
上段 ①態度 ②面接の内容 ③乱雑な字 ④記号などの誤表記 ⑤文法的な誤り ⑥漢字の止めはね ⑦字数の過不足

中段 ⑧記述文章未完結 ⑨誤字・脱字 ⑩途中式の部分点 ⑪途中式なし ⑫仮分数の解答など ⑬理社漢字指定 ⑭問題作成時期

下段 ⑯差がつく科目

非公表 非公表 理のみ減点対象 理は減点、社は場合による 社は減点、国理は程度による 厳しく見る 採点対象外（0点）

減点 減点 付与 減点 減点 基本的に不正解 非公表

非公表

関わる 面接なし 減点対象 不正解 減点 程度による 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 不問（正解） 付与しない 該当する問題なし 仮分数は正解 不正解 非公表
男女で平均点が大きく
異なるのは国語。

非公表 非公表 減点対象ではない 不正解 科目・程度による 程度による 減点対象

減点 減点 付与しない 許容（満点） 許容 許容 7月頃～10月頃
特になし

関わる 面接なし 減点対象 不正解 減点 厳しく見る 不足は採点の対象

減点 採点対象外（0点） 付与 不正解（0点） 仮分数は正解 不正解 6月頃～12月頃
特になし

関わる 面接なし 減点対象 不正解 減点 不問（正解） 指定字数範囲で採点

減点 教育漢字以外は許容 付与しない 該当する問題なし 不正解（0点） 不正解 7月頃～11月頃
各教科、難易度のバラ
ンスを考慮しています。

関わらない 帰国子女のみ実施 減点対象 非公表 減点 程度による 減点対象

非公表 減点 付与 非公表 減点 不正解 5月頃～10月頃

算数：科目の特性

非公表 非公表 非公表 不正解 非公表 非公表 非公表

非公表 非公表 付与 非公表 非公表 不正解 非公表

非公表

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 4月頃～1月頃
適性検査のため、科目
では判断できません。

関わる 面接なし 減点対象 不正解 減点 不問（正解） 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 減点 書かせる問題なし 該当する問題なし 減点 減点 入学試験資料をご参照下さい。

入学試験資料をご参照
下さい。

関わる 面接なし 減点対象ではない 理は減点 国は減点、社は程度による 程度による 減点対象

減点 減点 付与 減点 減点 理は不正解、社は減点 6月～12月頃
ありません。どの教科も
偏り無く学んで欲しいと
いう本校の教育理念お
よび中高のカリキュラム
から、4科の時間・配点
ともに同じとなっていま
す。

関わる 関わる 減点対象 場合による 減点 程度による 場合による

場合による 減点 付与 減点 減点 場合による 11月中旬にほぼ完成
総合得点での合否判定
となるため、特にありま
せん。

関わる 関わらない 減点対象ではない 不正解 減点 厳しく見る 減点対象

減点 減点 付与 許容（満点） 減点 減点 7月頃～9月頃
入試区分にもよります
が、配点から国算がと
れる受験生が合格しや
すいかもしれません。

関わらない 面接なし 減点対象ではない 不正解 科目・程度による 程度による 減点対象

採点対象外（0点） 減点 途中式は問わない 該当する問題なし 仮分数は許容 社は不正解、理は減点 4月頃～11月頃
国の記述が書けるか、
算の基本問題、計算問
題を落とさないかが重
要。

関わる 関わる 減点対象ではない 不正解 科目・程度による 不問（正解） 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 減点 付与 許容（満点） 不正解（0点） 不正解 8月頃～10月頃
二科も四科もあるがほ
とんど二科での点数で
決定している。

算：基本的な内容がすべて入るようにする。　理：物化生地各分野か
ら出題する。　社：小学校教科書の記述をベースにして作成する。

平成14年創立50年を機に共学化。

指導要録の範囲を大きく逸脱しない。 現在の受験勉強は、必ず皆さんの成長の糧となります。青山学院中
等部に入学後は、中高大の一貫教育の中で１人ひとりの個性を尊
重し、競争ではなく協力することを学びます。

良問の追求。 自然豊かな開放的な学校です。ぜひ見学に来て下さい。

非公表 ―

基本方針は毎年示しています。 ―

算：偏りのない出題を心がけています。比や割合は必ず出題してい
ます。　国：設問を解きながら、文章内容が理解できるような作問を
心がけています。　理：実験や観察について、手順を追って施行する
問題を出題しています。初見の問題について、すでに知っている知
識を利用して、気づいて考える問題も出題しています。　社：知識だ
けでなく、社会への広い関心やその場で得た情報を結びつけて考え
る事のできる応用力をはかりたいと考えています。

本校の入試問題は、各科目とも出題傾向が定まっています。国語は
記述問題中心、算数は途中式を残すことによって部分点がもらえ
る、理・社は初めて見る資料や事柄について、既存の知識や思考力
を使って解答する問題が中心であるなど、各科目で特徴はあります
が、過去問を解くことでその傾向をつかむことができます。今持って
いる知識を使って、自分の考えを解答に表現してください。

アドバンストコース、コアコース、海外帰国生入試それぞれにありま
す。ＨＰ、入試問題説明会でお示ししています。

昨年度と出題傾向に変化はありません。過去問題はＨＰからダウン
ロード可能ですし、説明会でもお配りいたします。11月にはほぼ完成
の上、説明会を開催します。是非来校して下さい。

基礎的な学力を測る入試問題にしています。 郁文館中学は、入学した生徒の学力、人間力をいかに伸ばすかを
常に考えています。一緒にがんばっていきましょう。

問題を通して自分の考えを表現できる生徒に入学してほしいと考え
ているため、記述の問題が多くなってきています。

いろいろなことにチャレンジできる学校が市川です！最後まで自分
を信じてがんばれ！Good Luck！

各教科とも、知識偏重ではなく、「考える力」「応用力」を問う問題を
意識しています。

浦和実業学園中学は新しい学校です。先輩たちが築いてきた10年
間。更にすばらしい10年をともにつくっていく生徒を募集します。

基本的な知識を大切にする。 大妻嵐山は、受験生に勉強のアドバイスなどもさせていただいてお
ります。受験生の皆さん、入試頑張ってください。

入学試験資料をご参照下さい。 入学試験資料をご参照下さい。

基本的学力を見る出題をしている。難問奇問を排し、標準的な出題
とし、選考についてもある程度基準点を設定している。

基本的学力を備えたお子さんを本校の教育で高いレベルまで、育て
あげます。将来の希望を叶えるのに必要な学力はもちろん、これか
らの国際化社会で生き抜くために必要な「コミュニケーション能力」
「プレゼンテーション能力」を養成します。

基本問題の解答を通して、学習への取り組み姿勢を知る。また考え
ること、工夫することが必要な問題を出す。

Ｐコース（中高一貫の難関大目標クラス）とＭコース（本人の意欲、
可能性を大切にしつつ、個性を伸ばすクラス）に分けて募集。英語
は、中１よりネイティブ教員による授業を大幅に取り入れます。

穎明館

江戸川学園取手

桜修館中等教育

桜美林

鴎友学園女子

大妻中野

⑮問題コンセプト ⑰学校ＰＲなど

愛光

青山学院

郁文館

市川

浦和実業学園

大妻嵐山

大宮開成

小野学園女子



関わる 関わる 減点対象ではない 不正解 減点 不問（正解） 指定字数範囲で採点

採点対象外（0点） 減点 付与 減点 非公表 減点 非公表

非公表

関わる 大いに関わる 減点対象ではない 不正解 科目・程度による 程度による 減点対象

採点対象外（0点） 減点 付与 減点 減点 不正解 4月頃～10月頃
記述問題への取り組み
方で差がつきやすい。

非公表 関わらない 減点対象ではない 科目・程度による 科目・程度による 程度による 字数指定なし

減点 減点 付与 不正解（0点） 減点 減点 科目による
特になし

関わる 面接なし 減点対象 不正解 減点（科目・程度による） 厳しく見る 減点対象

減点 採点対象外（0点） 付与 減点 減点 不正解 6月頃～12月頃
無し。総合評価として合
否を決定している。

関わる 面接なし 減点対象 不正解 減点 程度による 採点対象外（0点）

減点 減点 付与しない 途中式は問わない 減点 不正解 8月頃～9月頃
算数：得意不得意の差
が出やすい。

関わらない 関わらない 減点対象 減点 科目・程度による 程度による 減点対象

減点 減点 付与しない 減点 不正解（0点） 減点 4月頃～12月頃
算数：グラフの読みと
り、グラフを書く問題で
差が出ます。

非公表 面接なし 減点対象ではない 不問（正解） 減点 程度による 減点対象

採点対象外（0点） 減点 解答用紙は解答欄のみ 該当する問題なし 仮分数は許容 不正解 6月頃～12月頃
国語：記述問題。内容
は理解できても“書く
力”がついていないか
ら。算数：応用問題の後
半。（1）（2）ができない
と（3）までたどりつくこと
ができないから。

関わる 関わる 減点対象ではない 減点 科目・程度による 程度による 減点対象

減点 減点 付与 減点 減点 不正解 8月頃～9月頃
算数では差が出る傾向
があります。家庭や塾
でどれだけ訓練された
のかの差であるような
気がします。

関わる 関わる 減点対象 不正解 減点 不問（正解） 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 採点対象外（0点） 付与しない 該当する問題なし 不正解（0点） 不正解 5月頃～1月頃
年度・日程によって異な
ります。微妙な答えや
すさの差によるものと思
われます。

関わる 面接なし 場合により減点対象 場合による 科目・程度による 程度による 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 採点対象外（0点） 付与 減点 減点 場合による 非公表
特になし

関わる 大いに関わる 減点対象ではない 不問（正解） 科目・程度による 厳しく見る 減点対象

減点 減点 付与 許容（満点） 許容 減点 11月頃～
国語・英語
その地域の環境による
ので平均点以上であれ
ば問題ない。

非公表 非公表 減点対象 非公表 非公表 厳しく見る 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 採点対象外（0点） 付与しない 非公表 不正解（0点） 不正解 6月頃～11月頃

特になし

関わらない 関わらない 減点対象 非公表 減点 程度による 減点対象

採点対象外（0点） 減点 付与 非公表 減点 不正解 非公表
科目というより相手を意
識して解答をしている
か、ひとりよがりの解答
になっていないか。

関わる 非公表 減点対象ではない 非公表 科目・程度による 程度による 減点対象

採点対象外（0点） 減点 付与 減点 非公表 減点 6月頃～11月頃
国語：算数で差がつか
ない為、国語の点差は
合否に大きく関わりま
す。

問題を理解する力のある生徒と学んでゆきたい。というメッセージ。 説明会・見学会などぜひ足を運んでいただき、学校や生徒・教員を
実際に見て下さい。

非公表 自分の頭で考える努力を大事にして下さい。

論理的な思考力をみる。 入学してからさらに実力を伸ばせる学校です。受験までの一日一日
を大切にしてコツコツ取り組んでいって下さい。

特になし 豊かな人生を歩むための知性と品性を身につけるための教育が特
色です。是非、学校説明会にお越し下さい。

基礎問題+思考力を問う応用問題。難問は出題しない（ただし、量が
多い）。

本校の問題はコツコツ努力すれば解ける内容になっていますが、文
量が多いのが特徴です。過去問を３年間分解いて量と形式に慣れ
て下さい。
生徒は勉強クラブ行事との両立を目指して日々明るく元気に過ごし
ています。オープンキャンパスや文化祭にぜひお越しください。

暗記だけでは解答できない問題を一昨年から増やしています。特に
社会・理科では受験生の考えを問う問題を出題しています。

東京大学や東京工業大学・東北大学・早慶上智などの合格もあり、
受験生のレベルが上がっています。公立一貫校や上位私立校の併
願者も増えてきました。伸び盛りの本校にぜひ一度見学にお越し下
さい。

難問・奇問は排し、なるべく傾向を変えないようにしています。 特別な問題以外は、単位は解答用紙にあらかじめ書かれています。
約分など、まちがえやすい点は問題冊子に注意が書いてあります。
落ちついて問題に取り組んでください。

基本を大切に。 ぜひ本校に足をおはこび下さい。

単純な知識で答えられる問題ではなく、考える問題を出題します。 2月の入試にむけて、学校説明会や6年生対象の入試対策講座で大
切なポイントなどを受験生のみなさんへお伝えしていき、受験勉強を
サポートいたします。そのほかにも、オープンスクールでは受験生に
参加していただける楽しい企画をご用意しています。

非公表 本校の学校説明会に御参加ください。

「自ら学び、考え、判断し、行動する」ために必要な①問題解決法能
力をみる②創造力を見る③論理的な思考力をみる
それを全教科共通コンセプトにしている。

答案を通してしっかりと自分の考えが伝わるように、読む相手がいる
ことを意識して解答して下さい。最後の一秒まであきらめずにがん
ばって下さい。

特になし 特選コース、中高一貫コースの2コース制も充実。説明会(校内）の
来校者の受験率は大変高くなっています。

国：文学的文章の読みを記述式で答える問題を課すことによって、
受験生の読む力・書く力をはっきりと捉えたいと考えています。
算：受験生の思考力を正確にはかれるような試験となるよう心がけ
ています。

受験生のみなさんへ。最後までがんばってください。

九段の暁星中・高と共通している部分もある。 ・英語（万国共通語）の授業は毎日（月～土）全コース２時間（１時間
はネイティブの日本語堪能な教師、１時間は日本人の英語教師）
・放課後（ＰＭ3：30～）毎日先生方が補習授業を待ち構えている。
・寮生（男子・女子）は毎日7：00～10：00迄監督官付の自習時間を
行っている。

春日部共栄

神奈川大学附属

川村

吉祥女子

共栄学園

共立女子

海城

かえつ有明

学習院女子

暁星

暁星国際

国本女子

公文国際

京華



関わる 関わる 減点対象ではない 不問（正解） 減点 程度による 減点対象

採点対象外（0点） 減点 付与しない 該当する問題なし 不正解（0点） 不正解 7月頃～12月頃
特になし

関わらない 関わらない 国理社は減点対象 ほとんどない 減点(科目・程度による) 厳しく見る 減点対象

減点 場合による 付与 減点 減点 不正解 3月頃～1月頃
非公表

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

非公表

関わる 非公表 減点対象 場合による 科目・程度による 程度による 減点対象

減点する場合あり 減点 付与しない 減点 減点 場合による 8月頃～9月頃
算数の①②基礎問題

関わる 国際学級入試のみ実施 減点対象 非公表 非公表 非公表 非公表

非公表 非公表 最終回のみ付与 減点 仮分数は許容 社は不正解、理は非公表 非公表
入試結果や過去問を参
考にして下さい。

関わる 面接なし 減点対象 不正解 減点 程度による 指定字数範囲で採点

非公表 減点 非公表 不正解（0点） 減点 理は不正解、社は減点 5月頃～11月頃
特になし

関わる 関わらない 減点対象 不正解 減点 程度による 減点対象

状態による 減点 付与 減点 減点 不正解 9月頃～12月
特になし

関わらない 面接なし 国社のみ減点対象 国は減点、社は不正解 国は減点、理社は程度による 程度による 減点対象

非公表 減点 付与 不正解（0点） 不正解（0点） 不正解 国算は7～9月、社は7～1月、理は6～8月

非公表

関わる 一般入試は面接なし 減点対象 不正解 減点 程度による 減点対象

採点対象外（0点） 減点 付与 減点 減点 不正解 9月頃～11月頃
それぞれの科目が同様
に重みをもっています。

関わる 面接なし 減点対象 非公表 科目・程度による 程度による 減点対象

非公表 減点 付与しない 非公表 減点 減点 7月頃～10月頃
算数：前半四則計算等
に関わる基礎問題の正
確さとスピード。

関わる 大いに関わる 非公表 不問（正解） 国語は試験なし 国語は試験なし 国語は試験なし

国語は試験なし 国語は試験なし 付与 減点 減点 減点 非公表

非公表

関わる 非公表 減点対象ではない 不問（正解） 非公表 厳しく見る 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 採点対象外（0点） 付与しない 該当する問題なし 減点 不正解 9月頃～10月頃
特になし

関わらない 面接なし 減点対象ではない 不正解 減点 程度による 指定字数範囲で採点

採点対象外（0点） 採点対象外（0点） 東大選抜のみ付与 減点 難関入試は不正解、東大入試は減点 不正解 8月頃～12月頃
算数・国語：⑮による。

非公表 「文武両道」を目標に頑張っている生徒が多くいます。一度学校見学
にお越しください。

本校にふさわしい生徒が選抜できる問題を作成するようにしていま
す。

中学1.2年では「2人組担任制」を実施し、よりきめ細やかな指導を行
い、異なる視点を持つ2人の教員（男女）が生活習慣や学習習慣を
身に着ける重要な2年間（基礎期）の指導にあたります。

どの教科も標準的な問題を広範囲から出題。 入試対策として過問題集を利用すると共に学校説明会に参加して
入試問題のヒントをつかむ事も一つの方法です。

教科書の内容を理解し、基礎学力を有していることを確認するため
の入試問題を作成している。

各学年2クラスの小規模で生徒と教員の距離が非常に近い学校で
す。高2から高校入学生と混合し、特進・文理クラスに分かれきめ細
かい進学指導を行います。

全体：小学校の履習内容で解ける問題を作成している。国語：物語
文では人物の心情を適切に読み取る力、説明文では論理的に内容
をとらえる力が見られる問題を作成。算数：計算力を問う問題の他、
与えられたデータを読みとる力などを問う問題を多く作成。社会：基
本的な知識を基にした思考力や記述力、グラフや表、地図など与え
られた資料から情報を読み取る能力を問う問題を作成。理科：物理・
化学・地学の4つの分野から、バランスよく出題。与えられたデータ
や条件を基に類推したり、まとめたりする力を問う問題を作成。

「世界に目を向け、平和を実現する女性となるために、自らを考え、
発信する力を養う」これが恵泉の理念です。恵泉で自分を磨く日々
をいっしょにすごしましょう。

今年度より各教科思考力を問う問題を出題する。 昨年度より新コース開設　・ハイブリッドインタークラス/ハイブリッド
特進クラス/ハイブリッド特進理数クラス

解答をつかって面接でその理由をきく。 「間違い」や「正答」の理由が主張できるように心がけて下さい。

各教科ともに進学クラス、難関大クラスそれぞれに共通のコンセプト
で問題作成をしています。

人は宝である。そして生徒たちは宝の原石である。本校では一人ひ
とり素晴らしい、資質を秘めた原石たちを、燃料と輝く宝に磨き上げ
ることを教育の主眼に据えています。特に、人間形成の基礎となる
この時期、けじめや敬愛の心、感謝の気持ちなど、魅力ある人の礎
である「人間力」を育成し、同時に栄ある、未来への階段となる「学
習力」を高めていきます。そして、ふたつの力がハイレベルに両立し
た、激しい時代の変化にもしなやかに的確に対応できる「生きる力」
を養っていくことが、私たちの使命であると考えています。

単に知識を問うのではなく、知識を土台にして思考する力を求めま
す。

社会では「知識を使える」人材が求められています。本校のＡＬ（アク
ティブ・ラーニング）では能動的・活動的学習を通してそうした個性や
応用力・表現力が育まれます。

国：小問集合ではただ知識を見るものばかりでなく感性や想像力を
働かせたりヒントに従って考える力を見る問題を出題。　算：計算力
が身についているかを判断したい。　社：地歴に関しては地理の総
合問題を旅行記のような形式で作る。歴史についてはその年のキー
ワードから作問したり正誤問題などを作成する。　理：実験を題材に
してデータを示す。ここから法則規則を問う問題を作る。

―

基礎力と応用力をともにみられる問題作成をこころがけています。特
殊なもの、難問はふくめないようにしています。

単純な暗記ではなく、考える力を育てる勉強をしてください。

基礎学力の確認、考えて解答する力。 公立中高一貫校志望の受験生でも受験可能な「適性検査型」入試
があります。自分のいる場所で一生懸命努力する人こそ国の宝であ
るという「一隅を照らす」を建学の精神に持つ330年以上の歴史を数
える伝統の進学校です。

共通問題が導入されます。今後詳細につき公開されます。 小石川中等教育学校では生徒の知識好奇心を大切に育む環境を
用意しています。「立志、開拓、創作」という教育理念を礎に「小石川
教育主義」「理数教育」「国際理解教育」を推進し生徒一人ひとりの
確かな学力を育み、卒業後の進路実現へ結びつけていくことを目指
します。
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関わる スキルアップコースは実施 減点対象 不問（正解） 減点 程度による 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 採点対象外（0点） 付与しない 減点 仮分数は許容 不正解 8月頃～12月頃
算数：基礎的な問題か
ら応用問題まで幅広く
取り入れ、入学後の学
習に結びつけられるよ
うにするため。

関わらない 面接なし 減点対象ではない 不正解 科目・程度による 程度による 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 減点 付与しない 該当する問題なし 不正解（0点） 不正解 7月頃～10月頃
特になし

関わる 非公表 減点対象 非公表 減点 程度による 減点対象

減点 減点 付与 不正解（0点） 減点 減点 5月頃～10月頃
算数で差がつきます。
途中過程を含めて、記
述試の解答が多い。

関わる 帰国生試験は英語面接 問題により減点対象 非公表 科目・程度による 厳しく見る 非公表

減点 非公表 付与 減点 非公表 減点 11月頃～
4科を平均すると目立っ
て差がつくものはありま
せん。

関わる 面接なし 次年度は検討中 次年度は検討中 次年度は検討中 厳しく見る 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 減点 解答用紙は解答欄のみ 該当する問題なし 不正解（0点） 不正解 8月頃～10月頃
算数

関わる 関わる 減点対象 減点 減点 程度による 減点対象

減点 減点 付与 許容（満点） 不正解（0点） 不正解 8月頃～12月頃
算数：計算問題等、基
礎力によって。

関わる 面接なし 減点対象 非公表 減点 程度による 減点対象

非公表 減点 付与 許容（満点） 減点 不正解 非公表

特になし

ボーダー上で関わる 面接なし 読めればよい 不問（正解） 減点 程度による 減点対象

減点 減点 付与 許容（満点） 減点 減点 6月頃～10月頃
算数：0点から100点ま
で大きく差がつくため。

関わる 非公表 減点対象 減点 減点 程度による 指定字数範囲で採点

減点 減点 付与しない 非公表 許容 入試科目に無し 12月頃～1月頃

非公表

関わる 非公表 減点対象 減点 科目・程度による 程度による 減点対象

採点対象外（0点） 減点 付与 減点 減点 不正解 7月頃～
あります。（特に算数）
正確にはやく解く練習
の不足が一因ではない
かと考えています。

非公表 面接なし 減点対象 不正解 科目・程度による 厳しく見る 指定字数範囲で採点

減点 減点 付与 減点 減点 不正解 夏～秋
算数は差がつきやすい
傾向にある。女子が弱
い傾向にある。

関わる 関わらない 減点対象ではない 不問（正解） 科目・程度による 不問（正解） 減点対象

減点 減点 付与しない 減点 許容 減点 7月頃～11月頃

特になし

関わらない 面接なし 減点対象 非公表 非公表 程度による 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 減点 付与 減点 許容 不正解 国は6～7月、算理は7～12月、社は9～12月

国語：記述問題。日頃
の読書量、書く習慣の
差が如実にあらわれ
る。社会：地理or公民で
差がつくが、科目は年
によってちがう。社会の
勉強が間に合ったかど
うかが一番大きい。

関わる 面接なし 減点対象ではない 減点 減点 程度による 採点対象外（0点）

減点 減点 付与 減点 減点 不正解 4月頃～10月頃
算数：計算問題は差が
つきにくいが、一行問題
での発想力の差、大問
での応用力の差が出
る。

どの日程でも問題のレベルは同じく出題します。 チャレンジ精神のある生徒の夢の実現を応援していきます。

基本をしっかりと身につけているか。思考力・応用力があるか。（特
に東大ｾﾚｸﾄ入試）　これらを問う。

―

基礎力を測る。 スカラシップ入試やフロンティア入試など独自の入試があり、延納も
可能で、併願しやすくなっています。公立一貫校併願も可能です。

・入学後に学力を伸ばすための基礎学力を測れるような問題。
・記述問題・資料の読み取り問題を入れることにより、暗記だけでな
く、思考力を見る問題。

授業・体験学習・寮教育の３つを柱に、「確かな学力・豊かな人間
性・可能性への挑戦」という学校目標を実現するため、日々の教育
にあたっています。

小学校で学んだ範囲の中から出題し、しっかり準備をすれば解答で
きるようなものにしています。

入試対策会もありますので、是非活用して下さい。最後まで諦めず
がんばって下さい。

受験生の努力を評価できるような適切なレベルで出題する。 2014年に文部科学省よりスーパーグローバルハイスクールに指定さ
れました。

非公表 基本の反復が応用（理解）の域に導きます。

あります。 中学校課程ではネイティブ中心の英語授業を展開中。大学合格実
績も大躍進。白梅学園清修の授業を受けてみませんか。

受験生の基礎力を測る。
受験生の探究力を測る。

小学校の学習に基づく基礎問題を確実に解く意識で勉強してくださ
い。探究力を測る問題は本校の取り組みである探究活動につなが
る力をみるものです。問題を通じて、視点や思考を楽しんでくださ
い。

非公表 充実した施設の中で生徒の学力、体力、心の発達を促しています。

昭和が求める生徒、本校から受験生へのメッセージである。 ＳＧＨ校に指定され、従来からのグローバル教育にさらにみがきをか
けて、日々前進する学校です。「継続は力なり」受験のための努力
は実ります。頑張れ！

12月の入試説明会で発表予定で、まだ未定です。 説明会に参加して学校の様子をぜひ見て下さい。

国語：受験生の成長に資する文書を選ぶ。算数：過度に計算が煩雑
であったり、高度な思考力を要する問題よりも、中学入学後につな
がる基本的な処理能力や解法が身についているかを試すことを重
視している。理科：単に語句や用語を問うのではなく、身のまわりの
現象についてなぜなのか考えを表現する力が身についているのか
を判断する問題を多く出題している。社会：基本的な問題をきちんと
学んでいるかどうかを問う。

算数：本校の問題は、問題文や図、グラフをきちんと読み取れば、必
ず解答への道筋が見えてきます。ぱっと見ただけで難しいと思ったり
あきらめたりせず、チャレンジしてみてください。
社会：十文字中学は、難題は出題しません。基本をしっかりおさえて
受験に臨んでください。

国語は論理的に考え、小学生としての感情移入ができるか。算数は
計算力、発想力、ねばり強さを見る。理・社は知識全般にわたって作
成することを心がける。

順天は文部科学省からＳＧＨ（スーパーグローバルハイスクール）指
定の下でグローバルな課題を他者と協力して問題解決できる生徒を
育てます。

佐久長聖
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品川女子学院
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淑徳巣鴨
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白梅学園清修

自修館中等教育



関わる 面接なし 減点対象 非公表 科目・程度による 程度による 採点対象外（0点）

減点 採点対象外（0点） 付与 減点 減点 社は不正解、理は減点 7月頃～11月頃
理社が60点満点に対
し、国算は100点満点の
ため、必然的に国算で
す。

関わらない 面接なし 減点対象 不正解 減点 厳しく見る 採点対象外（0点）

減点 減点 解答用紙は解答欄のみ 非公表 減点 不正解 7月頃～11月頃
算数・理科は差がつくと
きがあります。特に算数
は１問あたりの点が大
きいので。

関わる 面接なし 減点対象 不正解 減点 厳しく見る 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 減点 付与 減点 減点 不正解 7月頃～9月頃
特になし

関わらない 面接なし 減点対象ではない 減点 減点 厳しく見る 減点対象

減点 減点 付与 減点 減点 社は不正解、理は減点 7月頃～12月頃
特になし

関わる 面接なし 減点対象ではない 科目・程度による 科目・程度による 程度による 減点対象

減点 採点対象外（0点） 付与 減点 減点 社は不正解、理は減点 非公表
国語：論理的に考える
力と読書量、算数：計算
力、と思っています。

非公表 非公表 減点対象 不正解 減点 厳しく見る 減点対象

減点 減点 付与しない 不正解（0点） 不正解（0点） 不正解または減点 8月頃～11月頃
算数・理科は得意・不
得意が出やすい。（好き
嫌いの差が大きいの
で）

非公表 面接なし 状況による 状況による 科目・程度による 厳しく見る 減点対象

減点 減点 付与 減点 減点 減点 非公表
特になし

非公表 面接なし 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表
年度により様々です。

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

非公表

関わる 関わる 減点対象 不正解 減点 厳しく見る 採点対象外（0点）.減点対象

採点対象外（0点） 減点.不問（正解） 非公表 減点 減点 不正解 5月頃～12月頃
算数：受験までの学習
量が反映されやすく、そ
れは問題解決のための
総合的な思考力養成の
差となるため。

関わらない 非公表 減点対象ではない 非公表 科目・程度による 程度による 指定字数範囲で採点

減点 減点 付与 許容（満点） 減点 減点 科目による

非公表

非公表 面接なし 非公表 減点 減点 程度による 減点対象

減点 減点 付与しない 減点 減点 減点 7月頃～12月頃
算数

非公表 面接なし 非公表 非公表 科目・程度による 程度による 非公表

非公表 減点 付与 減点 非公表 不正解 非公表

算数

場合による 非公表 減点対象 非公表 科目・程度による 厳しく見る 減点対象

減点 採点対象外（0点） 非公表 非公表 非公表 不正解 7月頃～8月頃
特になし

関わらない 一般入試は面接なし 減点対象ではない 不正解 科目・程度による 厳しく見る 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 減点 誤答の場合は途中式考慮 許容（満点） 現在検討中 程度による 非公表
非公表

基礎重視のため、難問奇問の作題はない。（とにかく基礎がしっかり
定着している生徒に入学してもらいたい。）

中学：近年、国際理解クラス【グローバル・アーツ（ＧＡ）クラス】を設
置。
高校：薬学・看護の進学を考えている生徒が多い。（系列大に薬学・
看護学部がある）

各教科とも平均点が約6割程度になるように作問をしています。 しっかりと勉強をしてきた生徒がきちんと力を発揮できる問題になる
ように心がけています。がんばって下さい！

小学校の学習指導要領から著しく逸脱する難問は作成しないように
しています。

本校は「規律ある男子を育てる進学校」として「楽ではないが楽しい
学校」をめざした教育を展開しています。

学校資料をご参照下さい。 基礎・基本を確実に理解している生徒を望みます。机上の知識より
も「学ぶ力」を伸ばしてほしいです。

非公表 自由を尊重し、感受性を育てる学校です。ぜひ１度、本校に足を運
んで下さい。

基本的学力の修得確認と、入学後の成長期待値の把握。 本校では、学習するための教材（教科書、参考書、問題集）学習す
るためのしくみ（補習、ゼミ、年間100回以上の小テスト）をきちんと整
えた上で、熱意を持った先生が責任を持って、できるまで教えます。

各回の問題の形式と難易度を揃え、「受験生には過去の問題を教
材として学んで頂きたい」との希望から出題傾向を変えないようにし
ています。

本校の生徒は、6年間を通して人とつながる力を身につけていきま
す。その力は社会に出たときに欠かせないものですから、ぜひその
力を本校で養ってほしいと思います。学校説明会にお越しください。

基礎力の充実度と論理的な思考力を計れるような問題を出題したい
と思っています。

努力を積み重ねる勉強を大切にして下さい。

理科は、物理・化学・生物の各分野から、バランスよく出題。また環
境に関する一般教養を理科・社会は出題している。

放課後や長期休業中には、杉学個別学習支援システム（ＳＩＬＳＳ）
があります。

特になし ―

難解な問題は多くなく、全体的に標準的な問題設定となります。現
在のところ、出題傾向に大きな変更はありません。

ケアレスミスなどの軽減ができるよう、日頃より努力してください。本
校の入試問題の過去問題を活用し対策をたててください。

基礎力をしっかり確認できるような問題作りを心がけている。 家庭的な雰囲気のあたたかい学校です。小学校の勉強がきちんと
できていれば合格可能です。一緒に楽しい６年間を過ごしましょう。

中学受験の基礎基本の力をみる。 小学6年生対象に入試対策会（国語・算数）を行っています。星美学
園の入試に向けた練習問題や勉強のアドバイスを聞くことができま
す。

年度により様々です。 「文化を創造する100年建築」もついに完成！最新の理科実験室や
図書館、人工芝のグランドなど、何にでもチャレンジしたい聖光生な
ら、どんなことでも出来る環境が整っています。頑張る皆さんの、御
入学をお待ちしています。

基本的な事項をしっかりおさえることで得点ができるよう作成する。
難問奇問とよばれる類の問題は避ける。

努力は必ず報われます。後悔のないよう、しっかり頑張ってくださ
い。お待ちしています。

城西大学附属
城西

城北

成城学園

聖ドミニコ学園

星美学園

世田谷学園

聖徳大学附属
女子

専修大学松戸

城北埼玉

女子聖学院

巣鴨

杉並学院

聖光学院

成蹊

洗足学園



関わる 面接なし 減点対象 算国は不正解 科目・程度による 異字になる場合は不正解 減点対象

減点 減点 日程等による 不正解（0点） 仮分数は許容 不正解 6月頃～9月頃
特になし

関わる 関わる 減点対象 不問（正解） 科目・程度による 厳しく見る 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 減点 付与しない 減点 減点 不正解 4月頃～12月頃
算数、理科である。基
礎、基本からの出題内
容で差がつく。

関わる 関わらない 減点対象 非公表 減点 厳しく見る 減点対象

減点 減点 付与しない 非公表 不正解（0点） 不正解 7月頃～12月頃
特になし

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 程度による 減点対象

採点対象外（0点） 減点 付与しない 該当する問題なし 仮分数は許容 理は不正解、社は減点 7月頃～12月頃

非公表

関わらない 面接なし 減点対象ではない 不問（正解） 減点 厳しく見る 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 減点 付与しない 該当する問題なし 許容 理は減点、社は非公表 7月頃～10月頃
平均点などもなるべく同
じになるよう設定するの
で特にはありません。

関わらない 関わらない 減点対象 不正解 科目・程度による 厳しく見る 減点対象

減点 減点 付与 減点 非公表 不正解 11月頃～12月頃
算数：一般的に得意、
不得意が分かれる科目
であり、本校でも最も差
がついている。

関わる 面接なし 減点対象ではない 不正解 減点 程度による 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 減点 付与 減点 減点 減点 6月頃～12月頃
算数：出来不出来の差
が大きいことが原因で
す。

関わる 関わる 減点対象 非公表 科目・程度による 程度による 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 採点対象外（0点） 非公表 非公表 減点 社は不正解、理は非公表 6月頃～10月頃
特になし

関わらない 面接なし 減点対象ではない 不問（正解） 科目・程度による 程度による 減点対象

減点 減点 付与しない 不正解（0点） 仮分数は許容 不正解 6月頃～10月頃
数学が得意な受験生と
不得意な受験生が必ず
いる。計算力に優れて
いるが文章読解力に欠
ける受験生が多い。

関わる 面接なし 減点対象ではない 科目・設問により異なる 減点 程度による 減点対象

減点 減点 付与 許容（満点） 仮分数は許容 減点 5月頃～12月頃
算数の文章題（応用問
題）。理解の濃度などの
計算問題。

関わる 非公表 減点対象ではない 不問（正解） 科目・程度による 不問（正解） 減点対象

減点 採点対象外（0点） 付与 非公表 減点 不正解 10月頃～12月頃

非公表

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 6月頃～10月頃

非公表

関わらない 関わる 減点対象 不問（正解） 減点 程度による 減点対象

減点 減点 付与 減点 減点 不正解 7月頃～11月頃
受験生と合格者の平均
点を比較すると算数が
最も差が大きくなってい
ます。得意な受験生と
そうでない受験生が最
もはっきり出る教科だと
考えています。

試験中の態度は関わる 面接なし 減点対象 不正解 国理社は減点 程度による 減点対象

採点対象外（0点） 減点 解答用紙は解答欄のみ 該当する問題なし 減点 不正解 5月頃～1月頃
大きく差のつく科目はあ
りません。

小学校の学習指導要領の内容を逸脱しないように考慮し作成してい
ます。

玉川聖学院は、夢に向かって一生懸命努力する人を応援します。受
験生も自分の夢に向かって最大限の努力をし続けて夢を実現させ
てください。

非公表 ・平成27年度より学習システム変更
プログレス→特進クラスへ　　スタンダード→進学クラスへ
・制服変更　冬服一部リニューアル、夏服全面リニューアル

受験生が戸惑うような難問は出題せず、素直に実力が発揮できる問
題作成を心がけています。

本校の入試問題は素直で取り組みやすいと思います。ぜひ、チャレ
ンジして下さい。入学してからは、中学校の勉強を１から指導します
ので不安はありません。１度、説明会に来校して下さい。

基本的には例年通りで第2回～第5回の本校主催学校説明会で、各
教科主任が説明。

おおらかな校風、明るくのびのびとした雰囲気の中で生徒ひとりひと
りの個性が発揮できます。

小学校課程内の範囲であること。基礎、基本が定着しているかを確
認するとともに考える問題も加えている。

本校はＳＳＨ、ＳＧＨ、ＩＢ教育など活発な教育活動を展開していま
す。偏差値などに捉われず、私学が大切にしている教育理念ととも
に、それぞれの校風を感じ、志望校を決めてください。

非公表 自分に合う学校へ通うことが大切です。是非学校を見学に来て下さ
い。入試についての説明を受けられる会も有ります。

基礎学力の定着度を図ると共に「考える力」「表現する力」を試す問
題も出題しています。

どの教科も特定の分野に偏ることなく出題するよう心がけています。
苦手な分野についてはできるだけ早く取り組んでください。過去問の
研究も大切です。最後まであきらめず頑張ってください。

小学校の学習指導要項を逸脱しない、基本問題を中心に出題して
いる。また、受験生の平均点が６割程度になるよう、心がけている。

現在、「アクティブ・ラーニング」を掲げて、生徒の主体的な学習を促
すような取り組みを、授業や行事等で積極的に行っている。

極端に難解であったり平易であったりすることのないよう適切な出題
を心がけています。

2015年度より、記述論述問題を3割程加えて出題。論理的思考力や
表現力をどのくらい身につけているかを見させていただきます。

基本的な基礎学力がしっかりと身に付いていることが確認できるこ
と、児童の創意工夫に基づく思考力を引き出す作問づくり。

中高大と続く10年間の一貫教育体制、学習と部活動との両立を目
指して努力することを推奨。受験にとらわれず、基礎基本を充実させ
た授業を展開。
【メッセージ】学習と部活動の両立の中、中・高・大へと続く進路を目
指す諸君は是非本校へ。

教科観に基づいて作成します。特に国語では、非連続のデータを読
み取り言語化する問題、記述問題を出題します。また幅広い話題に
対応できる生徒の入学を期待し、説明文を出題します。社会では、
各分野に１問ずつは記述の問題を入れるようにしています。また、で
きるだけ「思考力」「応用力」「記述力」を問う作問をしています。

都市大等々力は改革第2ステージに入りました。2015年度入試では
Ｓ特選コースが新設され、ＧＬ（Global Leaders）留学プログラムも完
成しました。

基礎学力があるかどうかをみる。 入試の傾向と対策は過去問題を解くことが最大のポイントです。

各教科共通：基礎学力がきちんと身についているかを問う基本問
題。
国語・社会：思考力、応用力を問う記述問題。
算数・理科：各分野から幅広く出題。

恵まれた環境で充実した6年間を過ごし、しっかり学力を伸ばして、
夢を実現できる学校です。ぜひ一度来てください。

非公表 ―

高輪

玉川学園

玉川聖学院

千代田女学園

東京女子学園

東京電機大学

東京都市大学
付属

東京都市大学
等々力

帝京

田園調布学園

桐蔭学園

東海大学付属
浦安

東京家政学院

東京家政大学
附属女子



非公表 なし 非公表 非公表 非公表 厳しく見る 非公表

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 8月頃～2月頃
算数：合格者は計算ミ
スやケアレスミスが少な
いことと発想力が豊か
であるため、不合格者
との差が生じます。

関わる 面接なし 減点対象 減点 減点 厳しく見る 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 採点対象外（0点） 付与 不正解（0点） 不正解（0点） 不正解 8月頃～12月頃

非公表

関わらない 面接なし 非公表 非公表 科目・程度による 程度による 減点対象

減点 減点 非公表 非公表 非公表 不正解 非公表
特になし

関わらない 一般入試は面接なし 減点対象 非公表 科目・程度による 不問（正解） 減点対象

減点 減点 付与しない 該当する問題なし 仮分数は許容 減点 4月頃～12月頃
ある。演習量の差。

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表
誠に申し訳ありません
が、おこたえできませ
ん。

関わる 関わらない 減点対象 減点 減点 厳しく見る 減点対象

程度による 減点 付与 不正解（0点） 減点 不正解 4月頃～12月頃
特になし

非公表 非公表 減点対象ではない 不問（正解） 科目・程度による 程度による 減点対象

採点対象外（0点） 減点 付与 不正解（0点） 減点 漢字指定は不正解 8月頃～10月頃
特になし

関わる 面接なし 漢字は減点対象 不正解 減点 厳しく見る 減点対象

減点 減点 付与 減点 減点 減点 8月頃～12月頃
特になし

試験中の態度は関わる 関わる 判読不能は減点対象 不正解 国は減点 程度による 字数不足は減点

減点 減点 付与 減点 減点 不正解 11月頃～12月頃
総合点勝負なので、苦
手教科があっても他科
目でカバーできます。

関わらない 面接なし 減点対象 不正解 科目・程度による 程度による 指定字数範囲で採点

減点 採点対象外（0点） 解答用紙は解答欄のみ 該当する問題なし 不正解（0点） 不正解 5月頃～12月頃
特になし

関わる 面接なし 減点対象 不問（正解） 減点 不問（正解） 減点対象

減点 減点 付与 問題により扱いが異なる 仮分数は許容 不正解 7月頃～11月頃
標準偏差が一番大きく
なるのは算数ですが、
算数の出来、不出来が
合否を分けるとまでは
言えません。

非公表 面接なし 減点対象 非公表 減点 厳しく見る 減点対象

採点対象外（0点） 減点 付与 不正解（0点） 減点 不正解 非公表
例年算数の得点で差が
つきやすく、近年は、社
会・理科も差が出やすく
なっています。

関わる 大いに関わる 減点対象ではない 減点 減点 厳しく見る 減点対象

採点対象外（0点） 減点 付与しない 減点 減点 減点 8月頃～10月頃
特になし

関わらない 関わる 科目・程度による 原則正解 科目・程度による 程度による 減点対象

減点 減点 付与しない 減点 非公表 不正解 7月頃～11月頃
算数：応用問題だけで
なく、基本問題でも計算
ミス・問題文の読みとば
しによる誤答が出てし
まうから。

計算式を書かせたり、順を追って答えに近づく設問を設ける等、思
考過程を見る意図があります。長めの文章で説明する問いも設けて
います。

桐朋女子の入学試験では思考過程を大切にする入試です。答えだ
けでなく、どの様に考えたか丁寧に記入すること。解らなくても諦め
ることなく、ねばり強く最後まで取り組んで下さい。

自分の意見を述べるなどの問題、途中式を書く問題などじっくりと考
えられる問題をいくつか出題しています。

男女共学、新校舎、東洋大学附属校と大きく変化します。

非公表 体験を通して様々なことが学べます。是非本校へきてください。

非公表 ―

考えるプロセスを重視するという理念の下、作問に当たると共に、採
点においても例えば途中式や補助線なども部分点の対象とするな
ど、プロセス重視の採点を行っています。

獨協は最後まであきらめないで頑張る皆さんの入学を心待ちにして
います。入試でも最後の答えまでたどりつけていないものでも途中
式やそこまでの記述内容を採点して部分点を与えていくので最後ま
であきらめないで頑張って下さい。

思考の過程を問う問題を重視しています。 基礎的な問題で着実に得点できることを、まず第一に考えて、過去
問題に取り組んでください。

問題のレベルが同じになるようにしています。過去問題集を利用し
て練習しておきましょう。

全室個室の男女寮完備です。寮学習には学校の先生と同じグルー
プの土佐塾、土佐塾予備校の先生が協力して対応します。

単に知っていることを答えるのではなく、知識を応用しその場で思考
する力をはかりたいと考えています。

入試問題は本校から受験生のみなさんへのメッセージです。ぜひと
もチャレンジしてみて下さい。

基礎学力をみる、時事問題にふれる。 本が好きな皆さん、美術が好きな皆さん、ぜひ来校して本校自慢の
図書室や美術室をご覧ください！

特に「総合理科入試」は本校の教育内容や授業への姿勢を入試問
題という形で具体化したものである。

実学教育をベースに学力・進路選抜力・人間力を育てる学校です。
特に中1・中2ではダイス栽培や稲作体験などを通しての科学的分析
能力を高め、「自ら考え、調べ、知識とする」という学びの姿勢を育て
ます。

あります。 桐光学園は文武両道を実践する男女別学の学校です。文化祭や体
育大会で輝いている先輩たちを一度、見に来て下さい。

誠に申し訳ありませんが、おこたえできません。 中学では幅広く偏りのない知性と健やかな心身を獲得し、高校で学
ぶ内容の本質を突きつめて、「本物」の出会いを目指します。充実し
た授業に加え、課外活動である特別講座、ＯＢの社会人・大学教授
による進路ガイダンスなどで興味・関心の幅と深さを拡げます。そこ
から大学での学問の探究へと結びつけています。受験生のみなさ
ん、いっしょに本質を追究して「本物」を目指しましょう。勉強、頑張っ
てください。

志と色々な考えを受け入れること。自分の意見。 ―

小学校の教科書の内容を基本として作成し、児童自身の考え、体験
が引き出せるよう作問している。一問一答だけでなく、応用力を問う
出題が多い。

内部進学率の高い女子大附属校で、真にゆとりある学校生活を送っ
てみませんか。生徒は勉強、行事、自治活動、クラブなど、中高6年
間で行うべき、すべてのことに熱中しながら忙しく充実した日々を過
ごし、自らの可能性を最大限に広げています。

東京農業大学
第一

東京農業大学
第三

桐光学園

桐朋

桐朋女子

東洋大学京北

東京農業大学
第一

獨協埼玉

新渡戸文化

日本女子大学
附属

トキワ松学園

土佐塾

豊島岡女子学園

獨協



関わる 関わる 減点対象 非公表 非公表 非公表 非公表

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 7月頃～12月頃
算数：毎年、できる、で
きないの差がみられま
す。

関わる 面接なし 減点対象 減点 減点 厳しく見る 減点対象

減点 減点 解答用紙は解答欄のみ 該当する問題なし 設問中に指示あり 不正解 概ね7・8～12月頃
特に国・算。字が丁寧
に書けていない受験生
は、つまらない失点が
多く、不合格のケース
が多い。

非公表 面接なし 減点対象ではない 不正解 科目・程度による 程度による 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 減点 付与しない 不正解（0点） 減点 非公表 非公表
算数による差が大き
い。

関わらない 面接なし 減点対象 問題による 科目・程度による 程度による 非公表

非公表 非公表 付与 不正解（0点） 減点 不正解 8月頃～12月頃
算数：得意、不得意が
はっきりしている。女子
校であるため顕著。

関わる 関わらない 減点対象 不正解 減点 厳しく見る 減点対象

減点 減点 非公表 減点 不正解（0点） 減点 9月頃～11月頃

特になし

関わる 面接なし 減点対象 不正解 減点 厳しく見る 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 採点対象外（0点） 解答用紙は解答欄のみ 該当する問題なし 不正解（0点） 不正解 夏期休暇中が中心
算数：学力差が相当程
度認められます。

関わらない 面接なし 減点対象 不正解 減点 程度による 採点対象外（0点）

減点 採点対象外（0点） 付与 減点 不正解（0点） 不正解 7月頃～12月頃
算数：計算力の差だと
思われる。その他教科
を問わず論述問題で差
がつく。

関わる 面接なし 減点対象 不正解 科目・程度による 程度による 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 採点対象外（0点） 付与 不正解（0点） 許容 不正解 非公表
あります。奇問難問は
出題しないので基礎が
しっかりしていないと考
えます。

関わらない 面接なし 減点対象 不問（正解） 減点 厳しく見る 減点対象

採点対象外（0点） 減点 付与 減点 減点 不正解 9月頃～11月頃
算数：不得意な分野で
得点できない場合があ
るから。全問途中式を
書くことになっているの
で他校ほどは差がつか
ないと思います。

関わる 面接なし 減点対象ではない 非公表 非公表 非公表 非公表

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 9月頃～1月頃

非公表

関わる 面接なし 減点対象ではない 非公表 科目・程度による 程度による 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 減点 付与 減点 仮分数は許容 不正解 8月頃～11月頃
特に大きな格差はあり
ません。

非公表 非公表 非公表 不問（正解） 減点 程度による 減点対象

減点 減点 付与 減点 減点 減点 8月頃～12月頃
記述問題、算数※女子
は科目の得意・不得意
を自分で決めてしまう
傾向があるようです。

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表
・合否を分けるほどでは
ない（4科目の合計であ
るので）が、国・算がや
や差がつきやすい。
・日常の学習習慣によ
るところが大きいのでは
ないかと見ています。

基礎的な内容をベースに平均60点を想定して作問しています。 勉強、行事、部活の三本柱でさまざまな経験を通して豊かな人間性
を育てます。

ここ数年はキープコンセプトで問題作成にあたっています。 平成27年3月に新校舎完成。新しく、広さ、明るい空間での学校生活
が待っています。

傾向や難易度に大きな変化のないようにしている。 多様な生徒が自分の居場所を見つけられる学校です。充実した楽し
い学校生活を約束します。

各教科受験者平均点が60点程度（理社は30点）。 創立90周年記念事業の一環として、26年3月に人工芝グラウンドが
完成。27年秋には新中学校舎および新図書館棟が竣工の予定で
す。益々充実していく教育環境と明るくておおらかな校風のもと、一
緒に学んでいきましょう。

各科目で考えている所はあります。 富士見での生活を楽しむという気持ちをもって受験に臨んで下さい。

教科をこえて明確に設定はしていない。 受験生の皆ができる問題が、できるようになれば合格できます。全
ての教科で基礎的な部分を大切にしてください。4月から一緒に学べ
るのを楽しみにしています。

非公表 平成27年度、新しく生まれ変わった文京について、詳しくは是非ＨＰ
をご参照下さい。

思考力を問う問題を中心に作成することを意識しています。 基礎力を確実にし、自信を持ってチャレンジして下さい。

学校案内記載の理念に沿った作成を心がけています。 基礎学力を重視する学校です。地道な努力を期待します。

基礎的内容、思考力を問う内容を中心に出題。 過去問6割を目安に、基礎力をしっかり身に付けて下さい。

小学校での教育内容に沿った出題。偏りなくバランスの良い出題。 新校舎（Ⅰ期工事分）完成　・2014年4月より使用開始・中学普通教
室、図書室、ホール、理科実験室等が完成・2015年7月にⅡ期、
2016年6月にⅢ期工事終了予定。

非公表 成功する受験生は、自分の“強み”をしっかりわかっている人です。
自信が持てる科目や分野を自覚して、大いに頑張ってください。苦
手分野にも自然に手が伸びるようになりますよ。

・基礎・基本が確実に身についているかを問う。
・本校での３カ年、および法政二高・法政大学で学びうる学力の土台
が形成されているかを問う。

法政大学の「自由と進歩」の学風のもと、さまざまな学習・自主活動
に取り組むことができます。その中で他者と出会い、向き合い、多様
な考え、価値観を交流しながら、「自分」をつくっていってほしいと
願っています。

文京学院大学
女子

文教大学付属

文化学園大学
杉並

法政大学第二

富士見

普連土学園

日本大学第二

日本大学第三

日本大学豊山

日本大学豊山
女子

函館ラサール

八王子学園
八王子

広尾学園



関わる 面接なし 減点対象 不正解 減点 程度による 減点対象

採点対象外（0点） 採点対象外（0点） 付与 減点 減点 不正解 5月頃～12月頃
国公立大学を目指す学
校のため、4科バランス
良く得点してもらいたい
と思っております。

非公表 関わらない 減点対象 不正解 減点 厳しく見る 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 減点 付与 減点 減点 不正解 8月頃～12月頃
算数で差がついてい
す。また、国語の漢字
のできが、全体の得点
にも影響しています。

関わる 関わる 減点対象ではない 不正解 科目・程度による 程度による 指定字数範囲で採点

採点対象外（0点） 採点対象外（0点） 付与 減点 減点 不正解 非公表

母集団の数の関係で傾
向をとらえるには至って
いない。

関わる 帰国入試のみ実施 減点対象ではない 不正解 減点 厳しく見る 減点対象

採点対象外（0点） 採点対象外（0点） 解答用紙は解答欄のみ 該当する問題なし 仮分数は許容 不正解 7月頃～12月頃
算数：点数に格差がつ
きやすいため。

関わる 面接なし 減点対象 不正解 減点 厳しく見る 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 採点対象外（0点） 付与しない 該当する問題なし 不正解（0点） 不正解 9月頃～12月頃
非公表

関わる 面接なし 減点対象 不正解 減点 程度による 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 不正解の場合あり 付与しない 途中式は問わない 不正解（0点） 設問による 6月頃～10月頃
特に算数の小問、国語
の漢字が合否を分け
る。

関わる 関わる 減点対象 非公表 科目・程度による 程度による 減点対象

減点 減点 付与 不正解（0点） 非公表 程度・問題による 非公表
算数

非公表 非公表 減点対象ではない 不正解 減点 程度による 減点対象

減点 減点 付与 減点 減点 減点 5月頃～1月頃
特にある特定の科目だ
けで合否を分けるほど
の差がつく科目はあり
ません。

関わる 関わらない 減点対象ではない 場合により判断 科目・程度による 程度による 減点対象

減点 減点 付与 減点 仮分数は許容 不正解 7月頃～12月頃
算数：標準偏差が大き
い。

関わらない 面接なし 減点対象ではない 不正解 科目・程度による 程度による 減点対象

採点対象外（0点） 減点 付与 減点 減点 不正解 9月頃～12月頃
算国：配点の違い、力
の違い。

関わらない 関わらない 教科による 科目による 科目による 厳しく見る 採点対象外（0点）

減点 減点 付与 許容（満点） 非公表 減点 4月頃～1月頃
ありません。単独科目
の足切りは行わず、合
計得点で判定します。

関わらない 面接なし 減点対象ではない 不問（正解） 減点 厳しく見る 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 減点 付与しない 該当する問題なし 約分ミスは減点 不正解 8月頃～12月頃

非公表

関わる 面接なし 減点対象ではない 減点 減点 程度による 減点対象

非公表 非公表 付与しない 許容（満点） 減点 減点 7月頃～10月頃
算数：速く正確に計算
する力と文章題をじっく
り考えて読み解力の両
方を要求しているため。

関わらない 面接なし 減点対象 不問（正解） 減点 厳しく見る 減点対象

減点 減点 付与 場合による 許容 不正解 7月頃～9月頃

非公表

難問奇問を廃し、基礎基本を徹底した学習をしてきている児童に合
格点がとれるような内容としています。

学力の向上、大学進学と同等に理数インターが大切にしているのが
「心の教育」です。部活や学校行事を通して学ぶコミュニケーション
能力プレゼンテーション能力の育成を大切にしています。

暗記だけに頼ることなく、思考力を問う問題を心がけています。 来年度は面接をとりやめ、今まで以上に当日の筆答考査のできが
合否に影響します。基礎学力をしっかり身につけるような学習を心
がけてください。

入学後、本校の指導レベルに対応しうる基礎的な学力の確認。物事
の理解度、一般的な知識の確認。

中高一貫で、部活動、行事、資格検定等を充実でき、大学進学率も
高いという環境です。興味がありましたら、御連絡頂ければ、いつで
も対応させて頂きます。

本校教育がイメージできる入学試験をコンセプトに、基本問題と総合
問題を出題。

―

入試問題は、学校の顔であり、どのような生徒がほしいかを表すも
のである。

「健康・真面目・努力」の学校ですから、真面目にコツコツ努力すれ
ば必ず報われるはずです。是非本校を受験して下さい。待っていま
す。

本校の教育に結びつく設問をなるべく多くすることを念頭に置いてい
る。

受験生向けの過去問を解説する会にはぜひ参加してもらいたい。

午前入試（第一回、第二回）中学入試に於ける基礎的な内容を理解
しているかを問う。午後入試（ＭＪスカラ①②③特待生入試という正
確に鑑み、基礎的内容を確認しつつ、応用的内容も併せて問う。

平成27年度より、中学2コース制（選抜進学コース、総合進学コー
ス）高校4コース制（総合進学コース、薬学理系コース、選抜文系
コース、国際交流コース（仮称））が誕生します。新しくなる学校の様
子を見にいらしてください。

理・社では各領域からまんべんなく出題する。 本校ではいわゆる難問・奇問は出題しません。基本事項中心に学習
してください。ＨＰには過去３ヶ年分の問題、解答例、各問正答率、
配点を載せているので参考にして下さい。

非公表 本校の入試では、中学校での学習に対応するための基本的な力を
見させて頂いております。どの科目も偏りなく、しっかり準備してくだ
さい。

教育方針である、「自らを考え学ぶ」という観点から思考力や記述力
を測れるものとする。

―

中学受験の学習をきちんと積み重ねてきた方が得点できる問題を
作問するよう心がけています。基本的な問題から思考力を要する問
題まで匂配をつけて出題します。

「社会で生き生きと活躍できる女性」の育成を目指し、“山脇ルネサ
ンス”という改革を推進しています。英語コミュニケーション力を育成
するイングリッシュアイランドや高度理系専門職への資質を育成す
るサイエンスアイランドでの教育プログラムも充実。

基本的な問題を中心に幅広く出す。自由記述問題を１問は出す。 中目黒駅５分（東横、日比谷、副都心）恵比寿駅10分（日比谷、山
手、埼京、湘南新宿）目黒川の桜の名所に近い閑静な住宅街にあり
ます。

基本的な力を見る問題が多い。 難問よりも基礎的内容を重点的に頑張って勉強しましょう！

非公表 君がこれから輝くために今がある。

山脇学園

明星

目黒学院

目黒星美学園

森村学園

八雲学園

安田学園

三輪田学園

武蔵野

武蔵野女子学院

明治学院

明治大学付属
中野八王子

明治大学付属
明治

宝仙学園
共学部

理数インター



関わる 関わる 減点対象 不正解 減点 程度による 指定字数範囲で採点

減点 減点 付与 許容（満点） 許容 減点 7月頃～11月頃
算数：難易度が高く、出
題数も多いため。

関わらない 関わらない 減点対象 過去該当なし 減点 厳しく見る 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 減点 付与 許容（満点） 減点 不正解 6月頃～10月頃
算数はやはり点数の開
きは大きいです。

関わらない 面接なし 減点対象ではない 不正解 減点 不問（正解） 指定字数範囲で採点

減点 減点 付与 許容（満点） 許容 不正解 9月頃～11月頃
算数：大問が４問あり、
それぞれに３問の小問
がある形式。後半にな
ると難易度があがるの
でこの部分で差が生じ
るようです。

関わらない 面接なし 減点対象ではない 減点 科目・程度による 不問（正解） 指定字数範囲で採点

減点 減点 付与 許容（満点） 減点 減点 8月頃～11月頃

特になし

関わる 非公表 非公表 非公表 科目・程度による 非公表 非公表

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 不正解 8月頃～11月頃
算数：解けるか解けな
いかがはっきりしてい
る。

非公表 面接なし 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表

非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 非公表 4月頃～1月頃

非公表

関わる 面接なし 減点対象ではない 不問（正解） 減点 程度による 減点対象

採点対象外（0点） 減点 付与しない 減点 減点 減点 5月頃～11月頃
男子は国語、女子は算
数で差がつく傾向があ
ります。苦手意識で準
備が不十分になってい
ると考えています。

非公表 非公表 減点対象 不正解 減点 厳しく見る 採点対象外（0点）

採点対象外（0点） 減点 付与しない 減点 減点 不正解 非公表

非公表

非公表 非公表 程度による 不正解 減点 程度による 減点対象

採点対象外（0点） 減点 付与 非公表 減点 不正解 4月頃～11月頃

特になし

関わる 帰国生のみ実施 減点対象 場合による 減点.科目・程度による 厳しく見る 場合による

場合による 不問（正解） 付与しない 該当する問題なし 仮分数は許容 漢字間違いは不正解 非公表
算数：計算問題、物事
を丁寧にこなす力がな
いとミスを連発する。

基本的な問題の出題ですのでしっかり学習してくれば合格できると
思います。一緒に楽しい学校生活を。

来年度からは併設型中高一貫教育校は、グループ作成問題。 小学校のすべての学習（教室はもちろん、運動会、社会科見学、修
学旅行等々）を大切にしてください。本校では、学習、学校行事、部
活動のどれも一生懸命取り組む人を待っています。

・「なぜ」との問いに、自分の考えを論理的に述べる設問を重視。
・入学後にカリキュラム、学習内容についていくことが出来るかを問
う問題。

2013年度より帰国生入試を実施。グローバル教育に力を入れてい
ます。

英和らしさを問題中に盛り込む。 過去問対策は大切です。大好きな学校のメッセージを過去問から受
けとって志望校合格めざしてがんばって下さいね。

中間点を設け、受験生の努力、良い所を見つけていくことを大切にし
ています。

横浜女学院は複数回入試で受験生の答案の最高点を判定する他、
中間点なども設けています。受験生の良い所を見つけて合格に導き
たいと思っています。あきらめないで試験に臨んでください。

小学校の教科書をきちんとこなしているかを見る。 小学校の課題を丁寧にこなして下さい。

単に記憶した知識量を問うだけでなく、考える力、特に論理的な思考
力を問う。

2015年度から「叡智コース」がスタート。今までの特色ある教育を活
かし、さらに強化した教育内容で5つ「Ｌ」の力を育成します。

あります。 創立５年目の新しい学校です。寮があり首都圏出身者大勢在籍。
“九州のＷＡＳＥＤＡ”として21世紀に飛躍する人材を多く育成しま
す。早稲田大学へ定員の50％を推薦します。

非公表 自分の希望する進学先に進めるようにしっかり勉強して下さい。

難問奇問は出さないように。 翠（みどり）の陵（おか）で待ってます。

国語：読解問題は「説明的文章」しか出題しない。知識問題は必ず
出す。
算数：計算問題、文章題（特殊算）、空間図形は毎回出題する。
理科・社会：各分野、まんべんなく出題する。

和洋九段女子

横須賀学院

横浜英和女学院

横浜女学院

横浜翠陵

立正大学付属
立正

両国高等学校
附属

麗澤

早稲田佐賀

早稲田摂陵


