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2022 年入試の展望
第 2 回合不合判定テスト参加者配布資料

2021 年　7 月 11 日実施

第 1 章

　昨年2020年に実施した合不合判定テストは、会場実施が中止となった第1回を除く第2回以降では、すべ
ての回で前年を上回る受験者を集めました。
　その主たる理由は、新型コロナウイルス禍の緊急事態宣言による公立学校の休校は多くのご家庭に学力不安
をもたらし、柔軟な対応で学びを止めない私学への支持がより一層高まったことによります。
　2021年中学入試における首都圏1都 3県の 6年生人口は、296,777人と前年の6年生人口297,280人より
503人の減少でしたが、四谷大塚の推定では受験生の人数は52,000人と前年よりも500名増加（+4.1％）し、
中学受験率は17.5％（+0.2％）に増加しています。
　なお、来春入試を迎える6年生の首都圏1都 3県の人口は、294,877人と今年の6年生より1,900人（-0.6％）
減少しますが、東京都だけは前年に引き続き増加するため、各校の志望動向には注視していく必要があります。

2021 年首都圏中学入試の状況からポイント 1

首都圏受験率推移と 2022 年見込ポイント 2

定員 44,512 名 出願倍率 6.9 倍

出願延べ 約 305,000 名 実質倍率 2.2 倍

実受験延べ 約 244,000 名 合格率 45.8 ％

合格延べ 約 116,000 名

補欠繰上げ 約 500 名

合格+補欠 約 116,500 名 実質倍率 2.1 倍

合格率 47.7 ％

Data 001　 2021 年の首都圏中学入試は？

Data 002　 首都圏中学入試推移



合不合 1 回より　第一志望者の多い学校 BEST50ポイント 3

2021
順位

順位
変動 学校・試験名 試験日 今回第一 今回

志望者
2020
順位

1 ↑ 早稲田 2/1 295 399 7
2 ↓ 開成 2/1 244 458 1
3 ↑ 武蔵 2/1 226 289 4
4 ↑ 早稲田実業 2/1 225 275 14
5 ↑ 麻布 2/1 221 352 6
6 ↑ 慶應普通部 2/1 199 290 10
7 ↑ 早大高等学院中学部 2/1 195 230 13
8 ↓ 海城 2/1 174 243 2
9 ↑ 明大付属中野 2/2 149 438 14
10 ↑ 駒場東邦 2/1 142 198 11
10 ↓ 浅野 2/3 142 485 3
12 ↑ 本郷 2/1 125 186 14
13 ↓ 芝 2/1 113 175 5
14 ↑ 法政第二 2/2 96 254 18
15 ↓ 渋谷教育学園幕張 1/22 91 419 9
16 ↑ 桐朋 2/1 88 113 20
17 ↓ 市川 1/20 87 554 14
17 ↑ 慶應中等部 2/3 87 392 22
19 ↑ 青山学院 2/2 86 276 23
20 ↑ 城北 2/1 83 119 30
21 → 芝浦工業大附属 2/1 77 126 21
21 ↓ 聖光学院 2/2 77 182 19
23 ↓ 筑波大附属駒場 2/3 74 167 12
24 ↓ 栄光学園 2/2 71 160 8
25 ↑ 巣鴨 2/1 65 114 35
26 ↑ サレジオ学院（Ａ） 2/1 61 122 28
27 ↓ 東邦大付属東邦（前期） 1/21 60 437 24
28 → 攻玉社 2/1 59 119 28
28 ↓ 明大付属明治 2/2 59 265 24
30 ↑ 中央大附属 2/1 58 107 58
31 ↑ 中央大附属横浜 2/1 56 118 41
32 ↑ 筑波大附属 2/3 49 128 35
33 ↓ 逗子開成 2/1 46 108 24
33 ↓ 世田谷学園 2/1 46 78 30
33 ↑ 高輪（Ａ） 2/1 46 86 35
36 ↑ 明大中野八王子（Ａ１回） 2/1 44 90 67
37 ↓ 立教新座 1/25 42 661 30
38 ↓ 渋谷教育学園渋谷 2/1 39 59 30
39 ↓ 学習院（一般） 2/2 37 128 34
39 ↓ 東京都立小石川（一般） 2/3 37 79 24
41 ↓ 立教池袋（一般） 2/2 35 161 39
42 ↑ 成城 2/1 34 62 43
43 → 東邦大付属東邦（推薦） 12/1 33 54 43
44 ↑ 国学院久我山 2/1 32 68 58
45 ↑ 成蹊 2/1 28 50 52
45 ↑ 日大第二 2/1 28 58 123
45 ↓ 慶應湘南藤沢（一般） 2/2 28 100 43
48 ↓ 海城（帰国） 1/7 27 89 43
48 → 法政大学 2/1 27 68 48
50 ↑ 日大豊山 2/1 26 55 58

2021
順位

順位
変動 学校・試験名 試験日 今回第一 今回

志望者
2020
順位

1 → 女子学院 2/1 218 347 1
2 ↑ 吉祥女子 2/1 179 272 4
3 ↑ 鴎友学園女子 2/1 167 232 5
4 ↓ 豊島岡女子学園 2/2 148 425 3
5 ↑ 青山学院 2/2 144 371 6
6 ↑ 早稲田実業 2/1 130 187 24
7 ↓ 桜蔭 2/1 124 253 2
8 ↓ 学習院女子（一般Ａ） 2/1 103 162 7
8 ↑ 立教女学院 2/1 103 157 20
10 ↓ 洗足学園 2/1 101 148 7
11 ↑ 市川 1/20 90 340 20
12 ↑ 浦和明の星女子 1/14 89 591 16
13 ↑ 中央大附属 2/1 87 133 25
14 ↑ 慶應中等部 2/3 86 261 29
15 ↑ 共立女子（２／１） 2/1 83 156 16
15 ↓ フェリス女学院 2/1 83 114 9
17 ↓ 香蘭女学校 2/1 82 138 10
17 ↓ 雙葉 2/1 82 135 12
19 ↓ 渋谷教育学園幕張 1/22 81 239 12
20 ↓ 中央大附属横浜 2/1 79 139 12
20 ↓ 広尾学園 2/1 79 147 11
22 ↓ 渋谷教育学園渋谷 2/1 78 134 12
22 → 明大付属明治 2/2 78 226 23
24 ↑ 大妻 2/1 64 119 27
24 ↓ 日本女子大附属 2/1 64 89 20
26 ↑ 法政第二 2/2 58 172 34
27 ↑ 淑徳与野 1/13 52 339 62
28 ↑ 成城学園 2/1 51 83 32
28 ↑ 富士見 2/1 51 78 46
28 ↓ 慶應湘南藤沢（一般） 2/2 51 123 27
31 ↓ 東洋英和女学院（Ａ） 2/1 50 67 18
31 ↑ 東京都立小石川（一般） 2/3 50 98 37
33 ↓ 東邦大付属東邦（前期） 1/21 49 273 30
34 ↑ 昭和学院秀英（１回） 1/22 48 224 62
34 ↑ 明大中野八王子（Ａ１回） 2/1 48 64 40
36 ↓ 横浜共立学園（Ａ） 2/1 46 79 25
37 ↓ 頌栄女子学院 2/1 45 88 18
38 ↓ 成蹊 2/1 43 73 36
39 ↑ 山脇学園（Ａ） 2/1 42 60 75
40 ↑ 青山学院横浜英和（Ａ） 2/1 41 70 46
40 ↓ 筑波大附属 2/3 41 148 37
42 ↑ 法政大学 2/1 38 61 50
43 ↓ 品川女子学院 2/1 34 65 40
43 ↓ 東京農大第一（１回算国） 2/1午後 34 137 34
43 ↑ 洗足学園（２回） 2/2 34 202 75
46 ↑ 日大第二 2/1 31 43 62
46 ↓ 東邦大付属東邦（推薦） 12/1 31 55 40
48 ↑ 青稜（１回Ａ） 2/1 30 50 62
49 ↓ 女子美大付属 2/1 28 39 46
50 ↑ 田園調布学園 2/1 27 36 87
50 ↓ 白百合学園（一般） 2/2 27 136 31

■合不合 1 回男子（首都圏） ■合不合 1 回女子（首都圏）

№ 学校名 1月 2/1 2/1午後 2/2 2/3 2/4 2/5～
1 早稲田 市川 早稲田 巣鴨算数 本郷2 早稲田2 芝2 本郷3
2 開成 渋谷幕張 開成 巣鴨算数 渋谷渋谷2 筑波大駒場 芝2 渋谷渋谷3
3 武蔵 立教新座 武蔵 巣鴨算数 本郷2 早稲田2 芝2 本郷3
4 早稲田実業 立教新座 早稲田実業 久我山ST 明大明治 明大明治2 中大附属2 明中八王子B
5 麻布 渋谷幕張 麻布 広尾学園2 本郷2 海城2 芝2 本郷3
6 慶應普通部 立教新座 慶應普通部 世田谷算数 中大横浜2 慶應中等部 サレジオB 逗子開成3
7 早大学院 立教新座 早大学院 久我山ST 明大中野 早稲田2 明大中野2 立教池袋2
8 海城 栄東1/10 海城 世田谷算数 本郷2 海城2 芝2 本郷3
9 明大中野 立教新座 早大学院 久我山ST 明大中野 早稲田2 明大中野2 立教池袋2
10 駒場東邦 栄東1/10 駒場東邦 世田谷算数 本郷2 海城2 芝2 本郷3

Data 003　 合不合 1 回より第一志望者数上位校併願状況 - 男子

合不合 1 回より　第一志望者数上位校併願状況ポイント 4



2021 年　第２回合不合判定テスト

Data 004　 合不合 1 回より第一志望者数上位校併願状況 - 女子
№ 学校名 1月 2/1 2/1午後 2/2 2/3 2/4 2/5～
1 女子学院 浦和明の星 女子学院 広尾学園2 豊島岡女子 慶應中等部 豊島岡女子3 頌栄2
2 吉祥女子 浦和明の星 吉祥女子 久我山ST 吉祥女子2 鴎友学園2 中大附属2 大妻4
3 鴎友学園女子 浦和明の星 鴎友学園 恵泉S 吉祥女子2 鴎友学園2 田園調布3 頌栄2
4 豊島岡女子学園 浦和明の星 桜蔭 広尾学園2 豊島岡女子 豊島岡女子2 豊島岡女子3 頌栄2
5 青山学院 浦和明の星 早稲田実業 広尾学園2 青山学院 慶應中等部 成蹊2 法政大学3
6 早稲田実業 浦和明の星 早稲田実業 広尾学園2 明大明治 慶應中等部 中大附属2 法政大学3
7 桜蔭 渋谷幕張 桜蔭 広尾学園2 豊島岡女子 慶應中等部 豊島岡女子3 渋谷渋谷3
8 学習院女子A 淑徳与野 学習院女子A 山脇学園午後 共立女子2/2 学習院女子B 品川女子学院3 大妻4
9 立教女学院 浦和明の星 立教女学院 恵泉S 青山学院 学習院女子B 中大附属2 法政大学3
10 洗足学園 浦和明の星 洗足学園 田園調布午後 洗足学園2 鴎友学園2 田園調布3 洗足3

　大まかではありますが、上の表で入試までの流れをご確認ください。９月以降は、合不合判定テストが

毎月実施されます。また、それと並行して過去問演習を行ったり、弱点部分を補強したり、受験校を具体

化したりと、多忙な時期となります。落ち着いて様々なことが考えられ、また対処できる時間が持てるのは、

夏休みまでの期間です。ぜひ、今回の第２回合不合判定テストのデータをご活用いただき、合格までのロ

－ドマップを描いてください。

　また、9月以降は塾の通塾日数が増えたり、通常の学習を行いながら過去問演習を行ったり、小学校の

行事等があったりと1週間の学習スケジュールが1学期と同じサイクルでは回らなくなります。

　だからこそ、この時期には、先を見越したスケジュール設定が望まれます。

　夏休みの期間を有意義に過ごしていただくためにも、結果資料集の教科別正答率一覧をご活用ください。

この資料では各設問ごとの正答率を掲載しており、正誤と照らし合わせることで、今何をすべきなのか、

何を優先させるべきかが分かります。この資料を活用いただくことで、夏休みの学習において、どこに重

点を置くか、9月からの学習において、どこに重点を置くかなど、前述のスケジューリングを行う上での

ポイントとなります。

■入試までのスケジュール例

入試までのスケジュールポイント 5

月 重要事項
第１回合不合判定テスト（4/11）
受験までのスケジュールの策定

５月 学校情報の収集
〈基本事項・苦手科目・分野の強化〉
志望校の絞込み
第２回合不合判定テスト（7/11）
夏期講習

８月 夏期講習

過去問対策開始（状況を見ながら）
第４回合不合判定テスト（10/17）

11月 第５回合不合判定テスト（11/14）
受験校の決定と願書取寄せ、出願サイト登録
第６回合不合判定テスト（12/12）
受験校の最終調整
冬期講習〈実戦力の練成〉
埼玉県入試開始
千葉県入試開始
東京都・神奈川県入試開始
進学先決定

第３回合不合判定テスト（9/19）

４月

12月

１月

２月

10月

７月

６月

９月

　前回4/11実施の合不合判定テストから第一志望者の多かった学校男女それぞれの併願状況をお見せし

ました。男女ともに2/1午後の入試を選択することがスタンダードになってきています。



2021 年　第２回合不合判定テスト

■合不合判定テスト各回のテーマ

月 予定内容

志望動向について
過去入試問題対策のコツ
併願作戦のポイント
あと100日の過ごし方
入試直前の注意点
12月・1月の学習課題
2022年入試動向
入試直前の心構え

9月

11月

12月

10月

4月 2022年入試　志望校選定のポイント

7月
2022年入試の展望
夏休み必勝法

2022 年入試の変動要因ポイント 6

　 2021 大学合格実績から

　中学校選びにおいて、校風や教育方針が最も大きな選択要因となっていますが、大学合格実績も無視できな

い選択要因の１つです。近年では、推薦入試等の利用も含めた国公立大学志向、医歯薬系志向、海外大学進学

志向の傾向が強まってきています。

　2021年の東京大学現役合格者数で目立った学校は、共学校では、市川（昨年の11名から 18名に）、江戸川

学園取手（昨年の1名から 4名に）、開智（昨年の6名から 8名に）、開智未来（昨年の0名から 2名に）、神

奈川大附属（昨年の0名から 1名に）、関東学院（昨年の0名から 1名に）、栄東（昨年の9名から 11名に）、

順天（昨年の0名から 2名に）、専修大学松戸（昨年の0名から 1名に）、東京都市大学等々力（昨年の0名か

ら 1名に）、東京農大第一（昨年の0名から 1名に）、広尾学園（昨年の0名から 3名に）、男子校では、浅野（昨

年の31名から 48名に）、海城（昨年の38名から 43名に）、攻玉社（昨年の11名から 15名に）、サレジオ学

院（昨年の6名から 7名に）、聖光学院（昨年の53名から 69名に）、東京都市大付属（昨年の4名から 6名に）、

本郷（昨年の6名から 8名に）、武蔵（昨年の13名から 23名に）早稲田（昨年の22名から 24名に）などです。

　女子は男子に比べ、東大志向は弱いと言われていますが、浦和明の星女子（昨年の1名から 3名に）、江戸川

女子（昨年の0名から 1名に）、大妻中野（昨年の0名から 1名に）、カリタス女子（昨年の0名から 1名に）、

洗足学園（昨年の7名から 10名に）、横浜雙葉（昨年の0名から 7名に）、などの学校が実績を挙げています。

　ただし、この実績は6年前の中学受験生による結果であり、数年前よりも格段に進化しています。その学年

の進路に対する志向の違いや卒業生数の違いなどにより、単年だけでは測れない部分が多々ありますので、必

ず複数年分のデータをご覧ください。次ページ以降に2021年大学入試における首都圏主要校の大学「現役」

合格者数の推移（3年分）をまとめましたので、ぜひご活用ください。また、四谷大塚発行の『中学入試案内』

では、各校の進学・進路状況が分かるよう詳細データも掲載しております。併せてご活用ください。
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今春東大合格者 18 名を輩出した市川

2021 東京大学・早稲田大学・慶應義塾大学　入試結果
〈2021年大学入試結果〉

2020年（前年）
東京大学（推薦・前期）

100 267 94 2.7 177 92 1.9 173
文科Ⅰ類 前期 401 1,264 ▲ 145 3.2 1,183 403 2.9 1,409
文科Ⅱ類 前期 353 1,016 ▲ 95 2.9 985 355 2.8 1,111
文科Ⅲ類 前期 469 1,455 22 3.1 1,388 469 3.0 1,433
理科Ⅰ類 前期 1,108 2,989 64 2.7 2,744 1,122 2.4 2,925
理科Ⅱ類 前期 532 1,980 12 3.7 1,833 546 3.4 1,968
理科Ⅲ類 前期 97 385 ▲ 28 4.0 335 98 3.4 413

3,060 9,356 ▲ 76 3.1 8,645 3,085 2.8 9,432

早稲田大学

300 3,495 ▲ 2089 11.7 2,850 730 3.9 5,584
50 2,174 ▲ 123 43.5 2,174 635 3.4 2,297
350 4,797 85 13.7 4,262 871 4.9 4,712
100 2,187 282 21.9 2,187 487 4.5 1,905
560 13,039 ▲ 1022 23.3 12,195 1,932 6.3 14,061
535 11,305 ▲ 110 21.1 10,399 1,166 8.9 11,415
- ▲ 2098 - - - - 2,098

450 8,773 ▲ 1874 19.5 7,883 946 8.3 10,647
50 1,485 200 29.7 1,485 214 6.9 1,285
175 1,622 ▲ 449 9.3 1,498 436 3.4 2,071
- ▲ 507 - - - - 507

500 10,136 325 20.3 9,805 1,230 8.0 9,811
35 1,348 ▲ 669 38.5 1,146 172 6.7 2,017
440 10,135 459 23.0 9,613 1,225 7.8 9,676
25 1,281 ▲ 857 51.2 1,037 162 6.4 2,138
320 4,289 ▲ 444 13.4 3,915 972 4.0 4,733
315 2,948 ▲ 410 9.4 2,736 735 3.7 3,358
300 4,032 ▲ 555 13.4 3,659 1,005 3.6 4,587
385 5,888 ▲ 692 15.3 5,411 916 5.9 6,580
15 1,087 ▲ 868 72.5 1,087 225 4.8 1,955
150 842 ▲ 532 5.6 686 255 2.7 1,374
100 796 ▲ 969 8.0 796 218 3.7 1,765
5,155 91,659 ▲ 12917 17.8 84,824 14,532 5.8 104,576

慶應義塾大学

580 4,243 ▲ 108 7.3 3,903 1,208 3.2 4,351
630 5,797 ▲ 352 9.2 5,332 1,603 3.3 6,149
460 2,962 ▲ 97 6.4 2,684 680 3.9 3,059
600 6,404 118 10.7 5,964 1,905 3.1 6,286
66 1,248 ▲ 143 18.9 1,045 171 6.1 1,391
650 7,449 ▲ 781 11.5 7,016 2,309 3.0 8,230
225 3,164 ▲ 159 14.1 2,885 404 7.1 3,323
225 2,864 ▲ 135 12.7 2,586 336 7.7 2,999
70 610 45 8.7 574 197 2.9 565
150 1,940 ▲ 161 12.9 1,788 514 3.5 2,101
3,656 36,681 ▲ 1773 10.0 33,777 9,327 3.6 38,454

政治経済学部

推薦

合計

文化構想学部（センター利用）

法学部
法学部（センター利用）
教育学部
商学部
商学部（センター利用）

社会科学部（センター利用）
社会科学部

国際教養学部

政治経済学部（センター利用）

人間科学部（センター利用）
スポーツ科学部
スポーツ科学部（センター利用）

国際教養学部（センター利用）
文化構想学部

文学部

文学部

合計

看護医療学部

経済学部

文学部（センター利用）
基幹理工学部
創造理工学部
先進理工学部
人間科学部

薬学部
合計

法学部
商学部
医学部
理工学部
総合政策学部
環境情報学部

今春東大合格者 43 名を輩出した海城
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東京大学・早稲田大学・慶應義塾大学　合格者数ランキング
東京大学　2021年入試合格者数　（首都圏） （調査：大学通信）

大学 学校 設置 都道府県 合格者数
開成 私立 東京 144
筑波大学附属駒場 国立 東京 89
麻布 私立 東京 85
聖光学院 私立 神奈川 79
桜蔭 私立 東京 71
渋谷教育学園幕張 私立 千葉 67
日比谷 公立 東京 63
駒場東邦 私立 東京 56
横浜翠嵐 公立 神奈川 50
浅野 私立 神奈川 48
海城 私立 東京 47
栄光学園 私立 神奈川 47
浦和（県立） 公立 埼玉 46
渋谷教育学園渋谷 私立 東京 33
早稲田 私立 東京 33
東京学芸大学附属 国立 東京 30
筑波大学附属 国立 東京 29
武蔵（私立） 私立 東京 28
水戸第一 公立 茨城 23
土浦第一 公立 茨城 22
市川 私立 千葉 22
女子学院 私立 東京 22
豊島岡女子学園 私立 東京 21
西 公立 東京 20
宇都宮 公立 栃木 19
千葉（県立） 公立 千葉 19
国立 公立 東京 19
小石川（中教） 公立 東京 18
攻玉社 私立 東京 17
大宮 公立 埼玉 15
船橋（県立） 公立 千葉 14
戸山 公立 東京 13
栄東 私立 埼玉 12
芝 私立 東京 12
湘南 公立 神奈川 12
洗足学園 私立 神奈川 10
横浜雙葉 私立 神奈川 10
お茶の水女子大学附属 国立 東京 9
武蔵（都立） 公立 東京 9
暁星 私立 東京 9
城北（私立） 私立 東京 9
桐朋 私立 東京 9
本郷 私立 東京 9
開智 私立 埼玉 8
巣鴨 私立 東京 8
雙葉 私立 東京 8
サレジオ学院 私立 神奈川 8
フェリス女学院 私立 神奈川 8
前橋（県立） 公立 群馬 7
白百合学園 私立 東京 7
東京都市大学付属 私立 東京 7
浦和第一女子 公立 埼玉 6
青山 公立 東京 6
大泉 公立 東京 6
相模原（中教） 公立 神奈川 6
江戸川学園取手 私立 茨城 5
千葉東 公立 千葉 5
鴎友学園女子 私立 東京 5
世田谷学園 私立 東京 5
並木（中教） 公立 茨城 4
佐野日本大学 私立 栃木 4
浦和（市立） 公立 埼玉 4
川越（県立） 公立 埼玉 4
昭和学院秀英 私立 千葉 4
桜修館（中教） 公立 東京 4
九段（中教） 公立 東京 4
立川国際（中教） 公立 東京 4
厚木 公立 神奈川 4
川和 公立 神奈川 4
逗子開成 私立 神奈川 4
桐蔭学園（中教） 私立 神奈川 4
日立第一 公立 茨城 3
宇都宮女子 公立 栃木 3
宇都宮東 公立 栃木 3
大田原 公立 栃木 3
高崎 公立 群馬 3
前橋女子 公立 群馬 3
春日部 公立 埼玉 3
浦和明の星女子 私立 埼玉 3
東葛飾 公立 千葉 3
東邦大学付属東邦 私立 千葉 3
小山台 公立 東京 3
白鴎 公立 東京 3
八王子東 公立 東京 3
三鷹（中教） 公立 東京 3
学習院高等科 私立 東京 3
学習院女子高等科 私立 東京 3
国学院大学久我山 私立 東京 3
国際基督教大学 私立 東京 3
淑徳 私立 東京 3
頌栄女子学院 私立 東京 3
広尾学園 私立 東京 3
柏陽 公立 神奈川 3
公文国際学園高等部 私立 神奈川 3

※１都６県（東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬）を対象としています。

東京大学

早稲田大学　2021年入試合格者数　（首都圏） （調査：大学通信）
大学 学校 設置 都道府県 合格者数

開成 私立 東京 231
日比谷 公立 東京 221
渋谷教育学園幕張 私立 千葉 207
湘南 公立 神奈川 182
浦和（県立） 公立 埼玉 169
横浜翠嵐 公立 神奈川 163
麻布 私立 東京 156
聖光学院 私立 神奈川 154
船橋（県立） 公立 千葉 152
西 公立 東京 152
桜蔭 私立 東京 147
海城 私立 東京 145
浅野 私立 神奈川 140
女子学院 私立 東京 124
川越（県立） 公立 埼玉 119
千葉（県立） 公立 千葉 119
豊島岡女子学園 私立 東京 118
市川 私立 千葉 117
本郷 私立 東京 116
攻玉社 私立 東京 115
国立 公立 東京 112
栄東 私立 埼玉 111
頌栄女子学院 私立 東京 111
大宮 公立 埼玉 110
駒場東邦 私立 東京 110
城北（私立） 私立 東京 110
厚木 公立 神奈川 107
芝 私立 東京 106
開智 私立 埼玉 104
洗足学園 私立 神奈川 103
柏陽 公立 神奈川 102
渋谷教育学園渋谷 私立 東京 99
青山 公立 東京 98
東京都市大学付属 私立 東京 96
小石川（中教） 公立 東京 95
筑波大学附属 国立 東京 94
東京学芸大学附属 国立 東京 94
武蔵（私立） 私立 東京 92
鴎友学園女子 私立 東京 88
戸山 公立 東京 86
東葛飾 公立 千葉 83
栄光学園 私立 神奈川 81
サレジオ学院 私立 神奈川 81
川和 公立 神奈川 79
千葉東 公立 千葉 77
昭和学院秀英 私立 千葉 75
新宿 公立 東京 75
吉祥女子 私立 東京 75
浦和（市立） 公立 埼玉 74
世田谷学園 私立 東京 66
武蔵（都立） 公立 東京 64
山手学院 私立 神奈川 64
筑波大学附属駒場 国立 東京 63
桐朋 私立 東京 63
逗子開成 私立 神奈川 63
浦和第一女子 公立 埼玉 62
立川 公立 東京 62
フェリス女学院 私立 神奈川 61
駒場 公立 東京 60
南 公立 神奈川 58
横浜共立学園 私立 神奈川 58
浦和明の星女子 私立 埼玉 57
桜修館（中教） 公立 東京 57
土浦第一 公立 茨城 56
東邦大学付属東邦 私立 千葉 53
帝京大学 私立 東京 53
大宮開成 私立 埼玉 52
八王子東 公立 東京 52
鎌倉学園 私立 神奈川 52
桐蔭学園 私立 神奈川 52
国学院大学久我山 私立 東京 51
淑徳与野 私立 埼玉 50
雙葉 私立 東京 50
多摩 公立 神奈川 50
横浜緑ケ丘 公立 神奈川 48
桐光学園 私立 神奈川 46
江戸川学園取手 私立 茨城 45
小山台 公立 東京 44
富士見 私立 東京 44
横浜雙葉 私立 神奈川 44
春日部 公立 埼玉 43
三鷹（中教） 公立 東京 43
宇都宮 公立 栃木 42
公文国際学園高等部 私立 神奈川 42
薬園台 公立 千葉 41
大泉 公立 東京 41
鎌倉 公立 神奈川 41
相模原（中教） 公立 神奈川 41
巣鴨 私立 東京 40
川越東 私立 埼玉 39
暁星 私立 東京 39
小田原 公立 神奈川 39
川越女子 公立 埼玉 38
白鴎 公立 東京 38
蕨 公立 埼玉 37
大和 公立 神奈川 37
神奈川大学附属 私立 神奈川 37
竹早 公立 東京 36
國學院 私立 東京 36
白百合学園 私立 東京 36

※１都６県（東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬）を対象としています。
※早稲田大学の附属校、系列校は除外しています。

早稲田大学
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慶應義塾大学　2021年入試合格者数　（首都圏） （調査：大学通信）
大学 学校 設置 都道府県 合格者数

開成 私立 東京 180
浅野 私立 神奈川 174
日比谷 公立 東京 162
麻布 私立 東京 145
渋谷教育学園幕張 私立 千葉 144
横浜翠嵐 公立 神奈川 133
湘南 公立 神奈川 124
聖光学院 私立 神奈川 121
攻玉社 私立 東京 119
海城 私立 東京 116
駒場東邦 私立 東京 111
芝 私立 東京 106
頌栄女子学院 私立 東京 106
浦和（県立） 公立 埼玉 104
市川 私立 千葉 101
千葉（県立） 公立 千葉 96
桜蔭 私立 東京 91
栄東 私立 埼玉 90
東京学芸大学附属 国立 東京 90
洗足学園 私立 神奈川 90
西 公立 東京 88
渋谷教育学園渋谷 私立 東京 86
城北（私立） 私立 東京 81
本郷 私立 東京 79
筑波大学附属駒場 国立 東京 76
豊島岡女子学園 私立 東京 75
筑波大学附属 国立 東京 73
栄光学園 私立 神奈川 73
サレジオ学院 私立 神奈川 71
女子学院 私立 東京 69
東京都市大学付属 私立 東京 69
船橋（県立） 公立 千葉 68
桐朋 私立 東京 67
開智 私立 埼玉 64
小石川（中教） 公立 東京 59
逗子開成 私立 神奈川 59
青山 公立 東京 58
国立 公立 東京 56
桐光学園 私立 神奈川 54
武蔵（私立） 私立 東京 53
大宮 公立 埼玉 51
川越（県立） 公立 埼玉 51
世田谷学園 私立 東京 51
早稲田 私立 東京 51
巣鴨 私立 東京 50
柏陽 公立 神奈川 50
鴎友学園女子 私立 東京 47
雙葉 私立 東京 47
昭和学院秀英 私立 千葉 46
千葉東 公立 千葉 43
吉祥女子 私立 東京 41
フェリス女学院 私立 神奈川 41
春日部 公立 埼玉 40
厚木 公立 神奈川 40
東葛飾 公立 千葉 39
暁星 私立 東京 39
東邦大学付属東邦 私立 千葉 38
戸山 公立 東京 38
宇都宮 公立 栃木 36
国学院大学久我山 私立 東京 36
桜修館（中教） 公立 東京 35
桐蔭学園 私立 神奈川 35
山手学院 私立 神奈川 34
土浦第一 公立 茨城 33
広尾学園 私立 東京 33
江戸川学園取手 私立 茨城 32
白百合学園 私立 東京 31
川和 公立 神奈川 31
相模原（中教） 公立 神奈川 30
南 公立 神奈川 30
お茶の水女子大学附属 国立 東京 29
立川 公立 東京 29
横浜共立学園 私立 神奈川 29
大宮開成 私立 埼玉 28
八王子東 公立 東京 28
鎌倉学園 私立 神奈川 28
公文国際学園高等部 私立 神奈川 28
横浜雙葉 私立 神奈川 28
東京学芸大学附属国際（中教） 国立 東京 27
新宿 公立 東京 27
武蔵（都立） 公立 東京 27
浦和明の星女子 私立 埼玉 26
学習院高等科 私立 東京 26
浦和（市立） 公立 埼玉 25
国際基督教大学 私立 東京 25
川越東 私立 埼玉 22
佐倉 公立 千葉 22
東京農業大学第一 私立 東京 22
多摩 公立 神奈川 22
横浜緑ケ丘 公立 神奈川 21
桐蔭学園（中教） 私立 神奈川 20
三鷹（中教） 公立 東京 19
帝京大学 私立 東京 19
芝浦工業大学柏 私立 千葉 18
小山台 公立 東京 18
光塩女子学院高等科 私立 東京 18
両国 公立 東京 17
青山学院高等部 私立 東京 17
かえつ有明 私立 東京 17
富士見 私立 東京 17

※１都６県（東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬）を対象としています。
※慶應義塾大学の附属校は除外しています。

慶應義塾大学

東京大学推薦入試の状況
学校名 学校所在地 種別 学部

市川 千葉県 私立 医
大教大天王寺 大阪府 国立 医
女子学院 東京都 私立 教育
都立武蔵 東京都 公立 教育
長田 兵庫県 公立 教育
岡山操山 岡山県 公立 教育
東京大付 東京都 国立 教育
渋谷教育学園渋谷 東京都 私立 教養
浦和第一女子 埼玉県 公立 教養
国際基督教大学 東京都 私立 教養
開智未来 埼玉県 私立 教養
東京大付 東京都 国立 教養
灘 兵庫県 私立 薬
高知学芸 高知県 私立 薬
ラ・サール 鹿児島県 私立 経済
市川 千葉県 私立 経済
山形東 山形県 公立 経済
高志 福井県 公立 経済
新潟 新潟県 公立 経済
須磨学園 兵庫県 私立 経済
長野 長野県 公立 経済
広島大福山 広島県 国立 経済
暁星 東京都 私立 健
開成 東京都 私立 工
麻布 東京都 私立 工
西大和学園 奈良県 私立 工
桜蔭 東京都 私立 工
渋谷教育学園幕張 千葉県 私立 工
海城 東京都 私立 工
千葉 千葉県 公立 工
小石川 東京都 公立 工
山形東 山形県 公立 工
長田 兵庫県 公立 工
岡山大安寺 岡山県 公立 工
鴎友学園女子 東京都 私立 工
高崎 群馬県 公立 工
白鴎 東京都 私立 工
広尾学園 東京都 私立 工
甲府第一 山梨県 公立 工
東京農大第二 群馬県 私立 工
昌平 埼玉県 私立 工
立川 東京都 公立 工
米子東 鳥取県 公立 工
横浜翆嵐 神奈川県 公立 農
海城 東京都 私立 農
栄光学園 神奈川県 私立 農
秋田 秋田県 公立 農
沼津東 静岡県 公立 農
八代 熊本県 公立 農
麻布 東京都 私立 文
日比谷 東京都 公立 文

※現役生出身校判明分のみ掲載

46.8

41.8

11.4

東京大学推薦入試合格者種別

私立

公立

国立
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共学校
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男子校
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女子校
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https://www.yotsuyaotsuka.com/event/
　 気になる学校のイベント情報は

ABC 計 279.2％の洗足学園ABC 計 222.4％の女子学院
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首都圏　2022 年入試関連の主な学校ニュース
※予定の場合も含まれておりますので、ご注意ください。
※必ず正式な入試要項でご確認ください。

　北区の星美学園（女子校）が「サレジアン国際学園」と名称変更され、共学化されることが発表されています。
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 夏休み必勝法第 2 章

　これから長い夏休みを迎えるにあたり、ご父母の皆さまにおかれましては学習の進め方、毎日の生活のリズム、志

望校の選定など、頭を悩ませることが多くなっているのではないでしょうか。夏休みは受験生にとって「天王山」と

言われ、とても大切な時期です。と同時に受験勉強をしていく中で、最も気が緩みやすい時期でもあります。しっか

りとした学習計画のもと、実り多い夏休みにしたいものです。

　この時期をどのように過ごすか、過ごしたかによって、秋以降の学習成果が大きく変わってきます。入試直前での

志望校再考や入試本番に向けた学習に影響が出たりすることのないようにしなくてはなりません。

　では、充実した夏休みとするためにどのように過ごせば良いのでしょうか。この大切な時期に、皆さまに心がけて

いただきたい事柄をまとめましたので、参考になさってください。一般的に「親はあくまでも子どものよきアドバイ

ザーであれ」と言われております。この時期にあえて距離を置いて、冷静かつ客観的にお子さまを見つめていただく

ことも大切であると言えるでしょう。

スケジュール管理の重要性　～具体的な目標設定を～
　約40日という長い期間の夏休みは自己管理がとても重要になります。何の計画も立てずに夏休みを迎えてしまう

と、何となくだらだらとした生活を過ごしてしまうということになりかねません。そうならないためにも、事前にしっ

かりとしたスケジュールを立てておくことが大切になります。

　ではスケジュールはどのように立てていけばいいのでしょうか。スケジュールを作る際、「何のために学習をする

のか」、明確な目標が必要になります。とりわけ、「この中学校に入りたい」という具体化された強い思いを受験生自

身が抱き、その目標達成のためのスケジュールである自覚を持たせることが必要です。

　そこで、この機会にぜひ親子で話し合う機会を設けてください。そして今一度、目標校の確認、今夏の学習の目標

は何なのかを明確にし、目標を共有することが大切です。

　そして、まずは子ども本人に一度スケジュール表をつくらせてみてください。子どものつくるスケジュールは、現

実的ではない部分が多いため、ご父母の皆様があれこれ条件をつけてしまいがちですが、それは決して好ましいこと

ではありません。頭ごなしに否定するのではなく、本人が修正点に気が付くよう疑問を投げかけるなど工夫をしてみ

ましょう。

　ご父母がスケジュールの内容をすべて決めてしまっては、自立心や学習への目的意識がなかなか育ちません。本人

に「自分のための受験」であることを自覚させ、モチベーションの向上につなげることが必要です。与えられたス

ケジュールに沿って、淡々と学習を進めるようでは「やらされている」感からの脱却が望めません。「自分で決めた」

という意識を持たせ、自立を促し積極的な学習姿勢を育成することが、今後の入試までの学習を考えるうえでも大切

なのではないでしょうか。

　次にスケジュールの実際です。夏休みの学習の中心となるのは夏期講習です。夏期講習を中心とした大まかで長期

的なスケジュールを立てることから始めましょう。その中に、塾の課題や学校の宿題、また勉強しない日などもしっ

かりと組み込んでいきます。スケジュールを予めきちんと確認しておくことで、有意義な夏期学習をすすめることが

できるようになります。

　学習に関しては、多くの塾は何日かのサイクル（通常は4日～5日）で休日をはさんで講習を進めているようです

ので、それに合わせて学習の計画を立てていくとよいでしょう。また、復習する内容や家庭学習でやることも決めて

おくと、夏休みを通しての一連の流れがイメージしやすくなります。大まかなスケジュールを立てましたら、1週間

ごと、1日ごとのスケジュールも考えてみます。1日のスケジュールは、塾のある日、塾のない日と2つのパターン

を立てておくと実行しやすくなります。1日のスケジュールをつくる際には、あまり細かくせず、取り組む内容を大

まかに決めておくことが良いでしょう。学習の進捗状況をみながら、何度も変更することがあるからです。
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規則正しい生活を心がける　～生活のリズム　健康と安全に注意～

　もし、スケジュール通りに進まなかったとしても、慌てる必要はありません。その都度新しいスケジュールを練

り直し、随時変更を加えながら実行すればよいのです。何よりも、スケジュールの消化に固執し、ただこなしてい

るだけという状態は絶対に避けなければなりません。理解度を確認しながら学習を進め、やりっ放し、やらせっ放

しがないよう心掛けたいものです。事前に夏休みに取り組む学習課題の優先順位を決めておくと、見直しがスムー

ズに行えますので参考になさってください。

　より学習に対する意識を明確にするため、各教科目標を立てることをお勧めします。まずは、今回の第2回合不

合判定テストや日々のテストを見直し、教科ごとに各設問の正答率をチェックすることで、自分の弱点を知りましょ

う。そして、この夏に克服しなければならない単元を明確にします。

　弱点が明確になったら夏期講習の予定に照らし合わせて、この単元はこの期にマスターする…などといったスケ

ジュールを立てましょう。そうすることで他の単元との間に優先順位がつき、講習を終えた時点ではっきりとした

達成感を持てるのです。

　しかし、予定を100％実行することはとても大変なことです。まずは全体で70％～ 80％消化することを目標に

しておくとよいでしょう。詰め込み過ぎないように、無理のない計画を立てると同時に、予備日、調整日を作って

おき、残りの20％～ 30％をその日に行うようにしていくと余裕を持って取り組むことができます。今年の夏は、

少なくとも自分の弱点分野だけはやり上げた、そんな気持ちで夏の学習を締めくくりたいものです。

　スケジュール表を書いたら、目に見えるところなどに貼っておくと良いでしょう。そして、達成できた項目はマー

カーで塗ったり、チェックをしたり、シールを貼ったりして視覚的に達成度が分かるようにします。目に見えて取

り組んだ内容が分かるため、子どもたちの「こんなに頑張った」という自信につながります。また、常に思い出し、

確認することは、目標を持って進んでいく上で学習の強い味方になるはずです。

　体調管理には皆さま大変気を遣われているようです。何をするのでも、体が資本です。長い夏休みを有意義に過

ごすためにも、体調不良により学習効果を下げるような事態は避けたいものです。

　夏休みは、毎日の生活のリズムが崩れがちになるため、今まで作りあげてきた生活のリズムをいかに崩さずに過

ごすかが最も重要なポイントとなります。生活が夜型になってしまい、起床が昼過ぎになり、1日中だらだらと無

駄な時間を過ごしてしまうなど、生活リズムの狂いが失敗になるケースも見られます。だからこそ、前述のスケジュー

ル管理が重要となるのです。

　まずは、規則正しい生活を送ることが大前提です。毎朝同じ時間に起きて、朝の涼しい時間から学習を開始でき

るように、生活リズムを整えましょう。また、夏は暑さとの戦いとなり、夏バテしないためにも食生活には、より

一層の気配りをお願いいたします。規則正しい生活リズムを作るためにも3食しっかり摂らせることが大事です。

　塾のある日は塾をペースメーカーとして活用することができますが、塾のない日でも塾のある日と同じ時間に起

床し、生活のペースを変えることのないようにしてください。また、塾でも家庭でも勉強する時間が長ければ長い

ほど、体を動かす工夫が必要になります。たとえば、散歩したり、学校のプールに通ったり、朝のラジオ体操に参

加したりするなど、秋以降のことも考えた体力作りを実行するのもいいでしょう。1日中空調の効いた室内にいる

ことはなるべく避け、クーラー病や夏風邪などをひかないように十分注意しなければなりません。この時期は塾の

教室や通塾に使う電車やバス、家の中など、エアコンなどの空調設備により外気温と差が大きい環境にいることが

多くなります。そこで通塾の際には上に羽織るものやタオルなどを持たせるようにしていただくとよいでしょう。

大人と子どもの体感温度は異なりますので家庭でも気を配ってください。

　その他、長期間炎天下や高温多湿の場所にいないようにすることも大切です。外出時には直射日光を避ける工夫

をし、意識して水分を摂るように注意してください。

　もし体調を崩してしまったときは、ゆっくりと休養し体力の回復を図ってください。その度合いにもよりますが、

体調が優れない状態で学習しても能率が悪くなることは明白です。スケジュール管理でも述べましたが、しっかり

とした計画の元、予備日・調整日を上手く使って、遅れた分の学習進度の調整を行いましょう。
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夏の学習について ～夏期講習会を最大限活用～
～基礎基本の徹底、苦手弱点分野の克服を～

　基礎・基本の徹底が大切
　近年の入試においては基礎・基本を重視する標準的な出題傾向が目立ちます。もちろん学校によっては、難解な

問題やレベルの高い問題を出題する学校もありますが、難関校の受験を考えている場合でも、基礎的な事柄を大切

にして、丁寧に積み上げていく必要があり、今はまさにそれを徹底して行う時期です。

　また、全体的に見て一定の記述量を要求する設問も目立っています。算数の考え方を含めた途中式を書かせるも

のや、国語の文章の内容を踏まえ自分の考えをまとめさせるもの。理科・社会の「なぜ」そうなったのか、そのよ

うなことが言えるのか、理由を書かせるものなど単純に解答を導き出すのは難しそうな内容の出題もみられます。

しかしながら、算数においては正確な計算力や処理能力、国語では正確な読解力、理科や社会では正確な知識を前

提としていることはもちろん言うまでもありません。

　夏期講習会を最大限活用　
  苦手・弱点教科（分野）の克服が最大のテーマ
　9月以降の学習は入試で問われるような発展的な内容や融合問題、総合問題が中心となり、過去入試問題にも取

り組むようになります。そのような学習内容に対応するためには、前述の通り夏休みが終わるまでに各教科の基礎

をしっかりと定着させておく必要があります。弱点を克服することは、入試演習をする上での基盤となり、2学期

以降の授業の土台作りとして重要になります。基礎を幅広く固めておけば、志望校を変更するにしても、ほとんど

の出題傾向に対応できるようになります。ですから、この夏休みに「苦手・弱点教科（分野）の克服」を目標の中

心に据え、日々の学習を進めていきましょう。

　実際の入試では、全体の正答率が低い難問への対応力という不安定な要素よりも、基礎力が十分に身についてい

るか、ケアレスミスをしないで得点につなげることができるかという点で勝負が決まることが多いものです。どの

ような問題が難問で時間がかかり、全体の正答率が低そうなのかを見抜き、まず先に基本問題をミスなく俊敏に解

くという判断も十分な基礎力、基礎問題の習熟がなければ不可能です。

　では、夏の学習をどのように進めていったらよいのでしょうか。まずは、日頃のテスト等を通して、学習理解の

現状をきちんと把握することから始めてください。テストの成績は頑張りを反映しているものですが、たまたま失

敗するというケースもありますし、体調不良などで調子が出なかったり、解き方の順序を間違えてしまうこともあ

ります。ですから、1回ごとのテスト結果とその時点の状態を確認しながら理解度をチェックする必要があります。

そして、完成期（＝受験本番）から逆算して、今夏何をやらなければならないのか、何を苦手とし克服しなければ

ならないのかをあらかじめ明確にしておいてください。そうすることによっておのずと、課題は見えてくるはずです。

　苦手、弱点としている教科、分野があるのは基礎的な学力が不足していることが多いといえます。「苦手だからや

らない」→「やらないから分からない」→「分からないから嫌い」になり、ますます苦手になる。このような悪循

環に陥ってはいないでしょうか。

　夏休みはまとまった時間が取れるため、苦手分野克服には絶好の機会です。まずは、焦らずに何が引っかかって

いるのか見極めましょう。そして、親が子どもの苦手分野を分析して終わりではなく、子どもが自分自身の弱点を

意識できるように導くことが大切です。必要なところまで立ち戻り基本の徹底を行い、受験生本人に「できる」と

いう感覚を持たせ、この小さな「できる」の積み重ねが少しずつその分野に対する自信につながり、学習意欲が向

上していきます。苦手科目が克服できれば、成績が飛躍的に伸びるケースも多くあります。また、苦手科目、弱点

分野は人によって様々ですし、克服のための学習は、ひとりひとり計画を立てて進めなければなりません。迷いが

生じたら塾の担任や校舎のスタッフに相談をして、一人で悩むことのないようにしてください。

　そこで、塾の夏期講習会を最大限活用することが重要になってきます。どの塾でも夏期講習においては、今まで

の学習範囲や重要単元の総復習をカリキュラムに盛り込んでいるはずです。オプション講座等も上手く活用し、効

果的に学力のより一層の定着を図りましょう。

　効率良く学習を進めるためにも、夏期講習ひとつひとつの授業が勝負です。授業に集中して取り組みその授業内
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でなるべく覚えてしまう、理解度を高めるよう意識することが大切です。家庭学習では基本的には夏期講習の解き

直し、復習、宿題が中心になります。小学校の授業がある時は、塾の授業の復習、確認が思うようにいかなかった

という場合もあると思いますが、この機会を上手く活用し、これまでの学習内容の総復習と苦手科目、弱点分野の

発見、克服に努めたいものです。

http://www.yotsuyaotsuka.com/chugaku_kakomon/
～最後に～
　中学受験とは、人間的に大きく成長して、社会で大活躍する＝「独立自尊の社会・世界に貢献する人財」と

なる資質を磨く絶好のチャンスです。しかし、その結果の見方には充分に注意してください。あくまでも合不

合判定テストは、現時点での力と全体での位置を測るためのものです。これで合格が決まるわけではありません。

現時点での最重要課題を見つけ、この夏休みを利用して、それを克服させることこそが重要なのです。それ以

上に大事なのは受験生の志望校へのあこがれの気持ちを増幅させ、今の立ち位置とその目標への最短距離を示

してあげることです。志望校が明確な受験生はそのためにやらなければならないことが自ずと見えてきていま

す。そこに精神的な成長があるのです。そのためには、ほめる→自身を持つ→目標設定ができる→努力が習慣

化するという循環の中で、結果をほめるのではなく、努力しているプロセスををほめてほしいのです。そして、

その際のポイントは、①すかさず　②率直に　③具体的に　④伸ばしたい方向に（前向きに）　という4つです。

また、「私は嬉しい」「お母さんは嬉しい」など自分を主語にしてほめてください。これを”「アイ "メッセージ」

と言います。受験生は人のために努力するからこそより頑張ることが出来るのです。

　受験生が本気になればどんな夢・目標でも実現できると自信を持ち、このテストをきっかけに大成長してほ

しいのです。ですからこの時期のご父母の皆様には焦らずにいてほしいのです。目標が定まらない受験生はこ

の夏ではっきりとした目標（志望校）を決めることが重要となります。目標があるから頑張れるのです。

　今回は、夏休みの過ごし方が大きなテーマでした。6年生にとって夏休みは「天王山」と言われ、どのよう

◆第 3 回合不合判定テスト（9/19 実施）の予告◆
　次回、第3回合不合判定テスト（9/19実施）の父母説明会の主要なテーマは、「2022年入試の展望」の続

編です。2021年入試における変更点を反映し、試験日縛りのもとに実施された今回（7月）の志望動向が、

来年入試を推し量る上で重要になってきます。次回は、今回（7月時点）の志望動向を詳しく分析し、より

具体的にご説明いたします。前回4月から３ヶ月が経過した今回の合不合判定テストでは、より現実的な志

望校選定がなされているはずですので、2022年受験生の具体的な併願パターンの特徴など併せてご報告いた

します。

　また、もう一つの大きなテーマである「過去入試問題対策のコツ」についても詳しくご説明いたします。

に過ごしたかがこの後の学習に大きく影響します。今回の結果を分析し、現在の正確な実力を把握すること

で弱点分野を明確にしてください。テストは結果そのものよりも、見直し・解き直しが重要です。テスト慣

れしていないため思うような点数が取れなかった受験生もいるかもしれません。何よりもその現状を冷静に

受け止め、次に「どのように生かす」のかが最も重要なことなのです。

　長い夏休みはすべてが計画通りに進むとは限りません。特に体調を崩したときなどは予備日を有効に生か

していただき、体力の回復を待って遅れた分を取り戻してください。決して焦ってはいけません。ご父母の

皆様は受験生を信頼し、温かくかつ冷静な目で見つめ、短期的な視点と併せて長期的な視点を持ち、しっか

りリードしてあげてください。

　そして、将来、この中学受験で得られた逞しい翼で、独立自尊の社会・世界に貢献する人財となり、世界

中をはばたかれることを、四谷大塚は願っております。


