ続いている
ため、各回次ともやや難化するかもしれないと思って準備した
方が良さそう。

東京農大第一 世田谷区 入試の変更点はなし。模試では女子の希望者が増えている。各
回次とも、難度は2017年並みか、やや難化するかもしれない。
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成城学園 世田谷区 入試の変更点はなし。男子の模試の希望者が増えている。男子
は各回次とも少し難化する可能性があり、要注意。女子の難度
は2回とも2017年並みと思われる。

松蔭 世田谷区 入試の変更点はなし。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。

国士舘 世田谷区 入試科目などに一部変更があるが、入試情勢に影響はない。人
気は特に変わらず、来各回次ともに2017年並みの難度になり
そう。

学芸大世田谷（国立） 世田谷区 入試の変更点はなし。学芸大系列各校の人気が沈静化している
こともあり、応募者はやや減り倍率も少々下がるかもしれない。
目立って入りやすくなるとは思えないが、ボーダーライン付近
で助かる受験生は出るかもしれない。

渋谷教育渋谷 渋谷区 入試の変更点はなし。模試では女子の学力上位の希望者の増加
が目立つため、女子はやや難化するかもしれない。男子の希望
者数に目立った変化はなく、男子は各回次とも2017年並みの
難度になりそう。

青山学院 渋谷区 入試の変更点はなし。男女とも模試の希望者が増えていて、し
かも学力上位生が目立つ。やや難化しそうなので、しっかり準
備をして挑戦したい。

宝仙学園理数インター 中野区 2月1日午後と4日午後にコラボレーション・プレゼンテーショ
ン等の理数インター入試の新設や、各回次の定員変更などを行
う。模試では人気には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。

実践学園 中野区 一部の回次で入試科目や日程等の変更あり。2017年度に新設
した日本語表現力入試は、適性検査型として回数を増やす。人
気にあまり変わりはなく、難度は各回次とも2017年並みとな
りそう。

新渡戸文化 中野区 小規模な入試の学校。入試に一部変更はあるが2017年とあま
り変わらない入試になりそう。

東大附属（国立） 中野区 推薦の入試日程を動かすが曜日の関係。独特な存在で、人気は
あまり変わっていない。2017年並みの難度になりそう。

富士高附属（都立中高一貫校） 中野区 選抜の変更点はなし。人気に目立った変化はなく、難度は
2017年並みになりそう。

文化学園大杉並 杉並区 2018年から共学化。また、難関進学グローバルと一般の2コー
ス制も単一とし、入試設定も大きく変更する。模試では共学志
向の女子の希望者は増えていて、グローバル教育を重視する男
子の関心も高まっている。来春の各回次の難度は、2017年の
一般の水準とあまり変わらないか、今後の状況によっては、や
や難化するかもしれないと思って準備をした方が良さそう。

日大第二 杉並区 入試の変更点はなし。模試での希望者は増えていて、少し難化
する可能性がある。
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東京立正 杉並区 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。

淑徳巣鴨 豊島区 特進3回の日程変更や帰国生の入試の一部変更があるが、入試
情勢への影響はない。模試での人気はあまり変わらず、Ｓ選抜・
特進各回次とも2017年並みの難度だと思われる。

城西大城西 豊島区 帰国生入試の日程や科目を変更するが、入試情勢への影響はな
い。模試での人気に動きはなく、各回次とも2017年並みの難
度だと思われる。

順天 北区 模試の希望者が増えている。2018年は、2月4日午後を多面的
入試としてマイプレゼンテーションを実施したり、帰国生入試
の日程・科目などを変更。各回次ともボーダーライン付近が少
し厳しくなるかもしれないので、しっかりと準備をすること。

桜丘 北区 帰国2回の入試日程を変更するが、入試情勢への影響はない。
人気に動きはなく、各回次とも2017年並みの難度になりそう。

東京成徳大 北区 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。

成立学園 北区 小規模な入試。入試に一部変更はあるが、2017年とあまり変
わらない入試になりそう。

駿台学園 北区 小規模な入試。入試に一部変更はあるが、2017年とあまり変
わらない入試になりそう。

武蔵野 北区 小規模な入試。入試に一部変更はあるが、2017年とあまり変
わらない入試になりそう。

淑徳 板橋区 定員配分の一部変更を行うが、入試情勢には特に影響なし。模
試では人気に変化は見られず、各コースの各回次とも2017年
並みの難度が続きそう。

帝京大帝京 板橋区 得意科目を生かす科目選択型の入試を実施するが、入試情勢へ
の影響はない。模試での人気に特に動きはなく、各回次とも
2017年並みの難度だと思われる。

学芸大国際（国立） 練馬区 入試の変更点はなし。国際バカロレアの中等教育プログラム実
施校。注目度は高いが、その特殊性もあって、2017年並みの
難度になりそう。

大泉高附属（都立中高一貫校） 練馬区 選抜の変更点はなし。人気に目立った変化はなく、難度は
2017年並みになりそう。

共栄学園 葛飾区 比較的小規模な入試。入試日程の変更などがあるが、2017年
とあまり変わらない入試になりそう

修徳 葛飾区 比較的小規模な入試の学校。入試日程の変更などがあるが、
2017年とあまり変わらない入試になりそう。
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