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2021年入試予測【東京都23区男女校】

中学校名 区 主な入試の変更点と予測

九段中等教育（公立中高一貫校） 千代田区 選抜の変更点はなし。人気は手堅く推移していて、千代田区民枠
の区分Ａ、都内全域から応募できる区分Ｂとも、2020年度とあ
まり変わらない難度になりそう。

開智日本橋 中央区 ＬＣ(リーディングクラス)、ＤＬＣ(デュアルランゲージクラ
ス)、ＧＬＣ(グローバルリーディングクラス)の3コース制で、帰
国生入試の一部を曜日の関係で2日前倒しにするほか、ＧＬＣの
募集を2月1日午前の1回のみとし、3日午後と4日午前の入試から
英語選択を外して2科4科選択に変更する。国際バカロレアを取
り入れた教育を実践しているが、英語力が優れた生徒は毎年一定
数入学できる体制が整ったということだと思われる。模試では男
女とも高学力層の希望者が増えているが、女子の増加が目立って
いる。難化が進んでいる学校だが、2021年度も各回次ともさら
に難化すると思われる。要注意校。

慶應中等部 港区 入試の変更点はなし。模試では学力上位の希望者が増えていて、
特に女子が目立つ。もともと高難度の学校なので目立って難化す
ることはなさそうだが、特に女子はボーダーライン付近が厳しく
なりそう。

東海大高輪台 港区 入試の変更点はなし。附属カラーが強い学校。模試では希望者が
増加傾向で、女子の増加が目立っている。各回次ともやや難化す
るかもしれない。

広尾学園 港区 曜日の関係で国際生入試がＡＧ、ＳＧとも2日前倒しになるが、
2月の入試には影響しない。それよりも文京区に姉妹校の広尾学
園小石川がスタートすることから、特に広尾学園を挑戦受験で考
える学力層の受験生を中心に、分散が見込まれる。模試では男女
とも受験生の減少で入りやすくなるのでは、と期待している希望
者の動きが見られ、複雑な動きになっているが、同校の人気その
ものが高いことから、各回次とも入りやすくなることはあまり期
待できない。2020年度とあまり変わらない難度が続くと思った
方がよい。

目白研心 新宿区 帰国生入試の日程変更のほか、算数1教科の特別入試を2月3日午
前に新設、2020年度に取りやめた次世代スキル入試を3日午後に
復活、英語スピーチ入試1回を2日午前から午後に、同2回を4日
午前から3日午前に移し、1日午前を2科4科選択から2科に、1日
午後は2科を2科4科に、4日午前の2科入試も3日午後に移すな
ど、多岐にわたる変更がある。模試では希望者数に目立った動き
は見られず、各回次とも難度に変化はなさそう。

郁文館 文京区 特進クラス、進学クラス、郁文館グローバル高校(郁文館高校と
同じ校地)と連携するＧＬ特進クラスの3コース制だが、2021年度
から次世代の社会リーダーの育成を目指すｉＰクラスを新設、4
コース制になる。ｉＰクラス新設に伴って、2月1日午後と2日午
前(3日午後から移動)の特奨入試をｉＰクラスの特奨入試とし、
在来の特進、進学、ＧＬ特進クラスの合否を判定する総合入試を
Ⅰ日午前、4日午前、6日午後に実施、進学クラスのみの合否を
判定する一般入試を2日午前と4日午後に実施するなど、帰国入
試も含めて規模が大きい変更がある。模試では男女とも希望者数
が増えているものも見られるが、難度に結び付くほどではない。
新設のｉＰクラスは2020年度の特奨合格レベルの難度が見込ま
れる。他の入試は特に難度に変化はなさそう。
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お茶の水女子大附属（国立） 文京区 4教科から教科横断型の検査Ⅰ・Ⅱ・Ⅲに変更する。これを歓迎
する受験生ばかりではないようで、模試では目立った希望者数の
動きは見られない。記述型解答が増える見込みで、都内公立一貫
校希望者の中にはお茶の水女子大附属に志望先を切り替えること
を検討しているケースも見られ、難化する可能性もあるため、注
意が必要。

学芸大竹早（国立） 文京区 入試の変更点はなし。希望者が増えている模試も見られ、男子の
人気の方が女子より少し高い様子。難化するかどうか微妙なとこ
ろだが、注意した方がよい。

小石川中等（都立中高一貫校） 文京区 選抜の変更点はなし。堅調な人気のようで、2021年度も少なく
とも2020年度並みの難度と考えるべき。

駒込 文京区 国際先進と本科の2コース制だったが、国際先進で一本化し、Ｓ
クラスとＡクラスを作る。また、2月2日午前の入試に4科を追
加、2日午後を算数1教科入試とし、4日午前に2科、ＳＴＥＭ入
試、自己表現入試を実施するなどの変更がある。模試では男子の
中堅の学力層の希望者の増加が目立つ。コース制を国際先進に一
本化することから、各回次ともやや難化すると思われる。注意が
必要。

筑波大附属（国立） 文京区 4教科＋音楽・図工・家庭・体育実技の8教科から4教科のみに変
更する。これを歓迎する受験生は多く、模試では特に男子の高学
力層の希望者の増加が目立つ。もともと高難度だが、さらに少し
難化する可能性が高く、要注意校。

貞静学園 文京区 小規模な入試の学校。入試の変更点はなし。人気に変化は見られ
ず、2021年度も小規模な入試が続きそう。

東邦音大東邦 文京区 小規模な入試の学校。音楽という内容もあって、2021年も例年
並みの入試になりそう。

東洋大学京北 文京区 入試の変更点はなし。難化傾向が続いているが、模試で希望者数
に目立った動きは見られず、各回次とも2020年度とあまり変わ
らない難度になりそう。

広尾学園小石川 文京区 商業色が強い村田女子高校が広尾学園と教育提携を結び、改革を
進めているが、その集大成として2021年度から共学化、校名変
更を行うもの。インターナショナルＡＧ、同ＳＧ、本科の3コー
ス制で、広尾学園と同等、同質の教育を実施するとのこと。人気
校の広尾学園は、埼玉県などの中には少し通いにくい地域もある
ことから、こうした地域の受験生の注目度が高くなっていて、模
試での希望者数に表れている。3回の帰国生入試のほか、2月1日
午前、1日午後、2日午後、3日午後、4日午後に入試を設定して
いるが、広尾学園に近い難度が見込まれる。くれぐれも、かつて
の村田女子のイメージで考えないように。

上野学園 台東区 入試の変更点はなし。模試での希望者数に目立った動きは見られ
ず、2021年度は各コース各回次とも難度に変化はなさそう。

白鴎高附属（都立中高一貫校） 台東区 堅調な人気の様子。選抜に特に変更点はないが、2021年度も少
なくとも2020年度並みの難度と考えるべき。

日大第一 墨田区 入試の変更点はなし。模試では男女とも中堅の学力層の希望者の
増加が目立っている。このまま推移すると各回次とも少し難化す
ると思われる。要注意校。

安田学園 墨田区 先進、総合の2コース制。2021年度は2月3日午前に4科と2科＋英
語の先進特待入試を増設、4日午前は適性検査型のみとする。模
試では女子の中堅の学力層の希望者が増えている。先進コースの
難度は各回次ともあまり変わらないと思われるが、総合コースは
やや難化するかもしれない。
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両国（都立中高一貫校） 墨田区 選抜の変更点はなし。2022年度から高校募集を停止するが、中
学募集には影響が見られず、堅調な人気が続いている。2021年
度も高倍率の選抜になりそう。

かえつ有明 江東区 グローバル化に対応する教育で有名。2021年度は帰国生入試を2
日繰り上げるが、入試情勢には影響はない。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年度並みの難度にな
りそう。

芝浦工大附属 江東区 2021年度から共学化。ＳＴＥＡＭ教育が看板の学校で、「女子
にこそＳＴＥＡＭ教育を」という共学化。入試も帰国生入試の日
程変更のほか、2月6日午前の第一志望入試を取りやめ、2日午後
に特色入試として、算数＋英語と算数＋言語技術の入試とする。
言語技術はいわゆる「国語」ではなく、日本の国語教育でははっ
きりした位置づけがなかった「日本語の解釈・表現」に特化した
内容。模試では女子受験生の関心が高いだけでなく、間違いなく
厳しくなることが明白な男子も、高学力層の希望者の増加が目立
つ。各回次とも難化必至の要警戒校。

品川翔英 品川区 2020年度入試で小野学園女子から共学化、校名を変更した。教
育内容を一新し、イメージが変わった。女子校時代は小規模な入
試の学校だったが、応募者が増加、小規模を脱して受験生の学力
層も上昇している。2021年度は2月2日午後を2科からプログラミ
ングとグループワークに変更、3日午後にプレゼンと英語インタ
ビューの入試と4日午前に算数1科入試を新設、4日午後の入試は
5日午前に移して2科から2科4科選択に変更。女子校からの共学
化の受験生への浸透が進んでいるようで、模試では10月に入っ
て中堅の学力層の男子が増えてきたが、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。

青稜 品川区 帰国生入試で国算英の選択ができるようにするほか、2月1日午
前の1回Ａを2科から2科4科選択に変更するが、それよりも3日に
タブレット入試を新設することが注目される。2日午後は本校実
施の2科4科選択の入試と並行実施になる。タブレット入試はプ
ログラミングなどが入試内容なのではなく、学校が用意したタブ
レットに、国語と算数の解答を入力していくもの。併願受験生が
多いので、コロナ禍対応で受験生の分散を図ることが狙いの一つ
で、100名限定。どのくらいの受験生が集まるのか未知数だが、
模試では男女とも希望者が増えていて、特に男子は高学力層で志
望順位が高い希望者、女子は高学力層ばかりでなく中堅の学力層
の希望者が目立っている。このまま入試を迎えると、各回とも難
化は確実で、要注意校。

文教大付属 品川区 曜日の関係で帰国生入試を2日前倒しするが、入試情勢に影響す
るような変更ではない。模試での希望者数は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。

桜修館（都立中高一貫校） 目黒区 選抜の変更点はなし。模試では女子の高学力層の希望者が増加傾
向。出題傾向から単純に難化するとはいえないが、少し難化する
かもしれないと考えておくべき。

多摩大目黒 目黒区 定員配分を変更するが、入試情勢に影響するような変更ではな
い。模試での希望者数は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。
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日本工大駒場 目黒区 自己アピール型や多様な科目選択の入試を行っている。2021年
度は2月1日午前と3日午前の2科を得意科目選択に変更、5日午前
の6回に4科を追加、8日午前の特別選抜入試を取りやめる。もと
もと工業高校の併設中学校として男子校でスタートしたが、共学
の進学校に向けて改革が続いていて、2021年度からは高校での
工業系学科が募集停止になり、すべて普通科系のコースになるこ
とからイメージチェンジが図られる。模試ではまだ希望者数に目
立った動きは見られず、各回次とも難度は2020年度並みだと思
われる。

目黒学院 目黒区 小規模な入試の学校で、人気は特に変わらず、各回次とも難度は
あまり変わらないと思われる。

目黒日大 目黒区 2019年度に日大の準付属校となって校名を日出から目黒日大に
改称し大人気になった。2019年度、2020年度と難化が続いてい
る。2021年度は入試に大きな変更点はない。模試では中堅の学
力層の希望者が増えていて、男子の増加が目立っている。他の日
大系列校も2021年度に向けて人気が上がっている学校が多く、
各回次ともさらに少し難化するかもしれない。

八雲学園 目黒区 2018年から共学化した学校。帰国生入試の日程を変更、各回次
の定員配分も一部変更するが、入試情勢に影響するような変更で
はない。模試での希望者数は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。

清明学園 大田区 小規模な入試の学校で、人気は特に変わらず、各回次とも難度は
あまり変わらないと思われる。

立正大付属立正 大田区 適性検査型入試を2月2日午前から1日午前に移し、2日午前の4科
特待入試を一般の2科4科と英語の選択に変更する。特待は全回
次での認定になる。模試での希望者数に目立つ動きは見られず、
各回次とも2020年度並みの難度だと思われる。

学芸大世田谷（国立） 世田谷区 入試の変更点はなし。模試でも希望者数に特に目立った動きはな
く、2020年度並みの難度が続きそう。

国士舘 世田谷区 小規模な入試の学校で、人気は特に変わらず、各回次とも難度は
あまり変わらないと思われる。

成城学園 世田谷区 入試の変更点はなし。模試では併願前提で高学力層の女子の希望
者が増えている。2月1日の1回は2020年度並みの難度が見込まれ
るが、3日の2回は少し難化するかもしれない。注意したい学
校。

東京都市大等々力 世田谷区 Ｓ特選、特選の2コース制。2021年度は、新型コロナウイルス感
染症対策で2月4日午前のアクティブ・ラーニング型入試の協働
力テストの内容を判断力、発想力、表現力のテストに変更する
が、入試全体に対しての影響はあまり大きくない。希望者が少し
増えている模試も見られるが、すでにかなり難化していることも
あって、各回次とも2020年度並みの難度になりそう。

東京農大第一 世田谷区 2月1日午後の1回を2科4科から、2科と算理の選択に変更する。
模試では希望者が増えていて、男子も増えているが、女子の高学
力層の増加が目立っている。各回次とも難化するかもしれない。
注意した方がよさそう。

三田国際学園 世田谷区 インターナショナル、メディカルサイエンステクノロジー、本科
の3コース制。2021年度は帰国生入試の日程が変更されるが、入
試情勢への影響はない。女子の併願前提の高学力層の希望者が増
えている模試も見受けられるが、やはり難度を押し上げるほどで
はなさそうで、各回次とも2020年度とあまり変わらない難度に
なりそう。
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青山学院 渋谷区 プロテスタント校で、2020年度は日曜日を避けるため入試を2月
3日午前に移した。2021年度は2日午前に戻す。模試では学力上
位の希望者が増えていて、女子が目立っている。慶應中等部との
併願が可能になることも一因だと思われる。女子はやや難化する
可能性が高くなっている。男子も2020年度並みの難度が見込ま
れる。女子は注意した方がよさそう。

渋谷教育渋谷 渋谷区 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
ていて、男子は併願前提、女子は第一志望、併願前提とも増えて
いる。特に女子は、各回次とも難化の可能性が高く、注意した方
がよい。男子もやや難化するかもしれない。

実践学園 中野区 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。模試
では男子の希望者数の増加が目立つが、難度が変わるほどではな
さそうで、各回次とも2020年度並みの難度になりそう。

東大附属（国立） 中野区 双子の研究で有名な学校。推薦入試に一次の書類審査を実施す
る。作文と面接が科目の推薦の応募者数は、2018年度まで400名
台が続いていたが、2019年度は510名、2020年度は612名と増加
しており、「3密回避」の面からの書類審査実施だと思われる。
それ以外は特に入試に変更点はない。模試での希望者数に目立っ
た動きは見られず、2021年度は2020年度並みの難度になると思
われる。

新渡戸文化 中野区 小規模な入試の学校。入試に一部変更点があるが、人気に変化は
見られず、小規模な入試が続きそう。

富士高附属（都立中高一貫校） 中野区 高校募集を停止することから、募集定員を男女各60名から各80
名に拡大する。定員拡大を期待する受験生は多く、人気が上がっ
ているようだが、もともと高倍率なので定員拡大で倍率が緩和し
ても小幅で、ボーダーライン付近がやや緩和する程度と思われ
る。逆に定員拡大以上に応募者が増えるとかえって難化する可能
性もあり、甘い期待を持たないことが大切。

宝仙学園理数インター 中野区 プレゼン型入試で有名。帰国生入試の日程変更のほか、2月1日
午前と2日午後の入試で2科でも特待認定を行うように変更する
とともに、1日午後にオピニオン入試としてプレゼン型のバリ
エーションを増やすなどの変更がある。入試が極めて多彩で1つ
ずつの入試の募集定員が少なく、偏差値に馴染まないものも多い
ことから、模試の希望者数だけで人気を測ることはできないが、
模試では10月に入って男女とも希望者が増えてきた。女子は中
堅の学力層が目立つのに対して、男子は高学力層が目立ってい
る。偏差値に馴染まない入試は別として、通常の学科や適性検査
型の入試は少し難化する可能性も考えられるため要注意。

国学院久我山 杉並区 曜日の関係で帰国生入試を2日前倒しにするが、入試情勢に影響
はない。模試では希望者が増えているものがあり、女子よりも男
子で併願前提の高学力層の希望者が少し増えているものが見られ
るが、難化するかどうかは微妙なところ。ＳＴ選抜各回次、一般
各回次とも難度に変化はなさそうだが、注意するに越したことは
ない。

東京立正 杉並区 小規模な入試の学校。入試に一部変更点があるが、人気に変化は
見られず、小規模な入試が続きそう。

日大第二 杉並区 入試の変更点はなし。日大系列校の中では他大学進学実績が高い
学校で、模試では男女とも志望順位が高い希望者の増加が目立っ
ている。男子は高学力層が中心だが、女子は高学力層ばかりでな
く中堅の学力層も目立っている。2月1日午前の1回、3日午前の2
回とも難化の可能性が高く、要注意校。
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中学校名 区 主な入試の変更点と予測

文化学園大杉並 杉並区 曜日の関係での帰国生入試の日程変更のほかに2月6日午前に特
別入試として2科と算数＋プレゼン選択の入試を新設する。模試
では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。

淑徳巣鴨 豊島区 スーパー選抜、選抜特進の2コース制で、曜日の関係で帰国生入
試を2日前倒しするが、入試情勢に影響はない。模試では10月に
入って男女とも希望者が増えてきたが、難化するほどではなさそ
うで、各コース各回次とも2020年度並みの難度になりそう。

城西大城西 豊島区 帰国生入試の日程変更のほか、2月1日午前で実施していた英語
入試を2日午後に移し、7日午前は2科から2科4科に変更。模試の
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。

桜丘 北区 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。模試では男子の希望者の増加が目立っているが、難度に影
響するほどではなさそう。各回次とも2020年度並みの難度にな
りそう。

順天 北区 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。模試で目立った希望者数の動きは見られず、各回次とも難
度に変化はなさそう。

駿台学園 北区 特選と総合の2コース制で、2月1日午後、2日午後、3日午後(新
設)、4日午前の国算英思考力から1科選択の入試を2科で高得点1
科判定に変更する。模試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。

成立学園 北区 小規模な入試の学校。入試に一部変更もあるが、人気に目立った
動きはなく、2021年度も小規模な入試になりそう。

東京成徳大 北区 帰国生入試を2日前倒しとするほか、2月1日午後の思考力型入試
を適性検査型とする。模試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。

武蔵野 北区 小規模な入試の学校。入試に一部変更もあるが、人気に目立った
動きはなく、2021年度も小規模な入試になりそう。

淑徳 板橋区 スーパー特進東大セレクトとスーパー特進の2コース制で、曜日
による帰国生入試の日程変更のほか、2月1日午後、2日午後、3
日午後とも2科4科選択を2科入試とし、2科4科選択は1日午前だ
けになる。1日午前午後と2日午後の英語入試は変更なし。午後
入試の受験生が多い学校なので、新型コロナウイルス感染症対策
で受験生の滞在時間を短縮したい、同校は4科受験生が多いので
影響がないとの判断だろう。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年度並みの難度が続きそう。

帝京大帝京 板橋区 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。模試で目立った希望者数の動きは見られず、各回次とも難
度に変化はなさそう。

大泉高附属（都立中高一貫校） 練馬区 選抜の変更点はなし。2022年度から高校募集を停止する予定だ
が、中学募集には影響がない。2021年度に向けては手堅い人気
が続いている。難度は少なくとも2020年度並みと考えるべき。

学芸大国際（国立） 練馬区 国際バカロレアの中等教育プログラム実施校。入試に特に変更点
はない。注目度は高いが、その特殊性もあって、2021年度も難
度は2020年度並みになりそう。

共栄学園 葛飾区 特進と進学の2コース制。2021年度は2月1日午前の入試の得意科
目選択を2科とし、午後は1科選択から、4教科から2教科を選択
する方式に変更、12日午前の適性検査型を5日午前に変更する。
模試では希望者数に目立った動きは見られず、特進・進学各回次
とも難度は2020年度並みだと思われる。

修徳 葛飾区 小規模な入試の学校。人気に特に変化はなく、2021年度も小規
模な入試が続きそう。
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