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◎ 公立中高一貫校では、正式には入試とは呼ばず、行政に合わせて「入学者選抜(略して入選)」の
用語を使用しています。

◆ 東京都

東京都の公立中高一貫校は 11校ですが、都立の 10

校については 2015 年から適性検査問題が一部共通化

されています。11校合計の応募者数は、一昨年が9,700

名余り、昨年は9,200名余りでしたが、今年はさらに

少し減って、約9,100名となりました。	 

	 まず、唯一の区立の九段中等は、応募枠が区分Ａ(千

代田区民枠)と区分Ｂ(千代田区民外枠)に分かれてい

る学校です。区分Ａの応募者数は男子がやや減、女子

は昨年並みとなりました。区分Ｂは、男女ともに微減

ですが、昨年並みと言ってよいでしょう。難度は区分

Ａ・Ｂ、それぞれ男女ともに、昨年とあまり変わらな

かったようです。	 

	 続いて都立です。白鴎高附属はもともと英語力強化

には定評がある学校で、グローバル志向の高い受験生

に人気があります。同校は今年、検定試験の特別枠Ａ

をなくし、代わりに海外帰国生・在留外国人の応募枠

を設けました。その分、一般枠は定員が削減されてい

ます。一般枠は適性検査がⅢまでになりました。今年

の結果を見ると、新設の帰国・外国人枠は実質倍率が

2 倍程度と、帰国生入試としては高い方の実質倍率で

した。一般枠は、定員が削減されたにも関わらず男子

の応募者はやや増加、女子は昨年並みで、実質倍率は

上がっています。男女ともにやや難化したかもしれま

せん。小石川の一般枠の応募者数は、男子がやや増加

していました。隔年現象的な変化です。女子も微増し

ましたが、これは隔年現象ではありません。女子は

2015年から徐々に応募者が増えていて、人気が上がっ

ています。難度面では、男女ともに昨年並みだったよ

うです。	 

両国高附属は、女子の応募者数が減少していました。

男子もわずかに減少です。同校は一昨年から応募者の

減少が続いていて、高倍率による敬遠ムードが定着し

ています。地域的に城東地区以外からはあまり通いや

すくないことも影響しているかもしれません。難度は

男女ともに昨年とあまり変わらなかったようです。桜

修館は男子の応募者数が減少、女子は昨年並みでした。

男女ともに 2015 年から応募者の減少傾向が続いてい

ます。高倍率による敬遠傾向がはっきりしてきたと言

えるでしょう。元々高倍率なこともあり、難度は男女

ともにあまり変わっていないようです。	 

	 大泉高附属は男子の応募者が増え、女子はやや減少

しました。男女合計ではやや増加となっています。昨

年までの敬遠ムードに歯止めがかかってきたようです。

元々高倍率ですが、男子はやや難化したかもしれませ

ん。女子は昨年とあまり変わらない難度だったようで

す。富士高附属は男子の応募者が減少し、女子もやや

減少しました。昨年までは男子の小幅な応募者増加が

続いていて人気が上がっていましたが、それが落ち着

いてきたようです。女子は隔年現象で応募者が上下し

ており、今年の減少もその流れです。難度は男女とも

に昨年並みだったようです。	 

	 続いて多摩地区です。立川国際の一般は男女ともに

応募者数が減少しました。帰国・外国人枠も男女とも

に減っていました。高倍率による敬遠ムードが起こっ

ているようです。元々高倍率ですから入りやすくなる

ことはなく、難度は男女ともに昨年と同様だったよう

です。三鷹中等は男子の応募者数がやや減少し、女子

は昨年並みでした。男子は2015年から減少が続いてい

て、高倍率からの敬遠ムードが定着しています。女子

も応募者の減少が続いていましたが、今年は落ち着い

た様子です。男女ともに難度には変化がなかったよう

です。	 

	 南多摩中等は、昨年は男女ともに応募者が減少して

いましたが、今年は男子が増加、女子もわずかに増え

ています。昨年までの敬遠ムードに歯止めがかかった

ようです。男子はやや難化したかもしれません。女子

は昨年並みの難度でした。武蔵高附属は昨年は男女と
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もに応募者が減っていましたが、今年は男子が微増、

女子は微減となりました。男女計では昨年とほぼ同じ

応募者数です。難度面では、男女ともに変化はなかっ

たようです。	 

	 ところで、毎年合格者の中で入学を辞退するケース

がありますが、今年は小石川中等の男子で16名が辞退

しました。女子も10名辞退していて、他に桜修館の女

子の11名、白鴎高附属の男子と武蔵高附属の女子の各

6名、両国高附属の男子 5名も目立ちます。いずれも

難関私立の併願者でしょう。	 

◆ 神奈川県

昨年に開校して注目されたサイエンスフロンティア

は、その名の通り科学技術、理科・数学などの理系教

育を重点的に行う学校です。昨年の倍率は男子が 10

倍強、女子も5倍を超えました。今年の男子は昨年の

結果を受けて敬遠したのか、応募者数が大幅に減りま

した。それでも実質倍率は約8倍ですから、依然とし

てかなりの高倍率です。女子の応募者数は昨年並みで

した。難度面は決して下がることはなく、昨年と同様

のハイレベルな選抜になったようです。	 

横浜市立南は昨年、応募者が男女ともに大きく減少

しました。サイエンスフロンティアが開校し、そちら

に流れた受験生がいたためです。今年もその傾向は続

いていて、男女ともに大幅に受験生が減っていました。

倍率を比較すると、一昨年は8.0倍、昨年は6.4倍、

今年は5.3倍と下がっています。難度面では少し入り

やすくなったかもしれません。	 

	 県立の相模原中等は昨年、男女ともに応募者が増え

ていましたが、今年は男子が昨年並み、女子は増加し

ました。横浜市北部の受験生も、サイエンスフロンテ

ィアではなく、同校を目指すケースが少なくありませ

ん。今年も変わらず高倍率の選抜で、男子は昨年並み

の難度、女子はやや難化したかもしれません。平塚中

等は男女ともに応募者がやや増加しました。昨年も男

女とも応募者は増加しており、人気は上向きです。応

募者は少し増えましたが、難度が変わるほどではなく、

男女とも昨年並みだったようです。	 

	 市立川崎は、一昨年、昨年と応募者の減少が続いて

いましたが、今年は若干増えています。2014年の開校

時から5年目を迎え、開校時の「準備不足でも挑戦し

てみよう」という応募者が徐々に絞られて、安定した

人気になってきたようです。応募者は若干増えました

が、難度は昨年とあまり変わらなかったようです。	 

◆ 千葉県・埼玉県

千葉県の公立中高一貫校は、県立千葉、市立稲毛、

県立東葛飾の3校です。まず開校3年目の県立東葛飾

から。一昨年の開校時は大人気で1,100名を超える応

募者数を集め、昨年は少し落ち着いて1,000名を切り、

今年は820名の応募となっています。学校が開校する

と、1年目は準備が不十分でも出願するケースが多く、

応募者は膨らみがちです。2 年目には、難度や競争率

の高さが明らかになるので、応募者数は減り、1 年目

よりも絞られた受験生による選抜となる傾向がありま

す。3 年目の今年、応募者数は減りましたが、これは

様子見で受検する児童が昨年よりもさらに減ったため

で、同校を高く志望する受験生たちによる選抜になっ

てきたと言えるでしょう。同校は1次で合格した受験

生が2次で再び検査を受ける2段階選抜ですが、1次

の実質倍率は男女とも2倍以上と厳しい状況が続いて

いて、難度は変わらないか、受験生の学力層が洗練さ

れてきたことから、むしろ少し難化しているかもしれ

ません。2 次では、志望順位の高い私立に先に合格し

た受験生が棄権するケースがありますが、棄権率は若

干昨年より下がっています。難度に影響するほどでは

なく、2次は昨年並みの難度だったと思われます。	 

県立千葉は、男子の応募者がやや減少し、女子は昨

年並みでした。同校は一昨年に男女ともに応募者数が

目立って減り、昨年は緩やかに減っていました。船橋

市の北部など、東武野田線経由で柏が遠くない受験生

の中には、一昨年に開校した県立東葛飾に流れたケー

スもあったようで、今年もその傾向が続いているよう

です。県立東葛飾と同様に2段階選抜を行なっている

学校ですが、1 次の実質倍率は昨年よりやや下がった

ものの2倍を超えていて、厳しい選抜が続いています。

難度は昨年と同様だったようです。2 次の棄権率は昨

年より若干上がりましたが、決して入りやすくなるこ

とはなく、2次の難度も昨年並みだったようです。	 

	 市立稲毛の応募者数は、今年は男女とも減少してい

ます。同校は県立の他2校と違って2段階選抜ではな

く、1 回の選抜で合否が決まります。応募者は減少し

ましたが、絞られた受験生による選抜になったようで

難度に目立った変化はありませんでした。	 
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続いて埼玉県です。埼玉県の公立中高一貫校は、首

都圏の本格的な公立一貫校第1号の伊奈学園と、市立

浦和高附属の2校で、両校とも2段階選抜を行なって

います。伊奈学園は男女ともに応募者が減っています。

同校は男女合計定員ですが、例年女子の入学生の方が

多い学校(概ね女子が男子の2〜2.5倍)です。今年の合

格者の男女比は、女子が男子の1.7倍と、昨年や一昨

年と比べて男女の差が縮まってきました。2 次の棄権

者はわずか1名となっていて、同校を第一志望で受検

した児童が多かったことが伺えます。絞られた受験生

による選抜で、応募者は減っても、1次・2次ともに難

度は昨年と同様になったようです。市立浦和高附属は、

男子の応募者が減少しましたが、昨年は増加、一昨年

は減少と来ていましたので、隔年現象でしょう。女子

はここ数年安定した応募者数が続いていて、今年はや

や増加となりました。1次の合格者は全員が 2次を受

検しており棄権者はゼロとなっていて、最初から同校

を強く志望する受験生が多いことがうかがえます。難

度は1次、2次ともに昨年並みだったようです	 

◆ 茨城県・栃木県

茨城県には3校の公立中高一貫校があります。並木

中等は、今年は男女ともに応募者が減少しています。

昨年は男女ともに応募者が増加していましたので、人

気が上がって難化したのを敬遠されたのかもしれませ

ん。もともと高倍率なので、応募者が減っても、難度

面では男女とも昨年並みだったようです。日立第一高

附属は人気に変化は見られず、男子の応募者が微増、

女子は昨年並みとなりました。地域の小6児童数が減

っている中で、人気を維持していると言えるでしょう。	 

難度は男女ともに昨年とあまり変わっていないようで

す。	 

	 開校5年目の古河中等は、男子の応募者は昨年並み

で、女子は減少しました。同校は立地的に埼玉県の私

立中学校の通学圏と重なり、東京都内に向かう受験生

もいるため、それらの学校を希望する受験生も多くな

っています。昨年も男女ともに応募者が減っていたの

ですが、今年は男女合計の減少率は小さくなりました。

難度は男女ともに昨年並みだったようです。	 

続いて栃木県です。栃木県にも公立中高一貫校は 3

校あります。宇都宮東高附属は、男女ともに昨年とあ

まり変わらない応募者数となりました。人気は安定し

ています。難度面でも目立った変化はなかったようで

す。佐野高附属は、男子の応募者が若干増加し、女子

は減少していました。難度はあまり変わらず、男女と

も昨年並みだったようです。矢板東高附属は、男子の

応募者数が減少しましたが、隔年現象によるものでし

ょう。女子の応募者数はここ数年安定していて、今年

も昨年並みとなりました。難度面では、男女ともに昨

年並みだったようです。栃木県の小6児童数が減少し

ている中で、公立中高一貫校3校の人気はいずれも安

定していると言えるでしょう。	 

◆ 寮制校の東京入試

公立中高一貫校でも寮制入試を行う学校がありま

す。鹿児島県立楠隼(なんしゅん)中学校で全寮制公立

中高一貫男子校です。生徒は鹿児島県民に限らず全国

募集、東京でも選抜を実施しました。ＪＡＸＡと提携

した教育で注目されています。公表数値が年によって

異なるため、単純比較はできませんが、今年は東京会

場で25名が受検しています。性格上、宇宙に強い関心

がある児童が受検する学校として定着してきたようで

す。	 

☆ 都立白鴎高附属の特別枠の内訳

※昨年

までの

区分Ａ

は廃止	 

分野	 募集定員	 
応募者数	 受検者数	 合格者数	 

男	 女	 男	 女	 男	 女	 

囲碁・将棋	 

６名程度	 

4	 1	 4	 1	 1	 0	 

邦楽	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 

邦舞・演劇	 3	 0	 3	 0	 1	 0	 


