
中学受験版 受験マニアックス（2018年 3月号）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 神奈川県私国立中入試概況（速報） 

 
Copyright © Educational Network All rights reserved. 

 
1 

 
 
 
 
 
1.   概況 児童数の減少に対応して、応募総数・実受験者数ともに減少 

神奈川県内の公立小6児童数は

約73,700名で、昨年より約2,000

名の減少です。2月24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

49,700件となっていて、昨年の最

終より約1,200件の減少です。一

昨年から昨年の減少件数の2倍と

なり、減少幅が大きくなっていま

す。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、最

終的に昨年の水準に届くのは難し

いでしょう。昨年新設した公立一

貫校のサイエンスフロンティアの	 

	 

応募者が「2 年目のジンクス」で減ったことや、共学

化で注目された青山学院横浜英和の応募者が、難化予

想が浸透しすぎたようでセーブされたことなども影響

しているかもしれません。昨年は応募者数は減少した

ものの、受験者数は一昨年並みを維持していましたが、

今年は実際の受験者数も、応募者数の減少に対応して

少し減少する見込みです。東京では応募者数、受験者

数が増えている学校が多く、特に小田急線や田園都市

線沿線では、県内の中高一貫校だけでなく、23区や町

田市などの学校を選ぶ受験生も多いことから、今年は

特に東京志向が強くなっているようです。	 

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日午前が最多ですが、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。2月1日午前は

昨年並み、2日午前、3日午前、4日午前、5日午前は

減っています。午後入試は 1 日午後は昨年並みで、2

日午後はやや減り、3 日午後は増えています。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。他の回次に比べて2月3日午後が

増えているのは、ウェブ出願の広がりで出願自体が遅

くなっており、2月1日の入試結果で2月2日以降の

追加出願をしているためかもしれません。	 

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。昨年は1

日の応募者が減少、都内まで電車で通学できて都県境

の意識があまりない横浜、川崎、相模原の各市などで、

県内各校よりも都内校を選択する受験生の増加が見ら

れました。今年の1日の応募者は昨年並みだったこと

から、東京志向が強まったものの、第一志望について

は県内校を選ぶ受験生も健在です。	 

次に、難易度による志望校選択の傾向を見てみます。

次ページのグラフは、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。	 
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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、昨年最終と今年

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

が目立ちます。Ｂグループの次に

Ａグループ、Ｃグループと続く順

は昨年と同様です。昨年減ってい

たＤグループの応募者は、今年は

増加しています。Ｅグループは昨

年やや増えた応募者数を今年も維

持しています。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。男子と同じく上位志向は高く、

特に今年は難関校のＡグループの

応募者が増えていることに注目で

す。	 

昨年にひき続き中堅校の応募者

が多いものの、Ｂ、Ｃ、Ｄ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・洗足学園 
・フェリス女学院 
Ｂ…青山学院横浜英和・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 
・中央大学附属横浜・桐蔭学園（中等）・日本女子大附属・日本大学（ＧＬ） 
・法政第二・山手学院・横浜共立学園・横浜雙葉 
Ｃ…神奈川学園・カリタス女子・関東学院・湘南学園・清泉女学院 
・桐蔭学園（女子部理数）・桐光学園・日本大学（ＮＳ）・日大藤沢 
・聖園女学院・森村学園・横浜国大附属横浜 
Ｄ…自修館・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・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 

 
プとも少しずつ減っていて、人気にもやや陰りが出て

いるようです。 
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、帰国生の入試日程を 1 日早めました。

以前から後述の栄光学園との間で受験生の流出入が見

られ、昨年もこの現象が見られましたが、今年も応募

者数は少し減りました。2月2日 1回の応募者はやや

減り、4日の 2回は大きく減っています。ウェブ出願
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を導入した影響ですが、実受験者数も少し減りました。

合格最低点は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。2回は昨年並みで、

帰国は下がりました。浅野は、昨年は一昨年に比べて

応募者が減っていましたが、今年は少し増えました。

10％に満たない小幅な増加ですが、2017年1年間の模

試で見られた「難関校志向」「附属校志向」が表れてい

ます。実際の受験者数も増えて、合格最低点も上がっ

ており、やや難化したようです。	 

サレジオ学院は2月1日のＡ入試は応募者数が昨年

とほとんど同じで、4 日のＢ入試はやや増えました。

実際の受験者数はＡ、Ｂともに若干増えています。Ａ

は合格最低点が少し下がり、Ｂは少し上がっています

が、難度面では大きな変化は見られません。慶應普通

部は、昨年は応募者が少し減っていましたが今年はや

や増えています。一昨年並みの応募者数で、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4回と5回の定員配分を変更。一昨年は公立

一貫型入試の日程を動かした影響で応募者が減ったも

のの、昨年は応募者数を維持していましたが、今年は

減りました。実際の受験者数も減り、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2回と5回の

定員を変更し、2月 5日のチャレンジ入試を廃止しま

した。各回合計応募者数は大きく増えましたが、今年

も小規模な入試でした。	 

 
＜女子校＞ 

まず横浜市内の神奈川女子御三家の3校、フェリス、

横浜雙葉、横浜共立から。一昨年、昨年とフェリスの

応募者は微減していましたが、今年も小幅ながらさら

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。横浜雙葉も応募者が減

りました。出題が少し難化したようで、合格最低点も

やや下がりましたが、難度に変化はなさそうです。横

浜共立は、2月 1日のＡは応募者が昨年とほぼ同じで

人気は安定しています。合格最低点も昨年並みで、難

度面に変化はありません。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)は応募者が

少し減りましたが、こちらも合格最低点は昨年並みで

難度に変化はなく、入り易くなったわけではありませ

ん。	 

神奈川学園は、一昨年、昨年と応募者数にあまり変

化はありませんでしたが、今年は各回合計の応募者数、

受験者数ともに大きく減っています。中堅の女子校は

共学校志向の強まりで、以前よりも人気に陰りが出て

いますが、その影響でしょう。合格最低点は1日午前

のＡが下がり、若干入り易くなったようです。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2018年度からコースを改編。実践的な英語力の強化

を図る国際教養クラスを新設しました。従来の特進ク

ラスと普通クラスはアカデミークラスとして統合。授

業を週6日制にして実験や実習等を充実させる方針で

す。コース改編への期待が高まり、各回合計の応募者

数が大幅に増えました。国際教養とアカデミーの両方

を希望する受験生も多く、1 人の応募者を両コースに

カウントした面はありますが、それを除いても増加し

ています。実際の受験者数も増えていて、人気が上が

りました。合格最低点は、当然ですが国際教養の方が

高く、2月1日午前午後は満点に対して10％ほどアカ

デミーより高くなっていましたが、後ろの日程になる

にしたがって差が大きくなり、2日午後や 3日午後は

20％高くなって難度が上がっています。アカデミーの

合格最低点は、1日午前がやや上がり、2日午前のＣは

やや下がりましたが、他の回次は昨年並みで、難度に

大きな変化は見られませんでした。	 

捜真は、Ｄ日程や帰国1回の入試日程の変更、Ｅ日

程を新設して口頭試問を導入するなどの変更がありま

した。昨年は応募者数、実際の受験者数ともやや増え

ていましたが、今年の応募者数は微減です。本稿執筆

時点で合格最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

昨年から導入した作文や作業主体の未来力入試を2月

5日から 3日に変更したほか、英語入試の科目の組み

合わせの変更、定員配分の変更などがありました。正

式には中等教育学校の募集から中学校としての募集に

なりましたが、実質的な変化はありません。昨年、各

回合計の応募者数が少し減っていましたが、今年もや

や減っていて、実際の受験者数も少し減りました。同

校は2019年度からの共学化を公表していますが、応募
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状況への影響は見られませんでした。合格最低点は一

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。応募者はやや減りましたが、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、洗足学園が帰国生の入試日程をずら

しましたが、曜日の関係によるものです。昨年は1～3

回ともに応募者がやや減っていましたが、今年は昨年

の反動もあって2月1日の1回が大きく増え、2日の2

回、5日の3回もやや増えました。合格最低点は1月

の帰国入試が少し下がり、2 回がやや上がった他は昨

年並みでしたが、1回と 3回は実質倍率が上がってい

て、ボーダーライン付近が厳しくなっています。帰国

入試は、出題が少し難しかったようです。	 

カトリック校のカリタスは2月1日午前の入試を設

定し、全体に日程を前倒しにしました。昨年、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。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。今年は「新3科型入試」の応募者数は増え、

各回合計の応募者も増えています。昨年は実際の受験

者数が減っていましたが、今年は応募者の増加に対応

して増えています。新設の1日午前の1回は合格最低

点が昨年の午前の4科入試よりもかなり高く、高難度

だったようですが、1日午後の 2回はやや下がり、少

し入り易くなったようです。2日午後の2回、3日の3

回は昨年並みで難度に変化はありませんでした。日本

女子大附属は一昨年、昨年に続いて各回合計の応募者

数が減りました。実際の受験者数もやや減少しました

が、合格最低点は各回とも昨年と変わらず、安定した

入試でした。	 

 
＜男女校＞ 

	 まず、2018年度より共学化した青山学院横浜英和か

ら。同校は2014年から青山学院大学の系属校になって

いて、青山学院の共学教育のポリシーに準じて、共学

化の準備を進めてきました。青山学院大学への内部進

学を期待する受験生の人気が高く、共学化して初めて

となる入試が注目されました。帰国入試以外の各回次

ともに応募者は増えましたが、爆発的な増加ではあり

ませんでした。前年まで2科4科選択だった一般入試

を4科のみにしたことや、共学化で難化必至と言われ

ていたことで、応募者がセーブされたようです。実際

の受験者数も増えましたが、合格最低点はやや下がっ

ています。共学化に伴って、算数や理科などの出題が

が少し難化したようで、その影響でしょう。公文国際

は、帰国生の入試日程を変更しました。昨年の応募者

数、実際の受験者数はともに一昨年と変わりませんで

したが、今年はやや減り、特に女子の受験者数の減少

が見られました。国際色豊かで、女子の人気が高い学

校ですが、大学附属校に流れた受験生が増えたようで

す。ただ、難度面では特に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、一昨年、

昨年と応募者が減っていましたが、今年は2月2日午

後の2回の応募者が男女とも増えています。大学付属

校志向の強い受験生が、難度面で予想がつきにくかっ

た共学化の青山学院横浜英和との間で迷ったうえで、

こちらを選んだケースも見られました。合格最低点は、

1回が昨年並み、2回は受験者数が増えても合格者数は

変わらず、倍率アップの厳しい入試になっていて、合

格最低点も上がっています。	 

	 山手学院は2月1日に午後入試を新設し、午後入試

を2回の体制としたほか、各回次の定員を変更しまし

た。昨年は各回とも応募者が増えましたが、今年は各

回とも減っていて、実際の受験者数も応募者の減少ほ

どではありませんが減っています。午後入試を2回に

して、早めに受験生を集めようという施策でしたが、

桐蔭学園に流れた受験生もいたようです。合格最低点

は新設の1日午後も含めて、昨年の水準よりもやや上

下していますが、難度は概ね昨年並みだったようです。

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、今年は帰国以外の各回

次は減りました。実際の受験者数も応募者の減少に対

応して減っていますが、3 日のＢの女子は昨年並みで

す。合格最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、昨年は応募者が各回

とも少しずつ増えていましたが、今年は各回とも減っ

ています。実際の受験者数も、応募者の減少に対応し

て大きく減りました。合格最低点は一部を除いて少し

下がっていて、やや入りやすくなったようです。	 

桐蔭学園は2月1日午後に入試を設定して、全体に

前倒しの日程としたほか、昨年新設したＡＬ(アクティ
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ブラーニング)入試を2月1日午前に移動し、4教科入

試と選択できるようにするなどの変更がありました。

各回の合計応募者数は一昨年、昨年と減っていました

が、今年は増えていて、実際の受験者数も同じ傾向で

す。入試日程を前倒しにした効果だけでなく、学校改

革に取り組んでいて、今年の受験生の1学年下からは

男子部・女子部の体制をやめることが公表されていま

す。今年の受験生は現体制最後ですが、改革への期待

感が受験生や保護者に表れているのでしょう。合格最

低点は、一部にやや上下のバラつきが見られますが、

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。	 

日吉の日本大学は適性検査型入試を新設したほか、

昨年から実施している2月1日午前の英語選択者の科

目の一部変更や定員の変更を行いました。同校は一昨

年から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

ース制を取っています。一昨年、各回合計の応募者数

は大きく増えましたが、昨年はＮＳの応募者は各回と

も減り、一方でＧＬはあまり変わりませんでした。今

年はＮＳの応募者は昨年並み、ＧＬはやや減少しまし

た。実際の受験者数もＧＬの各回合計は減っています。

ＧＬは難度が高いことから、初めからＮＳに絞った受

験生が増えているようです。合格最低点は、5 日午前

はＧＬ、ＮＳとも上がっていて少し難化していますが、

他の回次は両コースとも昨年並みでした。	 

関東学院は、1期Ｃの日程を 3日に動かしました。

一昨年は各回ともかなり応募者が減り、昨年は前述の

日本大学をはじめとする他校に流れていた受験生が戻

り男子が大きく増加しましたが、今年はその反動か男

子の応募者が減り、女子は増えました。各回男女合計

は昨年並みです。合格最低点は1日午前の1期Ａは昨

年並みで難度は変わりません1期Ｂ・Ｃはやや上がり、

少し難化したようです。6日の 2期は合格最低点が少

し下がっていますが、難度にあまり変化はないでしょ

う。系列校の関東学院六浦は、一昨年各回とも女子の

応募者が増えて男子は少し減り、昨年は女子が減って

各回男女合計も少し減りました。今年も女子は引き続

き減っていますが、男子の応募者は増えていて、男女

合計では昨年並み、厳密には微増でした。実際の受験

者数も昨年と大きくは変わらず、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。	 

鶴見大附属はこのところ少しずつ減っていた各回

合計の応募者が、昨年は増加に転じ、今年も昨年を上

回りました。昨年新設した適性検査入試を2月2日か

ら1日に動かしたことも要因の一つですが、2015年に

着任した現校長先生が教育改革を進めていることから、

それに対する期待もあります。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

浜隼人は一昨年まで、各回合計の応募者数が増えてい

ましたが、昨年は変わらず、今年もほぼ同じでした。

ただ、実際の受験者数は減っていて、併願受験生の動

きが少し変わったようです。難度面ではやや入り易く

なったかもしれません。	 

横浜創英は、一昨年、各回合計の応募者数がやや減

り、昨年は前年並みを維持していましたが、今年は再

び少し減っています。実際の受験者数もやはり減って

いて、鶴見大附属などの他校に受験生が流れているよ

うです。合格最低点は昨年よりも上がったり下がった

りと、動きにバラつきが見られる回次もありますが、

受験者数の多い回次は少し下がっていて、やや入りや

すくなったようです。系列校の横浜翠陵は帰国入試を

新設したほか、1回と 2回の定員配分の変更や、昨年

新設した適性検査型の移動(2月 1 日)がありました。

一昨年、昨年と各回合計の応募者が増加していました

が、今年は減っています。昨年増加した男子の減少が

目立っていて、他校に受験生が流れたのかもしれませ

ん。女子の応募者数はあまり変わっていません。合格

最低点は同校も動きにバラつきが見られる回次もあり

ますが、受験者数の多い回次は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、一昨年は応募者が増加、昨

年は減少と隔年で変動していて、今年は順番通り応募

者が増えています。市立南に押されて人気に陰りが見

られましたが、少し回復したようです。倍率が上がっ

た分、やや難化したようです。	 

	 次に川崎市です。2016年度に男子校から共学化した

法政第二は、帰国生の入試日を1日前倒しにした以外、

変更はありませんでした。男女別定員制で女子の定員
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が少なく、男子に配慮した設定ですが、女子だけでな

く共学校志向の男子も集まって、一昨年、昨年と応募

者が増えていて、高倍率の厳しい入試でした。この状

況を反映して、今年は2月2日の1回、4日の2回と

も男子の応募者が少し減っています。女子は昨年並み

でした。合格最低点は 1回は昨年並み、2回は男女と

も少し下がっていますが、出題が少し難しかったから

でしょう。難度はあまり動いていていないようです。

桐光学園は昨年から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入試を3回と並行実施しています。

男女別合計で男子は一昨年、昨年と応募者が少し減り

ましたが、今年はやや増えました。女子はここ数年、

減少傾向が続いています。男子の合格最低点は各回次

とも昨年並み、女子は1回が昨年並み、2・3回はやや

下がっていますが、目立った難度の変化ではなく、安

定した入試でした。大西学園は一旦廃止したＣ入試を

復活しました。本稿執筆時点で入試結果未公表です。	 

 
3. 横須賀方面・湘南方面 

＜男子校＞ 

栄光学園は以前は聖光学院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、一昨年あたりから再びこの動きが

見られるようになり、昨年に引き続き今年も応募者が

少し増えました。合格最低点は少し下がりましたが、

厳しい入試に変わりはありません。鎌倉学園は 2月 1

日の午前に入試を新設、全体的に前倒しの日程とし、

他回次の定員調整も行いました。昨年は各回合計の応

募者数が減ったものの、実際の受験者数はほぼ例年通

りでした。今年は新設した2月1日午前が逗子開成と

日程が重なった影響で、各回次合計の応募者、受験者

数ともに少し減りましたが、欠席率はウェブ出願の効

果で低い水準です。一昨年、昨年と人気が高かった 2

月1日午後の算数入試は、今年は応募者が大きく減り

ました。新設の午前に流れた受験生もいたようで、合

格最低点も下がっています。1日午前の 1次は昨年の

各4科入試並みで、難度には変化がなかったようです。

2日午前・4日午前の2・3次の合格最低点は昨年並み

で、難度の変動はありません。	 

逗子開成は、昨年は各回とも応募者数が少し増えて

いましたが、今年は帰国は変わらず、2月1日の1次

と3日の2次が減り、5日の3次は少し増えました。

今年は1・2次の受験者数も減っていますが、鎌倉学園

が1日午前に入試を動かした影響です。1次と3次の

合格最低点は昨年並みで難度は安定していますが、2

次は少し上がりました。得点しやすい問題だったよう

で、難度は変わっていないようです。藤嶺藤沢は、得

意科目を生かして受験ができる科目選択型入試を導入。

一部の回次の定員変更を行いました。一昨年、各回合

計の応募者数が大きく増えた反動で、昨年は各回とも

応募者数が減り、今年も引き続き減少しました。しか

し難度は各回次とも概ね昨年並みで、変化はありませ

んでした。	 

 
＜女子校＞ 

	 湘南白百合は、帰国生の入試を1日早めました。昨

年は一般入試のみ応募者が減少しましたが、今年は帰

国入試、一般入試ともに減りました。以前はフェリス

の定番の併願校でしたが、最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

者数も減っています。昨年合格最低点が下がり、やや

入り易くなっていましたが、今年は昨年並みで、難度

は維持しています。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、昨年とも2月2日の1次、4日の2次の応募者が

増えていて、今年もやや増えて人気が続いています。1

次、2 次とも合格最低点は昨年並みで、難度に変化は

見られませんでした。清泉女学院は昨年、2月 1日午

後に入試を新設し、午後入試を開始しました。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。各回合計の応募者数は、昨年大幅に増加した

反動で、今年は減少しました。実際の受験者数も対応

して減っています。合格最低点は1日午前と午後が昨

年並みでしたが、3日午前の 3期は上がって少し難化

しています。	 

	 聖園女学院は、2月2日午後に英語入試と3次を新

設しました。また、昨年新設した総合力入試を 2月 1

日午後に動かしたほか、一部定員の変更も行いました。

昨年は既存の入試回次で一昨年並みの応募者数、新設

の総合力入試の分だけ応募者数が増えました。今年は

新設の3次に多くの応募者がありましたが、同校の日

程の早い回次や他校の併願者が多く、欠席者も目立ち

ました。既存の回次は応募者が減っています。横浜方
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面の学校に流れた受験生が多いようです。2月 1日の

合格最低点は、午前午後とも昨年並みでしたが、2 日

以降は少し下がっていて、やや入りやすくなったよう

です。	 

鎌倉女子大は特進・進学の2コース制でしたが、今

年から特進レベルのみの募集となりました。また、昨

年新設した適性検査型入試は2月2日午前に移動しま

した。一昨年、昨年と各回合計応募者数にあまり変化

はありませんでしたが、今年は減りました。実際の受

験者数も少し減って小規模な入試です。概ね昨年とあ

まり変わらない難度でした。北鎌倉女子と聖和学院は、

各回合計の応募者数が昨年を上回りました。小規模の

ため人数的に大きいわけではありませんが、北鎌倉女

子は 2017 年に着任した新理事長先生の改革宣言に期

待する受験生が多かったのかもしれません。聖和学院

は昨年から表現力総合型入試や、面接をプレゼンテー

ション方式とする入試を実施。今年も2月3日午後に

入試を新設するなど動きが活発で、上手に広報活動を

してきた結果でしょう。	 

緑ヶ丘女子は今年も応募者数に変化はなく、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。特に、一般入試の女子の伸

び率が高くなっています。一般の男子は一昨年が増加、

昨年は減少、今年は増加して、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。応募者が昨年か

ら増え続けている女子はやや上がったかもしれません。

日大藤沢は昨年に続いて、2月1・4日の1・2回男女

とも少しずつ減っています。横浜や町田方面に流れる

受験生が増えているのかもしれません。難度の面では、

大きな変化は見られないものの、ボーダーライン付近

で少し入りやすくなっているかもしれません。湘南学

園は2013年に人気大爆発で、応募者数が大きく増加、

以後その反動で応募者が少しずつ減っていましたが、

今年は各回男女ともに大きく減りました。横浜方面に

流れる受験生が増えたようです。合格最低点は1日午

後のＡ入試は男女とも昨年並み、その他の回次は下が

っていて、少し入りやすくなったようです。	 

横須賀学院は、1 次Ａの定員を変更しました。昨年

から英語有資格者入試(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日午後に集約していま

すが、この入試の応募者は、昨年同様わずかでした。

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減少しましたが、昨

年はやや増加して、今年も昨年並みを維持しています。

実際の受験者数はやや減りました。合格最低点は2月

1日の 1次Ａと 2日の 2次は昨年並み、1日午後の 1

次Ｂは上がり、3 次は少し下がっていますが、受験生

の得点分布に合わせたからで、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。昨年から2月2日に英語入試を新設

し、各回合計の応募者は増えましたが、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

す。昨年は応募者数がやや増えていましたが、今年は

一般は女子が微減、男子がやや減っています。2 日間

入試で他校と併願しにくいこともあって、志望順位が

高い受験生が中心になっています。今年も小規模な入

試で、難度は特に変わっていないようです。	 

 
4. 県央～県西方面 

＜女子校＞ 

	 聖セシリアは2月2日に英語入試を増設し、各回次

の定員変更などを行いました。昨年は各回合計の応募

者数は微減でしたが、今年は大きく減りました。しか

し実際の受験者数は昨年と変わっておらず、合格最低

点も各回とも昨年並みで、難度に特に変化は見られま

せん。相模女子大は昨年は一昨年並みの応募者数でし

たが、今年は各回でやや上下が見られるものの、合計

するとやや減っています。しかし、欠席率が低下した

ため、実際の受験者数は昨年並みでした。ウェブ出願

が受験生に浸透してきたようです。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。	 
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＜男女校＞ 

	 東海大相模は一昨年、昨年と通学エリアが重なる町

田の日大第三などに受験生が流れて各回合計の応募者

数が少し減っていましたが、今年は増加して人気が戻

ってきました。対応して各回とも倍率が上がり、やや

難化したようです。自修館は帰国生の入試日程を1日

早めました。一昨年まで各回合計の応募者数が増えて

いましたが、昨年は各回とも少しずつ減り、今年も引

き続き減少しました。町田・相模原や横浜方面の学校

に受験生が流れているようです。実際の受験者数も減

っていてますが、不合格者が目立つ回次もあって、難

度面では昨年とあまり変わらない入試だったようです。	 

地域は離れますが、相洋は帰国生の入試日程を1日

前倒しに。昨年同様、回次によって応募者数の増減に

違いが見られます。合計では大きく減りましたが、実

際の受験者数は応募者数ほどには減っていません。ウ

ェブ出願も行っていますから、あらかじめ複数の回次

に出願する受験生が減ったためでしょう。各回次とも

合格最低点は上がっていて、特に2月1日午前午後、2

日午前の上昇が目立ちます。応募者が減っても、基準

点に達しない受験生は合格させないとする姿勢の表れ

でしょう。	 

	 


