
高校名 学科 定員 変更点 高校名 学科 定員 変更点 高校名 学科 定員 変更点

□千葉 普通 320 船橋東 普通 320 沼南 普通 200

普通 280 船橋啓明 普通 320 沼南高柳 普通 240

家政 40 船橋芝山 普通 360 40名増 園芸 120 学科再編成

千葉東 普通 360 船橋二和 普通 320 ★商業・情報処理 80 学科名改名

千葉商業 ★商業・情報処理 320 学科名改名 ◆船橋古和釜 普通 240 普通 320

機械 80 船橋法典 普通 240 国際コミュニケーション 40

電子工業 80 船橋豊富 普通 240 流山南 普通 320

設備システム 40 船橋北 普通 240 ◆流山北 普通 240

建設 40 機械 80 野田中央 普通 320 40名減

電子機械 80 電気 80 40名増 食品科学 40

電気 80 建築 80 ★機･電･環 120

情報技術 40 インテリア 40 関宿 普通 120

工業化学 40 国府台 普通 320 我孫子 普通 320

理数工学 40 国分 普通 320 我孫子東 普通 280

千葉南 普通 320 行徳 普通 200 白井 普通 240

検見川 普通 360 市川東 普通 360 印旛明誠 普通 200 40名増

千葉北 普通 360 市川昴 普通 320 園芸 80 学科再編成

若松 普通 320 市川南 普通 320 土木造園 40 学科名改名

千城台 普通 320 浦安 普通 240 食品科学 40 学科名改名

生浜 普通 80 浦安南 普通 160 情報処理 40 学科名改名

磯辺 普通 320 鎌ヶ谷 普通 320 普通 200

◆泉 普通 200 鎌ヶ谷西 普通 280 国際 120

普通 720 普通 200 成田北 普通 280 40名減

看護 40 芸術 40 園芸 80 学科名改名

柏井 普通 320 40名減 小金 総合学科 320 自動車 40 学科名改名

土気 普通 320 普通 240 情報処理 40 学科名改名

千葉西 普通 360 国際教養 120 富里 普通 240

犢橋 普通 280 松戸六実 普通 360 普通 280

普通 280 普通 240 理数 40

家政 40 福祉教養 40 普通 160

体育 40 松戸馬橋 普通 320 調理国際 40

八千代東 普通 320 40名減 東葛飾 普通 320 服飾デザイン 40

八千代西 普通 200 普通 280 佐倉西 普通 200 40名減

津田沼 普通 360 理数 40 佐倉南 普通 200

実籾 普通 360 柏南 普通 360 八街 総合学科 160 40名減

普通 320 柏陵 普通 360 四街道 普通 320

理数 40 普通 240 40名減 四街道北 普通 240

普通 280 情報理数 40 普通 280

園芸 40 柏中央 普通 360 理数 40

(注) 

□印の千葉高は、県立千葉中学校からの進学者を含む。 　☆印の千葉女子高は女子のみを募集。

★印の千葉商業高・流山高・清水高の学科はくくり募集を実施。 　

◆印の泉高・船橋古和釜高・流山北高は地域連携アクティブスクールの入学者選抜を実施。
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高校名 学科 定員 変更点 高校名 学科 定員 変更点 高校名 学科 定員 変更点

佐原白楊 普通 200 工業 40 千葉商業 商業 80

小見川 普通 160 商業 40 機械 40

普通 80 海洋 80 電気 40

園芸 40 学科名改名 家政 40 普/午前部 80

銚子 普通 160 ◆天羽 普通 120 普/午後部 80

★商業・情報処理 200 君津商業 ★商業・情報処理 200 学科名改名 普/夜間部 80

海洋 80 普通 280 船橋 普通 120

畜産 40 理数 40 機械電気 40

園芸 80 学科再編成 普通 120 建築 40

食品科学 40 学科名改名 家政 40 行徳 普通 40

電子機械 40 君津 普通 240 40名減 普/午前部 120

電気 40 普通 80 普/午後部 120

情報技術 40 園芸 40 普/夜間部 80

建設 40 君津青葉 総合学科 160 東葛飾 普通 80

普通 240 普通 240 佐倉東 普通 40

理数 40 情報コミュニケーション 40 佐原 普通 40

松尾 普通 160 市原 普通 120 銚子商業 商業 40

普通 240 園芸 80 学科名改名 匝瑳 普通 40

理数 40 総合ビジネス 40 東金 普通 40

普通 160 40名減 京葉 普通 160 長生 普通 40

国際教養 40 市原緑 普通 120 長狭 普通 40

東金商業 ★商業・情報処理 160 姉崎 普通 160 館山総合 普通 40

普通 80 市原八幡 普通 240 普通 40

農業 40 学科再編成 31360 280名減 商業 40

食品科学 40 学科名改名 1,440

生物工学 40

九十九里 普通 120 高校名 学科 定員 変更点

普通 280 普通 280 高校名 学科 定員 変更点

理数 40 理数 40 千葉大宮 普通 500

茂原 普通 200 普通 200 500

農業 40 学科名改名 国際教養 40

食品科学 40 学科名改名 普通 240

土木造園 40 学科名改名 商業 80

電子機械 40 普通 240

電気 40 商業 80

環境化学 40 体育 80

一宮商業 ★商業・情報処理 160 普通 320

大多喜 普通 160 国際人文 40

大原 総合学科 240 普通 280

安房拓心 総合学科 160 スポーツ科学 40

安房 普通 240 市立銚子 ★普通･理数 320

長狭 普通 160 2,280

(注) 

□印の市立稲毛高普通科は、市立稲毛高等学校附属中学校の卒業生分を除く。　☆印の木更津東高は女子のみを募集。

★印の銚子商業高・東金商業高・一宮商業高・君津商業高・市立銚子高はくくり募集を実施。

◆印の天羽高は地域連携アクティブスクールの入学者選抜を実施。
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