
千葉県公立高等学校の通学区域

1．県立高等学校の通学区域

県立高等学校の全日制普通科には、志願に関して次のような学区制限があり、その学区内の高等学校を志願しなければな

りません。

　（１）志願者及び保護者の居住する市町村が属し、かつ志願者の在籍あるいは卒業した中学校の所在する市町村が属す

　　　　る学区

　（２）（１）に掲げる学区に隣接する学区

＊県立千葉女子高校、県立幕張総合高校、県立木更津東高校、専門学科、総合学科、定時制及び通信制の課程には志願に

　関する学区制限はありません。県内全域から志願することができます。

各市町村の学区

第１学区 千葉市

第２学区 市川市　船橋市　松戸市　習志野市　八千代市　浦安市

第３学区 野田市　柏市　流山市　我孫子市　鎌ヶ谷市

第４学区 成田市　佐倉市　四街道市　八街市　印西市　白井市　富里市　印旛郡内全町

第５学区 銚子市　香取市　匝瑳市　旭市　香取郡内全町　

第６学区 東金市　山武市　大網白里市　山武郡内全町

第７学区 茂原市　勝浦市　いすみ市　長生郡内全町村　夷隅郡内全町

第８学区 館山市　鴨川市　南房総市　鋸南町

第９学区 木更津市　市原市　君津市　富津市　袖ヶ浦市

志願者の受験可能学区（全日制普通科）

高 校 所 在 学 区

第１学区 第２学区 第３学区 第４学区 第５学区 第６学区 第７学区 第８学区 第９学区

第１学区 ● ● ● ● ● ●

第２学区 ● ● ● ●

第３学区 ● ● ●

第４学区 ● ● ● ● ● ●

第５学区 ● ● ●

第６学区 ● ● ● ● ●

第７学区 ● ● ● ● ●

第８学区 ● ● ●

第９学区 ● ● ● ●

２．市立高等学校の通学区域

市立高等学校の志願については、下記の学区制限があります。

千葉市立千葉
普通 千葉市内のみ可能（本人及び保護者が千葉市内に居住する者）

理数 県内全域から可能

千葉市立稲毛
普通 千葉市内

国際教養 県内全域

習志野市立習志野
普通 第１･第２･第３･第４学区の市町

商業 県内全域

船橋市立船橋

普通 第１･第２･第３･第４学区の市町

商業 県内全域

体育 県内全域

松戸市立松戸
普通 松戸市内

国際人文 県内全域

柏市立柏
普通 第２･第３･第４学区の市町

ｽﾎﾟｰﾂ科学 県内全域

銚子市立銚子 普通・理数
(くくり募集)

第４･第５･第６学区の市町

居住学区
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県立高等学校全日制の課程普通科通学区域図
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平成３１年度(来春)　千葉県公立高等学校　選抜日程

入 学 願 書 等 提 出
平成３１年　　　　　　　　　　　　　　

２月１日（金）・４日（月）

学 力 検 査 等 の 実 施 ２月１２日（火）･１３日（水）

＊通信制の課程は１３日のみ

選 抜 結 果 の 発 表 ２月１９日（火）

入 学 確 約 書 の 提 出 ２月１９日（火）・２０日（水）

入 学 願 書 等 提 出 平成３１年２月２２日（金）

＊２月２３日（土）の新聞紙上で志願倍率を発表

志 願 又 は 希 望 の 変 更 ２月２５日（月）・２６日（火）

＊２月２７日（水）の新聞紙上で確定倍率を発表

学 力 検 査 等 の 実 施 ２月２８日（木）

入学許可候補者（合格者）の発表 ３月６日（水）

入 学 願 書 等 提 出 平成３１年３月８日（金）

＊３月９日（土）の新聞紙上で志願倍率を発表

志 願 又 は 希 望 の 変 更 ３月１１日（月）

検 査 の 実 施 ３月１３日（水）

入学許可候補者（合格者）の発表 ３月１５日（金）

前
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入試制度の概要及び前期と後期選抜の相違点

平成３０年度入学者選抜（今春）

前期選抜 名称 後期選抜

平成３０年２月１３日・１４日
検査日

平成３０年３月１日

２日間で実施 １日で実施

平成３０年２月２０日 発表日 平成３０年３月７日

普通科－募集定員の３０％～６０％　　　　　　　　　　
専門及び総合学科(小金除く)－　　　　　　　　　　　　　　　　
募集定員の５０％～１００％

選抜枠
募集定員から「前期選抜」の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

合格者数(入学確約書提出者数)を減じた人数

第１日目－５教科の学力検査を実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（１教科５０分、県作成共通問題）

検査内容
５教科の学力検査を実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（１教科４０分、県作成共通問題）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
*必要に応じて面接等を実施できる。第２日目－各高校ごとの検査を実施　　　　　　　　          　

面接、集団討論、自己表現、作文、小論文、適性検査、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学校独自問題、その他の検査から１つ以上の検査を実施

「第１日目の５教科の学力検査の結果」、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「各高等学校において実施した検査の結果」、　　　　　　　　　　　　　　　　

「調査書」等を資料とし、　　　　　　　　　　　　　
各高等学校が総合的に判定する。 選抜方法

「５教科の学力検査の結果」、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「面接等を実施した高等学校については、　　　　　　　　　　　　　　　
その検査の結果」、「調査書」等を資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
とし、各高等学校が総合的に判定する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
A組、B組に分けて選抜し、評定値におい　　　　　　　　　　　　

ては算式１を使用し、B組の判定には＊算式　　　　　　　　　　　　　　
２を使用する。「Kの値」は１以上とする。

調査書中の合計評定値において、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
各高等学校は＊算式１を使用する。（必須）

算式１　Ｘ　＋　α　－　ｍ 　　　Ｘ：　個人評定合計値
　　　α：　県が定める評定合計標準値（９５）
　　　ｍ：　個人が在籍する中学校評定合計平均値

算式２　学力検査の５教科の得点合計＋調査書中の合計評定値を算式１で求めた数値×Ｋ（１以上の数値）

前期選抜と後期選抜の相違点

           ①前期選抜を２日、後期選抜を１日で実施する。

           ②募集人員が前期選抜の割合が高い。（全体の約６７％を前期で募集）

　　＊前期選抜枠を100％に設定した専門学科及び総合学科（小金を除く）については、前期で定員を

      満たした場合、後期選抜を実施しない。

           ③前期選抜において「各学校独自の検査」を実施する。

           ④選抜基準及び方法が異なる。

                  前期選抜は、各学校独自の選抜基準・方法により合否を決定する。

                  後期選抜は、「実施要項」に定められた（全ての学校で同じ）基準・方法で選抜する。
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「前期選抜」のしくみと第２日目の検査内容

　千葉県の公立高等学校では、２３年度より全日制・定時制の全ての学科で従来の特色化選抜に替わり
「前期選抜」を実施しています。

１．選抜枠

全体の募集定員のうち前期選抜における募集予定人員は、下記の選抜枠に基づいて、各学校･学科ごとに定められます。

全体の募集定員のうち

学科 各高等学校の選抜枠の範囲 ＊昨年度の例、千葉東（普通科）の場合

普通科 ３０％以上６０％以内 募集定員 選抜枠 前期選抜募集予定人員

専門学科
５０％以上１００％以内 360 60% 216総合学科

＊平成２８年度より総合学科となった小金高校は、普通科扱い(３０％以上６０％以内)となります。

＊地域連携アクティブスクール(泉・船橋古和釜・流山北・天羽)は、６０％以上１００％以内となります。

参考（３０年度入試の選抜枠）

５０％－館山総合(海洋)　６０％－関宿(中高連携校)及び地域連携アクティブスクールを除く全ての普通科、船橋(理数)

７０％－上総(園芸)、鶴舞桜が丘(園芸･総合ビジネス)、泉

７５％－下総(情報処理)、佐倉(理数)、市立千葉(理数)、館山総合(工業・商業・家政)、市立稲毛(国際教養)

８０％－松戸国際(国際教養)、成東(理数)、長生(理数)、君津青葉(総合学科)、市立習志野(商業)、流山北、天羽

１００％－上記以外の専門学科及び総合学科、船橋古和釜

２．期待する生徒像

各高等学校が期待する生徒像を定める。ただし、この要件は、当該校が求める生徒像を示したものであって、これにより、

受検者の志願を制約するものではありません。

＊期待する生徒像の例　千葉東（普通科）の場合、次の全てを満たす生徒

　　　　ア　本校の教育方針を理解し、高校生活に対する強い意欲を有する生徒

　　　　イ　学習に対する能力・意欲が高く、部活動・生徒会活動・学校行事等に積極的に取り組むことができる生徒

３．検査内容

（１）第１日の内容－５教科の学力検査（国語・数学・英語・理科・社会、各教科５０分）が課せられます。

（２）第２日の内容－面接、集団討論、自己表現、作文、小論文、適性検査、学校独自問題及びその他の検査のうちから

　　　いずれか１つ以上の検査を実施します。実施する検査については各高校がそれぞれ決定します。

第１日目 第２日目

時間 検査等 時間 検査等

８：４５ 集合 ８：４５ 集合

８：４５～８：５５ 受付･点呼 ８：４５～８：５５ 受付･点呼

８：５５～９：１０ 注意事項伝達 ８：５５～９：１０ 注意事項伝達

９：２５～１０：１５ 国　語 ９：２５～ 検査

１０：３５～１１：２５ 数　学

１１：４５～１２：３５ 英　語 検査時間割は各高校の検査内容により異なります

１２：３５～１３：２０ 昼食･休憩

１３：３０～１４：２０ 理　科

１４：４０～１５：３０ 社　会

＊各検査の概略

○面接-学習活動や学校生活に対する意欲・関心、あるいは一般常識を問う。

○集団討論-複数の受検者に、同一のテーマを与えて自由に討論させる。

○自己表現-決められた時間内に、受検者があらかじめ提出したテーマに従って発表する。

○作文-指示された題名のもとに文書を作成する。

○小論文-ある文章を与え、その全体又は一部について問い、受検者のものの考え方等を見る。

○適性検査-学校・学科の特色に応じて行う実技等の検査で、運動能力に関する検査、各学校が指定する検査

　等を行う。

○学校独自問題-高校が独自に作成し、受検者に課す筆記試験。

○その他の検査（集団適性検査）-集団に課題を与えて活動を観察する検査。
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４．選抜方法

（１）在籍中学校の校長から送付された調査書、提出を求めた場合の志願理由書等の書類の審査、学力検査
　　　の成績及び各高等学校において実施した検査の結果を資料とし、総合的に合否を決定します。

（２）調査書の評定については、次の算式１で算出した数値を選抜の資料とします。

　　　算式１　　　X　＋　α　－　ｍ

　　　X･･･ 当該志願者の調査書中の国語、社会、数学、理科、英語、音楽、美術、保健体育及び技術・家庭
の評定の全学年の合計値　　【個人評定合計値】

　　　α･･･県が定める評定合計の標準値（９５とする）　【県合計標準値】

　　　ｍ･･･当該志願者の在籍する中学校の第３学年に在籍する生徒の調査書中の国語、社会、数学、理科、
英語、音楽、美術、保健体育及び技術・家庭の評定の全学年の合計値の平均値　　

【在籍中学校の評定合計平均値】
例　志願者の１年～３年の評定合計値が１００の場合

　　Ａ中学校（中学校評定合計平均値９８）に在籍
１００　＋　９５　－　９８　＝　９７（選抜資料となる調査書評定）

　　Ｂ中学校（中学校評定合計平均値９２）に在籍
１００　＋　９５　－　９２　＝　１０３（選抜資料となる調査書評定）

５．第２日の学校独自の検査内容について

各検査を実施する学校・学科の延べ数 沼南 普通

面接  87校 140学科　(69.7％) 流山南 普通

集団討論   1校   1学科　( 0.5％) *流山北 普通 ＊は地域連携アクティブスクール

自己表現  50校  74学科　(36.8％) 野田中央 普通

作文  13校  16学科　( 8.0％) 我孫子 普通

小論文   1校   2学科　( 1.0％) 白井 普通

適性検査   9校  17学科　( 8.5％) 成田国際 普通・国際

その他の検査   1校   1学科　( 0.5％) 富里 普通

　＊学校独自問題は実施なし。 佐倉東 普通・調理国際

集団討論を実施した高校・学科 佐倉西 普通

八千代 普通 佐倉南 普通

小論文を実施した高校・学科 四街道 普通

市立千葉 普通・理数 四街道北 普通

その他の検査を実施した高校・学科 小見川 普通

八街 総合 集団適性検査 多古 普通・園芸

自己表現を実施した高校・学科 銚子商業 商業・情報処理・海洋

千葉商業 商業・情報処理 東総工業 電子機械・電気・情報技術・建設

千葉工業 全科 東金 普通

若松 普通 東金商業 商業・情報処理

生浜 普通 茂原 普通

柏井 普通 茂原樟陽 全科

土気 普通 *天羽 普通

犢橋 普通 君津商業 商業・情報処理

八千代東 普通 木更津東 普通・家政

津田沼 普通 君津 普通

船橋二和 普通 袖ヶ浦 普通・情報コミュニケーション

船橋法典 普通 京葉 普通

船橋北 普通 姉崎 普通

市川南 普通 市原緑 普通

浦安 普通 市原八幡 普通

鎌ヶ谷西 普通 市立習志野 普通・商業

松戸六実 普通 市立船橋 普通・商業

松戸馬橋 普通 市立松戸 普通

柏陵 普通 市立銚子 普通・理数

６．今春の前期選抜で志願倍率が高かった高校・学科

普通科(総合学科の小金を含む) 専門学科

県立船橋 3.50倍 小金 2.83倍 市立稲毛 2.58倍 県立船橋 理数 3.00倍
千葉東 3.25倍 成田国際 2.83倍 検見川 2.51倍 市立稲毛 国際教養 2.73倍
東葛飾 3.07倍 佐倉 2.70倍 市立千葉 2.46倍 市立千葉 理数 2.63倍

県立千葉 3.00倍 国分 2.65倍 松戸国際 2.43倍 幕張総合 看護 2.48倍
鎌ヶ谷 2.91倍 柏南 2.61倍 県立柏 2.36倍 佐倉 理数 2.23倍
柏の葉 2.84倍 八千代 2.60倍 市川東 2.31倍 県立柏 理数 2.20倍
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前期選抜における評価項目と評価基準①　

学校名 学科
学力検査

調査書 第２日目の検査
総得点

選抜の方法学習成績 他各記録 内容 配点

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ～Ｄ

千葉 普通 500 0 0 作文 5 505 「総得点」により順位付け

千葉女子

普通 500 135 35 面接 30 700 「総得点」により順位付け

家政 500 135 35 適性検査 60 730 「総得点」により順位付け

千葉東 普通 500 54 0 作文 10 564 「総得点」により順位付け

千葉商業 全科 500 135 20 自己表現 130 785
①「A+B」により順位付けし、上位から予定人員の70
％以内
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

京葉工業 全科 500 135 90 面接 105 830 「総得点」により順位付け

千葉工業 全科 500 135 65 自己表現　 150 850 「総得点」により順位付け

千葉南 普通 500 135 30 面接 20 685 「総得点」により順位付け

検見川 普通 500 135 25 作文　　　　　　　　　　　15 675 「総得点」により順位付け

千葉北 普通 500 135 40 面接 20 695 「総得点」により順位付け

若松 普通 500 135 20 自己表現 150 805
①「A+B+C」により順位付けし、上位から予定人員の
60％以内
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

千城台 普通 500 270 35 面接 15 820
①「A+B+C」により順位付けし、上位から予定人員の
80％以内
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

生浜 普通 500 135 50
面接　　　　　　　　　　　　　　

自己表現
100
200 985 「総得点」により順位付け

磯辺 普通 500 135 45 面接 18 698
①「A+B+C」により順位付けし、上位から予定人員の
80％以内
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

幕張総合

普通 500 135 50 面接 20 705
①「A+B」により順位付けし、上位から予定人員の70
％以内
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

看護 500 135 5 面接 30 670 「総得点」により順位付け

柏井 普通　　　　　　　　　　　　　　500 135 0 自己表現 160 795
①「A+B」により順位付けし、上位から予定人員の50
％以内
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

土気 普通 500 135 46 自己表現 100 781 「総得点」により順位付け

千葉西 普通 500 135 33 面接 10 678 「総得点」により順位付け

犢橋 普通 500 135 215
面接　　　　　　　　　　　　　　

自己表現
90
160 1100 「総得点」により順位付け

市立千葉 全科 500 135 15 小論文 10 660 「総得点」により順位付け

市立稲毛 全科 500 135 30 面接 30 695
①「B」及び「A+D」での順位付けでともに予定人員
の80％以内                                                                                            
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

八千代

普通 500 135 40 集団討論 40 715 「総得点」により順位付け

家政 500 135 15
面接　　　　　　

適性検査
40
40 730 「総得点」により順位付け

体育 500 135 0
面接　　　　　　

適性検査
40
410 1085 「総得点」により順位付け

八千代東 普通 500 135 40 自己表現 160 835 「総得点」により順位付け

－7－



前期選抜における評価項目と評価基準②　

学校名 学科
学力検査

調査書 第２日目の検査
総得点

選抜の方法学習成績 他各記録 内容 配点

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ～Ｄ

八千代西 普通 500 135 25 面接          120 780 「総得点」により順位付け

津田沼 普通 500 135 8 自己表現 50 693 「総得点」により順位付け

実籾 普通 500 135 30 面接          30 695
①「A+B+C」により順位付けし、上位から予定人員の
80％以内
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

市立習志野 全科 500 135 0
面接　　　　　　　　　　　　　　

自己表現
45
400 1080

「総得点」により順位付け 
※<普通科のみ>習志野市内生48名程度の優先入学あ
り

船橋

普通 500 67.5 0 面接 10 577.5 「総得点」により順位付け

理数 600 67.5 0 面接 10 677.5 「総得点」により順位付け

薬園台

普通 500 135 10 面接 10 655 「総得点」により順位付け

園芸 500 135 10 面接 60 705 「総得点」により順位付け

船橋東 普通 500 270 10 面接 3 783 「総得点」により順位付け

船橋啓明 普通 500 135 25 面接 15 675 「総得点」により順位付け

船橋芝山 普通 500 135 40 面接 9 684
①「A+B」により順位付けし、上位から予定人員の70
％以内
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

船橋二和 普通 500 135 65 自己表現 70 770 「総得点」により順位付け

船橋法典 普通 500 135 60
面接　　　　　　　　　　　　　　

自己表現
96
200 991 「総得点」により順位付け

船橋豊富 普通 500 135 136 面接 84 855 「総得点」により順位付け

船橋北 普通 500 135 35 自己表現 150 820 「総得点」により順位付け

市立船橋

普通 500 135 75 自己表現 120 830
「総得点」により順位付け　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※船橋市内生48名程度の優先入学あり

商業 500 135 45
面接　　　　　　　　　　　　　　

自己表現
80
120 880 「総得点」により順位付け

体育 500 135 0 適性検査 350 985 「総得点」により順位付け

市川工業 全科 500 135 80
面接　　　　

適性検査
80
40 835 「総得点」により順位付け

国府台 普通 500 135 25 作文 40 700
①「A+B+C」により順位付けし、上位から予定人員の
80％以内
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

国分 普通 500 135 30 面接 30 695
①「A+B」により順位付けし、上位から予定人員の80
％以内
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

行徳 普通 500 135 15 面接 108 758 「総得点」により順位付け

市川東 普通 500 135 20 面接 30 685 「総得点」により順位付け

市川昴 普通 500 135 65 面接 54 754 「総得点」により順位付け

市川南 普通 500 135 48
面接　　　　　　　　　　　　　　

自己表現
40
60 783 「総得点」により順位付け

浦安 普通 500 135 45
面接　　　　　　　　　　　　　　

自己表現
30
40 750

①「A+B+C」により順位付けし、上位から予定人員の
80％以内
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

－8－



前期選抜における評価項目と評価基準③　

学校名 学科
学力検査

調査書 第２日目の検査
総得点

選抜の方法学習成績 他各記録 内容 配点

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ～Ｄ

浦安南 普通 500 135 65 面接 120 820 「総得点」により順位付け

松戸

普通 500 135 32 面接 12 679 「総得点」により順位付け

芸術 500 135 32
面接　　　　

適性検査
12
200 879 「総得点」により順位付け

小金 総合 500 135 0 作文 10 645
①「A+B」により順位付けし、上位から予定人員の80
％以内
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

松戸国際

普通　　 500 135 0 面接 40 675 「総得点」により順位付け

国際教養 550 135 0 面接 40 725 「総得点」により順位付け

松戸六実 普通 500 135 15
面接　　　　　

自己表現
30
120 800 「総得点」により順位付け

松戸向陽
普通　　　　　　　　　　　　　

福祉教養
500 135 70 面接 40 745 「総得点」により順位付け

松戸馬橋 普通 500 135 30
面接　　　　　

自己表現
90
180 935 「総得点」により順位付け

市立松戸

普通 500 135 55
面接　　　　　　　　　　　　　　

自己表現
10
100 800 「総得点」により順位付け

国際人文 550 135 79
面接　　　　　　　　　　　　　
作文

20
20 804 「総得点」により順位付け

鎌ヶ谷 普通 500 135 35 作文 20 690 「総得点」により順位付け

鎌ヶ谷西 普通 500 270 80
面接　　　　　　　　　　　　　　

自己表現
100
120 1070 「総得点」により順位付け

東葛飾 普通 500 135 0 作文 60 695 「総得点」により順位付け

柏

普通 500 135 10 面接 15 660 「総得点」により順位付け

理数 600 135 15 面接 15 765 「総得点」により順位付け

柏南 普通 500 135 30 面接 20 685 「総得点」により順位付け

柏陵 普通 500 135 80
面接　　　　　　　　　　　　　　

自己表現
45
90 850 「総得点」により順位付け

柏中央 普通 500 135 40 面接 5 680
①「A+B+C」により順位付けし、上位から予定人員の
80％以内
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

柏の葉

普通 500 135 65 面接 30 730 「総得点」により順位付け

情報理数 600 135 65 面接 30 830 「総得点」により順位付け

沼南 普通 500 135 210
面接　　　　　　

自己表現
90
200 1135 「総得点」により順位付け

沼南高柳 普通 500 270 30 面接 100 900 「総得点」により順位付け

市立柏

普通 500 135 20
面接　　　　　　

適性検査
30
200 885 「総得点」により順位付け

ｽﾎﾟｰﾂ科学 500 135 0
面接　　　　　　

適性検査
30
480 1145 「総得点」により順位付け

流山 全科 500 135 40 面接 45 720 「総得点」により順位付け

－9－



前期選抜における評価項目と評価基準④　

学校名 学科
学力検査

調査書 第２日目の検査
総得点

選抜の方法学習成績 他各記録 内容 配点

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ～Ｄ

流山                          
おおたかの森

普通 500 135 100 面接 40 775
①「A+B」により順位付けし、上位から予定人員の50
％以内
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

国際                        
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

550 135 110
面接　　　　

適性検査
40
20 855

①「A+B」により順位付けし、上位から予定人員の50
％以内
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

流山南 普通 500 135 65
面接　　　　　　　　　　　　　　

自己表現
60
200 960 「総得点」により順位付け

野田中央 普通 500 270 230 自己表現 150 1150 「総得点」により順位付け

清水 全科 500 135 50
面接　　　　　　

適性検査
120
120 925

①「A+B+C」により順位付けし、上位から予定人員の
80％以内
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

関宿 普通 500 135 65
面接　　　　　　　　　
作文

200
100 1000

①「A+B+C」により順位付けし、上位から予定人員の
80％以内
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

我孫子 普通 500 135 0 自己表現 100 735 「総得点」により順位付け

我孫子東 普通 500 135 0 面接 100 735 「総得点」により順位付け

白井 普通 500 135 100 自己表現 200 935 「総得点」により順位付け

印旛明誠 普通 500 135 60 面接 30 725 「総得点」により順位付け

成田西陵 全科 500 135 65 面接 100 800 「総得点」により順位付け

成田国際

普通　　　500 135 0 自己表現 30 665
①「A+B」により順位付けし、上位から予定人員の80
％以内
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

国際 550 135 0 自己表現 30 715
①「A+B」により順位付けし、上位から予定人員の80
％以内
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

成田北 普通 500 135 50 面接 30 715 「総得点」により順位付け

下総

園芸
情報処理

500 135 65 面接 300 1000 「総得点」により順位付け

自動車 500 135 65 適性検査 300 1000 「総得点」により順位付け

富里 普通 500 270 21 自己表現 180 971 「総得点」により順位付け

佐倉

普通 500 135 0 面接 30 665 「総得点」により順位付け

理数 600 135 0 面接 30 765 「総得点」により順位付け

佐倉東

普通　　　　500 135 50
面接　　　　　　　　　　　　　　

自己表現
60
60 805 「総得点」により順位付け

服飾ﾃﾞｻﾞｲﾝ

調理国際
500 135 50 面接 60 745 「総得点」により順位付け

佐倉西 普通 500 135 40 自己表現 100 775 「総得点」により順位付け

佐倉南 普通 500 135 40
面接　　　　　　　　　　　　　　

自己表現
60
70 805 「総得点」により順位付け

八街 総合 500 135 130 面接　　　　
集団適性検査

150
75 990 「総得点」により順位付け

四街道 普通 500 135 55 自己表現 120 810 「総得点」により順位付け

四街道北 普通 500 270 80
面接　　　　　　　　　　　　　　

自己表現
180
48 1078 「総得点」により順位付け

－10－



前期選抜における評価項目と評価基準⑤　

学校名 学科
学力検査

調査書 第２日目の検査
総得点

選抜の方法学習成績 他各記録 内容 配点

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ～Ｄ

佐原

普通 500 135 5 作文 15 655 「総得点」により順位付け

理数 600 135 5 作文 15 755 「総得点」により順位付け

佐原白楊 普通 500 135 50 作文 30 715
①「A+B」により順位付けし、上位から予定人員の40
％以内
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

小見川 普通 500 270 115 自己表現 150 1035 「総得点」により順位付け

多古 全科 500 135 60
面接　　　　　　　　　　　　　　

自己表現
90
180 965 「総得点」により順位付け

銚子 普通 500 135 140 面接 60 835 「総得点」により順位付け

銚子商業 全科 500 135 35 自己表現　　　　　　　　　　120 790 「総得点」により順位付け

市立銚子 全科 500 135 55 自己表現 60 750 「総得点」により順位付け

旭農業 全科 500 135 50 面接 240 925 「総得点」により順位付け

東総工業 全科 500 135 95 自己表現 80 810 「総得点」により順位付け

匝瑳

普通　　　　500 135 105 作文 45 785 「総得点」により順位付け

理数 600 135 105 作文 45 885 「総得点」により順位付け

松尾 普通 500 135 0 面接 90 725 「総得点」により順位付け

成東

普通 500 135 45 面接 30 710 「総得点」により順位付け

理数 600 135 20 面接 30 785 「総得点」により順位付け

東金

普通 500 135 30 自己表現 30 695 「総得点」により順位付け

国際教養 550 135 37.5 面接 30 752.5 「総得点」により順位付け

東金商業 全科 500 135 25
面接　　　　　　　　　　　　　　　

自己表現
30
60 750

①「A+B」により順位付けし、上位から予定人員の60
％以内
②残りの予定人員を「総得点」により順位付け

大網 全科 500 135 90 面接 120 845 「総得点」により順位付け

九十九里 普通 500 135 0 面接 120 755 「総得点」により順位付け

長生

普通 500 135 10 作文 10 655 「総得点」により順位付け

理数 600 135 0 作文 10 745 「総得点」により順位付け

茂原 普通 500 135 30 自己表現 100 765 「総得点」により順位付け

茂原樟陽 全科 500 135 30
面接　　　　　　　　　　　　　　　

自己表現
60
60 785 「総得点」により順位付け

一宮商業 全科 500 135 65 面接 120 820 「総得点」により順位付け

大多喜 普通 500 135 120 面接 60 815 「総得点」により順位付け

－11－



前期選抜における評価項目と評価基準⑥　

学校名 学科
学力検査

調査書 第２日目の検査
総得点

選抜の方法学習成績 他各記録 内容 配点

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ～Ｄ

大原 総合 500 270 110 面接 120 1000
①「A+学習の記録(135点満点)」により順位付けし、
上位から予定人員の60％以内                                           
②「総得点」により順位付け

長狭 普通 500 135 80 面接 80 795 「総得点」により順位付け

安房拓心 総合 500 135 20 面接 60 715 「総得点」により順位付け

安房 普通 500 135 80 面接 40 755
①「A+B」により順位付けし、上位から予定人員の80
％以内
②「総得点」により順位付け

館山総合 全科 500 135 60 面接 84 779 「総得点」により順位付け

君津商業 全科 500 135 25 自己表現 100 760 「総得点」により順位付け

木更津 全科 500 135 0 面接 30 665 「総得点」により順位付け

木更津東 全科 500 135 20 自己表現 100 755 「総得点」により順位付け

君津 普通 500 135 0
面接　　　　　　　　　　　　　　

自己表現
32　　　　　　　　
48 715

①「A+B」により順位付けし、上位から予定人員の80
％以内
②「総得点」により順位付け

上総 全科 500 405 50 面接 150 1105 「総得点」により順位付け

君津青葉 総合 500 135 45 面接 60 740 「総得点」により順位付け

袖ヶ浦 全科 500 135 0
面接　　　　　　　　　　　　　　

自己表現
40
60 735

①「A+B」により順位付けし、上位から予定人員の50
％以内
②「総得点」により順位付け

市原 普通 500 135 165 面接 200 1000 「総得点」により順位付け

鶴舞桜が丘 全科 500 135 45 面接 45 725 「総得点」により順位付け

京葉 普通 500 135 45 自己表現 200 880 「総得点」により順位付け

市原緑 普通 500 135 40
面接　　　　　　　　　　　　　　

自己表現
50
100 825 「総得点」により順位付け

姉崎 普通 500 135 95
面接　　　　

自己表現
60
60 850 「総得点」により順位付け

市原八幡 普通 500 135 60 自己表現 75 770 「総得点」により順位付け

地域連携アクティブスクールの一期入学者選抜における評価項目と評価基準

〈注〉　学力検査は3教科（国語・数学・英語）での実施　　

学校名 学科
学力検査

調査書 第２日目の検査
総得点

選抜の方法学習成績 他各記録 内容 配点

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ～Ｄ

泉 普通 300 180 50
作文　　　　　　　　　　　
面接　　

※ －
面接の評価により3つのグループに分け、各グループ
で「A+B+C」で順位付けし、作文の評価や志願理由書
の内容を加味して総合的に判断。

船橋古和釜 普通 300 135 100
面接　　　    
作文

160
30 725 「総得点」により順位付け

流山北 普通 300 135 265
面接　　　　　　　　　　　

自己表現
作文　　　

※ －
面接･自己表現･作文の各評価ABCによりAAA～CCCの27ブロックを
、A評価の個数等により8グループに分ける。各グループ内で「
A+B+C」で順位付けし、上位グループから審議。

天羽 普通 300 135 65
面接　　　　　　　　　　　

自己表現
作文　　　　

200
100
100

900 「総得点」により順位付け
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「後期選抜」のしくみと選抜方法

１．募集人員

募集定員から、「前期選抜」で入学許可候補者(合格者)となり入学確約書を提出した者を、減じた人数となります。

前期選抜で選抜枠１００％を設定した専門学科・総合学科については、定員を充足しない場合のみ後期募集を実施します。

２．検査内容

（１）５教科の学力検査（国語・数学・英語・理科・社会、各教科４０分）が課せられます。

（２）学力検査終了後、必要に応じて面接等の検査を実施します。

時間 検査等

８：４５ 集合

８：４５～８：５５ 受付･点呼

８：５５～９：０５ 注意事項伝達

９：１５～９：５５ 国　語

１０：１０～１０：５０ 数　学

１１：０５～１１：４５ 英　語

１１：４５～１２：３０ 昼食･休憩

１２：３５～１３：１５ 理　科

１３：３０～１４：１０ 社　会

 １４：２５～
各学校が必要に応じて
面接等を実施します。

学力検査の配点－各教科１００点

＊傾斜配点－理数に関する学科及び外国語に関する学科については、特定教科に比重をかけます。

　　例　船橋（理数）－理科及び数学の得点を１．５倍　　松戸国際（国際教養）－英語の得点を２倍

３．選抜方法　　

選抜の基準となる結果及び資料

●調査書中の第１・第２・第３学年の合計評定値（９教科５段階、各学年４５点、計１３５点満点）を次の

　算式で求めた数値

　算式１　　Ｘ　＋　α　－　ｍ 　　Ｘ：　個人評定合計値　　α：　県が定める評定合計標準値（９５）

　　ｍ：　個人が在籍する中学校評定合計平均値

●学力検査の得点（原則５教科各１００点、５００点満点）

（１）次の①～③までの条件を全て満たす者を「Ａ組」とし、入学許可候補者（合格者）となります。

　　　①調査書中の全学年における評定合計(上の算式で求めた数値）によって順位をつけたとき、募集人員の

　　　　８０％以内にあること。（但し、受検者が募集人員を満たしていない場合は、受検者の８０％以内）

　　　②学力検査の得点合計によって順位をつけたとき、募集人員の８０％以内

　　　　にあること。（但し、受検者が募集人員を満たしていない場合には、

　　　　受検者の８０％以内）

　　　③調査書中の記載内容、学力検査の個々の教科の得点、必要に応じて実施

　　　　した検査の結果等に、特に問題がないこと。

（２）「Ａ組」に属さない者を「Ｂ組」とし、次の算式によって求めた数値、調査書中の記載事項及び必要に応じて実施

　　　した検査の結果を基にして総合的に判定します。

算式２－学力検査の５教科合計　＋ （調査書中の合計評定値を算式１によって求めた数値）×Ｋ

　Ｋ－各高校が定める１以上の数値（３０年度最大値３）

例　○○高校　Ｋ＝１

　　Ａ君（学力検査合計　３４６、算式で求めた調査書評定/  ８１（全学年オール３、中学校平均値９５）

　　Ｂ君（学力検査合計　３２６、算式で求めた調査書評定/１０８（全学年オール４、中学校平均値９５）

Ａ君の総得点＝３４６ ＋   ８１ × １ ＝４２７

Ｂ君の総得点＝３２６ ＋ １０８ × １ ＝４３４

Ａ組

Ｂ組

Ｂ
組

学
力
検
査
得
点

調査書中の評定
上位

80%

80%
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４．評定にかける係数（Ｋの値）

Ｋの値が３の高校・学科 Ｋの値が２の高校・学科
高校名 学科 Ｋ 高校名 学科 Ｋ
若松 普通 3 船橋北 普通 2
行徳 普通 3 鎌ヶ谷西 普通 2

浦安南 普通 3 沼南 普通 2
関宿 普通 3 沼南高柳 普通 2

四街道 普通 3 我孫子東 普通 2
上総 普通・園芸 3 富里 普通 2

鶴舞桜が丘 全科 3 佐倉南 普通 2
四街道北 普通 2
小見川 普通 2
姉崎 普通 2

５. 後期募集を実施した専門学科・総合学科

前期選抜枠100％未満の学校（後期募集予定あり） 前期選抜枠100％の学校（後期募集予定なし）

高校名 学科 募集定員 志願倍率 前期選抜枠 高校名 学科 募集定員 志願倍率 前期選抜枠

市立稲毛 国際教養 10 3.30倍 75% 千葉工業 電気 2 2.50倍 100%

松戸国際 国際教養 24 2.63倍 80% 千葉工業 電子機械 1 2.00倍 100%

市立習志野 商業 16 2.38倍 80% 京葉工業 機械 2 1.50倍 100%

佐倉 理数 10 2.30倍 75% 京葉工業 建設 2 1.50倍 100%

市立千葉 理数 10 2.30倍 75% 木更津 理数 15 1.13倍 100%

県立船橋 理数 16 1.69倍 60% 成田西陵 園芸 4 1.00倍 100%

成東 理数 10 1.30倍 80% 東総工業 情報技術 2 1.00倍 100%

長生 理数 8 1.25倍 80% 東金商業 商業・情報処理 9 0.89倍 100%

館山総合 工業 10 1.00倍 75% 市川工業 建築 4 0.75倍 100%

館山総合 家政 10 0.80倍 75% 松戸向陽 福祉教養 7 0.71倍 100%

下総 情報処理 14 0.64倍 75% 千葉工業 理数工学 9 0.67倍 100%

君津青葉 総合 71 0.45倍 80% 匝瑳 理数 11 0.64倍 100%

館山総合 商業 10 0.40倍 75% 市川工業 機械 8 0.50倍 100%

館山総合 海洋 42 0.33倍 50% 茂原樟陽 電気 4 0.50倍 100%

鶴舞桜が丘 園芸 51 0.20倍 70% 旭農業 園芸 19 0.42倍 100%

鶴舞桜が丘 総合ビジネス 26 0.12倍 70% 大原 総合 113 0.35倍 100%

上総 園芸 23 0.09倍 70% 旭農業 畜産 14 0.14倍 100%

６. 今春の「後期選抜」で志願倍率の高かった高校・学科

高校名 学科 志願倍率 高校名 学科 志願倍率 高校名 学科 志願倍率

市立稲毛 国際教養 3.30倍 鎌ヶ谷 普通 2.13倍 市立稲毛 普通 1.89倍

松戸国際 国際教養 2.63倍 千葉東 普通 2.10倍 市川東 普通 1.87倍

東葛飾 普通 2.60倍 柏南 普通 2.03倍 市立千葉 普通 1.85倍

県立船橋 普通 2.43倍 県立千葉 普通 1.95倍 柏の葉 普通 1.83倍

市立習志野 商業 2.38倍 松戸国際 普通 1.93倍 国分 普通 1.80倍

佐倉 理数 2.30倍 県立柏 普通 1.92倍 国府台 普通 1.80倍

市立千葉 理数 2.30倍 小金 総合 1.91倍 柏中央 普通 1.79倍

八千代 普通 2.14倍 千葉女子 普通 1.89倍 木更津東 普通 1.75倍

成田国際 普通 2.14倍 佐倉 普通 1.89倍 市原緑 普通 1.75倍

７. 理数科及び外国語に関する学科の傾斜配点（倍率）

理数科（数学・理科） 外国語に関する学科（英語）
船橋 理数 1.5 松戸国際 国際教養 2
柏 理数 1.5 流山おおたかの森 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 1.5

佐倉 理数 1.5 成田国際 国際 1.5
佐原 理数 1.5 東金 国際教養 1.5
匝瑳 理数 1.5 市立稲毛 国際教養 1.5
成東 理数 1.5 市立松戸 国際人文 1.5
長生 理数 1.5

木更津 理数 1.5
市立千葉 理数 1.5

左記記載以外の高校・学科のＫの値は、

すべて１となります。
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学区別／専門学科設置高等学校

学科名
学　　　区　　　別　　　設　　　置　　　高　　　校

第１学区 第２学区 第３学区 第４学区 第５学区 第６学区 第７学区 第８学区 第９学区

総合 総合学科 小金 八街 大原 安房拓心 君津青葉

理数 理数

市立千葉 船橋 柏 佐倉 佐原 成東 長生 木更津

*市立銚子

匝瑳

外

国

語

系

学

科

国際教養 市立稲毛 松戸国際 東金

国際人文 市立松戸

国際 成田国際

国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 流山おおたかの森

商

業

系

学

科

商業
*千葉商業 市立習志野 *流山 *銚子商業 *東金商業 *一宮商業 館山総合 *君津商業

市立船橋

情報処理
*千葉商業 *流山 成田西陵 *銚子商業 *東金商業 *一宮商業 *君津商業

下総

情報理数 柏の葉

情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 袖ヶ浦

総合ﾋﾞｼﾞﾈｽ 鶴舞桜が丘

工

業

系

学

科

工業 館山総合

理数工学 千葉工業

機械 京葉工業 市川工業 *清水

電子機械 千葉工業 東総工業 茂原樟陽

自動車 下総

電気 千葉工業 市川工業 *清水 東総工業 茂原樟陽

電子工業 京葉工業

情報技術 千葉工業 東総工業

設備ｼｽﾃﾑ 京葉工業

環境化学 *清水 茂原樟陽

工業化学 千葉工業

建築 市川工業

建設 京葉工業 東総工業

インテリア 市川工業

家
政
系

家政 千葉女子 八千代 館山総合 木更津東

調理国際 佐倉東

服飾ﾃﾞｻﾞｲﾝ 佐倉東

芸術系 芸術 松戸

看護系
看護 幕張総合

福祉教養 松戸向陽

体

育

系

学

科

体育
八千代

市立船橋

ｽﾎﾟｰﾂ科学 市立柏

農

業

系

学

科

農業 大網 茂原樟陽

園芸
薬園台 流山 成田西陵 多古 上総

下総 旭農業 鶴舞桜が丘

土木造園 成田西陵 茂原樟陽

畜産 旭農業

食品科学 清水 成田西陵 旭農業 大網 茂原樟陽

生物工学 大網

水産系 海洋 銚子商業 館山総合

* 印はくくり募集
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県立学校改革推進プラン/第３次プログラム・第４次実施プログラム

実施年度のうち、[３１年度]の項目が来春の入試に関係します。

Ⅰ【魅力ある県立学校づくりの推進】

（教員基礎コースの設置） （単位制の導入） （福祉コースの設置）

対象高校 実施年度 対象高校 実施年度 対象高校 実施年度

我孫子
３０年度

安房
３０年度

犢橋
３２年度

普通科 普通科 普通科

君津
３０年度

普通科 （医療コースの設置）

（保育基礎コースの設置） 対象高校 実施年度

（農業に関する学科の学科再構成） 対象高校 実施年度 成田北
３２年度

対象高校 実施年度 市川南
３１年度

普通科

流山
３０年度

普通科

成田西陵 （ものづくりコースの設置）

下総
農業に関する学科
を園芸科、農業科
、食品科学科、土
木造園科、畜産科
、生物工学科に再
構成

（福祉コースの設置） 対象高校 実施年度

多古 対象高校 実施年度 姉崎
３２年度

旭農業 我孫子東
３１年度

普通科

大網 普通科

茂原樟陽 （工業基礎コースの設置）

鶴舞桜が丘 （総合学科の設置） 対象高校 実施年度

対象高校 実施年度 天羽
３２年度

（工業に関する学科の学科再構成） 幕張総合
３１年度

普通科

対象高校 実施年度 普通科

３０年度
（定時制高校の工業に関する学科の再構成）

下総 （防災の学びの導入） 対象高校 実施年度

航空車両整備 自動車科に　　　　　　　　　
再構成

対象高校 実施年度 千葉工業 ３２年度　　　　　　　　
工業科に再構成市原八幡

３１年度
機械・電気

普通科 市川工業 ３２年度　　　　　　　　
工業科に再構成（商業に関する学科の学科再構成） 機械電気・建築

対象高校 実施年度

流山
３０年度

（定時制高校の商業に関する学科の再構成）

千葉商業 （保育基礎コースの設置） 対象高校 実施年度

成田西陵 商業に関する学科
を商業科、情報処
理科に再構成

対象高校 実施年度
３２年度　　　　　　　　　　　　　　　　　

普通科に商業に関　　　　　　　　　
するコースを設置　　　　　　　
商業科は募集停止

下総 四街道北
３２年度

木更津東

君津商業 普通科 普通科

Ⅱ【県立学校の適正規模・適正配置】

対象高校 実施年度 設置学科と設置系列 使用校舎及び備考

市原　　　　　　　　　　　　
鶴舞桜が丘

３１年度 普通科・園芸科

市原

＊鶴舞桜が丘高校は実習場として使用

君津　　　　　　　　　　　　　
上総

３３年度 普通科・園芸科

君津

＊上総高校は実習場として使用

船橋　　　　　　　　　　
行徳　　　　　　　　　　

（定時制課程）　
３４年度

総合学科　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（普通科を改編し、総合学科を設置）

船橋

＊定時制課程を統合、行徳高校定時制課程
は募集停止

佐倉南 ３４年度 普通科

三部制定時制高校を設置

佐倉南高校全日制課程は募集停止、佐倉東
高校定時制課程は募集停止、佐倉東高校定
時制課程の在校生転入

－16－


