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1. 概況 大学付属校人気で多摩地区校への志願増える 

	 今年の多摩地区の公立小6年生

徒数は約 32,900 名で昨年より約

700 名減少しています。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ます。1 月

までに実施される帰国入試を含め

た、2月24日現在の中学受験の応

募総数は私立、国立、公立一貫校

の合計で約27,800件で、昨年の最

終を約700件上回りました。一部

に入試結果未公表の学校や追加入

試などがあり、今後その分が上乗

せされますので、昨年に続く応募

者数増加になります。実際の受験

者数も昨年をやや上回るでしょう。	 

	 上のグラフは中学受験の各校の

応募者数を日程別に集計して一昨	 

 
 

年、昨年と比較したものです。私立、国立、公立一貫

校の合計で、今年は速報値です。今年の応募件数は、

首都圏他地区と同様、昨年よりも全体的に増加傾向と

なりました。応募総数が昨年よりも増えているなか、

内訳を見ると公立一貫校は減っていますので、私立の

難関校や大学付属校に人気が集まり、高い志望順位で

チャレンジする受験生が増加しています。	 

1 日午前の増加は、多摩地区の学校の人気が上向い

ている根拠にもなります。神奈川県の1日午前の減少

から考えると、県内校だけでなく電車で通いやすい町

田市などの学校を志望した受験生が増えたのかもしれ

ません。昨年減っていた1日午後は一昨年並みに戻り

ました。魅力ある午後入試を実施する学校が増えて、

第二志望として位置付ける受験生が増えてきたことの

あらわれですが、23区とは異なり、駅から比較的距離

のある学校が多い多摩地区ですから、午前入試の学校

から午後入試への学校へ移動するのは時間がかかりま

す。このくらいが受験生の規模として適切なのかもし

れません。2日、3日と遅い日程になるにつれ午後入試

が横ばい、あるいは減少気味になるのは、入試の早じ

まい傾向も影響しています。	 

3 日午前は応募者が増えています。3 日は都立の中

高一貫校の選抜日ですが、こちらは多摩地区の4校合

計では昨年よりも応募者が減っていて、増えたのは私

立の応募者が増えたからで、3 日は有名大学の附属校

など、人気校が高い学校の2回目の入試が多く、ぜひ

こうした学校に入学したいという受験生も増えていま

す。一方、3日午後や 5日午前は応募者が減っていま

すが、上記のように、遅い日程までこだわって挑戦し

続けようとする受験生が減っているのでしょう。	 

今度は、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。	 
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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。	 

Ａグループは早稲田実業し

かありません。グラフはすご

く小さな値ですが、そのまま

早稲田実業だけの応募者数で

すので、少なくても当然でし

ょう。今年は男女とも応募者

が増加しました。Ｂ～Ｅグル

ープでは、男子も女子もＢグ

ループが最多ですが、応募者

数の規模が違います。このグ

ループの男子校が桐朋 1校な

のに対して女子校は吉祥女子、

晃華学園と 2校あることから

このような差になります。男

子のＢグループは昨年よりも

応募者が少し減りました。Ｃ

～ＥグループではＣグループ	 

 
◎	 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 
で多摩地区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…早稲田実業 
Ｂ…吉祥女子・晃華学園・成蹊・中大附属・帝京大学・桐朋 
・法政大学・明大中野八王子・明大明治 
Ｃ…穎明館・大妻多摩・桜美林・創価・東京学芸大小金井 
・明治学院 
Ｄ…共立女子第二・工学院大附属・聖徳学園（特奨）・玉川学園 
・多摩大聖ヶ丘・東京純心女子・東京電機大・桐朋女子 
・日大第三・八王子学園・武蔵野女子学院（選抜・特待） 
・明法（サイエンスＧＥ） 
Ｅ…サレジオ（小平）・国立音大・啓明学園・駒沢学園女子 
・白梅学園清修・自由学園男子部・同女子部・聖徳学園（一般） 
・帝京八王子・東海大菅生・東星学園・日体大桜華・八王子実践 
・藤村女子・明星学園・武蔵野女子学院（総進）・武蔵野東・明星 
・明法（進学ＧＲＩＴ・国際理解）・和光 

 
が減少、Ｄグループが増加、Ｅグループもやや増えて

います。Ｃグループの減少、Ｄグループの増加は、23

区と同じ現象です。	 

女子はＢグループが昨年より減ったものの、人気の

集中は依然として目立っています。有名大学の附属校

に通いたい受験生が多いからで、応募総数の多くがＢ

グループです。昨年との比較では、Ｂグループが減っ

てＣグループが増えていますが、大妻多摩がＢからＣ

に変更になったことが影響しているでしょう。Ｄ・Ｅ

グループは多少の増減がありましたが、概ね昨年並み

の人気は維持しています。 

以下、各校の入試状況を見ていきます。なお、都立

の立川国際、南多摩、三鷹、武蔵高附属は、公立一貫

校の概況をご覧ください。 
 

2. 男子校・女子校 

まず男子校から。桐朋は、一昨年2回入試に踏み切

って人気が大きく上昇。2回合計で応募者が 1,000 名

を超える人気でしたが、2 年目の昨年も人気が続いて

やや増加し、2月1日の1回、2日の2回合計で応募者

が1,000名を超えていました。今年は2回入試が定着

してきたためか応募者数はやや減って落ち着きました
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が、1,000 名超の水準は維持しています。実際の受験

者数も減って合格最低点も少し下がりましたが、もと

もと高難度のため、入りやすくなったというよりは出

題がやや難しかったと考えられます。	 

明法は明法クラス・ＧＥクラスの2コース制でした

が、国際理解、進学ＧＲＩＴ、サイエンスＧＥの3コ

ース制に改編しました。入試は明法入試とＧＥ入試の

2本立てです。10月に2019年度からの高校募集の共学

化を公表しました。昨年は各回とも応募者が減って小

規模な入試でしたが、今年はコース制改編や入試増設

などもあって、各コース各回合計の応募者数は増加し

ています。実際にはコースの重複出願も含まれていま

すが、それを除いても昨年をやや上回る応募者数でし

た。コースごとでは国際理解コースの浸透が今一つだ

ったようです。改編があったため昨年との単純比較は

難しいですが、合格最低点は2月2日午後がやや下が

ったものの、昨年とほぼ同水準で、難度面では大きな

変化はないようです。高校が併設されていないサレジ

オ(小平)は、今年も昨年並みの応募者数の小規模な入

試でした。	 

	 女子校では、吉祥女子は隔年現象で応募者の増減が

見られる学校で、今年は各回とも増加しています。特

に2月1日の1回の増加が目立ちました。志望順位が

高い受験生が増えています。1回と2日の2回は合格

者も増やしていますが、4日の 3回は絞りました。合

格最低点は2回が下がっていますが、これは出題が少

し難しかったためでしょう。1・3回はやや上がってい

て、難度面では昨年並みか、若干難化したかもしれま

せん。カトリック校の晃華学園は2015年に3回入試か

ら2回に削減して以来、他校併願前提の受験生が減少、

昨年まで応募者が減っていました。今年も少し減って

いますが、減少幅が小さくなってきました。志望順位

が高い受験生中心の入試が定着してきたようです。今

年の合格最低点は2月1日の1回、3日の2回とも、

昨年よりも少し下がっていますが、志望順位が高い受

験生が中心ですから、あまり入りやすくなった印象は

ありません。	 

大妻多摩は、昨年2月2日午前に新設した、帰国生

向けのプレゼンテーション入試を4日に移して一般の

受験生にも門戸を開放したほか、逆に4日の合科型入

試を 2日午前に移して、4科入試と並行実施としまし

た。各回合計の応募者数は昨年より増えていて、1 日

午後の2科入試と4日午前の4科入試の増加が目立ち

ます。2日午前の 4科入試も少し増えました。併願受

験生が増加の中心のようです。合格最低点は4日午前

の上昇が大きく、第一志望の受験生が多い1日午前が

少し上がっていて、全体的にやや難化したかもしれま

せん。	 

東京純心女子は、昨年は「聞く・書く・発信する力」

を評価するタラント発見入試を新設、今年は2月2日

午前で4教科入試を復活するなど、入試の変更が活発

です。残念ながら各回合計の応募者数は昨年に続いて

今年も減っています。首都圏で中堅の女子校の人気に

陰りが出ていますが、特に南多摩、西多摩地域ではそ

の傾向が強いのでしょう。ただ、合格最低点は昨年並

みの回次が多く、中にはやや上がった回次もあって、

学力レベルを維持する姿勢は明確です。共立女子第二

は適性検査型の入試を2月1日午後から午前に移すな

どの変更がありました。応募者数は、一昨年はやや増

えたものの昨年は各回とも小幅な減少、今年も微減で

した。やや得点しやすい問題だったのか、1日午前と2

日午前の4科は、合格最低点は少し上昇しましたが、

総じて難度に大きな変化はなかったようです。	 

武蔵野女子学院は選抜進学と総合進学の2コース制

の学校です。今年は2月4日の入試を廃止、特待チャ

レンジ入試を新設、英語選択の実施などの変更があり

ました。新設の特待チャレンジ入試は2月2日で、英

語のみ、2科、4科いずれかを選ぶ入試です。各回合計

の応募者数は、昨年はやや減っていましたが、今年は

5回だった入試が 4回に減ったことを考えると、実質

的には少し増えています。1日午前と 2日午後の総合

進学1・2回は合格最低点が少し上がっていますが、や

や得点しやすい問題だったようです。1 日午後の選抜

進学入試は昨年並み、特待チャレンジはランクで決ま

りますが、全体的に学校としての難度は昨年とあまり

変わっていないようです。	 

桐朋女子は帰国 1回の入試日を動かしました。1日

午前で、Ａ入試として口頭試問を含む特殊な入試を続

けている同校ですが、21世紀型学力観が口頭試問と類

似点が多いことから、これを筆記に置き換えた形で、

昨年新設したのが記述型入試です。応募者数は、概ね

前年並みだった昨年に比べ、今年は各回ともやや減り

ました。合格最低点は、記述型が昨年並み、Ｂ入試は

やや下がり、若干入りやすくなっています。Ａ入試は
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前年比較できませんが不合格者が少なく、難度面は昨

年とあまり変わっていないようです。	 

	 桜華女学院は2018年度から校名を変更し、日本体育

大学桜華中学校となります。この他、駒沢学園女子、

白梅学園清修、藤村女子は、例えば駒沢学園女子が 2

月1日午前に1科選択型入試、2日午前に特別選択入

試を新設、スカラシップ制も導入、白梅学園清修が 2

回の適性検査型と論述・口述で行う表現入試を新設し

たところ応募者が増加したなどの変化がありますが、

いずれも今年も小規模な入試でした。	 

 
3. 男女校 

付属カラーの強い学校から見ていきます。早稲田実

業は、一昨年、昨年の応募者数は前年並みでしたが、

今年は男女ともやや増えました。今年は大学附属校人

気が高くなっていることも反映した結果です。昨年よ

りもやや出題が難しかったようで、合格最低点は男女

ともに若干下がりましたが、引き続き高難度は維持し

ています。明大明治は、一昨年までは各回合計の応募

者数が少しずつ減少していましたが、昨年は2月2・3

日の1・2回男女とも少し増加、今年は男子もやや増え

ましたが、女子の増加が目立ち、人気が上向いていま

す。実際の受験者数も増加、合格者は 1回の女子と 2

回の男子は昨年より絞られていて、合格最低点も1・2

回男女とも上がっています。特に2回は難化した厳し

い入試でした。	 

系列校の明大中野八王子は、昨年は新設した 2月 5

日午後の4科総合型Ｂ入試を歓迎した受験生が多く、

既存の2月1日の1回・3日の2回とも男女とも応募

者が増加していました。今年は、1・2回は男女ともに

引き続き増加傾向にあり、特に男子の増加が目立ちま

すが、Ｂ入試は男女とも大きく減りました。昨年のＢ

入試が激戦だったため、敬遠した受験生も多かったよ

うです。1 回は合格者がやや絞られて実質倍率は上昇

しましたが、難しい出題だったようで合格最低点は少

し下がっています。2 回とＢ入試は合格最低点が上が

って、難化した厳しい入試でした。Ｂ入試は昨年、実

質倍率15倍に達する激戦で、出題が難しかったのか合

格最低点はあまり高い水準ではありませんでしたが、

今年は得点しやすい問題が出題されたようです。しか

し、その分高得点が求められました。	 

法政大学は、一昨年は 2月 1日の 1回が前年並み、

3・5日の2・3回が増えていて、昨年は2回の女子が

少し増えた以外は一昨年並みでした。今年は各回男女

とも増えていますが、全体的には女子、回次では3回

の増加が目立っています。それにともなって実際の受

験者数も増加しました。合格最低点は、各回次の男子

と3回の女子がやや下がっていて、女子の1・2回は昨

年並みです。少し出題が難しかったようですが、同時

に女子は全体的に難化傾向になったようです。中大附

属は、昨年2月1日午前の1回の応募者がやや減って

いましたが、今年は少し増え、4日午前の 2回は昨年

に続いて増えました。男子はここ数年で隔年現象的な

増減を繰り返していますが、女子は年々増加傾向にあ

ります。首都圏の大学付属校人気が現れたと言ってい

いでしょう。1 回の合格最低点は昨年とあまり変わっ

ていませんが、2 回は少し上がって、やや難化したよ

うです。	 

成蹊は一般入試と国際学級入試を行っていて、さら

に2月1日の1回に帰国枠を設定しています。今年は

1 回の定員の男女比を変え、男子は約 50 名から約 45

名に、女子は約35名から約40名になりました。昨年

は各回男女とも概ね昨年並みの応募者数でしたが、今

年は国際学級は昨年並み、2月1日の1回は男女とも

減り、4日午前の 2回は男女とも少し増えています。

こうした応募者の状況を反映して、合格最低点も1回

が男女とも少し下がり、2 回は男女とも上がってやや

難化しています。独特な存在の創価は、2月 1日午前

のみの入試です。応募者数は男女ともに昨年並みです。

合格最低点は公表されていませんが、学校の性格もあ

って、難度は昨年とあまり変わっていないでしょう。	 

明治学院は 1 回と 2 回の定員配分を変更しました。

2月1日午後の1回は男女計50名から60名に、2日午

前の2回は計70名から60名になりました。そのため

か今年の 1回の応募者数は男女ともに増加、2回も男

女ともやや増え、4日午前の 3回はほぼ昨年並みでし

た。学校全体で見ると、昨年は減少気味、一昨年は増

加、その前年はやや減だったので隔年的な人気の変化

が続いています。1 回は実際の受験者数も目立って増

えました。大学付属校人気もあり、志望順位の高い受

験生が増えたようです。合格最低点は3回の女子を除

いて全体的に上昇、特に1回はかなり上がっていて難

化しています。2回と 3回の男子もやや難化した厳し

い入試でした。	 
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	 玉川学園は、2月1日と2月2日に英語選抜入試を

新設。国際バカロレアクラスの入試には特に変更はあ

りませんでした。各回合計の応募者数は、昨年は少し

増えていましたが、今年は各回とも少し減っていて、

特に昨年は増えていた2月1日午後と2日午後が減っ

ています。他校併願前提の受験生がやや減少したよう

です。新設した英語選抜入試は受験生に今一つ浸透し

ていなかったようで、わずかな受験者数でした。実際

の受験者数も少し減っていますが、固定ファンが多い

学校ですので、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。	 

東海大菅生は隔年的な応募者増減が見られる学校

で、一昨年はやや減り、昨年は増加、今年は少し減っ

ています。ただ、2月 1日午前午後の応募者数はあま

り変わらず、各回合計の実際の受験者数も昨年並みで

すから、複数回受験を前提とした受験生が、早い日程

で合格したために、追加出願が減った面もあり、同校

の人気そのものはあまり変わっていません。合格最低

点もあまり変わっておらず、難度面の変化は特に見受

けられませんでした。帝京八王子の各回合計の応募者

数は、隔年現象で変化していて、今年は順番通り減っ

て、小規模な入試になっています。難度面では各回次

とも特に変化はなかったようです。	 

明星は一昨年からグローバルサイエンスと本科の 2

コース制となっています。一昨年は応募者が減少して

小規模な入試になりましたが、昨年は適性検査型や算

数1科目入試を新設し、各回合計の応募者数が大きく

増えて小規模を脱した水準になりました。今年は2月

1 日午前のグローバルサイエンス適性検査型入試で特

待の告知が進んだこともあって、応募者は増えていま

す。実際の受験者数も各回次合計で増えていますが、1

日午前以外はあまり多い人数ではなかったこともあっ

て、難度面では変化はなさそうです。	 

独特な教育方針の和光は3回の入試日程をずらしま

した。小規模な入試の学校で、全体としてはほぼ昨年

並みの応募者数でした。難度も例年並みだったようで、

一定の力がないと合格できない入試でした。国立音大

附属も、例年同様今年も小規模な入試でした。	 

系列大学があっても付属カラーが薄い学校では、帝

京大学はこれまで少しずつ各回合計の応募者数が増え

ていましたが、一昨年は減少、昨年は厳密には微増な

がらも前年並みと言ってよい水準でした。今年は各回

ともわずかに増えていて、2月1日午前の1回、2日午

前の2回の男子の増加が目立ちました。進学校として

の実績に期待しているようです。1回の合格最低点は、

出題が難しかったようで、少し下がっています。2 回

の2科と3日午後の3回はやや上がりましたが、受験

生の学力層が少し上がったのかもしれません。桜美林

は昨年、2月 1日午前に教科横断型の総合学力評価入

試を新設、1 回午前と並行実施としました。一昨年ま

で各回合計の応募者数の減少が続いていましたが、昨

年は 1日午後、2日午後の女子の応募者が増え、全体

でも増えていました。今年は、2月 1日の総合学力評

価入試の応募者数が男女とも大きく増えたほか、1 日

午後、2日午前、2日午後も男子の増加が目立ちました。

男子の人気が上がっています。合格最低点の変動はバ

ラつきが見られますが、1回午前、2日午後の2回午後、

3日の3回で2教科の合格最低点が上がっていますか

ら、出題が得点しやすかった面はあるにせよ、人気を

背景にやや難化傾向なのでしょう。総合学力評価入試

の合格最低点はやや上昇、合格者は昨年に比べ男子で

約3倍、女子で約2倍に増えて、この入試でチャレン

ジした受験生を多く受け入れた結果となりました。	 

東京電機大は昨年、2月4日の4回を、午前から午

後に移して、2科4科選択から、4科から得意2科目を

選択する方法に変更しました。一昨年まで各回とも応

募者がやや減少傾向にあり、昨年も4回以外は各回と

も少し減っていましたが、今年は、1日午後の 2回で

男子の応募者が増えています。各回合計でほぼ昨年並

みでした。しかし、実際の合計受験者数は増えていて、

欠席者が減っています。人気の表れでしょう。1 日午

前を除いて、各回次とも男子の合格最低点が上がって

いて、男子にとっては厳しい受験でした。女子は難度

にあまり変化は見られませんでした。	 

日大第三は、一昨年から入試回数を増やし、4 科の

みから2科4科選択を取り入れています。これを歓迎

する受験生が多く、各回男女とも昨年まで応募者の増

加で人気が上がっていましたが、今年は落ち着いたよ

うです。各回合計の応募者数は昨年並みで、2月 3日

午前の3回の男子は減りました。ただ、実際の受験者

数は各回合計でやや増えていて、人気が表れています。

3 回は合格最低点が少し上がっていますが、他の回次

は昨年並みでした。	 

多摩大聖ヶ丘は適性検査型と4回の定員を変更しま
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した。昨年は入試の新設や増設で受験機会を増やした

ことから応募者数が増加していましたが、今年は各回

ともに減少しています。実際の受験者数も少し減りま

したが、2 日午前の適性検査型は欠席者がありません

でした。合格最低点は回次によって多少の上下が見ら

れ、出題の難度による影響を踏まえると、午前に行わ

れた各回次は昨年とあまり変わっていない難度だった

ようですが、午後入試は2月1日、2日とも少し入り

やすくなったかもしれません。	 

工学院大附属は2回午後に選択で算数1科入試を実

施しました。昨年から、ハイブリッド特進、ハイブリ

ッド特進理数、ハイブリッドインターの3コース制と

し、国際バカロレアも視野に入れた教育内容に変更し

ています。各回合計の応募者数は、一昨年は減少、昨

年はやや増えて、今年の応募者数は、昨年並みの帰国

入試を除いては各回とも減っています。隔年現象的な

傾向の面はありますが、国際バカロレアを視野に入れ

た教育は、地域的にもまだなかなか浸透していないの

かもしれません。合格最低点は、思考力入試や合格者

が少ない回次で一部変動にバラつきが見られますが、

目立って難度が変化するほどではなかったようです。	 

	 純然たる進学校では、穎明館は帰国生入試を別日程

で新設しました。一昨年まで各回合計の応募者数が少

しずつ減っていましたが、昨年は2月2日の2回の応

募者が少し増えて、1日と4日の1・3回は一昨年並み

でした。しかし、今年は帰国生入試が新設された以外

は、各回で応募者数が減っています。実績のある進学

校ですが、都心部の進学校を目指す流れ、大学付属校

人気の影響が出ているようです。実際の受験者数もや

や減りました。合格最低点は、1・3 回でやや下がり、

2 回は昨年並みでした。これまでに比べて少し入りや

すくなったようです。八王子学園は 2 月 1 日午後、2

日午後の東大医進クラスの入試科目を4科から2科4

科選択に変更、受験しやすくしました。一昨年、東大

医進コースを新設していて、一貫特進コースとの2コ

ース制の学校です。一昨年は各回合計では前年並みの

応募者数でしたが、昨年は適性検査型と1日午後の東

大医進コース入試を中心に応募者数が増えました。今

年は適性検査型がさらに受験生に浸透したほか、東大

医進クラスでも2教科受験を認めたことが奏功し、各

回とも応募者数が増えました。実際の受験者数は、適

性検査型の女子と、1 日午後以降の各回次の男子の増

加が目立ちます。合格最低点は各回で上がり、適性検

査型と一貫特進の上昇が目立ちます。少し難化したよ

うです。	 

聖徳学園は適性検査型入試のパターンを増やしま

した。公立中高一貫校を第一志望とする受験生に併願

先として選んでもらいやすいようにという対応です。

他にも一部の回次の入試科目や定員の変更を行いまし

た。各回の応募者数は、一昨年は前年並み、昨年は減

っていましたが、今年は2月1日午後以降の各回次で

男子の増加が目立ち、各回合計でも昨年より少し増え

ています。入試の変更が功を奏して、併願前提の受験

生が増えたようです。実際の受験者数も少し増えてい

ていますが、合格最低点はあまり変わっていません。	 

独特な教育方針の明星学園は、一昨年まで小規模の

入試でしたが、昨年は2月1日午前、2日午後、4日の

入試で男子の応募者が著しく増えて、各回合計では小

規模とは言えない規模になりました。今年も2月2日

午後と4日午前の男子の増加が続いて、各回合計では

昨年に続く増加です。ただ、実際の受験者数は各回と

も昨年並みかやや減少傾向で、複数回出願による応募

者の増加のようです。合格最低点は例年公表しません

が、今年も基準点に達しないと合格させない姿勢が表

れた入試でした。	 

国立の学芸大小金井は、3年前に2科から4科に変

更して男子の応募者が少し減り、一昨年は男女ともや

や減少したものの昨年は男女とも増えて、人気が戻っ

てきました。今年はほぼ昨年並みで、難度もあまり変

わっていないようです。この他、独特な教育方針の武

蔵野東、東星学園、八王子実践、啓明学園、自由学園

は今年も小規模な入試でした。	 
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