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1. 概況 児童数の減少が進むなか、中学受験志向はさらに強まる 

東京23区の公立小6児童数は義務

教育学校も含め約57,200名で、昨年

より約800名減っています。昨年も

減っていましたが、今年の方が減少

の幅が大きくなっていて、今年が

少です。小5からは再び児童数が増

加します。東京23区内の中学受験の

応募総数は、私立、国立、公立一貫

校の合計で、2月24日現在、1月ま

での帰国入試を含めて約125,900件

です。入試結果未公表の学校や3月

に二次募集を行う学校もあり、 終

的にはこれらの応募者数が上乗せさ

れますし、昨年の 終は約 123,900

件でしたから、 終的には昨年より	 

	 

	 

も3,000件近く上回りそうです。一昨年の概況で、東

京23区については「中学受験は増加に転じた」、昨年

は「小幅ながら増加傾向が続いている」と書きました。

今年は、中学受験生の母体となる小6児童数が 少な

のにもかかわらず中学受験の応募総数は増加していま

す。中学受験志向はさらに強まっています。	 

	 上のグラフは東京23区内の2月1日以降の中学受験

の応募者数を日程別に合計し、一昨年、昨年と比較し

たものです。今年は速報値で、私立、国立、公立一貫

校の合計ですが、都内で実施される地方寮制校の入試

は含んでいません。2月1日午前は約2％、2日午前は

約3％の増加ですが、1日午後と2日午後は約4％増、

グラフでは小規模な3日午後は約20％増となっていて、

午後入試が応募者数増加のけん引役です。しかし、国

立中学や公立中高一貫校の入学者選抜が行われる3日

午前は約 4％減で、東京 23 区内での中学受験人気は、

国立中学や公立中高一貫校ではなく、私立中学の人気

の上昇が中心になっていることがわかります。また、4

日午前は昨年並みですが、5日午前は8％減となってい

て、午後入試の増加とともに、遅い日程まで挑戦し続

ける受験生は減っています。ちなみに、グラフには載

っていませんが、1月 31 日までの海外帰国生入試は、

速報値で約20％の増加です。	 

	 神奈川県は東京23区と同じで、一般の中学が2月1

日から始まります。神奈川県の概況で取り上げている

ように、小田急線や田園都市線沿線を中心に、神奈川

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、東横線や東海道・横

須賀線沿線を含めて、今年は特に東京志向が強くなっ

ています。東京23区の応募者の増加は、この地域内に

住んでいる受験生だけでなく、周辺の各県・各市の受

験生の中学受験志向も反映した結果です。	 

	 次に、難易度による志望校選択の傾向を見てみます。

次のページのグラフは、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。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、昨年と今年とで

は異なる場合があります。今年のグルーピングは、14	 
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ページに一覧の形で掲載しました。	 

	 全体的な傾向では、男子は上位

校のＢグループの応募者がダント

ツに多く、全体の4割ほどです。

次に多いのがＣグループ、その次

が昨年はＡグループ、ついでＤグ

ループでしたが、今年はＡとＤと

の差が縮まっています。そして一

番の少数派はＥグループです。昨

年のこの概況では、「人気はＣグル

ープまでかもしれない」と書きま

した。昨年はＣグループの増加が

目立ち、Ｄグループは3,000件ほ	 

	 

	 

ど減ったからでした。しかし、今年はＣグループが減

少、Ｄグループは9,000件を超えるところまで盛り返

しました。一方でＢグループも4,000件近く増加して

いますから、昨年ならＣグループに挑戦していた受験

生が、Ｂグループを受験したと考えられます。また、

Ｅグループも減っていますので、Ｄグループにチャレ

ンジした受験生が増えたのでしょう。	 

今年の女子は、Ｂグループが増加してトップです。

昨年は、グラフからは読み取れないほどの僅差でＢグ

ループがトップでしたが、今年はＣグループが 3,000

件余り減ったこともあって、はっきりわかる差が付き

ました。また、Ｄグループは3,000件近い増加で、Ｃ

グループとＤグループの差が縮まり、Ｃグルーブの方

が多いことは変わらないものの、グラフでは読み取れ

ないほどのわずかな差で拮抗しています。Ａグループ

は厳密には微増、Ｅグループは減っていますが、もと

もと女子受験生にとって、メジャーな存在はＢ～Ｄグ

ループです。Ａグループは男子よりも女子の挑戦が少

なく、Ｅグループは女子の方が多いのが男女別の学校

選択志向の違いですが、Ｅグループの減少は、「中学受

験をするなら、せめてＤグループ校を目指したい」と

いう、受験生の志向が表れています。	 

	 続いて各校の様子を簡単にご紹介します。都立の中

高一貫各校と区立九段中等は公立一貫校の概況をご覧

ください。	 

 
 
 

☆ 
 
 

2. 男子校 

＜難関校～中上位校＞ 

	 まず男子御三家3校から。開成の今年の応募者数は、

厳密には微増ですが昨年並みです。合格 低点は昨年

より上がり、難度の上がった大変厳しい入試でした。

麻布は、厳密には昨年が応募者微増、今年は微減です

が安定した推移です。合格 低点は昨年と同様で、難

度に変化は見られません。武蔵は隔年的に応募者の増

減を繰り返していて、昨年はほぼ一昨年並みの応募者

数でしたが、今年は減っています。近年、以前よりも

入りやすくなってきたこともあって、実力的にやや力

不足気味の受験生が少し増えていましたが、昨年はこ

うした動きが止まって安定した学力層の受験生が集ま

ったようです。今年は少し得点しやすい出題だったの

か合格 低点は昨年より上がりましたが、難度的には

あまり変わっていないようです。	 

御三家と並ぶ難関校の駒場東邦は、応募者数が一昨

年からやや減少傾向にありましたが、今年は昨年並み

でした。昨年よりも合格 低点はやや下がっています

が、入りやすくなったというよりも、出題が少し難し

かったのでしょう。国立の筑波大駒場は、一昨年は応

募者が増えたものの昨年は減少、今年もやや減ってい

ます。実際の受験者数も減って、合格 低点も少し下

がりました。昨年より若干入りやすい傾向が出てきた

かもしれませんが、高難度は維持した入試でした。	 

	 海城は、昨年の帰国入試の応募者は一昨年並み、2

月1日の1回はやや減、3日の2回は減りましたが、

今年の帰国入試が増加、1回は昨年並み、2回は厳密に

はやや減ですが、昨年並みと考えてよいでしょう。高

い人気が続いています。合格 低点は、帰国入試の 4

科が上がっていますが、1・2回は一昨年、昨年とあま
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り変わらない水準で、難度は安定しています。早稲田

は一昨年、2月1日の1回、3日の2回とも応募者がや

や減ったものの昨年はやや増加、今年も続けて小幅で

すが増えていて、人気の上昇が続いています。合格

低点は、1・2 回とも少し上がっていて、「難化」とい

うほどではないものの、受験生の増加が現れた結果で

した。	 

	 暁星は近年、隔年現象で応募者が増減していました

が、今年は厳密にはやや減ったものの、概ね昨年並み

です。合格 低点も昨年並みで、難度に変化はみられ

ません。安定した入試でした。芝は、一昨年は 2月 1

日午前の1回、4日午前の2回とも応募者が増えてい

ましたが、昨年は2回ともやや減少、今年の1回は昨

年並み、2回は微減でした。1回の合格 低点は昨年並

み、2 回はやや下がっていますが、難度面ではあまり

変化はないようです。	 

	 城北は一昨年、2月1日の1回が大きく減少、2日の

2回は前年並み、4日の3回は増加、昨年は1回がやや

増加、2・3回は少し減りましたが、今年は各回とも少

し増えています。一昨年、昨年と人気に陰りが出てい

ましたが、今年は反転しました。合格 低点も1回が

やや上昇、2・3回は上昇が目立っていて、難化したよ

うです。昨年の難度を前提に考えていて、残念な思い

をしている受験生もいることでしょう。巣鴨は 2月 1

日のⅠ期と 2日のⅡ期の定員を減らし、4日にⅢ期を

新設しました。一昨年の応募者数は1日午前のⅠ期と

2 日午前のⅡ期とも前年並み、昨年はやや減っていま

した。今年は1・2日ともに定員が120名から100名に

減りましたが、Ⅰ期は人気が上がって応募者が増えて

実際の受験者数も増えていますが、Ⅱ期は応募者がや

や減りました。しかし、実際の受験者数は増えていて、

新設のⅢ期はⅠ期よりも多くの応募者があり、難関校

の併願校としての認知度が高くなりました。難度面で

は、Ⅰ・Ⅱ期ともやや難化したかもしれません。新設

のⅢ期はⅡ期並みだったようです。	 

本郷は、昨年は2月1日午前の1回と2日午前の2

回の応募者が増加、5日午前の3回は前年並みでした。

今年は1回がやや減少、2回は昨年並み、3回は大きく

減少しています。遅い日程まで挑戦し続ける受験生が

減っています。合格 低点は、1 回が上昇しています

が、得点しやすい問題だったようで難度はあまり変わ

っていないでしょう。2回は昨年並み、3回はやや下が

りっていますが、やはり難度に特に変化はなかったよ

うです。攻玉社は国際の入試日を1日前倒しにしまし

たが、それ以外の変更はありませんでした。昨年の応

募者数は各回とも減少しましたが、今年は国際学級の

英語選択のみ昨年並み、他の回次は増えていて、隔年

現象的な変化が見られました。合格 低点は概ね各回

次とも昨年並みですが、5 日の特別選抜の国語は上が

っていて、やや難化したようです。	 

世田谷学園は、昨年は2月1日の1回、2日の2回

で特待合格を出すこととしたため、歓迎した受験生が

多く、特待の設定がない4日の3回も含めて応募者は

各回とも増加していました。今年の1回は昨年並みで

したが、2・3回は減少、実際の受験者数も少し減って

います。合格 低点は1・2回でほぼ昨年並み、3回で

やや下がりました。昨年の難化が落ち着いたようです。	 

東京都市大付属は、以前は5,000名を超える応募者

のある、首都圏男子校で 大の応募者数の学校でした

が、難化が進んで敬遠傾向が出ていて、昨年は 3,000

名あまりの応募者数、今年も各回によって微増・微減

の動きはありますが、全体ではほぼ昨年並みの合計応

募者数でした。合格 低点は、若干の上下はあります

が、概ね昨年並みでした。	 

内部進学率が高い大学附属校では、早大学院は、隔

年現象で応募者が増減しており、昨年は増加傾向にあ

りました。しかし今年は、昨年よりもさらに増加して

います。首都圏で大学附属校人気が高まっていること

が要因の一つでしょう。もともと高難度ですから、少々

応募者が増えても難度に大きな変化はなかったようで

す。立教池袋も附属カラーが強い学校です。一昨年ま

で隔年的な応募者数の増減が見られましたが、昨年は

帰国入試が少し増えて、1・2回は一昨年並みで横ばい

傾向となりました。今年も各回次とも昨年並みで、合

格 低点は1回が若干下がり、2回は上昇しましたが、

補欠を出していることもあり、難度は安定していると

思われます。	 

学習院は、1回、2回ともに応募者数が増えました。

昨年は2回とも少し減少、一昨年は増加、その前は減

少でしたから、きれいに隔年現象で順番通りの結果で

す。合格 低点は 1回が上昇、2回も少し上がってい

て、難度は上がっています。明大中野は、2月 2日午

前の1回、4日午前の2回ともに応募者数は昨年並み、

厳密には微増でした。実際の受験者数もやや増えてい

て、2回は合格者を昨年よりも絞っていますが、1回は

少し増やしました。しかし、合格 低点は1・2回とも

昨年並みで、合格者数の変動は何か狙いがあってのこ

とよりも、学校が期待する水準に達したかどうかで判
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断したようです。難度に変化は見られません。	 

	 

＜中上位校～中堅までの各校＞ 

芝浦工大は 2017 年度から豊洲の新校舎に移転、校

名も「芝浦工大附属」となり、高校は共学化しました

が中学は従来通りの男子校です。今春は1〜3回の他に、

2月6日に第一志望入試を新設。1・2・3回のいずれか

で不合格になった生徒が対象で、作文・面接の他に事

前課題が設定されました。昨年から、入試科目も4科

から社会を外した国算理に変更されています。関西で

は主流の入試科目ですが、首都圏では珍しいものです。

今年度の応募者数は、11月に行われた帰国入試、2月

1日午前の1回、2日午前の2回、4日午前の3回でや

や減りました。新設された6日午前の第一志望入試に

は定員を大きく上回る応募があり、1・2・3 回で不合

格だった生徒が 後まで粘り強く挑戦しようとしたこ

とがうかがえます。合格 低点は、1・2・3 回の各回

で大きく下がって、入りやすい入試となったようです。

本稿執筆時点では、新設した第一志望入試の結果は未

公表ですが、今後の推移に注目していきたいところで

す。	 

獨協は附属校カラーがほとんど見られません。一昨

年は2月1日の1回と4日の3回が前年並み、2日の2

回が応募者減、昨年は各回ともやはり応募者減でした。

人気が下がっているように見えますが、一昨年からウ

ェブ出願に切り替えて、他校の合格状況によって欠席

するかもしれないという事前の出願が減ったことが理

由です。人気は下がっておらず、1回は応募者が増加、

2・3回も昨年並みです。合格 低点は3回がやや下が

ったものの、1・2回は昨年とあまり変わりません。安

定した難度です。日大豊山は附属カラーの強い学校で、

一昨年、昨年と応募者数が増えましたが、今年も1〜4

回いずれも増加し、高い人気が続いています。今年の

入試での大学附属校の人気の高さがうかがえます。昨

年は2月2日午後の2回と3日午前の3回の合格 低

点が少し上がっていましたが、今年は各回次とも昨年

並みで、難度は特に変わっていません。	 

純粋な進学校では、成城は上がっていた人気が反転、

昨年は各回とも応募者が少し減っていましたが、今年

は2月1日の1回がやや減ったものの、3日の2回、5

日の3回は概ね昨年並みでした。難化が進みすぎて人

気が反転したのが落ち着いてきたようです。実受験者

数も同じ傾向ですが、合格 低点は1回が少し上がっ

ていて、応募者の減少は受験生が絞られたためだとわ

かります。2・3回は昨年並みで、難度に特に変化は見

られません。高輪は昨年、2月 2日午後の算数入試が

やや減ったものの、他の回次は前年並みか応募者が増

加していました。今年は2月1日午前のＡと算数入試

が少し減りましたが、2日午前のＢと 4日午前のＣは

増加しました。上位校の併願者が増えているのでしょ

う。合格 低点は各回次とも昨年並みで、難度はあま

り変化していないようです。	 

佼成学園は 1 回の定員を 10 名増やしましたが、応

募者数は2月2日午前の適性検査型入試が若干増えた

ものの、他の各回次は減っています。今年の合格 低

点は1日午前の2科4科入試が昨年並み、適性検査型

は昨年より上がっていますが、特奨入試などでは少し

下がっている回次も見られます。昨年は、応募者が大

幅に増えて各回次とも難度が上昇傾向だったため、特

に特奨入試では出題を少し難しくしたのかもしれませ

ん。2科4科の一般合格は、1日午前以外は少し入りや

すくなったかもしれません。特選・中高一貫の2コー

ス制の京華は、英語入試を選択で新設、適性検査型の

日程を変更しました。応募者数は、一昨年、昨年と続

いた各回での減少傾向に歯止めがかかり、各回次合計

では昨年並みですが、遅い日程の特選入試がやや減っ

ていて、「特選コース主体の学校」というイメージが、

少し変わってきたようです。合格 低点は少し上下に

動いている回次もありますが、特選、中高一貫とも特

に難度に変化はなかったようです。	 

足立学園は適性検査型入試を特奨入試に位置付け

ています。2月1日午前の一般1回や特奨適性は昨年

並みの応募者数でしたが、他の回次は少しずつ減って

います。併願の受験生が他校に流れたのかもしれませ

ん。一般1回は合格 低点がやや上昇し、難化傾向が

見られましたが、他の回次は下がり、少し入りやすく

なったようです。聖学院は英語選抜入試の日程をはじ

め、入試内容を一部変更しました。昨年は2月1日午

後が一昨年並みの応募者数だったものの、他の回次は

減っていました。思考力型入試を実施していて、回次

ごとの入試科目を入れ替えた影響もあったようです。

今年は、各回次合計の応募者数は昨年並みでした。入

試科目が変わっているため合格 低点が比較できない

回次もありますが、総じて昨年並みで、難度も特に変

化はなかったようです。日本学園は適性検査型入試の

パターンを増やしたり、創発学入試を新設するなどの

変更がありました。小規模な入試の学校で、今年も昨

年並みの入試でした。	 
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3. 女子校 

＜難関校～中上位校＞ 

女子御三家の桜蔭と女子学院は、昨年は応募者がや

や減りましたが、今年の桜蔭は、応募者数、実受験者

数とも少し増えています。合格 低点は未公表ですが

難度に変化はなく、高難度の厳しい入試でした。女子

学院は応募者の増加が目立ちました。実受験者数も増

加、やはり合格 低点は未公表ですが、出題は例年と

あまり変わっていませんから、難度そのものはすでに

高水準になっていますが、今年はさらに厳しい入試に

なりました。御三家のもう1校の雙葉は昨年に続いて

応募者がやや減少しています。合格 低点も少し下が

って、高難度の中にもやや入りやすくなっています。

ラッキーだった受験生もいたことでしょう。	 

	 御三家に続く豊島岡女子は、昨年は各回とも応募者

がやや減少していました。今年は、各回合計では昨年

並みですが、2月 2 日の 1回が少し増えて、4日の 3

回はやや減っています。実受験者数は2回が昨年並み、

1・3回は増えていて、3回は欠席者が減りました。こ

うした状況を反映して、合格 低点は1・3回が少し上

がっています。2 回は昨年並みです。もともと高難度

ですが、特に3回の難化が目立ちました。白百合学園

は、帰国入試を別として一般入試は2月2日午前の1

回だけです。昨年の応募者数は前年並みで、今年は減

っています。一般入試の合格 低点は、本稿執筆時点

で未公表ですが、合格者が増えて追加合格も出してい

ますから、若干入りやすかったようです。	 

	 鴎友学園は一昨年、それまで3回実施していた入試

を、2月1日午前と3日午前の2回だけとして応募者

が大きく減りました。昨年は 1回がやや増加、2回は

減少していましたが、今年は1・2回とも少し増えてい

ます。合格 低点は2回とも昨年より上昇し、難化し

たようです。学習院女子は、帰国生の入試日程を動か

しました。応募者数は昨年に続いて帰国生入試、2月1

日のＡ、3日のＢとも増えて、人気が上がっています。

実受験者数もＡ・Ｂとも少し増えていて、Ａは昨年並

みの合格 低点でしたが、Ｂは上がっていて、少し難

化しています。	 

立教女学院は、帰国生の入試日程を1日早めました。

昨年は帰国・一般とも応募者が増加しました。今年は

いずれも昨年並みです。一般入試の合格 低点も昨年

並みで、難度に変化は見られず、固定ファン中心の安

定した入試でした。東洋英和は、昨年は各回とも少し

応募者が減りましたが、今年は2月1日のＡが昨年並

み、3 日のＢはやや減少しました。本稿執筆時点で合

格 低点は未公表ですが、Ａ・Ｂとも難度に変化はな

さそうです。頌栄女子学院は帰国生12月の日程を移動

しました。昨年は帰国生入試の応募者が増え、1 日の

一般1回と5日の2回は少し減りました。今年は、帰

国生入試の応募者はやや減りましたが、一般 1回と 2

回の応募者は大きく増えました。ただ、合格 低点は

1・2回とも昨年並みで、出題が少し難しかったのかも

しれません。	 

普連土学園は、昨年の応募者数が2月1日の1次が

一昨年並み、2日午後の2次・4日の3次は減っていま

した。今年は各回次で応募者が少し減少しています。

他校併願の受験生の減少が続いているようです。受験

者数は1次が減少、2次もやや減っていますが、3次は

昨年並みで、1次は合格者数を絞り、2次は増やしてい

ます。3次は昨年並みでした。1次は合格 低点がやや

下がりましたが、2次は昨年並み、3次は上がって難化

しています。総じて受験生が絞られた入試でした。	 

カトリックの光塩女子は、2月1日の1回に総合型

の入試を実施、2月2・4日の2・3回に4科の入試を

実施しています。昨年は1回の応募者が増加、2・3回

は昨年並み、特に3回は実受験者の増加が目立ちまし

た。今年の応募者は、1回が昨年並み、2回は大幅に増

加、3回も増えています。総合型の 1回は合格 低点

がやや下がっていますが、性質上入りやすくなったと

は言いにくく、応募者が大きく増えた4科の2回は合

格 低点が少し上がって、厳しくなっています。3 回

は昨年並みでした。	 

大妻は、昨年の応募者数が各回とも少し減っていま

したが、今年は帰国生と2月1日の1回が少し増えて、

2日午前の2回は大きく増加、3日午前の3回は減って

います。しかし、3 回も実際の受験者数は大きく増え

ています。他校併願の受験生が増えたようです。合格

低点は各回次とも昨年並みで、難度面では変化が見

られませんが、1 回は合格者数を絞っていて、厳しい

入試になりました。共立女子は、一昨年からＣ入試を

4科から算数＋合科型に変更して2月3日午前に実施

し、グローバル化対応を始めています。今年は、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も行いました。入試の呼

称も変更しています。帰国入試は応募者が大きく増加、

2月 1日午前も、定員が減ったにもかかわらず応募者

は増加しています。2日午前もやや増加、3日午前は昨

年並みで人気が上がっているようです。新設の英語イ
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ンタラクティブ入試も63名の応募者でした。合格 低

点は3日午前がやや下がっていますが、難度に変化は

なさそうです。他の回次は昨年並みでした。	 

 
＜中上位校～中堅前後までの各校＞ 

東京女学館は、一般学級・国際学級の2コース制で、

一昨年は各回合計の応募者が少し減りましたが、昨年

は2月1日午後・2日午後の2・3回の応募者が増えま

した。今年は国際学級と2・4回の応募はやや減ってい

ます。以前の同校は高い志望順位の受験生が中心でし

たが、他校併願前提の受験生が増え、変わってきまし

た。合格 低点は、2日午後の 3回と国際学級が少し

上がっていますが、他の回は昨年並みで、難度に変化

はなさそうです。	 

富士見は、2回と 3回の定員を変更しました。昨年

は各回とも応募者数が少し減りましたが、今年は各回

とも少しずつ増えて、人気が上がっています。2月1・

2日の1・2回は昨年並みの合格 低点でしたが、3日

の 3 回は上がって難化しています。江戸川女子は、2

月2日午後に入試を新設しました。昨年は3日午前の

3 回がやや増えたほかは各回とも一昨年並みの応募者

数でしたが、今年は帰国生が昨年並みだった以外は、

既存の各回次で応募者数が減りました。新設の午後入

試があったため、各回次合計では若干減にとどめてい

ます。合格 低点は2日午前の2回がやや上がってい

ますが、他の回次は昨年並みで、難度が変化するほど

ではありません。	 

山脇学園は帰国生の入試日をずらしましたが、曜日

の関係によるものでした。一昨年から実施しているグ

ローバル対応の英語特別枠入試は、各回でほぼ昨年並

みの応募者数でした。帰国生入試の応募者は昨年より

やや減り、一般入試の各回も昨年よりも減りました。

近年、応募者が増加傾向で人気がやや過熱気味でした

ので、落ち着いたのでしょう。2月 2日のＢは合格

低点が少し下がっていますが、他の回は昨年並みで、

応募者が減っても入りやすくなってはいません。	 

新しいタイプの入試を積極的に取り入れている十

文字は、帰国生の入試日程を動かしますが、影響が大

きい変更点ではありませんでした。応募者数は、一昨

年は各回合計で若干減り、昨年は教務面を中心とした

学校改革が受験生に評価されて大きく増えました。今

年は2月1日午後の2回の減少がやや目立ちましたが、

他の回は概ね昨年並みです。実際の受験者数も同じ傾

向で2回が減っていますが、合格 低点は上昇してい

ます。応募者の減少は受験生が絞られたためでした。

また、2日午前の3回や、1日午前の思考力型も合格

低点が上がっていて、他の回次も昨年並みですから、

学校全体でやや難化した結果でした。実践女子学園は

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みます。他に、2

月1・2日午後に一般入試を設定。4科入試の2科4科

選択への変更や、英語有資格者優遇入試と思考・表現

入試の新設など、さまざまな変更を行いました。応募

者数は、昨年までと単純に比較することは難しいので

すが、新設した1・2日午後入試にも受験生が集まり、

既存の1・2日午前入試はやや減っています。学校全体

の合計では大幅に増加し、併願受験生で人気が高まり

ました。難度面では昨年とさほど変化はないようです。	 

	 大妻中野はアドバンスト、グローバルリーダーズの

2 コース制となりました。今年の入試では、コアコー

スの募集停止、新思考力入試の日程前倒し、算数1科

目入試の新設などを行いました。昨年は総合型の新思

考力入試を新設しましたが、今年は2月1日午前に変

更して応募者数が大きく減ったほか、1日午後や 3日

午前のアドバンストコース入試も減っています。コア

コースの募集停止で、難化を予想して併願受験生が敬

遠したのかもしれません。1日午前、3日午前のグロー

バル入試は、少人数ですが昨年より増えていますので、

応募者の減少を承知のレベルアップ施策なのでしょう。	 

変更が多いため、合格 低点は単純比較が難しいので

すが、やや入りやすくなったかもしれません。	 

	 品川女子学院は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いました。新設の算数入試

は360名の応募があり、実質倍率も2.6倍、合格 低

点は75％を超えた厳しい入試になりました。他の回次

は1日午前の1回が昨年並み、2日の2回はやや減り、

4日の3回表現力・総合型入試は少し増加しています。

合格 低点は1・2回が昨年並み、3回は少し上がって

難化した入試になりました。田園調布学園は帰国生の

入試日をずらしましたが、曜日の関係によるものでし

た。昨年は帰国入試の応募者がわずかに減ったものの、

一般入試は各回とも少し増えました。今年は帰国入試

を含めて各回とも増加し、以前からの減少傾向に歯止

めがかかったようです。合格 低点は2月1日午前の

1回と2日午前が昨年並み、4日午前の3回は少し下が

りましたが、難度が大きく変化するほどではなかった

ようです。	 

	 跡見学園は入試科目や内容をＩクラス・Ｐクラスと
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も大きく変更しました。一昨年に新設された難関大学

などを目指すＩクラスは、2月 4日午前に思考力入試

と英語コミュニケーションスキル入試を新たに設けま

した。応募者数は各回ともに増えています。入試の変

更が大きく、合格 低点の単純比較は難しいのですが、

Ｐクラスは少し入りやすくなったようです。Ｉクラス

は昨年並みでしょう。三輪田学園は、2月 1日に午後

入試を新設。併願受験を増やす取り組みです。昨年は

1回午前が増加、2回は昨年並み、3回はやや減ってい

ましたが、今年は新設の午後入試に多くの応募者があ

ったほか、1日午前の1回が昨年並みだったものの、2・

3 回の午前入試も応募者が増加、午後入試の効果が他

の回にも現れました。各回合計の実受験者数は昨年の

2 倍以上に増えています。午後入試は合格 低点が

75％を上回る高水準で、1・2回も少し上がって難化し

ています。3 回はやや下がっていますが、出題が少し

難しかったのかもしれません。	 

	 恵泉女学園は、2月4日が日曜日なので、3回目の入

試を3日午後に移動しました。一昨年は各回合計の応

募者数がやや減っていましたが、昨年は帰国入試以外

が少しずつ増えて隔年現象的な変化が見られました。

今年は2月2日午前のＡが減少、1日午後のＳ1回、3

日午後のＳ2 回は昨年並みでした。合計ではやや減っ

たので順当な動きと言えるでしょう。合格 低点は、

午後入試になったＳ2 回も得点率で見ると、各回次と

も昨年並みで、難度も特に変わっていません。立教系

列校の香蘭は、この難度の女子校では珍しく2科4科

のままで、しかも入試は2月1日だけです。昨年の応

募者数は前年並みで、合格 低点は下がっていました

が、今年の応募者数は、2科はやや増加、4科は大幅に

増えました。欠席者も少なく、人気が高まったようで

す。合格 低点も2・4科ともに上昇し、難化しました。	 

	 女子聖学院は一昨年英語入試を新設、昨年は日本語

表現力入試を新設しました。こうした入試は小規模で

すが、今年は英語入試、日本語表現力入試1・2回とも

応募者が増えています。他の各回は昨年並みの応募者

数です。英語入試と日本語表現力入試の合格 低点は

本稿執筆時点で未公表ですが、2科 4科の入試は各回

次とも昨年並みで、難度は特に変化していないようで

す。玉川聖学院は昨年、主に海外経験がある児童を対

象とした面接重視の多文化共生入試を帰国生入試とは

別に新設、今年は2月1日午後に実施しました。応募

者数は、2月1日午前の1回4科と2月2日午前の3

回4科で減ったものの、他の各回は増加しました。一

部しか合格 低点が公表されていませんが、難度面は

昨年とあまり変わっていないようです。	 

附属カラーが強い日大豊山女子は、2月 1日午前に

適性検査型入試を新設、思考力入試の1回を2日午後

に移動するなどの変更を行いました。ここ数年、各回

合計の応募者数がやや減少していましたが、昨年は増

加、今年は各回次合計の応募者数がまた少し減ってい

ます。ただ、実際の受験者数の合計は昨年並みで、応

募者の減少も受験生が出願を絞った影響でしょう。合

格 低点も昨年並みで、難度に変化は見られません。	 

昭和女子大附属は、別枠の帰国入試を新設しました。

一昨年グローバル留学コースを新設、在来のコースは

本科として2コース制になっています。応募者数は、

各回次とも概ね昨年並みですが、グローバル留学コー

スはやや増えました。昨年は、あらかじめ複数回に出

願する受験生の減少が目立ちましたが、今年は 2月 1

日午前の欠席者が減り、第一志望の受験生が増えたよ

うです。合格 低点は2月3日のＣが下がって、やや

入りやすくなったようですが、1日のＡ、2日のＢは概

ね昨年並みでした。	 

独特な存在の女子美大付属は、2 回に自己表現型入
試を新設、一部の定員を変更しました。新設した2日
午後の自己表現型入試に多くの応募者があって、応募

者数の総計は大きく増えました。3日午前の 3回は今
年定員が半減したものの、昨年より多くの応募があり

ました。実際の受験者数も大きく増加、特に2回自己
表現型と3日午前の3回は合格者が絞られて、高倍率
の厳しい入試になったようです。難度面でも1日午前
の1回以外は少し難化しているでしょう。	 
カトリックの目黒星美は2月2日の入試を午後から

午前に移したり、2月 3日に英語選択入試を実施する

などの変更を行いました。このところ同校は入試の変

更が活発です。昨年は2日午後の2回の応募者が増え

ましたが、他の回は少し減って、志望順位が高い受験

生よりも他校併願前提の受験生に人気が移ってきてい

ました。今年は既存の各回はやや減りました。午後か

ら午前に変更した2日は欠席が多く、実受験者数が伸

びませんでした。合格 低点は1回4科で上昇し、得

点しやすい問題だったようです。他の回次はほぼ昨年

並みでした。	 

	 トキワ松は帰国1回の日程を変更しました。このと

ころ減少傾向だった応募者数が昨年は増加に転じて人

気を集めました。今年は2月1日の適性検査型入試が

やや減少、その他の回次はほぼ昨年並みでした。2月2
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日午後3回と3日午前4回の応募者数は増加したもの

の、他校併願前提だったため実際の受験者数は昨年並

みでした。合格 低点は若干下がっていますが、難度

の大きな変化はないようです。文京学院大女子は2月

2 日午前にコース別思考力チャレンジ入試を新設しま

した。他の回次は大きな変更はありません。一昨年、

入学時点からのコース分けを取りやめ、国算＋算応

用・理・社・英から選択の「文京学院方式」を復活、

各回合計の応募者数、実際の受験者数も大きく増えま

したが、昨年は午後入試の応募者が少し減りました。

今年は2月1日午前・午後の応募者が増えています。

志望順位が高い受験生が増えていて、実際の各回次合

計の受験者数も増えました。合格 低点は2月2日午

後が少し下がったほかは各回次とも昨年並みでした。	 

和洋九段は、昨年グローバルコースを新設、既存の

コースを本科コースとして2コース制になっています。

今年の入試では、選択で思考力入試の実施や、5 回の

新設などが行われました。一昨年まで各回合計の応募

者数は少しずつ増えていましたが、昨年はグローバル

コース新設の発表が遅かったことなどもあって、各回

次合計の応募者数が少し減っていました。今年は新設

した5回をのぞいては、各回とも応募者が減っていま

す。実際の受験者数では、1 日午前午後では欠席率が

低く第一志望の受験生が集まったようでしたが、コー

ス制がまだ受験生に浸透していない状況で、少し入り

やすくなったようです。麹町学園女子は、昨年はアク

ティブイングリッシュ入試を新設、今年は2月2日午

前の2科4科入試を思考力のみらい型入試に切り替え

るなど、変更が活発ですが、残念ながら受験生には今

一つ浸透していないようで、昨年に続いて各回合計の

応募者が減っています。特待認定を行っているため、

難度面ではあまり変化していないようです。	 

東京家政大附属は昨年、2月 1日午前の適性検査型

を午後に移し、1 日午前の英語も含む科目選択型入試

を思考力問題も含めた選択としましたが、今年は変更

がありません。応募者数は、1日午前の1回と4日午

前の4回はほぼ昨年並み、1日午後の2・4科と2日午

後の3回でやや減りました。実際の受験者数は各回と

もやや減り、合格 低点はほぼ昨年並み、厳密には下

降気味でしたが、難度面ではあまり変わっていないで

しょう。	 

京華女子は、英語入試を選択で実施したり、適性検

査型の日程などを変更しました。応募者数は、1 日午

後、2日午後、3日午前で増え、その他の回は昨年並み

でした。実際の受験者数も2日午後、3日午前で増え、

合格者も増加しています。受験者が少ない回次を中心

に一部の合格 低点にバラつきが見られたり、一部未

公表もありますが、概ね昨年並みの難度でしょう。佼

成学園女子は自己ＰＲ型やＰＩＳＡ型入試を増やすな

どの変更がありました。一昨年まで応募者数は安定し

ていましたが、昨年は各回合計で減りました。今年は、

1 日午前のＡ入試ＰＩＳＡ型が大きく減りましたが 1
回合計ではほぼ昨年並みでした。2 日は午前・午後と
もやや増え、4・5日は微増です。新設の入試があって
比較が難しいですが、さほど大きな変化はなく、難度

面は昨年並みでしょう。	 

東京女子学園は2月1日午後の選択科目の入試を2

科とするなどの変更がありました。一昨年、2月 1日

にＰＩＳＡ型入試や英語選択入試を新設しましたが各

回合計の応募者数は減少傾向にあり、小規模な入試に

なっています。合格 低点は一部に変化が見られます

が、難度面では概ね昨年並みの水準でしょう。北豊島

も、昨年は前年並みの応募者数でしたが、今年は減っ

て小規模な入試になっています。合格者数が少ない回

次では合格 低点の上下変動に少しバラつきが見られ

ますが、難度は同校も昨年並みでしょう。	 

中村は、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、一昨年

に新設した作文・面接のポテンシャル入試を含め、新

タイプの入試に熱心ですが、受験生にはまだ浸透して

いない面もあるようで、応募者数の減少が続いて、今

年は小規模な入試になっています。富士見丘は今年、

グローバル・アスリートコースを新設しました。募集

は推薦のみです。日本代表クラスのアスリートの活動

を応援するコースで、遠征時は公休扱いになる、個別

の学習フォローアップがある等、アスリートを支える

体制を充実させています。これは、2020年の東京オリ

ンピックが近づいてきた今、注目される動きです。合

計で5名が受験し、全員合格しました。聖心女子は中

学での募集を帰国生のみとしていますが、本稿執筆時

点で入試結果は未公表でした。小野学園女子、川村、

神田女学園、国本女子、淑徳ＳＣ、成女、聖ドミニコ

学園、星美学園、瀧野川女子学園、東京家政学院、東

京女子学院は、入試の変更が見られる学校もあります

が、今年も小規模の入試でした。愛国は本稿執筆時点

で入試結果未公表でした。なお、千代田女学園は2018

年度から中学募集を停止しています。	 
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4. 男女校 

＜共学化の2校＞	 

まずは、大きな話題として、2018年度から共学化し

た2校から紹介します。八雲学園は先進的に英語教育

に取り組んできた学校ですが、男女共学の環境の中で

多様性を認めあいつつ、協働して学びを深めていく学

校づくりを目指していきます。入試の設定もかなり変

更しました。12月に帰国生入試、2月1日午前、1日

午後、2日午前、2日午後の4回を2科4科選択で実施、

5日午前には、国算英のうち 1科と自己表現文の未来

発見入試を実施しました。昨年までとの単純比較は難

しいですが、応募総数は減少、実受験者数も減ってい

ます。女子校志向の受験生が他校に流れたほか、男子

は女子の4割強の応募者数で、男子受験生への浸透は

今一つだったようです。合格 低点は未来発見入試を

除いて各回とも45％で、女子も昨年より少し入りやす

くなったようです。文化学園大杉並は日本とカナダ両

方の高校卒業資格を取得できる「ダブルディプロマコ

ース」が大きな注目を集めている学校で、男子の入学

問い合わせも多くあったことから、女子校から共学化

することとなりました。今後は男女共学の環境の中で、

グローバル人材の育成を目指していくことになります。

さらに、学力プラスアルファの知識を養うための新シ

ステム「i プロジェクト」を導入し、放課後に予備校

講師を招きハイレベルな講習を行うなど実践的で豊か

な教育環境を整備します。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

更しました。11・12月に帰国生入試、2月1日と2日

午前に2・4科、2日午後と3日午後、4日午前に2科、

1日午前と2日午前に適性検査型、2日午後に算数特別、

2日午後と 4日午前に英語特別入試を実施しました。

同校も応募者数は昨年までとは単純比較できませんが、

各回合計の応募者数はかなり増えました。実受験者数

も2倍以上です。ただ、男子の応募総数は女子の3割

ほどで、男子受験生への浸透は今一つだったようです。

女子の応募者は昨年より増加していますが、共学化へ

の期待でしょう。本稿執筆時点で合格 低点が未公表

ですが、やや難化したようです。	 

	 

＜難関校～中上位校＞ 

国立の筑波大附属は、一昨年の応募者数は減少して

いましたが、昨年は男女とも増加、今年も引き続き男

女とも増えています。以前の男子は隔年現象で応募者

が増減していて、この3年ほど傾向が変わっていまし

たが、元に戻ってきたようです。女子は高倍率を敬遠

する傾向が出ていましたが、再び挑戦志向が強くなっ

てきたのかもしれません。実受験者数は、男子が昨年

並み、女子はやや増えました。合格 低点は男女とも

約7割で、高倍率による難化傾向は続いているようで

す。	 

学芸大世田谷は、男女とも一昨年から応募者が増加

傾向にありますが、今年は男子が昨年並み、女子は増

えて人気が高まっています。実受験者数も同傾向です。

合格 低点は未公表ですが、合格者がやや絞られ、少

し難化したようです。学芸大竹早は、男女とも一昨年、

昨年と応募者が少し減っていましたが、今年は昨年並

みで、減少傾向は止まったようです。難度は昨年並み

だったようです。お茶の水女子大附属は共学ですが、

男子よりも女子の受験生が大多数です。一昨年は応募

者数が増え、昨年は男女とも前年並みでしたが、今年

は男子がわずかに減少、女子は大きく増えました。男

子はやや入りやすく、女子は難度が上がったようです。	 

双子の研究教育で知られる東大附属は、推薦の入試

日程を動かしましたが曜日の関係でした。一昨年、昨

年と一般入試の応募者がやや減少、昨年の推薦は一昨

年並みでしたが、今年は推薦・一般ともに男子は昨年

並み、女子は増加しました。特殊な性格もあって、難

度に変化はなかったようです。学芸大国際は、昨年ま

で応募者が増加傾向にありましたが、今年は英語中心

のＡ方式、国内生向けのＢ方式ともに減りました。国

際バカロレアの認定校で、注目度が高まっていますが、

今年は実受験者数も少し減りました。昨年に比べると

やや入りやすかったかもしれません。	 

私立では、慶應中等部の女子の応募者は昨年に続い

て増加、男子は昨年少し減りましたが、今年は大きく

増えました。1次合格者に2次を行う2段階選抜です

から、難度面は男女とも昨年とあまり変わっていない

高難度の入試でした。渋谷教育渋谷は、昨年は入試が

厳しくなりすぎたためか、1 回が男女ともほぼ昨年並

みの応募者数、2・3回は少し減っていました。今年も

男女とも、各回昨年並みとなったものの、2月5日の3

回だけは男女合計で昨年よりも増えました。合格 低

点は各回男女とも昨年並みで難度に変化はなかったよ

うです。	 

青山学院は、昨年は女子が増加、男子は一昨年と同

数でしたが、今年は男女ともに増加、実際の受験生も

やや増えました。実質倍率は、男子で若干上がり、女

子は合格者を増やしたため、少し下がっています。合
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格 低点が男女ともにやや下がったことから、今年は

入試問題が少し難しくなっているのかもしれません。

広尾学園は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りました。海外でも同校の

評価が上がっているようです。昨年まで右肩上がりで

各回合計の応募者数が増え、人気が上がっていました。

帰国生入試は、今年も人気で応募者が増えます。今年

の2月1日からの一般入試はやや人気上昇が落ち着き

を見せ、5日の入試は応募者が減ったものの、1日午前、

午後、2 日午後の本科、医進サイエンスは微減にとど

まりました。一般入試は隔年現象的な変化が出てきた

ようです。難度に大きな変化はなかったでしょう。	 

国学院久我山は、女子部の一般クラスをＣＣクラス

に変更し、帰国生の入試日程を変更しました。今年の

応募者数は、各回合計では男女とも増えていますが、

男子が2月1日午前の一般1回と1日午後のＳＴ1回、

女子はＳＴ1回と2日午後のＳＴ2回の増加が目立ちま

した。実受験者数も同傾向ですが、5日の一般 3回は

男女とも減少し、遅い日程まで挑戦する受験生は減っ

ています。合格 低点は男女ともＳＴ1 回が上昇、少

し難化していますが、他の回次は多少の変動が見られ

るものの、難度に大きな変化はないでしょう。	 

東京農大第一は、一昨年は少し減り、昨年は少し増

加と、応募者数に隔年現象的な変化が見られていまし

たが、今年は2月1日午後の男子が昨年並みだったほ

かは各回次男女とも増加しました。実際の受験者数は、

男子は各回とも昨年並み、女子は増加しました。理系

の大学進学を見据えたリケジョの人気が集まったのか

もしれません。合格 低点は2月1日午後の1回4科

が少し下がっていますが2科は昨年並み、2日午後の2

回は上がってやや難化、3 回は昨年並みでした。淑徳

は東大セレクトとスーパー特進の2コース募集です。

今年は2月3日午前のスーパー特進入試を廃止、定員

配分の一部変更を行いました。一昨年の応募者数が前

年を上回り、昨年は各回男女ともやや減少、今年は入

試を減らしましたから、各回合計では減っていますが、

3 日午後の東大セレクトは増加が目立ちます。他の既

存の回次は昨年並みか、少々増減が見られました。併

願受験生が多い学校なので難度面では東大セレクトコ

ース、スーパー特選コースとも昨年とあまり変わらな

い水準だったようです。	 

東京都市大等々力は、2月1日午後の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ました。一

昨年は各回とも応募者が大きく増加し、昨年はやや減

少しましたが、今年は若干ですが、各回次合計は再び

増えました。特に2月1日午後の1回特選と2日午前

の 2回、3日午後のＳ特チャレンジは男子の応募者が

大きく増加、女子も小幅の回次もありますが増えてい

ます。4 日午前のアクティブラーニング型は、受験生

に抵抗感があったようで減りました。実際の受験者数

も、4 日以外は増加しています。合格 低点は 2 月 2

日午前の2回特選特進は上昇、少し難化しましたが、

他の回次は昨年並みです。	 

 
＜中上位校～中堅までの各校＞ 

	 比較的内部進学率が高い大学系の学校から見ていき

ます。成城学園の応募者数は、一昨年は2月1日午前

の1回と3日午前の2回とも男子の増加が目立ち、女

子は前年並み、昨年は各回とも男子が減少、女子は小

幅ながら増加しました。今年は各回とも男子がやや増

加、2 回の女子は減りました。もともと女子の人気が

高い学校ですが、男女逆の隔年現象的な変化が見られ

るようになりました。合格 低点は1回の男子がやや

下がりましたが、それ以外は昨年並みで、難度はあま

り変わっていないようです。日大系列校の中では比較

的進学校カラーが強い日大第二は、一昨年まで応募者

数にあまり大きな変動は見られず、安定した人気でし

たが、昨年は各回男女とも増加しました。一昨年、グ

ランド整備も含めた校舎の新築が完成した効果もあっ

たようです。今年は2月1日の1回、3日の2回とも

男子はやや増えました。	 実際の受験者数は2回の男子

が増えています。合格 低点は各回男女ともあまり昨

年と変わらず、難度に変化はなかったようです。日大

第一は日大第二より付属カラーが強い学校です。昨年

は厳密にはやや減っているものの、概ね前年並みの応

募者数で、男子が少し減り、その分女子が増えていま

した。今年は逆で、各回とも男子が増え、2月3日・5

日の2科入試の女子が少し減っています。合格 低点

は、1日午前の1回4科は男女とも昨年並み、それ以

外はやや上昇しています。少し難化したかもしれませ

ん。	 

東海大高輪台は一昨年まで応募者数が増えていま

したが、昨年は各回とも少し減少していました。今年

は2月1日午前の1回は昨年並み、3日午前の2回の

男子は微減、女子は大きく減りました。5 日午前の 3

回の男子はやや増えましたが、女子は昨年並みでした。
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合格 低点は、各回男女ともにかなり上昇しましたの

で、得点しやすい出題だったと考えられます。難度面

ではあまり変化はないでしょう。	 

次に付属ではない学校や付属カラーの薄い学校を

見ていきます。三田国際学園は2015年度に女子校の戸

板が校名変更、共学化して大人気になった学校です。

今年は、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の変更などを行いました。共学化

直後は各回合計の応募者数が前年の 11 倍近くにのぼ

り、一昨年も前年を4割近く上回り、昨年もさらに増

えて人気が上がっていました。同校はインターナショ

ナルと本科の2コース制で、本来は教育内容の違いで

コースが分かれていてレベルの違いはありませんが、

昨年の入試結果からは本科が難化したことが分かりま

した。今年の応募者数は、回次によって上下はあるも

のの概ね減少傾向となりました。2 科入試を廃止した

ので当然でしょう。入試に変更があったため単純比較

が難しいのですが、各回次の合格 低点は上昇してい

て、難化傾向は続いています。	 

開智日本橋学園は、2015年に共学化した学校で、高

い人気が続いています。今年は4回と5回の入試科目

を変更しました。ここ数年、ものすごい勢いで応募者

が増えていて、引き続き今年も増加、人気は上昇を続

けています。特に2月1日午前の1回4科、2日午後

の3回4科は目立って増えました。埼玉県の開智の実

績と、開智を超える国際性を備えた教育内容への期待

が集まっています。実際の受験者数も増加しましたが、

合格者は逆に絞っている回次もあります。今年も高倍

率の難化した入試でした。	 

東洋大京北は、昨年取りやめた2月4日午前の4回

2科4科入試を復活させ、4日に行っていた哲学入試を

1 日午前に移しました。各回次合計の応募者数は、昨

年を若干上回りますが、復活した4回があったからで、

既存の回次では少し減っています。人気が上がってい

ましたが、一段落したようです。日程が移動した哲学

入試は男女ともに大幅に応募者が減りました。各回合

計の実受験者は減っていて、4 回は複数回出願の受験

生が多かったことがわかります。合格 低点は各回で

下がり、やや入りやすくなったようです。	 

青稜は、帰国生で現地入試の新設などを行いました

が、一般受験生は特に変更はありませんでした。一昨

年の応募者増加を背景に昨年、2月 5日の入試を廃止

した影響で敬遠ムードが出て、昨年は2月1日午前、

午後、2 日午前、午後とも応募者数がやや減って、実

際の受験者数もそれに応じて減りました。今年は、1

日午前、2日午前の応募者が増加、1日午後、2日午後

はやや減っています。他校併願の受験生が減って、志

望順位が高い受験生が増えているようです。1 日午前

の合格 低点は少し上がって難化しました。併願受験

生が多い 1日・2日午後は昨年並みで難度に変化はあ

りませんでした。	 

順天は、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、帰国生入試の日程・科目など

を変更しました。昨年は男子を中心に応募者が減って

いましたが、今年は、多面的入試以外は各回次男女と

も増えて、一昨年の水準に戻りました。特に2月1日

午後、2日午前・午後の男子の増加が目立っています。

志望順位の高い男子の増加、多面的入試を敬遠した男

子受験生の影響と考えられます。合格 低点は帰国生

入試を含め1〜3回のいずれの回次でも上昇し、やや難

化しています。	 

	 帰国生指導に力を入れている男女別学のかえつ有明

は、英語入試や帰国生入試の一部を変更しました。昨

年は帰国生入試が増加し、2月 1日からの入試が若干

減っていました。今年は、帰国生入試も一般入試も増

加しています。特に、1日午前の4科、2日午後の特待

4科、3日午後の特待入試、4日午前のアクティブラー

ニング思考力特待入試の女子などで目立って増えまし

た。グローバル化対応で人気が高い同校で、高度な英

語力を身につけて切磋琢磨しようとチャレンジした受

験生が多かったようで、今年も高い人気を維持してい

ます。合格 低点は本稿執筆時点で未公表ですが、実

質倍率は各回で概ね上がって、昨年よりも難度が上が

ったようです。	 

宝仙学園理数インターは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いまし

た。また、2月1日午後に英検3級以上の生徒を対象

とした国算英3科の英語ＡＬ入試も実施しました。一

昨年新設した日本語ヒアリングとプレゼン型面接のリ

ベラルアーツ入試、同じスタイルで主に英語プレゼン

テーションを行うグローバル入試はいずれも、今年も

2月1日午後と4日午後の2回実施しました。昨年は

公立一貫・リベラルアーツ・グローバル入試を10日に

特別入試として追加設定しましたが、今年はありませ

んでした。一昨年までやや減少傾向にあった応募者数

は昨年、反転して大きく増えましたが、今年は各回と



中学受験版 受験マニアックス（2018年 3月号）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 東京 23区私国立中入試概況（速報） 

 
Copyright © Educational Network All rights reserved. 12 

もに昨年並みか増加という傾向になりました。ただ 2

月4日の公立一貫型入試3回だけはやや減少していま

す。難度面では4科入試の各回、公立一貫型各回とも

昨年並みの難度だったようです。リベラルアーツ、グ

ローバル、英語ＡＬ、理数インター入試は、いずれも

小規模ですが、従来型の学力観とは異なる力を見るも

ので、かなり力のある受験生が集まったようです。た

だ、こうした入試の評価は、在学中の様子や卒業後の

進路で決まりますから、注目していきたいものです。	 

駒込は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

編しました。国際先進は数理探究とグローバル教育を

一体化した文理融合型のコースで、海外語学研修、Ｓ

ＴＥＭ教育、資格取得などの先進的な教育を進めます。

本科でも体験学習やグループディスカッションを実施

して、思考力・判断力・表現力・主体性などを育みま

す。各回合計の応募者数は、昨年2月1・2日午前の入

試で志望順位の高い受験生が増えたことを中心に増加

しましたが、今年はコース改編によって本科コースは

各回で減りました。そのかわりに国際先進コースの各

回や、公立中高一貫校との併願可能な2月1日午後の

適性検査型入試にも応募者が多く集まりました。コー

スの改編にともなう入試回数の増加や人気の高まりか

ら、学校全体ではやや難化したかもしれません。	 

文教大付属は、適性検査型のみらい創造入試を新設

しました。昨年までは、人気が上がりすぎたために敬

遠ムードが出たのか、各回合計の応募者数が少しずつ

減っていましたが、今年はみらい創造入試を新設した

にもかかわらず既存の各回次で女子がほぼ昨年並み、

男子はやや増えています。各回合計の実受験者数も増

加していますが、合格者数も増やしていて、2月 1日

午前の合格 低点はやや上がったものの、他の回次は

少しずつ下がっています。第一志望の受験生が多い 1

日午前は別として、他の回次は出題が少し難しくなっ

ているのかもしれません。	 

安田学園は、先進特待と総合(一般)の2コース制で、

今年は一般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回を新設しています。学校として

のレベルアップを図った対応です。昨年は各回合計の

応募者数が一昨年並みでしたが、今年は新設した2日

午前の先進3回に多数の応募者があり、既存の各回次

も男子は応募者が増加、女子は概ね昨年並みでした。

実際の受験者数は各回合計で大きく増えています。合

格者数も増えていますが、実受験者数の伸びには追い

付いておらず、その分厳しい入試になりました。合格

低点は2日午後がかなり上がって難化していますが、

他の回次はやや上下があるものの、あまり昨年とは変

わっておらず、例年並みの力があれば合格する入試で

した。	 

淑徳巣鴨は特進3回の日程変更や帰国生の入試の一

部を変更しました。昨年、特進と進学の2コース制で

したが、進学コースの募集を停止して、スーパー特選

コースを新設、特待(スカラシップ)入試としました。

また、2月2日の特進入試は2科4科選択から、未来

力入試として適性検査に近い思考力入試に変更しまし

た。昨年はこのような大きな変更がありましたが受験

生に支持され、各回合計の応募者数は増加、実際の受

験者数も増えて、進学コースの受験生を失ったことよ

りもスーパー特選コースの受験生を獲得したことの方

が大きい結果となっていました。今年は、その反動か

ら、各回とも応募者数が減っています。昨年が厳しい

入試だったので敬遠でしょう。実際の各回次合計の受

験者数も減っています。ただ、受験生が絞られている

面も見られ、男子は合格 低点が上がっている回次が

目立ちます。少し難化しているようです。女子は昨年

並みでしょう。	 

多摩大目黒は特待特進と進学の2コース制です。一

昨年に各回合計の応募者数がやや減ったものの、昨年

は盛り返しました。今年は進学コースの各回はほぼ昨

年並みで、特待特進はやや増えました。特に2月3日

午後3回や6日午前5回の男子は目立って増えていま

す。増加の中心は特待特進入試で、上位コースが人気

を集めているのは昨年と同様の傾向です。本稿執筆時

点で合格 低点が未公表ですので、単純比較はできま

せんが、難度面では特待特進、進学とも昨年とあまり

変わっていないようです。立正大立正は、各回の応募

者数が一昨年は減少、昨年は増加に転じましたが、今

年再び減少していて、隔年現象的な動きが出てきてい

ます。実際の受験者数も減りました。合格 低点は、

遅い日程で合格者が少ない回次では上下にバラつきが

見られましたが、2月 1日午前・午後の合格 低点は

下がって、昨年に比べてやや入りやすくなったようで

す。城西大城西は帰国生入試の日程や科目を変更しま

した。一昨年、昨年と、各回合計の応募者数は少し減

っていましたが、今年は各回ともに概ね昨年並み、厳

密には微増で、2月 2日午前の適性検査型などは増加

しています。欠席率の低さは昨年同様です。人気は昨
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年で下げ止まり、回復基調のようです。2月 1日午前

の1回2・4科の合格 低点は男女ともに少し難しい出

題だったのか、やや下がりました。その他は、合格者

が少ない回次が多く、合格 低点の上下変動が目立ち

ますが、難度は特に変わっていないようです。	 

郁文館は毎年のようにコースを新設したり、各入試

タイプを新・増設して変更が活発です。今年は適性検

査型の検査内容の一部変更や増設などを中心とした入

試の変更を行いました。応募者の減少が続いた同校で

すが、積極的な入試施策でここ数年、応募者数は増加

傾向に転じています。今年の応募者数も各回合計で増

加しました。その中心は適性検査型入試です。2 月 1

日午前、2日午前、4日午後の適性検査型入試各回が昨

年に引き続き大幅に増えました。入試の変更点が多い

ことと、特に2科4科の入試は2月2日以降小規模に

なることから、合格 低点の変動はバラつきが大きく、

単純比較は難しいのですが、昨年より若干難化してい

るようです。なお、同校の特別編成入試は日程が遅く、

本稿〆切時点ではまだ入試結果が出ていません。	 

東京成徳大は、2月5日の4回を4日に繰り上げる

などの変更がありました。昨年は1日午前・午後で男

子の応募者の減少が少し目立ち、他の回はやや増減が

あるものの概ね昨年並みの応募者数でした。今年は、

各回合計でほぼ昨年並み、2月2日午前の2回、4日午

前の4回は減っています。合格 低点は1日午後の思

考力型が上がり、3日午前の 3回がやや下がりました

が、他の回次は昨年並みか、若干上がっています。思

考力型は少し得点しやすい出題だったようです。他の

回次は難度にあまり変化はなさそうです。	 

帝京大帝京は 2 月 2 日午前を適性検査型に変更、2

日午後は得意科目を生かす科目選択型の入試に変更し

ました。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、今年は適性検査型に変更した 2

日午前と、4 日の入試の応募者が減っています。各回

次合計の受験者数はあまり減っておらず、応募者数の

減少は複数回出願が減った面も見られます。合格 低

点が非公表の回次もあって、単純比較は難しいのです

が、難度面ではあまり変化はなかったようです。	 

桜丘は帰国2回の入試日程を変更しました。一昨年、

昨年と応募者はやや減っていましたが、今年は各回合

計の応募者数が増えました。実際の受験者数もそれに

応じて増えていますが、合格 低点は変わっておらず、

難度面では昨年とあまり変わっていないようです。共

栄学園は特進と進学の2コース制で、入試日程の変更

などがありました。一昨年まで各回合計の応募者数は

少しずつ増えていましたが、昨年は2月1日午前が昨

年並みだった以外は、他の各回ともやや減少。今年は

いずれの回次でも少し減りました。全体的に合格者が

少ない入試回次が多いことから、合格 低点は上下変

動にバラつきが見られますが、難度面の変化は特にな

かったようです。	 

目白研心は一部の回次で入試科目や日程等の変更

がありました。また、2月1・2日午後に英語スピーチ

入試を導入しました。3 年ほど前からグローバル化対

応を前面に打ち出すようになり、いったんは応募者数

が増えましたが、一昨年、昨年と各回合計で少し減っ

ていました。今年もその傾向は続いていて若干減りま

した。志望順位が高い受験生、併願前提の受験生とも

減っていて、グローバル化対応がなかなか受験生に浸

透していないようです。合格 低点は、受験者数が少

ない回次で少しバラつきが見られるものの、難度に変

化はないでしょう。実践学園は、2月1日午前、2日午

前の入試を2科4科選択から、2科または2科+理・社・

英から1科目選択に変更、昨年新設した日本語表現力

入試を適性検査型として回数を増やしました。各回合

計の応募者数は一昨年が前年並み、昨年は増加し、今

年は一部の回次の応募者数が未公表ですが、公表され

ている入試では各回次とも減りました。新設の入試は

受験生にあまり浸透していなかったようです。実際の

受験者数も各回で減っています。特に日程が遅い回次

で減っているのは、同校の早い日程に出願している受

験生が多かったからでしょう。合格 低点は合格者が

少ない一部の回次でバラつきが見られますが、難度面

は総じて昨年と変わっていないようです。	 

日本工大駒場は昨年、得意科目選択入試や自己アピ

ール入試を新設しました。応募者数は、一昨年は前年

並みでしたが、新しい入試の導入が受験生に支持され

て昨年は増加していました。今年も概ね増加傾向で、

人気が上向いてきました。2月1日や2日の早い日程

で特に応募者数が伸びましたから、第一志望や志望順

位の高い受験生が増えたのかもしれません。難度の大

きな変化はなく、昨年の水準を維持しているようです。

上野学園はもともと音楽学校としてスタートした学校

です。アドヴァンストとプログレスの2コース制で大

学受験体制に結びつくコース制ですが、音楽専攻も選

択できる学校です。今年は得意教科入試や自己表現入

試などを実施しました。各回合計の応募者数は、昨年

まで微増が続いていましたが、今年は新たな入試が始



中学受験版 受験マニアックス（2018年 3月号）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 東京 23区私国立中入試概況（速報） 

 
Copyright © Educational Network All rights reserved. 14 

まったものの、減少しました。各回の入試規模が小さ

いためかなりバラつきがありますが、今年は総じてや

や得点しやすい問題だったようで合格 低点はやや上

昇しています。	 

駿台学園は特選・総合の2コース制です。一昨年は

小規模な入試で、昨年は女子の応募者が増えて各回合

計では小規模から脱しました。しかし、今年は再び小

規模になっています。実際の受験者数も昨年並みで、

難度に変化はなかったようです。この他、成立学園、

国士舘、貞静学園、東京立正、新渡戸文化、日出、武

蔵野、目黒学院は、例えば成立学園が雑誌ナショナル

ジオグラフィックを用いた作文問題のナショジオ入試

を新設、貞静学園が個性発見入試を実施、東京立正が

思考力奨学生入試と得意科目選択入試を新設、日出が

昨年に続き適性検査型入試を2月1日午後にも新設な

どの入試の変更があった学校もありましたが、いずれ

も今年も小規模な入試でした。なお、松蔭、修徳、東

邦音大東邦、高校を併設してない清明学園は本稿執筆

段階では入試結果未公表でした。	 

 
●	 東京23区	 難易度別グルーピング	 ● 

	 ２ページのグラフは、各校の代表的な今春の入試に向けての直前予測における難易度（今春の受験生が志望校決定の

参考にしたと思われる難易度、結果偏差値ではありません）をもとに、東京 23 区私国立中を次のようにグルーピング

して作成しました。公立一貫校は合否分布の幅が広いため、ここでは外しています。また、特待入試等では特待生合格

を前提とした難易度です。なお、このグルーピングは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…麻布・海城・開成・駒場東邦・筑波大駒場・武蔵・早稲田・早大学院・桜蔭・女子学院・豊島岡女子・雙葉 
・お茶の水女子大（女子）・慶應義塾中等部・渋谷教育学園渋谷・筑波大附属 
Ｂ…学習院・暁星・攻玉社・芝・城北・巣鴨・成城・世田谷学園・高輪・東京都市大付属・本郷・明大中野・立教池袋 
・鴎友学園・大妻・学習院女子・共立女子・品川女子学院・頌栄女子学院・白百合学園・東京女学館・東洋英和 
・富士見・普連土学園・立教女学院・青山学院・開智日本橋（グローバルリーディング）・国学院久我山（男子ＳＴ・女子） 
・淑徳（東大）・東京学芸大国際・東京学芸大世田谷・東京学芸大竹早・東京都市大等々力（Ｓ特選） 
・東京農大第一・広尾学園・安田学園（先進特待） 
Ｃ…足立学園（特奨）・佼成学園（特奨）・芝浦工業大附属・獨協・江戸川女子・大妻中野・恵泉女学園・光塩女子 
・香蘭女学校・田園調布学園・山脇学園・お茶の水女子大（男子）・開智日本橋（ＬＣ・ＤＬＣ・ＡＣ）・かえつ有明（特待） 
・国学院久我山（男子一般）・淑徳（スーパー特進）・順天・成城学園・青稜・東大附属・東京都市大等々力（特選・特進） 
・東洋大京北・日大第二・宝仙学園理数インター（特待）・三田国際学園 
Ｄ…足立学園（一般）・京華（特選）・佼成学園（一般）・聖学院・日大豊山・跡見学園・京華女子（特待）・麹町学園女子 
・佼成学園女子（特奨）・実践女子学園・十文字・昭和女子大昭和・女子聖学院・女子美術大付・東京家政大附属 
・トキワ松学園（特待）・中村・日大豊山女子・三輪田学園・目黒星美・和洋九段女子（グローバル）・郁文館（特奨・特選） 
・かえつ有明（一般）・共栄学園（特待）・駒込・淑徳巣鴨・多摩大目黒（特待特進）・東海大高輪台・東京成徳大 
・日大第一・文化学園大杉並・文教大付属・宝仙学園理数インター（一般）・八雲学園・安田学園（一般） 
・立正大立正（特待） 
Ｅ…京華（一般）・日本学園・愛国・小野学園・川村・神田女学園・北豊島・国本女子・京華女子（一般） 
・佼成学園女子（一般）・淑徳ＳＣ・成女学園・聖ドミニコ学園・星美学園・瀧野川女子学園・玉川聖学院 
・東京家政学院・東京女子学院・東京女子学園・トキワ松学園（一般）・富士見丘・文京学院大女子 
・和洋九段女子（本科）・郁文館（進学）・上野学園・共栄学園（特進・進学）・国士舘・桜丘・実践学園・修徳・松蔭 
・城西大附属城西・駿台学園・清明学園・成立学園・多摩大目黒（進学）・帝京大帝京・貞静学園・東京立正 
・東邦音大東邦・新渡戸文化・日本工業大駒場・日出・武蔵野・目黒学院・目白研心・立正大立正（一般） 

 
 


