
《 一昨年のパンフレットを元にした送付イメージ 》
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  予想偏差値（　　）一覧合格率
80%2018年中学入試男 子  1月版

～ 12/31 1/1 ～ 19 1/20 ～ 31
偏差
76 ◆海陽（特別給費）12/16《77》 ●西大和学園（東京）1/8 ●渋谷教育学園幕張①1/22

75 ●栄東（東大特待Ⅰ）1/12

74
73 ●千葉県立千葉12/9pm ●市川①1/20

72 ●東邦大東邦（推薦）12/1 ●東邦大東邦（前期）1/21

71 ●千葉県立東葛飾12/9pm                                                                                                 ●栄東（東大Ⅱ）1/18

70                                                                                         ●江戸川取手①医科1/17   昭和秀英（午後特別･一般）1/20pm

69 ●昭和秀英①一志12/1                                                                                         ●江戸川取手①東大1/17   市川（英語）1/20  ●昭和秀英②一般1/22

68 ●愛光（東京入試）1/7  ●函館ラ・サール①1/8  ●栄東Ａ1/10  ●栄東Ｂ1/16 ●江戸川取手②医科1/25

67 ●開智（先端特待）1/11                                                         ●江戸川取手①難関1/17 ●立教新座①1/25

66 ●開智②1/12  ●開智（先端Ａ）1/15 ●芝浦工大柏①GS1/23  ●江戸川取手②東大1/25  ●芝浦工大柏②GS1/27

65
●北嶺（東京会場）1/7  ●開智①1/10 ●千葉大学附属1/22  ●開智（先端Ｂ）1/23

64 ●茨城県立並木1/6  ●さいたま市立浦和1/13 ●専大松戸①1/20  ●芝浦工大柏①一般1/23  ●専大松戸②1/26

                                                               ●千葉市立稲毛1/27

63
●江戸川取手②難関1/25

62 ●大宮開成①特待1/12                                                         ●芝浦工大柏②一般1/27

61 ◆海陽①（東京）12/23 ●佐久長聖②東京1/9  ◆星野学園①理数1/10pm

60 ●佐久長聖①東京1/8  ※城北埼玉（特待）1/10pm  西武文理（特選特待）1/10pm  ●埼玉県立伊奈学園1/13 ●麗澤①AE1/21

59
58 ◆海陽②（東京）1/6  ●早稲田佐賀①首都圏1/7  ●土佐塾（東京）1/8  ●星野学園②理数1/11 ★麗澤①EE1/21  ●麗澤②AE1/25

57 ●早稲田摂陵①関東1/8  ●大宮開成①英数1/10 ★麗澤②EE1/25

56 ●茗溪学園（一般①）1/7  ●西武文理①特選1/10  星野学園①進学1/10

55 ●県立日立第一1/6  ●昌平Ｔｸﾗｽ①1/10pm  埼玉栄④医学1/11pm  星野②進学1/11pm  ●西武文理②特選1/12  ●大宮開成②英数1/14  ★星野（総合）1/14

54   静岡聖光（特待）1/8pm  ●埼玉栄①医学1/10  埼玉栄②医学1/10pm  ●城西川越①特選1/10pm  ★西武台新座（特待）1/11pm   茗溪学園（一般②）1/27

53 ●昌平Ｔｸﾗｽ②1/12  ●早稲田摂陵②関東1/13                            ●西武文理③特選1/17 ●成田高校付（一般）1/24

52 ●成田（第一志望）12/1  茗溪学園（推薦）12/16 ●大宮開成①特進1/10  ●西武文理①一貫1/10  ●城西川越②特選1/11  ◆開智未来Ａ未来1/11pm  ●城北埼玉①1/12  ●大宮開成②特進1/14   西武文理④特選1/22  八千代松陰２５日

51

50 ●茨城県立古河1/6  ●常総学院①ＡＤ1/8  ●狭山ヶ丘高校付①1/10  埼玉栄②難関1/10pm

★西武台新座①特選1/10pm  ●獨協埼玉①1/11  ●春日部共栄②PM1/11pm  埼玉栄④難関1/11pm

  八千代松陰２０日

49
●茨城大学附属12/9 ●春日部共栄①AM1/10  ★西武台新座①特進1/10  開智未来①1/10pm

  Ｒ東京農大三②特待1/10pm  ★開智未来Ｂ未来1/12pm  ●城北埼玉②1/15

★八千代松陰２１日                                   ★常総学院②AD1/30

48
●秀光（東京選抜）1/8  ●埼玉栄①難関1/10  ●春日部共栄①PM1/10pm  ★春日部共栄②AM1/11  ●埼玉栄③医学1/11

●埼玉栄③難関1/11  ●西武文理②一貫1/12  ★昌平③1/13  ★西武台新座②特選1/14  春日部共栄③1/15

47
★埼玉栄①進学1/10  ★東京農大三①特待1/10  ★昌平②1/11  ●狭山ヶ丘高付②1/12

●獨協埼玉②1/12        ●西武文理③一貫1/17  西武文理（得意）1/17  ●獨協埼玉③1/17

  西武文理（適性）1/20  ●千葉日大一②1/26

46
  日出学園（推薦）12/1 ●清真学園1/6  ●浦和実業①AM特待1/10  ★昌平①1/10  開智未来①探究1/11  ★西武台新座②特進1/11

★東京農大三③1/11  ●浦和実業②AM特待1/12  開智未来②探究1/12  ●狭山ヶ丘高付③1/16

●千葉日大一①1/21  ★日出学園②1/23         東京農大三④1/27

45
★水戸英宏Ｂ一般11/26 ★武南①AM1/10  浦和実業①PM特待1/10pm  浦和実業②PM特待1/12pm

                                                                        ●城北埼玉③1/18  ★開智未来②1/19

★日出学園①1/20  ★二松學舎柏③1/22  ★千葉明徳（特待）1/24  

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ★西武台新座（ﾁｬﾚﾝｼﾞ）1/25

44
●千葉日（一志）12/1

  常総（推･専AD）12/3

●常総（適性AD）12/9

●水戸英宏Ｃ一般1/4  ★静岡聖光①本校1/6  ●智学館②一般1/6  ★長崎日大（関東）1/7  

★静岡聖光①東京1/9  ★城西川越①総合1/10  ★武南①PM1/10pm  ●昌平（適性）1/11pm

★二松學舎柏②1/20pm  ★東海大浦安Ｂ1/24

                                                              水戸英宏Ｄ一般1/27

                                                               ★常総学院②ST1/30

43

●水戸英宏Ａ一11/18  ★國學栃①一11/19  ●智学館①一11/19

智学館①英11/19  ★佐野日①一11/25  ●土浦（千SAT）12/2

八千代松陰（学推）12/2  ★西武千（1志･特）12/3  ★佐野日大②一12/9

★國學栃②一12/10  國學栃②英12/10  ●土浦日大（茨城SAT）12/16

●土浦日大①一般1/6  ★本庄東①1/10  浦和実業①適性1/11  浦和実業（英語）1/12  ★武南②1/12

●聖望学園③適性1/13  ●浦和実業②適性1/14  ★武南③1/15                    ★聖望学園④1/18

  智学館③一般1/20  千葉明徳（適性）1/20  ●東海大浦安Ａ1/20

●浦和実業③1/21  ★國學院栃木③一般1/21  静岡聖光②1/21

                             ★二松學舎柏④1/24  ●土浦日大②一般1/25

                                                                     ★本庄東③1/27

42
●智学館①適性11/19

  二松學舎柏（一志）12/1

  佐野日大③一般1/5  ★東京成徳深谷①1/10  ★埼玉栄②進学1/11  ●埼玉平成②1/13

★聖望学園③1/13  本庄東②1/13

★二松學舎柏①1/20  ★昭和学院（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）1/25

                                                             佐野日大④一般1/27

41
●東海大浦安（推薦）12/1  ●東洋大牛久（専願）12/2

常総学院（推･専ST）12/3  ●常総学院（適性ST）12/9

●東洋大牛久①1/5  ●常総学院①ST1/8  国際学院①専願1/10  ★聖望学園①1/10  ★国際学院②特待1/10pm  国際学院②英語1/10pm  ★埼玉平成①PM1/10pm

★東京成徳深谷②1/11pm  ★国際学院④特待1/12pm  ★聖望学園②1/12pm  ★城西川越③総合1/13  ★東京成徳深谷③1/13  ★本庄第一②一般1/14

  暁星国際①1/20  ●東洋大牛久②1/20pm

★西武台千葉①特選1/21                        ★東京成徳深谷④1/27

40
●土浦日大（推薦）12/9 ★国際学院①一般1/10  ★埼玉平成①AM1/10  ★聖望学園①専願1/10  本庄第一①単願1/10

●国際学院③適性1/11  城西川越②総合1/11pm  ★埼玉栄③進学1/13  ★埼玉栄④進学1/14

★国際学院⑤一般1/20  ★志学館Ａ1/20  昭和学院（一般）1/20  昭和学院（ﾌ ﾚ゚ｾ ﾝ゙）1/20  昭和学院（適性）1/21

★千葉明徳①一般1/21  千葉明徳（ﾙｰﾌ ﾘ゙ｯｸ）1/21pm  ★志学館Ｂ1/23  ★千葉明徳②一般1/24  ★埼玉平成③1/27

39
★昭和学院①推薦12/1

  千葉明徳（１志）12/1

  秀明①1/10   秀明八千代Ａ1/20  ★西武台千葉①進学1/20  秀明八千代Ｂ1/28

38
  翔凜（推薦）12/1  ●秀明（奨学）12/3

★西武台千葉（1志･進学）12/3

  浦和ルーテル①1/10pm  浦和ルーテル②1/13   霞ヶ浦②一般1/20  翔凜（一般）1/21  自由の森Ｃ①1/22

37
  昭和学院②推薦12/6

  霞ヶ浦①一般12/17

★宮崎日大（首都圏）1/8  自由の森Ａ1/13  自由の森Ｂ1/13 ●自由の森Ｘ1/23

36

  予想偏差値（　　）一覧合格率
80%2018年中学入試男 子  1月版

～ 12/31 1/1 ～ 19 1/20 ～ 31
偏差
76 ◆海陽（特別給費）12/16《77》 ●西大和学園（東京）1/8 ●渋谷教育学園幕張①1/22

75 ●栄東（東大特待Ⅰ）1/12

74
73 ●千葉県立千葉12/9pm ●市川①1/20

72 ●東邦大東邦（推薦）12/1 ●東邦大東邦（前期）1/21

71 ●千葉県立東葛飾12/9pm                                                                                                 ●栄東（東大Ⅱ）1/18

70                                                                                         ●江戸川取手①医科1/17   昭和秀英（午後特別･一般）1/20pm

69 ●昭和秀英①一志12/1                                                                                         ●江戸川取手①東大1/17   市川（英語）1/20  ●昭和秀英②一般1/22

68 ●愛光（東京入試）1/7  ●函館ラ・サール①1/8  ●栄東Ａ1/10  ●栄東Ｂ1/16 ●江戸川取手②医科1/25

67 ●開智（先端特待）1/11                                                         ●江戸川取手①難関1/17 ●立教新座①1/25

66 ●開智②1/12  ●開智（先端Ａ）1/15 ●芝浦工大柏①GS1/23  ●江戸川取手②東大1/25  ●芝浦工大柏②GS1/27

65
●北嶺（東京会場）1/7  ●開智①1/10 ●千葉大学附属1/22  ●開智（先端Ｂ）1/23

64 ●茨城県立並木1/6  ●さいたま市立浦和1/13 ●専大松戸①1/20  ●芝浦工大柏①一般1/23  ●専大松戸②1/26

                                                               ●千葉市立稲毛1/27

63
●江戸川取手②難関1/25

62 ●大宮開成①特待1/12                                                         ●芝浦工大柏②一般1/27

61 ◆海陽①（東京）12/23 ●佐久長聖②東京1/9  ◆星野学園①理数1/10pm

60 ●佐久長聖①東京1/8  ※城北埼玉（特待）1/10pm  西武文理（特選特待）1/10pm  ●埼玉県立伊奈学園1/13 ●麗澤①AE1/21

59
58 ◆海陽②（東京）1/6  ●早稲田佐賀①首都圏1/7  ●土佐塾（東京）1/8  ●星野学園②理数1/11 ★麗澤①EE1/21  ●麗澤②AE1/25

57 ●早稲田摂陵①関東1/8  ●大宮開成①英数1/10 ★麗澤②EE1/25

56 ●茗溪学園（一般①）1/7  ●西武文理①特選1/10  星野学園①進学1/10

55 ●県立日立第一1/6  ●昌平Ｔｸﾗｽ①1/10pm  埼玉栄④医学1/11pm  星野②進学1/11pm  ●西武文理②特選1/12  ●大宮開成②英数1/14  ★星野（総合）1/14

54   静岡聖光（特待）1/8pm  ●埼玉栄①医学1/10  埼玉栄②医学1/10pm  ●城西川越①特選1/10pm  ★西武台新座（特待）1/11pm   茗溪学園（一般②）1/27

53 ●昌平Ｔｸﾗｽ②1/12  ●早稲田摂陵②関東1/13                            ●西武文理③特選1/17 ●成田高校付（一般）1/24

52 ●成田（第一志望）12/1  茗溪学園（推薦）12/16 ●大宮開成①特進1/10  ●西武文理①一貫1/10  ●城西川越②特選1/11  ◆開智未来Ａ未来1/11pm  ●城北埼玉①1/12  ●大宮開成②特進1/14   西武文理④特選1/22  八千代松陰２５日

51

50 ●茨城県立古河1/6  ●常総学院①ＡＤ1/8  ●狭山ヶ丘高校付①1/10  埼玉栄②難関1/10pm

★西武台新座①特選1/10pm  ●獨協埼玉①1/11  ●春日部共栄②PM1/11pm  埼玉栄④難関1/11pm

  八千代松陰２０日

49
●茨城大学附属12/9 ●春日部共栄①AM1/10  ★西武台新座①特進1/10  開智未来①1/10pm

  Ｒ東京農大三②特待1/10pm  ★開智未来Ｂ未来1/12pm  ●城北埼玉②1/15

★八千代松陰２１日                                   ★常総学院②AD1/30

48
●秀光（東京選抜）1/8  ●埼玉栄①難関1/10  ●春日部共栄①PM1/10pm  ★春日部共栄②AM1/11  ●埼玉栄③医学1/11

●埼玉栄③難関1/11  ●西武文理②一貫1/12  ★昌平③1/13  ★西武台新座②特選1/14  春日部共栄③1/15

47
★埼玉栄①進学1/10  ★東京農大三①特待1/10  ★昌平②1/11  ●狭山ヶ丘高付②1/12

●獨協埼玉②1/12        ●西武文理③一貫1/17  西武文理（得意）1/17  ●獨協埼玉③1/17

  西武文理（適性）1/20  ●千葉日大一②1/26

46
  日出学園（推薦）12/1 ●清真学園1/6  ●浦和実業①AM特待1/10  ★昌平①1/10  開智未来①探究1/11  ★西武台新座②特進1/11

★東京農大三③1/11  ●浦和実業②AM特待1/12  開智未来②探究1/12  ●狭山ヶ丘高付③1/16

●千葉日大一①1/21  ★日出学園②1/23         東京農大三④1/27

45
★水戸英宏Ｂ一般11/26 ★武南①AM1/10  浦和実業①PM特待1/10pm  浦和実業②PM特待1/12pm

                                                                        ●城北埼玉③1/18  ★開智未来②1/19

★日出学園①1/20  ★二松學舎柏③1/22  ★千葉明徳（特待）1/24  

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ★西武台新座（ﾁｬﾚﾝｼﾞ）1/25

44
●千葉日（一志）12/1

  常総（推･専AD）12/3

●常総（適性AD）12/9

●水戸英宏Ｃ一般1/4  ★静岡聖光①本校1/6  ●智学館②一般1/6  ★長崎日大（関東）1/7  

★静岡聖光①東京1/9  ★城西川越①総合1/10  ★武南①PM1/10pm  ●昌平（適性）1/11pm

★二松學舎柏②1/20pm  ★東海大浦安Ｂ1/24

                                                              水戸英宏Ｄ一般1/27

                                                               ★常総学院②ST1/30

43

●水戸英宏Ａ一11/18  ★國學栃①一11/19  ●智学館①一11/19

智学館①英11/19  ★佐野日①一11/25  ●土浦（千SAT）12/2

八千代松陰（学推）12/2  ★西武千（1志･特）12/3  ★佐野日大②一12/9

★國學栃②一12/10  國學栃②英12/10  ●土浦日大（茨城SAT）12/16

●土浦日大①一般1/6  ★本庄東①1/10  浦和実業①適性1/11  浦和実業（英語）1/12  ★武南②1/12

●聖望学園③適性1/13  ●浦和実業②適性1/14  ★武南③1/15                    ★聖望学園④1/18

  智学館③一般1/20  千葉明徳（適性）1/20  ●東海大浦安Ａ1/20

●浦和実業③1/21  ★國學院栃木③一般1/21  静岡聖光②1/21

                             ★二松學舎柏④1/24  ●土浦日大②一般1/25

                                                                     ★本庄東③1/27

42
●智学館①適性11/19

  二松學舎柏（一志）12/1

  佐野日大③一般1/5  ★東京成徳深谷①1/10  ★埼玉栄②進学1/11  ●埼玉平成②1/13

★聖望学園③1/13  本庄東②1/13

★二松學舎柏①1/20  ★昭和学院（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）1/25

                                                             佐野日大④一般1/27

41
●東海大浦安（推薦）12/1  ●東洋大牛久（専願）12/2

常総学院（推･専ST）12/3  ●常総学院（適性ST）12/9

●東洋大牛久①1/5  ●常総学院①ST1/8  国際学院①専願1/10  ★聖望学園①1/10  ★国際学院②特待1/10pm  国際学院②英語1/10pm  ★埼玉平成①PM1/10pm

★東京成徳深谷②1/11pm  ★国際学院④特待1/12pm  ★聖望学園②1/12pm  ★城西川越③総合1/13  ★東京成徳深谷③1/13  ★本庄第一②一般1/14

  暁星国際①1/20  ●東洋大牛久②1/20pm

★西武台千葉①特選1/21                        ★東京成徳深谷④1/27

40
●土浦日大（推薦）12/9 ★国際学院①一般1/10  ★埼玉平成①AM1/10  ★聖望学園①専願1/10  本庄第一①単願1/10

●国際学院③適性1/11  城西川越②総合1/11pm  ★埼玉栄③進学1/13  ★埼玉栄④進学1/14

★国際学院⑤一般1/20  ★志学館Ａ1/20  昭和学院（一般）1/20  昭和学院（ﾌ ﾚ゚ｾ ﾝ゙）1/20  昭和学院（適性）1/21

★千葉明徳①一般1/21  千葉明徳（ﾙｰﾌ ﾘ゙ｯｸ）1/21pm  ★志学館Ｂ1/23  ★千葉明徳②一般1/24  ★埼玉平成③1/27

39
★昭和学院①推薦12/1

  千葉明徳（１志）12/1

  秀明①1/10   秀明八千代Ａ1/20  ★西武台千葉①進学1/20  秀明八千代Ｂ1/28

38
  翔凜（推薦）12/1  ●秀明（奨学）12/3

★西武台千葉（1志･進学）12/3

  浦和ルーテル①1/10pm  浦和ルーテル②1/13   霞ヶ浦②一般1/20  翔凜（一般）1/21  自由の森Ｃ①1/22

37
  昭和学院②推薦12/6

  霞ヶ浦①一般12/17

★宮崎日大（首都圏）1/8  自由の森Ａ1/13  自由の森Ｂ1/13 ●自由の森Ｘ1/23

36

  予想偏差値（　　）一覧合格率
80%2018年中学入試男 子  1月版

～ 12/31 1/1 ～ 19 1/20 ～ 31
偏差
76 ◆海陽（特別給費）12/16《77》 ●西大和学園（東京）1/8 ●渋谷教育学園幕張①1/22

75 ●栄東（東大特待Ⅰ）1/12

74
73 ●千葉県立千葉12/9pm ●市川①1/20

72 ●東邦大東邦（推薦）12/1 ●東邦大東邦（前期）1/21

71 ●千葉県立東葛飾12/9pm                                                                                                 ●栄東（東大Ⅱ）1/18

70                                                                                         ●江戸川取手①医科1/17   昭和秀英（午後特別･一般）1/20pm

69 ●昭和秀英①一志12/1                                                                                         ●江戸川取手①東大1/17   市川（英語）1/20  ●昭和秀英②一般1/22

68 ●愛光（東京入試）1/7  ●函館ラ・サール①1/8  ●栄東Ａ1/10  ●栄東Ｂ1/16 ●江戸川取手②医科1/25

67 ●開智（先端特待）1/11                                                         ●江戸川取手①難関1/17 ●立教新座①1/25

66 ●開智②1/12  ●開智（先端Ａ）1/15 ●芝浦工大柏①GS1/23  ●江戸川取手②東大1/25  ●芝浦工大柏②GS1/27

65
●北嶺（東京会場）1/7  ●開智①1/10 ●千葉大学附属1/22  ●開智（先端Ｂ）1/23

64 ●茨城県立並木1/6  ●さいたま市立浦和1/13 ●専大松戸①1/20  ●芝浦工大柏①一般1/23  ●専大松戸②1/26

                                                               ●千葉市立稲毛1/27

63
●江戸川取手②難関1/25

62 ●大宮開成①特待1/12                                                         ●芝浦工大柏②一般1/27

61 ◆海陽①（東京）12/23 ●佐久長聖②東京1/9  ◆星野学園①理数1/10pm

60 ●佐久長聖①東京1/8  ※城北埼玉（特待）1/10pm  西武文理（特選特待）1/10pm  ●埼玉県立伊奈学園1/13 ●麗澤①AE1/21

59
58 ◆海陽②（東京）1/6  ●早稲田佐賀①首都圏1/7  ●土佐塾（東京）1/8  ●星野学園②理数1/11 ★麗澤①EE1/21  ●麗澤②AE1/25

57 ●早稲田摂陵①関東1/8  ●大宮開成①英数1/10 ★麗澤②EE1/25

56 ●茗溪学園（一般①）1/7  ●西武文理①特選1/10  星野学園①進学1/10

55 ●県立日立第一1/6  ●昌平Ｔｸﾗｽ①1/10pm  埼玉栄④医学1/11pm  星野②進学1/11pm  ●西武文理②特選1/12  ●大宮開成②英数1/14  ★星野（総合）1/14

54   静岡聖光（特待）1/8pm  ●埼玉栄①医学1/10  埼玉栄②医学1/10pm  ●城西川越①特選1/10pm  ★西武台新座（特待）1/11pm   茗溪学園（一般②）1/27

53 ●昌平Ｔｸﾗｽ②1/12  ●早稲田摂陵②関東1/13                            ●西武文理③特選1/17 ●成田高校付（一般）1/24

52 ●成田（第一志望）12/1  茗溪学園（推薦）12/16 ●大宮開成①特進1/10  ●西武文理①一貫1/10  ●城西川越②特選1/11  ◆開智未来Ａ未来1/11pm  ●城北埼玉①1/12  ●大宮開成②特進1/14   西武文理④特選1/22  八千代松陰２５日

51

50 ●茨城県立古河1/6  ●常総学院①ＡＤ1/8  ●狭山ヶ丘高校付①1/10  埼玉栄②難関1/10pm

★西武台新座①特選1/10pm  ●獨協埼玉①1/11  ●春日部共栄②PM1/11pm  埼玉栄④難関1/11pm

  八千代松陰２０日

49
●茨城大学附属12/9 ●春日部共栄①AM1/10  ★西武台新座①特進1/10  開智未来①1/10pm

  Ｒ東京農大三②特待1/10pm  ★開智未来Ｂ未来1/12pm  ●城北埼玉②1/15

★八千代松陰２１日                                   ★常総学院②AD1/30

48
●秀光（東京選抜）1/8  ●埼玉栄①難関1/10  ●春日部共栄①PM1/10pm  ★春日部共栄②AM1/11  ●埼玉栄③医学1/11

●埼玉栄③難関1/11  ●西武文理②一貫1/12  ★昌平③1/13  ★西武台新座②特選1/14  春日部共栄③1/15

47
★埼玉栄①進学1/10  ★東京農大三①特待1/10  ★昌平②1/11  ●狭山ヶ丘高付②1/12

●獨協埼玉②1/12        ●西武文理③一貫1/17  西武文理（得意）1/17  ●獨協埼玉③1/17

  西武文理（適性）1/20  ●千葉日大一②1/26

46
  日出学園（推薦）12/1 ●清真学園1/6  ●浦和実業①AM特待1/10  ★昌平①1/10  開智未来①探究1/11  ★西武台新座②特進1/11

★東京農大三③1/11  ●浦和実業②AM特待1/12  開智未来②探究1/12  ●狭山ヶ丘高付③1/16

●千葉日大一①1/21  ★日出学園②1/23         東京農大三④1/27

45
★水戸英宏Ｂ一般11/26 ★武南①AM1/10  浦和実業①PM特待1/10pm  浦和実業②PM特待1/12pm

                                                                        ●城北埼玉③1/18  ★開智未来②1/19

★日出学園①1/20  ★二松學舎柏③1/22  ★千葉明徳（特待）1/24  

　　　　　　　　　　　　　　　　　 ★西武台新座（ﾁｬﾚﾝｼﾞ）1/25

44
●千葉日（一志）12/1

  常総（推･専AD）12/3

●常総（適性AD）12/9

●水戸英宏Ｃ一般1/4  ★静岡聖光①本校1/6  ●智学館②一般1/6  ★長崎日大（関東）1/7  

★静岡聖光①東京1/9  ★城西川越①総合1/10  ★武南①PM1/10pm  ●昌平（適性）1/11pm

★二松學舎柏②1/20pm  ★東海大浦安Ｂ1/24

                                                              水戸英宏Ｄ一般1/27

                                                               ★常総学院②ST1/30

43

●水戸英宏Ａ一11/18  ★國學栃①一11/19  ●智学館①一11/19

智学館①英11/19  ★佐野日①一11/25  ●土浦（千SAT）12/2

八千代松陰（学推）12/2  ★西武千（1志･特）12/3  ★佐野日大②一12/9

★國學栃②一12/10  國學栃②英12/10  ●土浦日大（茨城SAT）12/16

●土浦日大①一般1/6  ★本庄東①1/10  浦和実業①適性1/11  浦和実業（英語）1/12  ★武南②1/12

●聖望学園③適性1/13  ●浦和実業②適性1/14  ★武南③1/15                    ★聖望学園④1/18

  智学館③一般1/20  千葉明徳（適性）1/20  ●東海大浦安Ａ1/20

●浦和実業③1/21  ★國學院栃木③一般1/21  静岡聖光②1/21

                             ★二松學舎柏④1/24  ●土浦日大②一般1/25

                                                                     ★本庄東③1/27

42
●智学館①適性11/19

  二松學舎柏（一志）12/1

  佐野日大③一般1/5  ★東京成徳深谷①1/10  ★埼玉栄②進学1/11  ●埼玉平成②1/13

★聖望学園③1/13  本庄東②1/13

★二松學舎柏①1/20  ★昭和学院（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ）1/25

                                                             佐野日大④一般1/27

41
●東海大浦安（推薦）12/1  ●東洋大牛久（専願）12/2

常総学院（推･専ST）12/3  ●常総学院（適性ST）12/9

●東洋大牛久①1/5  ●常総学院①ST1/8  国際学院①専願1/10  ★聖望学園①1/10  ★国際学院②特待1/10pm  国際学院②英語1/10pm  ★埼玉平成①PM1/10pm

★東京成徳深谷②1/11pm  ★国際学院④特待1/12pm  ★聖望学園②1/12pm  ★城西川越③総合1/13  ★東京成徳深谷③1/13  ★本庄第一②一般1/14

  暁星国際①1/20  ●東洋大牛久②1/20pm

★西武台千葉①特選1/21                        ★東京成徳深谷④1/27

40
●土浦日大（推薦）12/9 ★国際学院①一般1/10  ★埼玉平成①AM1/10  ★聖望学園①専願1/10  本庄第一①単願1/10

●国際学院③適性1/11  城西川越②総合1/11pm  ★埼玉栄③進学1/13  ★埼玉栄④進学1/14

★国際学院⑤一般1/20  ★志学館Ａ1/20  昭和学院（一般）1/20  昭和学院（ﾌ ﾚ゚ｾ ﾝ゙）1/20  昭和学院（適性）1/21

★千葉明徳①一般1/21  千葉明徳（ﾙｰﾌ ﾘ゙ｯｸ）1/21pm  ★志学館Ｂ1/23  ★千葉明徳②一般1/24  ★埼玉平成③1/27

39
★昭和学院①推薦12/1

  千葉明徳（１志）12/1

  秀明①1/10   秀明八千代Ａ1/20  ★西武台千葉①進学1/20  秀明八千代Ｂ1/28

38
  翔凜（推薦）12/1  ●秀明（奨学）12/3

★西武台千葉（1志･進学）12/3

  浦和ルーテル①1/10pm  浦和ルーテル②1/13   霞ヶ浦②一般1/20  翔凜（一般）1/21  自由の森Ｃ①1/22

37
  昭和学院②推薦12/6

  霞ヶ浦①一般12/17

★宮崎日大（首都圏）1/8  自由の森Ａ1/13  自由の森Ｂ1/13 ●自由の森Ｘ1/23

36

  予想偏差値（　　）一覧合格率
80%2018年中学入試男 子  1月版

～ 12/31 1/1 ～ 19 1/20 ～ 31
偏差
76 ◆海陽（特別給費）12/16《77》 ●西大和学園（東京）1/8 ●渋谷教育学園幕張①1/22

75 ●栄東（東大特待Ⅰ）1/12

74
73 ●千葉県立千葉12/9pm ●市川①1/20

72 ●東邦大東邦（推薦）12/1 ●東邦大東邦（前期）1/21

71 ●千葉県立東葛飾12/9pm                                                                                                 ●栄東（東大Ⅱ）1/18

70                                                                                         ●江戸川取手①医科1/17   昭和秀英（午後特別･一般）1/20pm

69 ●昭和秀英①一志12/1                                                                                         ●江戸川取手①東大1/17   市川（英語）1/20  ●昭和秀英②一般1/22

68 ●愛光（東京入試）1/7  ●函館ラ・サール①1/8  ●栄東Ａ1/10  ●栄東Ｂ1/16 ●江戸川取手②医科1/25

67 ●開智（先端特待）1/11                                                         ●江戸川取手①難関1/17 ●立教新座①1/25

66 ●開智②1/12  ●開智（先端Ａ）1/15 ●芝浦工大柏①GS1/23  ●江戸川取手②東大1/25  ●芝浦工大柏②GS1/27

65
●北嶺（東京会場）1/7  ●開智①1/10 ●千葉大学附属1/22  ●開智（先端Ｂ）1/23

64 ●茨城県立並木1/6  ●さいたま市立浦和1/13 ●専大松戸①1/20  ●芝浦工大柏①一般1/23  ●専大松戸②1/26

                                                               ●千葉市立稲毛1/27

63
●江戸川取手②難関1/25

62 ●大宮開成①特待1/12                                                         ●芝浦工大柏②一般1/27

61 ◆海陽①（東京）12/23 ●佐久長聖②東京1/9  ◆星野学園①理数1/10pm

60 ●佐久長聖①東京1/8  ※城北埼玉（特待）1/10pm  西武文理（特選特待）1/10pm  ●埼玉県立伊奈学園1/13 ●麗澤①AE1/21

59
58 ◆海陽②（東京）1/6  ●早稲田佐賀①首都圏1/7  ●土佐塾（東京）1/8  ●星野学園②理数1/11 ★麗澤①EE1/21  ●麗澤②AE1/25

57 ●早稲田摂陵①関東1/8  ●大宮開成①英数1/10 ★麗澤②EE1/25

56 ●茗溪学園（一般①）1/7  ●西武文理①特選1/10  星野学園①進学1/10

55 ●県立日立第一1/6  ●昌平Ｔｸﾗｽ①1/10pm  埼玉栄④医学1/11pm  星野②進学1/11pm  ●西武文理②特選1/12  ●大宮開成②英数1/14  ★星野（総合）1/14

54   静岡聖光（特待）1/8pm  ●埼玉栄①医学1/10  埼玉栄②医学1/10pm  ●城西川越①特選1/10pm  ★西武台新座（特待）1/11pm   茗溪学園（一般②）1/27

53 ●昌平Ｔｸﾗｽ②1/12  ●早稲田摂陵②関東1/13                            ●西武文理③特選1/17 ●成田高校付（一般）1/24

52 ●成田（第一志望）12/1  茗溪学園（推薦）12/16 ●大宮開成①特進1/10  ●西武文理①一貫1/10  ●城西川越②特選1/11  ◆開智未来Ａ未来1/11pm  ●城北埼玉①1/12  ●大宮開成②特進1/14   西武文理④特選1/22  八千代松陰２５日

51

50 ●茨城県立古河1/6  ●常総学院①ＡＤ1/8  ●狭山ヶ丘高校付①1/10  埼玉栄②難関1/10pm

★西武台新座①特選1/10pm  ●獨協埼玉①1/11  ●春日部共栄②PM1/11pm  埼玉栄④難関1/11pm

  八千代松陰２０日

49
●茨城大学附属12/9 ●春日部共栄①AM1/10  ★西武台新座①特進1/10  開智未来①1/10pm
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★八千代松陰２１日                                   ★常総学院②AD1/30
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47
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46
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45
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44
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42
●智学館①適性11/19
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  佐野日大③一般1/5  ★東京成徳深谷①1/10  ★埼玉栄②進学1/11  ●埼玉平成②1/13
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41
●東海大浦安（推薦）12/1  ●東洋大牛久（専願）12/2
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●東洋大牛久①1/5  ●常総学院①ST1/8  国際学院①専願1/10  ★聖望学園①1/10  ★国際学院②特待1/10pm  国際学院②英語1/10pm  ★埼玉平成①PM1/10pm

★東京成徳深谷②1/11pm  ★国際学院④特待1/12pm  ★聖望学園②1/12pm  ★城西川越③総合1/13  ★東京成徳深谷③1/13  ★本庄第一②一般1/14

  暁星国際①1/20  ●東洋大牛久②1/20pm
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40
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★国際学院⑤一般1/20  ★志学館Ａ1/20  昭和学院（一般）1/20  昭和学院（ﾌ ﾚ゚ｾ ﾝ゙）1/20  昭和学院（適性）1/21

★千葉明徳①一般1/21  千葉明徳（ﾙｰﾌ ﾘ゙ｯｸ）1/21pm  ★志学館Ｂ1/23  ★千葉明徳②一般1/24  ★埼玉平成③1/27

39
★昭和学院①推薦12/1

  千葉明徳（１志）12/1

  秀明①1/10   秀明八千代Ａ1/20  ★西武台千葉①進学1/20  秀明八千代Ｂ1/28

38
  翔凜（推薦）12/1  ●秀明（奨学）12/3

★西武台千葉（1志･進学）12/3

  浦和ルーテル①1/10pm  浦和ルーテル②1/13   霞ヶ浦②一般1/20  翔凜（一般）1/21  自由の森Ｃ①1/22

37
  昭和学院②推薦12/6

  霞ヶ浦①一般12/17

★宮崎日大（首都圏）1/8  自由の森Ａ1/13  自由の森Ｂ1/13 ●自由の森Ｘ1/23

36

4月 小6統一合判＆総合パンフ一体型
（偏差値＆入試情報掲載）

①7月 小6小5統一合判＆総合パンフ一体型（偏差値＆入試情報掲載）
②7月 小6公立中高一貫校パンフ（入試情報掲載）

①9月と10月 小6小5統一合判＆総合パンフ一体型（偏差値＆入試情報掲載）
②9月と11月 小6小5公立中高一貫校パンフ（入試情報掲載）

①11月と12月と1月 小6小5統一合判＆総合パンフ一体型（偏差値＆入試情報掲載）
②10月 小6小5最難関模試パンフ（入試情報掲載）

日本工大駒場中が来春も5種類の多様な入試を実施！

　日本工業大学駒場中学校〈東京･目黒区〉は、様々なタイプの受験準
備（受験勉強）をしてきた小学生に向けて、適性検査型入試、自己ア
ピール入試（1科選択）、得意２科選択入試（英語も含む）、2科目入試、
４科目入試を行い各自の得意な科目や形式を生かして受験しやすい
入試形態で、広く門戸を開いてくれています。同校Webサイトにバ
ナーが貼られている「適性検査型入試特集」というページには、同校
の「適性検査型入試」のコンセプトや特徴なども詳しく解説されてい
ます。
　近年「日駒新教育構想」を打ちだし、急速な進化を遂げている学校
として注目を集めています。

スピーチ＆インタビュー形式の英語入試を新設！目白研心

　目白研心中学校・高等学校（東京・新宿区）は、2018年入
試において、「英語スピーチ入試」を実施することを発表い
たしました。「英語力を伸ばす環境」があると定評がある目
白研心に、小学生で学んだ英会話を生かして入試に挑むこ
とが、この「英語スピーチ入試」の新設によってできるよう
になりました。
「英語スピーチ入試」はスピーチとインタビュー形式で行わ
れます。150 ～ 300word程度の原稿を事前に用意しスピー
チします。スピーチの後に、内容に関する質問やコミュニ
ケーション能力を測る質問にインタビュー形式で答えてい
くという内容です。同校のホームページに動画付きで詳し
く説明されています。

⇒
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とが、この「英語スピーチ入試」の新設によってできるよう
になりました。
「英語スピーチ入試」はスピーチとインタビュー形式で行わ
れます。150 ～ 300word程度の原稿を事前に用意しスピー
チします。スピーチの後に、内容に関する質問やコミュニ
ケーション能力を測る質問にインタビュー形式で答えてい
くという内容です。同校のホームページに動画付きで詳し
く説明されています。

日本工大駒場中が来春も5種類の多様な入試を実施！

　日本工業大学駒場中学校〈東京･目黒区〉は、様々なタイプの受験準
備（受験勉強）をしてきた小学生に向けて、適性検査型入試、自己ア
ピール入試（1科選択）、得意２科選択入試（英語も含む）、2科目入試、
４科目入試を行い各自の得意な科目や形式を生かして受験しやすい
入試形態で、広く門戸を開いてくれています。同校Webサイトにバ
ナーが貼られている「適性検査型入試特集」というページには、同校
の「適性検査型入試」のコンセプトや特徴なども詳しく解説されてい
ます。
　近年「日駒新教育構想」を打ちだし、急速な進化を遂げている学校
として注目を集めています。

スピーチ＆インタビュー形式の英語入試を新設！目白研心

　目白研心中学校・高等学校（東京・新宿区）は、2018年入
試において、「英語スピーチ入試」を実施することを発表い
たしました。「英語力を伸ばす環境」があると定評がある目
白研心に、小学生で学んだ英会話を生かして入試に挑むこ
とが、この「英語スピーチ入試」の新設によってできるよう
になりました。
「英語スピーチ入試」はスピーチとインタビュー形式で行わ
れます。150 ～ 300word程度の原稿を事前に用意しスピー
チします。スピーチの後に、内容に関する質問やコミュニ
ケーション能力を測る質問にインタビュー形式で答えてい
くという内容です。同校のホームページに動画付きで詳し
く説明されています。
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4/14申込書
総合パンフ

7/7申込書
総合パンフ

7/15申込書
総合パンフ

9/8＆10/14
申込書

総合パンフ

9/23＆11/23
申込書

11/3＆12/1＆1/13
申込書

総合パンフ
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