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学校情報 

共立女子第二 塾対象説明会ｗｅｂ（２０２０年６月２５日） 

５）入試について 入試広報部主任 戸口先生 

１．２０２０年中学入試結果 

 

１回は２月１日、２回は２月２日に実施。 

２月１日に合格した１７８名中６７名（３８％）が２月２日に奨学生（特待生）を目指して再度受験してい
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る。 

特待生制度の内容・・・人数制限なし 

Ｓ奨学生 合計得点率９０％以上 入学金、授業料、施設設備費を３年間免除。 

Ａ奨学生 合計得点率８５％以上 入学金、授業料、施設設備費を１年間免除。 

Ｂ奨学生 合計得点率８０％以上 授業料の半額を免除。 

 （成績により２年以降も年度毎の認定有り） 

入試動向 

・受験者数が１７％増に。 

・複数回出願、受験者の増加・・・第一志望に受験生が多い 

実受験者２２３名中 

 ４回出願者 ６３名 

 ２月１日午前、午後出願者 ７１名 

 ２月２日奨学生選考再受験者 ６７名・・・１日でＡ、Ｂ奨学生になっていながら、２日にさらに挑戦し

てＳ奨学生になって受験生も数名いる。 

・他校との併願者は大学附属校、女子校との併願が多い 

主な併願校は、私立校では大妻多摩、穎明館、日大三、明大八王子、多摩大聖ヶ丘。公立中高

一貫校では南多摩、立川国際、三鷹、武蔵、相模原中等の順になっている。 

２．２０２１年中学入試要項概要（予定） 

帰国生入試を１回増やす。 

１回午前 ２月１日 ５０名 ２科４科選択 

             ２０名 適性検査 

１回午後 ２月１日 ４０名 ２科 

             １０名 英語またはサイエンス 

２回午前 ２月２日 ２０名 ２科 

２回午後 ２月２日 １０名 ２科 

帰国１  １１月２３日 ５名 ２科・面接 

帰国２   １月 ７日 ５名 ２科・面接 

３．高校入試に関して（省略） 

http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/ 

 

麗澤中高 塾対象説明会ｗｅｂ（２０２０年６月３日） 

３）中学入試について 中学教頭 櫻井先生 

１．２０２０年入試の概況 

東京大学進学を目標とするＡＥコース、難関大学進学を目標とするＥＥコース合わせて、１４０名の

募集を行う。 

叡智＝知識と知性を支える優れた知恵。 

http://www.kyoritsu-wu.ac.jp/nichukou/
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知識の本質を理解した上で、その本質を説明できる受験生に入学してもらうために、大きく３つの変

更を行う。 

・叡智表現力テストを叡智思考力テストと名称を変更し、試験内容を６０分（１００点）から４０分（５０

点）に変更 

・午後入試の集合時間を１４時４５分から１４時３０分に。終了時間を１８時０５分から１７時３０分に

変更。 

・入学試験時選考の特別奨学制度の支給金額を変更。 

       初年度  ２年次  ３年次 

第１種   ８０万   ５０万  ５０万 

第２種   ６０万   ３０万  ３０万 

第３種   ３０万   ――   ―― 

・２０２０年入試結果 

 

中学入試における優遇措置 

帰国生・・・ＡＥコース５点加点、ＥＥコース１５点加点。 

（帰国生＝海外在住１年以上、帰国３年以内） 

複数回受験者で第１回を受験・・・第２回入試以降に５点加点。 

地域別志願者・受験者・合格者 

 

東京からの受験生が前年度２５６から３４３名に。葛飾区、足立区以外の地域からの受験生が増え

る。 

船橋市での受験会場が認知され、千葉市、浦安市からの受験生も増えている。 

２．２０２０年入試結果分析 

国語 第１回（５０分 １００点） 受験者平均４６．７点 
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大問１ 漢字の読み書き（１０点） 平均５．３点 

大問２ 説明文の読解（５０点）  平均２４．４点 

大問３ 物語分の読解（４０点）  平均１６．９点 

入試で問う力 

・語彙力 

・読解力 

・論理的思考力 

合格点を取るポイント 

・大問１で確実に得点する 

・大問２・大問３において「主張」・「主題」を捉える 

・記述力をつけておく 

算数 第１回（５０分 １００点） 受験者平均４７．０点 

大問１ 計算問題（３２点） 平均２５．１点 

大問２ 小問（２４点）    平均８．１点 

大問３ 平面図形（１８点） 平均６．４点 

大問４ 文章題（１５点）   平均３．８点 

大問５ 統合の意味（１１点）平均３．６点 

入試で問う力 

・計算力（素早く、ていねいに） 分数・小数の混ざった四則演算 

・しっかり情報を読み取り、式や図にする力（食塩水の問題を毎年出題するのは、この力をみるた

め） 

・自分の考え方を伝える記述力 大問５ 

合格点を取るポイント 

・大問１、大問２で確実に得点する（両方で５０点以上の配点） 

・大問３～大問５では各大問の（１）で確実に得点する（各大問の（１）は比較的得点しやすい基本問

題） 

・大問５まで手をつけることが大切 

問題例（第１回大問５） 

（１）計算のときによく用いる記号「 ＝ 」の意味を答えなさい。 

（２）（１）をふまえて、下の例を用いて割り算の答え方で気になることを答えなさい。 

  「２９÷７＝４あまり１」 「３７÷９＝４あまり１」  

社会 第１回（３０分 ５０点） 受験者平均２９．２点 

大問１ 地理的分野（９点）  平均５．６点 

大問２ 地理的分野（９点）  平均５．４点 

大問３ 歴史（原始～江戸）（１８点）  平均１０点 

大問４ 歴史（近代）（５点）  平均２．５点 

大問５ 公民（９点）      平均５．７点 
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入試で問う力 

・基礎的知識 

・資料から情報を読み取る力 

・文章化できる表現力 

合格点を取るポイント 

・基本的な語句を問う問題を確実に得点する 

・時事的なテーマにアンテナをはっておく 

理科 第１回（３０分 ５０点） 受験者平均２４．０点 

大問１ 小問（１０点）  平均５．９点 

大問２ 物理分野（１０点） 平均４．３点 

大問３ 化学分野（１０点） 平均６．１点 

大問４ 生物分野（１０点） 平均５．７点 

大問５ 地学分野（１０点） 平均１．３点 

時間が足りなくて最後の問題まで手がつかなかった受験生が多かった。 

入試で問う力 

・基礎的知識 

・論理的な思考力 

・科学への興味・関心 

合格点を取るポイント 

・大問１の小問集合で高得点を目指す 

・大問２～大問５の導入問題（はじめの方の小問）解きやすい傾向の問になっている。 

・定規、消しゴムなどの準備をしっかりとしておく 

英語 第１回（５０点） 受験者平均４３．４点 

インタビュー形式で行われる。 

受験資格として英検３級以上が必要。受験生の７割以上は準２級以上だった。 

英語での会話になれていないため、緊張気味の受験生が多かった。 

出題内容 

・日常会話 

・描写・指示 

 英語による説明を聞いて、それが何かを答える（４問） 

 ２枚のカードから１枚を選び、ある行事について説明する 

 指示を聞き、その通りに行動する 

・質疑応答 

入試で問う力 

・簡単な日常会話 

・事物を英語で説明する力 

・質問を理解し、的確に答える力 
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合格点を取るポイント 

・英語で積極的にコミュニケーションをとる姿勢 

・事物を分析し、説明する力 

・短い文でよいので、主語と動詞のある分をつくる 

・相手が求めていることを冷静に聞き取り理解する 

叡智思考力テスト 第４回（４０分 ５０点） 受験者平均２８．１点 

出題内容 

大問１～大問３ 思考力型の記述テスト 

今回のテーマは「伝統と革新（不易と流行）」 

入試で問う力 

・文章や絵、グラフなどを読み取り、それを踏まえて自分の考えを文章などで表現する力 

３．２０２１年入試要項抜粋 

募集定員１４０名（ＡＥコース、ＥＥコースのコース別人数は調整中） 

第１回 １月２１日 ＡＥ：国算理社 ＥＥ：国算理社または国算英 

第２回 １月２５日 ＡＥ：国算理社 ＥＥ：国算理社または国算英 

第３回 １月２８日午後 ＡＥ・ＥＥ：２科型（国算） 

第４回 ２月１日午後 ＡＥ・ＥＥ：２科型（国算） 

第１回～第３回は本校会場と船橋会場で実施 

第４回は本校会場と秋葉原会場で実施（秋葉原会場の定員１００名を超える場合は本校で） 

第３回と第４回の２科型は思考力型の記述式問題を含む。試験時間も４０分から５０分に。 

午後入試の集合時間を１４時３０分から１５時に変更。 

４．その他 

見学会、体験会、説明会等で来校の際、今年度に限り、車での来校を可に。 

試験範囲について、新型コロナウイルスの影響を考慮し、今後決定次第、公表する。 

４）高校関係に関して（省略） 

https://www.hs.reitaku.jp/ 

                                                               

公開模試情報 

日能研模試７月 志望校選定（６月２８日実施） 

昨年比２．２％の減少。男子は１．９％の減少。女子は２．６％の減少。新型コロナウイルスの影響で模

試の受験を回避した受験生がどの程度いるかはハッキリしないが、減少率が意外と低かったという印

象。 

２科には３科目受験生を含む。 

 

 

https://www.hs.reitaku.jp/
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７月度   年度 2015 2016 2017 2018 2019 2020 前年比 

日能研 男子 ４科 5063 4973 4919 5078 5328 5232   

    ２科 783 734 724 807 805 786 98.1% 

  女子 ４科 5094 5154 4962 5237 5348 5281   

    ２科 515 532 478 562 653 565 97.4% 

  合計   11455 11393 11083 11684 12134 11864 97.8% 

                                                               


