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1. 概況 応募者数・実受験者数ともに増加、栄東が今年も圧倒 

埼玉県内の公立小6児童数は約

61,300名で昨年より約1,400名減

少しています。県内の公立中高一

貫校を含む中学入試の応募総数は、

2月24日現在では約45,700件で、

昨年の 終は約 43,700 件でした

から、約2,000件の大幅な増加で

す。入試結果未公表の学校や3月

になってから実施される入試など

もあるため、 終的な応募総数は

もう少し増える見込みで、今年は

減少から増加に転じました。実際

の受験者数は2月15日現在の速報

値でも、延べ2,000名程度、昨年の	 

終を上回っていて、今後まだ上乗せされる見込みで

す。応募者数・実受験者数ともに増加に転じた背景に

は、東京都心部から始まった中学受験増加傾向が、よ

うやく埼玉県にも広がってきたこと、東京都や神奈川

県の受験生の「お試し受験」が、地方寮制校から埼玉

県の私立中学に変わってきていることがあります。	 

東京都や神奈川県は2月1日に入試スタートで、安

心して受験するために事前に1校は合格を確保してお

きたいと、1 月中に東京都や神奈川県以外の中学を受

験するケースが一般的です。従来から都内北部や西部

の受験生は埼玉県の私立中学の受験が一般的で、都内

南部や神奈川県の受験生は地方寮制校の首都圏入試が

定番でしたが、その一部が埼玉県私立に向かうように

なってきました。地方寮制校は、合格してもまず入学

しない「お試し受験」ですが、埼玉県私立は、場合に

よっては通学するかもしれない、という意味で選ばれ

ています。湘南新宿ラインに加えて、上野東京ライン

や、地下鉄副都心線を介しての東急東横線と東武東上

線・西武池袋線の直通運転で通いやすくなったこと、

そして何よりも埼玉県私立中学が魅力的になってきた

ための変化です。	 

上のグラフは、県内中学入試の日程別の応募者数の

合計を一昨年、昨年と比較したものです。今年の数値

は速報値です。私立中学だけでなく公立一貫校も含ん

でいます。本来は国立も含むところですが、埼玉大附

属は2月1日が入試でグラフには含まれていません。

応募総数では今年は1月10日午前が12,000件を超え

ていて、次点の12日午前の2倍以上の応募者数です。

昨年との比較では、1月10日午前と13日午前、15日

午前の応募者がかなり増えていて、10 日午後は増加、

11 日午前・午後、12日午前は減少、14 日午前は大き

く減少、といったところです。	 

10日は午前が約940名、午後が約200名と、大幅な

増加となっています。なかでも10日午前は栄東のＡ日

程が約550名と、増加分の半数以上を栄東が占めてい

ます。13日午前の増加は、昨年は 14 日だった公立中

高一貫校が今年は 13日になったためですが、14日の

減少分よりも13日の増加の方が大きく、その分私立の

人気が上昇しています。一方15日午前の増加は、開智

が今年から先端Ａ入試を新設したためで、この先端Ａ

入試だけで約1,100名の応募者を集めました。	 

次に、難易度による志望校選択の傾向を見てみます。

右のグラフは、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
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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。	 

男女ともＢグループが 多です

が、男子では応募総数の約5割を

占めるのに対して、女子では3分

の1強で、男子のＢグループ集中

が目立ちます。男子はＢグループ

とＤグループが昨年より増えてい

て、Ｂグループの増加の中心は栄

東、Ｄグループの増加は大宮開成

や西武文理、埼玉栄などの応募者

が増えたからです。Ａ・Ｃ・Ｅグ

ループは応募者が減っています。

女子もＢグループとＤグループが

昨年より増えており、その次に多

いのはＣグループですが、やや応

募者が減っています。Ａ・Ｅグル	 

 

◎	 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埼玉県

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…浦和明の星・栄東（東大） 
Ｂ…大宮開成（特待）・開智（先端・一般）・栄東（難関大）・淑徳与野 
・城北埼玉（特待）・西武文理（特選特待）・立教新座 
Ｃ…大妻嵐山（奨学）・大宮開成（英数特科）・開智未来（Ｔ未来・未来） 
・春日部共栄・埼玉栄（医科）・埼玉大附属・昌平（Ｔ）・城北埼玉（一般） 
・西武台新座（特待）・西武文理（特選）・獨協埼玉・星野学園 
Ｄ…浦和実業・大妻嵐山（一般）・大宮開成（特進）・開智未来（開智） 
・埼玉栄（難関・進学）・狭山ヶ丘高付属・城西川越（特選）・昌平（一般）  
・西武文理（一般）・西武台新座（特待以外）・聖望学園（特待）・東京農大第三 
・武南・本庄東高附属 
Ｅ…浦和ルーテル・大妻嵐山（まなび力・未来力）・国際学院・埼玉平成 
・自由の森学園・秀明・城西川越（一貫）・聖望学園（一般） 
・東京成徳大深谷・本庄第一

ープは応募者が減っています。Ｄグループが増えたの

は、男子と同じ理由ですが、さらに大妻嵐山の入試新

設もあります。Ｄグループは、同じ学校内でも上位コ

ースに対して比較的入りやすいコースにている場合が

多く、入りやすいコースでも、ぜひとも一貫教育を、

と考える受験生が増えている面があるようです。	 

	 以下、各地域別に入試状況を見ていきます。なお、

市立浦和高校附属と伊奈学園については、公立一貫校

の概況をご覧ください。	 

	 

2. さいたま市・その周辺地域 
今年も応募者数日本一の栄東から。今回から東大Ⅲ

を廃止しました。同校の各回の応募者数合計は、昨年

より1,050件増加して1万1,746件でした。今年も1

万件の大台が続いていて、断然日本一です。同校は 1

月10日のＡ日程だけで6,462名の応募者数、実受験者

数も6,365名で、こちらも1回の入試としては日本一

の規模です。同校は2月4日の東大Ⅲを廃止しました

が、かえって他の回が増加、2014年以降、1万件台を

続けています。以前は、都内や神奈川からの受験生を
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集めるべく、様々な施策を行ってきましたが、現在は

「入試のやり方」で集めるのではなく、教育の中身の

強化に取り組んでいて、評価も上がっています。Ａ日

程で東大クラス合格を出すことが浸透してきたためか、

Ａ日程の増加が一番大きく、1月16日の難関大Ｂも応

募者が大きく増えていますが、18日の東大選抜Ⅱは減

っていて、今年はＡ日程への受験生のシフトが目立ち

ました。合格 低点は各回ともに大きく上がっていま

すが、基準点をクリアすれば合格する入試ですから、

出題が得点しやすかったかどうかの影響でしょう。難

度面ではやや上がったようです。	 

	 栄東のライバル校、開智は先端入試を増設、1月11

日は特待とするなどの変更がありました。1月11日の

先端特待入試の応募者は大きく減りましたが、10日の

一貫1回は男女とも大きく増え、また新設の15日の先

端Ａも男女ともに多数の応募がありました。全体的に

は応募者が増加傾向にあり、人気は上昇しています。

合格 低点は先端Ｂが上がったほかは、昨年並みの水

準でした。	 

	 大宮開成も昨年に続いて各回合計の応募者数が増加

して人気が上がっています。昨年は特待入試が増加、

英数特科入試はやや減っていて、入りやすいコースの

特進入試が増えていましたが、今年は上位コースの英

数特科入試と特進入試が大きく増加しました。受験生

が増えて実質倍率は上がっていますが、出題が少し難

化したようで、合格 低点は下がっています。	 

栄東の系列校、埼玉栄は、今年は2月の医学Ｖ・難

関大Ｖを廃止しました。各回合計の応募者数は若干増

えています。1月10日午前は難関大入試で応募者が大

きく増えましたが、同時実施の進学クラスはやや減、

10日午後は医学クラス・難関大クラスともに昨年並み

の応募者数でした。11日午前は医学クラスが昨年並み、

難関大クラスは大きく増えました。昨年午後に移動し

てきた進学クラスは昨年並み、午後に昨年新設した医

学・難関大入試は昨年並みの応募者数でした。13・14

日の進学クラス入試は応募者が増加しました。進学ク

ラスの合格 低点が未公表のため比較が難しいのです

が、応募者の増加とともに各回ともに合格 低点が上

がる傾向です。	 

浦和実業は、適性検査型入試を1回から2回へ、英

語入試新設といった入試の変更を行い、各回の日程や

定員にも変更がありました。今までの適性検査型入試

は、埼玉県内の公立一貫校との併願ではなく、都内北

部の、東京の公立一貫校受験生の併願生向けの入試で

したが、今回増設した適性検査型は日程から県内公立

一貫校との併願も意識したものです。適性検査型・そ

れ以外の各回の入試とも応募者は減っていて、各回合

計では昨年を少し下回っていますが、ウェブ出願を導

入した影響が大きく、学校によると複数回出願者を除

いた実際の応募者は増加しているとのことで、人気が

上がっていると考えてよいでしょう。その影響もあっ

て、1月14日までは少し入りやすくなった入試でした

が、21日と 終回の2月4日はやや難化しています。	 

2013年に開校した武南は、各回の定員を変更しまし

た。昨年に続いて今年も各回とも応募者が少し減って

います。同校は京浜東北線沿線では一番都内に近いの

ですが、都内北部の中堅校を考える受験生は、1 月入

試に浦和実業を選ぶケースが多く、都内生への浸透が

今一つで、さらに、まだ中高一貫1期生が高校を卒業

しておらず、なかなか認知度が上がっていないのでし

ょう。合格 低点は1月12日2回が昨年並み、他の回

次は少し上がっていますが、受験者数が少ないことか

ら、難度面ではあまり変わっていないようです。	 

	 独特な教育方針の浦和ルーテルは、一昨年までは 1

月10日には入試を設定しないなど、県内他校とは一線

を画していましたが、昨年から入試を増設、英語入試

や自己アピール入試、適性検査型入試も新設していま

す。さらに今年は日程、科目などの入試の変更を行い

ました。こうした積極策のおかげで応募者は大きく増

えましたが、受験生・保護者への浸透はあまり大きく

はなく、今年も小規模な入試でした。難度面もあまり

変わっていないようです。開校5年目の国際学院は、1

月10日と1月12日に午後入試を新設しました。他に

も、1回に専願入試新設、2回に英語入試新設、3回に

適性検査型入試新設など、さまざまな入試の変更を行

いましたが、今年も小規模な入試でした。なお、国立

の埼玉大附属は2月15日時点で応募者数は未公表です。	 

	 女子校では、浦和明の星は1月14日の1回の応募者

が少し減りましたが、2月4日の2回は増え、安定し

た人気です。合格 低点は1回が若干下がり2回はや

や上がっていますが、難度面では変化が見られません

でした。淑徳与野は1月13日の1回は昨年並みの応募

者でしたが、2月4日の2回は応募者が大きく減りま

した。都内の学校に流れた受験生が多いようです。合
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格 低点は 1回が若干下がり、2回は少し上がってい

ますが、難度面ではあまり動いていないようです。	 

 
3. 東武東上線南部・西武線方面 

	 男子校から見ていきます。城西川越は、曜日の関係

で3回と4回の入試日程を1日前倒しにしました。今

年は各回合計の応募者が減りました。1月10日午後と

11日の特選が減少の中心で、10・11日は入試の集中日

で、県内各校の多くがここに入試を設定していますか

ら、今年は志望順位が高い受験生が少し他校に流れて

いるのかもしれません。10日午後の特選1回と11日

午後の総合一貫2回は昨年並みの合格 低点ですが、

他の回次はやや下がっています。城北埼玉は、1月10

日午後の特待入試の応募者数が大きく増えました。

12・18日は前年並み、15日は減りました。こうした状

況を反映して、1月15日は合格 低点がやや下がって

いて、入り易くなったようです。1月10日午後・12・

18日は昨年並みで、難度に変化は見られません。	 

立教新座は、1月25日の1回は応募者がやや増えま

したが、2月3日の2回は少し減っています。補欠も

例年通り出していますし、合格 低点も昨年並みのた

め、難度面はあまり変わっていないようです。	 

	 男女校では、西武文理は、適性検査型・得意教科入

試といった新しいタイプの入試を導入、各回の日程や

定員の変更も行いました。こうした施策の効果で、各

回合計の応募者数はやや増加しています。特に1月10

日の1回は、女子の一貫コースが減って特選コースが

増えており、女子受験生の志向の変化が見られます。

特選・一貫の両コースとも、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。	 

	 星野学園は理数選抜と進学がそれぞれ 2回、2コー

ス合同の総合選抜入試1回の5回入試です。5回とも

男女とも昨年より応募者が増えています。もともと男

子よりも女子の応募者が多い学校で、増えた人数も男

子よりも女子の方が多くなっています。今年は1月11

日の理数選抜2回は記述式の出題を増やしていますが、

男子の応募者は大きく増えて、女子も増えています。

一昨年、昨年に続き、人気が上がっています。合格

低点は1月11日午前の理数選抜2回が、記述が増えた

影響で少し下がったほか、午後の進学2回も下がって

いますが、こちらは出題が少し難しかったのでしょう。

全体的な学校・コースの難度に変化はなさそうです。	 

2013年開校の狭山ヶ丘高付属は、4回の入試日程を

1日前倒しにしました。今年は 4回の女子の応募者が

増えたものの、それ以外は各回男女とも応募者がやや

減っています。人気に陰りが出ていた西武文理が回復

してきており、その影響かもしれません。難度面では

昨年とあまり変わっていないようです。	 

西武台新座は特選・特進の2コース制で、それぞれ

2回の入試と、2コース合わせた特選特進チャレンジ入

試、特待入試の計6回の入試があります。上位コース

入試の2回の特選入試は昨年並みの応募者数ですが、2

回の特進入試と特選特進チャレンジ入試は応募者が増

え、特待入試は応募者が減りました。各回合計では昨

年並みです。合格 低点は、特進1回と特選特進チャ

レンジ入試の上昇が目立ちますが、特選入試は2回と

もやや下がっています。同校の受験生全体の学力層の

幅が小さくなってきたようです。特進2回は昨年並み

で、難度は変わっていません。	 

	 聖望学園は5回の入試日程を1日早めました。一昨

年、昨年と応募者数はほぼ同じでしたが、今年は少し

減りました。同校は市立浦和や伊奈学園といった、県

内の公立中高一貫校ではなく、多摩地区の東京都立の

中高一貫校の併願受験生向けに適性検査型入試を実施

していますが、女子の応募者は減っています。西武文

理が適性検査型を始めた影響かもしれません。他の入

試も、回次や科目選択でバラつきはありますが、各回

次合計では応募者が少し減っています。合格 低点も

昨年並みか、一部には少し下がっている回次も見られ、

早い日程で不合格でも遅い日程まで挑戦し続けると、

あまり不合格にはなっていないようです。全寮制の秀

明は、入試日程などに一部変更があり、今年は医進・

特進、スーパーイングリッシュコースに奨学生コース

が新設されました。全寮制という性格上、今年も小規

模な入試でした。独特な教育方針の自由の森学園は、

入試日程などに一部変更がありましたが、今年も例年

同様小規模な入試でした。	 

 
 
 

☆ 
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4. 東武スカイツリーライン・伊勢崎線・日光

線方面 

	 獨協埼玉は昨年に続いて各回合計の応募者がやや減

っています。1月12日の2回男子、17日の3回女子は

小幅ですが増加しており、減少の中心は1回です。合

格 低点は1回が少し上がり、応募者が少し減っても

難度は維持しています。2・3回は少し下がって、やや

入りやすくなったようです。春日部共栄はＧＥ・ＧＳ

の2コース制をとっていましたが、今年は上位のＧＥ

コースのみの募集となりました。これは、中高6年間

の教育を通して、生徒の学力をより高いレベルに持っ

ていきたいという考えからの変更でしょう。昨年各回

合計では一昨年並み、厳密には若干減っていましたが、

やや今年も減っています。上位のＧＥコースのみの募

集としたこともあって、合格 低点の変化が注目され

ていましたが、出題がやや難化したようで、多くの回

次で昨年並みでした。ただ、1月11日午前は上昇が目

立っていて、志望順位が高い受験生が多い2月4日は

少し下がっています。2月 4日以外は少し難化したの

でしょう。第一志望の受験生には緩和措置として少し

配慮したようで、それが現れたのが2月4日だったと

考えられます。	 

	 この地域北部の昌平は、一昨年は1月11日午後に適

性検査型入試を新設、昨年は英語選択入試を新設と、

毎年入試を工夫しています。応募者数も対応して増加

が続いていて、人気が上がっています。合格 低点は

バラつきがあって、1月10日午後のＴクラスは大きく

上がり、また11日午後の適性検査型入試はかなり上が

っていますが、応募者の増加による難化はあるにせよ、

得点しやすい出題だった面もあるでしょう。大幅に難

化したわけではなさそうです。他の回次は総じて昨年

並みで、難度面では昨年並みか、やや難化した程度で

しょう。	 

開智未来は従来の入試を見直し、未来型入試を探究

型として、回数を増やしました。昨年は隔年現象で応

募者が少し減りましたが、今年は1月11日の未来Ａ入

試と12日午後の未来Ｂ、19日の2回で女子がやや減

ったほかは多くの回次で男子が女子を上回る増加ぶり

で、男子の人気が目立っています。新設した探究型入

試も多くの応募者が集まりました。受験生が増えたこ

とから合格 低点は各回各コースとも上がるか昨年並

みとなっており、全体的にはやや難化傾向でしょう。	 

5. 東上線北部・高崎線方面 

	 大妻嵐山はプレゼン型入試導入などの入試内容の変

更、各回の日程や定員の変更などを行いました。昨年

も午前の進学入試を「ＯＲまなび力入試」に改称、午

後に「ＯＲみらい力入試」としてリスニングや総合記

述型の入試を新設するなどの大幅な変更を行いました

が、今年は昨年廃止した1月10日午後の一般2回を復

活させ、さらに11日午後「ＯＲみらい力プレゼン入試」

（ストーリーテリング・プログラミング）」を新設しま

した。「ＯＲみらい力入試」は21世紀型学力に対応す

るものです。入試を新設したこともあり各回合計の応

募者数は増えていて、なかでも「ＯＲまなび力入試」

と1月23日の一般3回応募者の増加が目立ちます。適

性検査型の「ＯＲみらい力総合入試」は応募者が減少、

新設の「ＯＲみらい力プレゼン入試」もあまり応募者

は多くありませんが、地域的にこうした新傾向の入試

がまだ浸透していないのでしょう。合格 低点はやや

動きが見られますが、総じて難度に変化はなさそうで

す。	 

	 男女校では東京農大第三が、4回の入試日程を 1月

14日から1月 27日に動かしました。他校不合格の受

験生で都内校をあまり考えない受験生に、同校を受験

しやすくする配慮です。応募者数は1月11日の3回が

昨年並みですが、あとは少しずつ減っていて、各回合

計でも少し減っています。ユニークな総合理科入試は

今年も不合格者が目立ち、準備不足ではなかなか合格

が難しい入試でしたが、他の回次は不合格者が少なく、

難度面はあまり変化がありません。埼玉平成は1月10

日の午後入試を新設したり、各回次の定員を変更する

などの入試変更点がありました。昨年に引き続き、各

回合計の応募者数はやや減っています。受験生が少し

減って実質倍率は下がっていますが、少し得点しやす

い問題だったようで、合格 低点は上がっています。	 

	 高崎線方面では、2016 年春に開校した本庄第一が、

今年から単願入試を作文から2科基礎に切り替えたり、

群馬県対応の適性検査型を取りやめた他、曜日の関係

による日程移動も行いましたが、各回合計の応募者は

やや減っています。中学受験があまり広がっていない

地域で、小6の児童・保護者への浸透が不十分だった

こともあり、小規模な入試でした。難度面では不合格

者が少なく、昨年とあまり変わっていないようです。

本庄東高附属は、曜日の関係による 2回、3回の入試
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日程移動、2回の科目変更を行いました。2回は 4科
を総合型に変更していて、21世紀型教育の方向性に合
わせたものです。一昨年、昨年と各回ともに応募者数

が少しずつ増えていましたが、今年は各回次合計は少

し減りました。合格 低点の変動はややバラつきが見

られますが、県南部のように毎日各校を受験していく

ような地域事情ではないことから、各回とも難度に大

きな動きはなさそうです。開校6年目の東京成徳大深

谷は、曜日の関係で一部の入試日程を変更しました。

例年通り小規模な入試ながら、応募者数が2桁になる

回が多く、各回の受験者数は増えました。

 


