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大妻 千代田区 曜日の関係で帰国生入試を2日前倒しにするが、入試情勢には
影響はない。希望者が少し増えている模試が見られるが、目立っ
て難化するほどではなく、2021年度は各回次とも難度に変化は
なさそう。

神田女学園 千代田区 小規模な入試の学校。海外の高校卒業資格が取れるダブルディ
プロマプログラムを行っており、動きは注目されているが、各
回次とも難度は2020年度並みだと思われる。

共立女子 千代田区 曜日の関係で帰国生入試を2日前倒しにするが、入試情勢には
影響はない。希望者が少し増えている模試が見られるが、目立っ
て難化するほどではなく、2021年度は各回次とも難度に変化は
なさそう。

麹町学園女子 千代田区 帰国生入試の日程を繰り上げるほか、2月1日午前の適性検査
型（みらい型）入試を取りやめ、8日の入試を7日に繰り上げる。
模試では希望者数に目立った変化は見られず、各回次とも難度
は2020年度並みになりそう。

女子学院 千代田区 女子御三家の一角。入試の変更点はなし。模試では希望者数に
目立った変化はなく、安定した人気。2021年度も高難度の入試
になりそう。

白百合学園 千代田区 入試の変更点はなし。模試では10月に入って希望者が増えてき
た。2月2日入試なので、1日に雙葉などを受験する受験生が本
格的に志望校として位置づけるようになってきたのかもしれな
い。ただ、難化するほどではなく、2020年度並みの難度が続き
そう。

東京家政学院 千代田区 小規模な入試の学校。各回次とも難度は2020年度並みだと思
われる。

雙葉 千代田区 女子御三家の一角。入試の変更点はなし。模試では希望者数に
目立った変化はなく、安定した人気。2021年度も高難度の入試
になりそう。

三輪田学園 千代田区 帰国生入試の日程を変更するが、入試情勢には影響がない。模
試では希望者が少し増えているものも見られるが、難化するほ
どではなく、各回次とも2020年度並みの難度が続くと思われ
る。

和洋九段 千代田区 帰国生入試の日程変更のほか、2月2日午前の入試を取りやめ
て2日午後の入試では1科目選択入試に英語や新思考力入試を
追加、5日午前には2教科の到達度確認型入試や英語入試を新
設、10日の入試から適性検査型を取りやめる。模試の希望者数
には目立った動きは見られず、難度にあまり変化はなさそう。

2021 年入試予測【東京都 23 区 女子校】

中学校名 区 主な入試の変更点と予測
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頌栄女子学院 港区 入試の変更点は、12月の帰国生入試を曜日に合わせて変更する
だけ。模試では併願前提の希望者の増加が目立っている。2月
1日の1回の難度に変化はなさそうだが、5日の2回は少し難化
するかもしれない。

聖心女子 港区 小規模な入試の学校。帰国生募集のみ。難度は2020年並みだ
と思われる。

東京女子学園 港区 小規模な入試の学校。スマートフォンを使った情報収集型の入
試を行っており、動きは注目されているが、各回次とも難度は
2020年度並みだと思われる。

東洋英和 港区 入試の変更点はなし。10月に入って模試の希望者が増えてきた
が、難化するほどではなく、2月1日のＡ、3日のＢとも難度面
では2020年度並みが続きそう。

普連土学園 港区 入試の変更点はなし。模試では併願前提の希望者の増加が目
立っている。2月1日午前の1回は2020年度並みの難度だと思
われる。1日午後の算数入試、2日午後の2回もあまり変わらな
いと思われるが、4日午前の3回はやや難化するかもしれない。

山脇学園 港区 帰国生入試を曜日の関係で2日繰り上げ、2月の入試でも帰国
生入試を実施するほか、2月2日午前のＢを午後に移し、探究
サイエンス入試と並行実施として、各回次の定員配分も変更す
る。2020年度入試でも人気は上がっていたが、2021年度に向
けても人気は上がっていて、模試では希望者が増えている。特
に学力上位層の希望者の増加が目立つ。各回次とも難化の可能
性が高く、要注意校。

学習院女子 新宿区 曜日の関係で帰国生入試の日程を変更するが、入試情勢への影
響はない。希望者が増えている模試も見られるが、難化に結び
付くかどうか微妙なところ。2月1日午前のＡ、3日午前のＢと
も難化する可能性があると思って準備するべき。

成女 新宿区 小規模な入試の学校。人気に特に変化は見られず、小規模な入
試が続きそう。

跡見学園 文京区 曜日の関係で帰国生入試の日程を変更するが入試情勢に影響は
ない。模試では併願前提の高学力層の希望者が増加傾向。2月
1日午前の1回の難度はあまり変わらないと思われるが、2日午
前の2回は少し難化するかもしれない。また、1日午後や4日な
どに実施している特待入試は、特待認定の難度は変わらないと
思われるものの、一般合格はやや難化するかもしれない。

桜蔭 文京区 入試の変更点はなし。模試では高学力層の希望者が増えている
が、難度はすでに上限なので、難度面ではあまり変わりなく、
ボーダーライン付近が厳しい入試になりそう。

京華女子 文京区 2月2日午前の英検資格点利用の入試を1科選択から2科実施・
高得点利用型に変更する。模試では希望者の増加が目立ってい
る。各回次の特待認定の難度はあまり変わらないと思われるが、
一般合格はやや難化する可能性がある。注意した方がよい。

中学校名 区 主な入試の変更点と予測
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淑徳ＳＣ 文京区 小規模な入試の学校。人気に特に変化は見られず、小規模な入
試が続きそう。

文京学院大女子 文京区 帰国生入試の日程移動や、2月1日午後に適性検査型入試を新
設、1日午後の得意教科型入試を高得点1科判定に変更、思考
力入試にプレゼンを導入、一部の入試回次の定員配分見直しな
どの変更がある。模試での希望者数には目立った動きは見られ
ず、2021年度は各回次とも2020年度並みの難度と思われる。

中村 江東区 曜日の関係で帰国生入試を1日前倒しする。ほかに口頭試問で
国語、算数の試験を行う国算エクスプレス入試を2月2日午後
に新設、英語1科目のグローバル入試を取りやめ、2日午前の
ポテンシャル入試を1日午後に移すなどの変更がある。模試で
は希望者数に目立った動きは見られず、2021年度は各回次とも
難度に変化はなさそう。

香蘭 品川区 入試の変更点はなし。2019年度から午後入試実施、2回入試
化で大人気になっていて、2020年度もさらに人気になった
が、2021年度に向けては模試での希望者数に目立った動きは
見られず、人気は一段落したのかもしれない。2回の入試とも、
2020年度並みの難度になると思われる。

品川女子学院 品川区 帰国生入試の日程を繰り上げるが、入試情勢への影響はない。
品川女子学院は模試では志望順位が高い受験生、併願前提の受
験生とも希望者が増えていて、学力上位の希望者が目立つ。各
回次とも少し難化する可能性が高く、注意が必要。

トキワ松 目黒区 2月3日午前の4回を3日午後に変更する。模試での希望者数に
目立った動きは見られず、各回次とも難度に変化はなさそう。

鷗友学園 世田谷区 入試の変更点はなし。模試では高学力層の希望者の増加が目
立っている。吉祥女子が3回入試から2回入試になることで敬
遠した受験生の流入も見られる。2月1日午前の1回、3日午前
の2回とも難化しそうな勢いで、要注意校。

国本女子 世田谷区 2020年度から海外高校卒業資格が取れるダブルディプロマ
コースを新設した。こうした改革がまだ受験生にあまり浸透し
ていないようで、小規模な入試の学校。2021年度に向けては入
試に一部変更などもあるが、人気に目立っ変化は見られず、各
回次とも難度に変化はなさそう。

恵泉女学園 世田谷区 プロテスタント校で、2020年度は2月2日が日曜日だったため、
午前の入試を午後に移し、3回の入試とも午後実施だったが、
2021年度は2日の入試を午前に戻し、2科4科選択を4科のみ
に変更する。2科4科選択を4科にするとハードルが高くなるが、
模試では併願前提の希望者の増加が目立っていたものの10月
に入って志望順位が高い希望者も増えてきた。高学力層が中心。
このまま推移すると各回次とも難化するかもしれない。注意し
た方がよい。

中学校名 区 主な入試の変更点と予測
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佼成学園女子 世田谷区 4回実施する帰国生入試の日程変更のほか、2月1日午後と2日
午後の入試から英語選択を外し、2月3日午後の入試から2科を
外し、2月5日午前と7日午前に入試を新設するなど、多岐にわ
たる変更がある。入試増設もあって、模試では中堅の学力層を
中心に希望者の増加が目立つが、難度に影響するほどではなく、
各回次とも難度は2020年度並みだと思われる。

昭和女子大 世田谷区 2020年度入試で大人気になり、一気に難化した。アメリカの
テンプル大学のジャパンキャンパスが隣接地に移転してきて、
昭和女子大と共同のプロジェクトが始まったことが人気の中心
だった。2021年度は中3からの選択だったスーパーサイエンス
クラスを中1からの別募集とし、グローバル留学、スーパーサ
イエンス、本科の3コース募集になる。模試では併願前提の高
学力層の希望者の増加が目立つ。中堅レベルの学校だったが、
学力上位生が併願校として注目するようになってきた。新設の
スーパーサイエンスクラスは本科より1ランク高い難度が見込
まれるが、本科自体各回次とも難化の可能性が高くなっている。
要警戒校。

聖ドミニコ学園 世田谷区 2019年からインターナショナルコースを新設、従来クラスも
アカデミックコースとして、教育内容を大きく変更した。こう
した改革がまだ受験生にあまり浸透していないようで、小規模
な入試の学校。2021年度に向けては入試に一部変更などもある
が、人気に目立っ変化は見られず、各回次とも難度に変化はな
さそう。

玉川聖学院 世田谷区 プロテスタント校で、帰国生入試の日程変更のほか、2020年度
は日曜日のため2月3日に移した3回を2日午前に戻し、4日午
前の入試を取りやめ、帰国生対象の多文化共生入試の科目を変
更する。模試では希望者数に目立った動きは見られず、難度に
変化はなさそう。

田園調布学園 世田谷区 帰国生入試の日程を繰り上げるが、入試情勢への影響はありま
せん。模試では併願前提の希望者が増えている。2月1日の午
前や午後の入試は難度面であまり変化はなさそうだが、2日午
前や4日午前は少し難化する可能性もあり、注意した方がよい。

目黒星美学園 世田谷区 曜日の関係で帰国生入試を2日前倒しにするほか、2月3日午前
の英語入試を2日午前に変更し、各回次の定員配分も一部変更
する。模試での希望者数に目立った動きは見られず、各回次と
も難度に変化はなさそう。

実践女子 渋谷区 帰国生入試の科目を変更するほか、2月1日午前と2日午前にプ
レゼンテーションを含む思考表現入試を新設する。模試での希
望者数に目立った動きは見られない。各回次とも難度に変化は
なさそう。

東京女学館 渋谷区 帰国生入試が2日早まるだけで入試情勢には影響はない。模試
でもあまり目立った動きは見られず、各回次とも2020年度並
みの難度が続きそう。

中学校名 区 主な入試の変更点と予測
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富士見丘 渋谷区 小規模な入試の学校。入試の一部に変更もあるが、人気に変化
は見られず、2021年度も小規模な入試になりそう。

大妻中野 中野区 曜日の関係で2回の帰国生入試の日程を変更するほか、2月2
日午後の算数入試を取りやめる。1教科入試を新設する学校が
多い中で取りやめるのは他の入試での入学生が増えているから
で、2021年度に向けても模試では併願前提の学力上位の希望者
が増えている。各回次とも難化する可能性が高く、要注意校。

光塩女子 杉並区 入試の変更点はなし。模試では併願前提の希望者が増えている。
2月1日午前の総合型の難度は変わらないと思われるが、2日と
4日の入試は少し難化するかもしれない。注意した方がよさそ
う。

女子美大付属 杉並区 入試の変更点はなし。模試では中堅の学力層の希望者の増加が
目立つ。各回次とも少し難化するかもしれない。要注意校。

立教女学院 杉並区 曜日の関係で帰国生入試の日程を変更するが、入試情勢に影響
するものではない。模試では10月に入って中堅の学力層の希望
者が増えているが、難度に影響するほどではなく、2021年度も
難度は特に変わらないと思われる。

川村 豊島区 小規模な入試の学校。人気に特に変化は見られず、小規模な入
試が続きそう。

十文字 豊島区 帰国生入試を2日前倒しにする。2月3日午後の得意科目入試の
科目選択を変更、6日午前に特別入試を新設する。模試の希望
者数には目立った動きは見られず、各回次とも2020年度並み
の難度と思われる。

豊島岡女子 豊島区 入試の変更点はなし。2022年度からの高校募集停止を発表して
いるが、入試情勢への影響は見られない。模試では併願前提の
希望者が増加傾向。すでに高難度なので難度面では各回次とも
あまり変わらないと思われるが、2月3日午前と4日午前の2・3
回とも、ボーダーライン付近がさらに厳しくなるかもしれない。

女子聖学院 北区 2月2日午前の英語表現力入試、日本語表現力入試に基礎テス
トを科目に加えるほか、帰国生入試の日程も変更する。模試で
は希望者数に目立った変化は見られず、各回次とも難度に変化
はなさそう。

星美学園 北区 小規模な入試の学校。人気に特に動きはなく、2021年度も小規
模な入試になりそう。

滝野川女子学園 北区 小規模な入試の学校。人気に特に動きはなく、2021年度も小規
模な入試になりそう。

北豊島 荒川区 小規模な入試の学校。人気に特に動きはなく、2021年度も小規
模な入試になりそう。

中学校名 区 主な入試の変更点と予測
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東京家政大附属 板橋区 特進の位置づけのＥクラスと一般の位置づけのｉクラスの2
コース制。2月の入試で行っていた帰国生募集を12月26日に
別途実施するほか、1日午前のセレクトの英語選択を一部変更、
3日午後の適性検査型と10日午前の思考力入試の一部を変更す
る。模試での希望者数に目立った動きは見られず、両コース各
回次とも2020年度並みの難度だと思われる。

日大豊山女子 板橋区 曜日の関係で2日繰り上げるほか、入試の呼称を一部変更する。
模試では中堅の学力層を中心に希望者が増えているが、難化す
るかどうかは微妙なところ。各回次とも注意するに越したこと
はない。

東京女子学院 練馬区 小規模な入試の学校。入試の一部に変更もあるが、人気に変化
は見られず、2021年度も小規模な入試になりそう。

富士見 練馬区 2020年度、2月2日午後に初めての午後入試として算数1科目
の入試を新設して人気になった。2021年度は入試に特に変更点
はない。模試では併願前提の高学力層の希望者が増えている。
1日午前の1回の難度は2020年度並みと思われるが、2日午前、
3日午前の2・3回と算数入試はやや難化するかもしれない。注
意した方がよい。

愛国 江戸川区 小規模な入試の学校で、人気に特に変化は見られない。2021年
も小規模な入試が見込まれる。

江戸川女子 江戸川区 国際コースを新設し、2コース制となる。曜日の関係で帰国生
入試は1日前倒しするほか、国際コース新設に伴って帰国生入
試と一般入試では2月2日午前に英語特化型入試を新設する。
英語特化型は高度な英語力が求められるが、模試では希望者が
増えているものも見られ、英語特化型入試が人気につながって
いる様子。難化するかどうかは微妙なところだが、各回次とも
注意した方がよさそう。

中学校名 区 主な入試の変更点と予測


