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千葉県公立高校2015年度入試結果（速報） 
 
●	 前期選抜の概況	 

	 海外帰国生等の特別枠や地域連携アクティブスクールの１期選抜も含めた全日制は、募集定員

21,738 名（昨年比 28 名増）に対して 39,500 名が応募、応募倍率は 1.82 倍となりました。昨年の 1.83

倍より 0.01 ポイント下がっています。欠席者数は全県で 190 名と、昨年の 192 名とほぼ同じ水準でし

た。合格内定者数は 21,557 名（昨年比 69 名減）で、実質倍率は昨年の 1.83 倍から 1.82 倍と、若干

下がっています。定時制は今年も昼間部定時制（サンスクール）の生浜と松戸南が多くの受験生を集

めています。	 

順

位	 

応募者数トップ 10	 	 
順

位	 

応募者倍率トップ 10	 

2015 年前期	 2014 年前期	 	 2015 年前期	 2014 年前期	 

校名	 応募者数	 校名	 応募者数	 	 校名	 応募倍率	 校名	 応募倍率	 

1	 幕張総合	 1,090	 幕張総合	 1,129	 	 1	 船橋	 3.28	 県千葉	 3.58	 

2	 船橋	 630	 柏南	 611	 	 2	 東葛飾	 3.04	 船橋	 3.14	 

3	 千葉東	 624	 千葉東	 603	 	 3	 千葉東	 2.89	 成田国際	 2.98	 

4	 東葛飾	 584	 船橋	 602	 	 4	 薬園台	 2.89	 小金	 2.92	 

5	 柏南	 572	 小金	 560	 	 5	 県千葉	 2.82	 東葛飾	 2.84	 

6	 小金	 520	 東葛飾	 545	 	 6	 小金	 2.71	 柏南	 2.83	 

7	 国分	 514	 鎌ヶ谷	 531	 	 7	 国分	 2.68	 千葉東	 2.79	 

8	 国府台	 512	 千葉	 515	 	 8	 国府台	 2.67	 鎌ヶ谷	 2.77	 

9	 柏中央	 500	 検見川	 500	 	 9	 柏南	 2.65	 佐倉	 2.69	 

10	 検見川	 487	 磯辺	 485	 	 10	 市立千葉	 2.58	 幕張総合	 2.61	 

	 表は、普通科の応募者数と応募倍率のそれぞれトップ 10 を昨年と比較したものです。応募者数につ

いては、学校規模が大きいこともあって、毎年のことですが幕張総合が 1,000 名を超えてトップです。

２位の県船橋、４位の東葛飾、７位の国分、８位の国府台、９位の柏中央はそれぞれ昨年よりも応募

者を増やして順位を上げています。国分、国府台、柏中央は、昨年はトップ 10 に登場しませんでした

が、今年は登場しました。もっともこの３校も昨年はトップ 20 には入っていました。３位の千葉東は

昨年と同順位ですが、昨年より応募者を増やしています。５位の柏南、６位の小金、10 位の検見川は

応募者が減っていますが、今年もトップ 10 に入っています。全体的には人気校は固定化、人気校の中

での人気の変動と言えます。さて、全県のトップ校県千葉は、2012 年までトップ 10 に登場し続けて

いましたが、一昨年は姿を消し、昨年は登場、今年は再び姿を消して、隔年的な増減となっています。

県立御三家の他の２校、県船橋と東葛飾は、少々応募者数の変動があってもトップ 10 から外れること

はなく、傾向に違いが出ています。これには２つの要因があり、１つは 2011 年度から併設中学校から

の内部進学生が出るようになって、募集定員が削減されたことから、倍率の水準が上がり、以前より

も敬遠傾向が出るようになったこと、一昨年から前期選抜の日程が都内国立難関校と重なるようにな

って、そちらに受験生が流れるようになったからです。今年は応募者が減る年回りでした。	 

応募倍率も見てみましょう。応募倍率のトップは県船橋で、昨年の２位から今年はトップです。一

昨年もトップでしたから、隔年的な変動です。２位は東葛飾、３位は千葉東で昨年より倍率が上がっ
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ています。４位の薬園台、７位の国分、８位の国府台、10 位の市立千葉は、いずれも昨年はトップ 10

に登場しませんでしたが、今年は倍率が上がって登場しました。県千葉は前述のように今年は応募者

が減る年回りで、倍率は下がりましたが、それでも５位の高倍率です。小金と柏南は昨年より倍率が

下がっていますが、やはりトップ 10 には登場していて、高倍率が固定化しています。	 

	 受験状況では、上記のように昨年とほぼ同じ 190 名の欠席が出ています。最多は千葉東の 11 名で、

県船橋９名、県千葉８名、幕張総合６名、千葉西、国分、東葛飾、浦安各５名、八千代西、津田沼、

国府台、市川東、浦安南、流山北各４名などとなっています。欠席は一昨年大きく減少しました。そ

れまでは県千葉 24 名、東葛飾 20 名、県船橋 17 名、国府台、千葉東各 11 名、薬園台 10 名など（いず

れも 2012 年）、２ケタの学校が目立っていましたが、今年の千葉東はともかくとして、２ケタはほと

んど見なくなりました。その代り、それまでは東京に近い地域のトップ校や２番手校くらいでしか見

なかった欠席が、全県的に散見されるようになっています。	 

こうした難関・上位校の欠席が一昨年から減ったのは、それまで前期選抜の日程が都内の難関・有

名私国立高校と重なっていなかっのが、一昨年から重なるようになったからです。それまではこうし

た受験生は両方に出願し、有名私国立高校に合格すると公立の前期を欠席していましたが、日程が重

なったために最初から公立に出願しなくなりました。このために県千葉は応募者が大きく減ったくら

いです。しかし併願受験生が減って欠席者は減りました。人数は少ないものの、中堅校や入り易い学

校で欠席が広がってきたのは、東京寄りの地域では都内の中堅私立高校との併願受験生の影響ですが、

それだけでなく、県内私立高校に合格した上で公立前期に臨むつもりだったのに、私立に合格したの

で「もういいや」とばかりに公立受験を中止した受験生も見られるようになったことが理由でしょう。	 

順

位	 

応募者倍率トップ 10(同順位あり)	 

2015 年前期	 2014 年前期	 

校名	 課程	 応募倍率	 校名	 課程	 応募倍率	 

1	 県船橋	 理数	 3.88	 市立千葉	 理数	 2.75	 

2	 市立千葉	 理数	 3.25	 市立稲毛	 国際教養	 2.63	 

3	 市立稲毛	 国際教養	 2.93	 松戸国際	 国際教養	 2.56	 

4	 県柏	 理数	 2.63	 県船橋	 理数	 2.5	 

5	 松戸国際	 国際教養	 2.25	 佐倉東	 調理国際	 2.44	 

6	 成田国際	 国際	 2.23	 成田国際	 国際	 2.41	 

7	 市立松戸	 国際人文	 2.06	 幕張総合	 看護	 2.41	 

8	 佐倉東	 調理国際	 1.91	 大網	 生物工学	 2.25	 

9	 成田西陵	 生産流通	 1.87	 袖ヶ浦	 情報ｺﾐｭ	 2.13	 

10	 

県松戸	 芸術	 1.84	 県松戸	 芸術	 2.09	 

流山	 生活科学	 1.84	 八千代	 家政	 2.09	 

袖ヶ浦	 情報ｺﾐｭ	 1.84	    

専門学科・コース・総合学科なども見てみます。上の表はこうした各校の応募倍率トップ 10 です。

これらの各校・各課程は少定員のものも多いため、倍率のみの紹介とします。2012 年、一昨年とトッ

プは県船橋・理数、２位が市立千葉・理数でしたが、昨年は県船橋・理数が５位に下がり、市立千葉・

理数がトップに立ちました。しかし今年は再び県船橋・理数がトップに返り咲いています。応募倍率

は 3.83 倍と３倍を超えた厳しい入試になりました。市立千葉・理数も今年は３倍を超え、昨年よりも
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倍率が上がっていますが、県船橋の大幅倍率上昇で２位となっています。３位の市立稲毛・国際教養

も倍率は上がりましたが、順位は下がっています。昨年よりも倍率がアップしたのは、他に県柏・理

数、成田西陵・生産流通、流山・生活科学で、昨年はトップ 10 に登場していませんが、今年はランク

インしています。県柏・理数は一昨年、トップ 10 に入っていて、昨年は入らず、今年は再び入ってい

ます。人気が隔年的に変化しています。	 

募集定員が少ない学校・課程は、ちょっとした応募者数の増減で倍率が上下しますが、理数科、国

際教養科といった普通科系の課程は比較的高倍率が多く、固定人気です。専門色が強い課程では佐倉

東・調理国際がトップ 10 に入り続けていて、高い人気が続いているほか、県松戸・芸術、袖ケ浦・情

報コミュニケーション、今年はトップ 10 に入りませんでしたが幕張総合・看護は高い人気が続いてい

ます。なお、欠席は市立千葉・理数の３名が最多でした。	 

	 

●	 前期選抜の確約書未提出について	 

	 合格内定者の確約書未提出は、連携型中高一貫教育を実施している関宿の連携枠などの特別入学者

選抜を含んで、全日制全県で 19 名でした。昨年の 52 名から大きく減っています。今年から確約書の

中学校の公印が廃止されていて、併願の難関私国立高校の補欠等だった場合も、とりあえず確約書を

出しておこう、という動きが出ているようです。	 

	 

●	 後期選抜の概況	 

全日制は後期選抜の募集枠 12,462 名（昨年比 165 名減）に対し、当初応募者数は 17,365 名（同 327

名減）、志願変更後の最終応募者数は 17,361 名（326 名減）で、募集定員の減少分以上に応募者数は

減少しました。このため、応募倍率も昨年の 1.40 から 1.39 倍にダウンしました。現行の制度になっ

て５年目ですが、後期の応募倍率は 1.33 倍→1.39 倍→1.44 倍→1.40 倍→1.39 倍と、一昨年を境に下

降に転じています。欠席者は 32 名で、昨年の 25 名から増加しています。全日制の合格者数は 12,399

名で昨年より 321 名減っていて、不合格者は全県合計で 4,930 名と、昨年に続く 4,900 名台の厳しい

入試でした。昼間部定時制のサンスクールは、昨年は午後部の倍率が午前部より高くなっていました

が、今年は松戸南が昨年と同傾向、生浜は午前部が高倍率になりました。	 

順

位	 

応募者数トップ 10(同順位あり)	  

順

位	 

応募者倍率トップ 10	 

2015 年後期	 2014 年後期	  2015 年後期	 2014 年後期	 

校名	 応募者数	 校名	 応募者数	  校名	 応募倍率	 校名	 応募倍率	 

1	 幕張総合	 514	 幕張総合	 514	  1	 東葛飾	 2.60	 	 千葉	 2.81	 	 

2	 東葛飾	 333	 柏南	 301	  2	 船橋	 2.164	 	 東葛飾	 2.24	 	 

3	 千葉東	 290	 東葛飾	 287	  3	 薬園台	 2.161	 	 佐倉	 2.21	 	 

4	 柏南	 284	 船橋	 280	  4	 小金	 2.08	 	 船橋	 2.19	 	 

5	 船橋	 277	 千葉	 278	  5	 千葉東	 2.014	 	 鎌ヶ谷	 2.13	 	 

6	 柏中央	 276	 千葉東	 275	  6	 船橋東	 2.008	 	 柏南	 2.09	 	 

7	 小金	 266	 鎌ヶ谷	 272	  7	 国府台	 2.00	 	 成田国際	 2.06	 	 

8	 市川東	 259	 磯辺	 263	  8	 千葉	 1.98	 	 国府台	 2.0078	 	 

9	 船橋東	 257	 国府台	 257	  9	 柏南	 1.972	 	 小金	 2.0078	 	 

10	 国府台	 256	 小金	 257	  10	 松戸国際	 1.969	 	 磯辺	 2.0076	 	 
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前ページの左の表は全日制普通科の応募者数のトップ 10、右は応募倍率トップ 10 です。応募者数

では今年も例年通り規模が大きい幕張総合がトップで、偶然ですが昨年と同数でした。２位は東葛飾、

３位は千葉東、４位は柏南、５位は県船橋で、５位までの各校はいずれも昨年もトップ 10、もっと言

えば表に出ていない一側年もトップ 10 に入っていて、不動の人気です。７位の小金も昨年に続いての

トップ 10 入りですが、こちらは、一昨年は入っていませんでした。他の４校は昨年のトップ 10 には

入っていませんが、上位に位置していて、人気校は固定化しています。また、８位の市川東と９位の

船橋東以外は前期の応募者数トップ 10 に入っていて、前後期で人気動向に大きな変化は見られません。

前期に不合格だった受験生の中で、後期も同じ学校に再挑戦した受験生が多いことを示しています。	 

	 さて、以前はトップ 10 に登場しないことがなかった県千葉ですが、一昨年は前後期ともトップ 10

に登場せず、昨年は復活したものの、今年は再び前期同様トップ 10 から姿を消しました。前述のよう

にこのところ前期の日程が都内の国立・難関私立と重なって以前ほどの応募者数ではなくなったこと

が理由の１つです。日程面では都内国立・難関私立と重なるのは前期だけで、後期は重なりませんが、

都内国立・難関私立との併願受験生は、こうした高校に合格すると県千葉の後期は考えないようです。	 

応募倍率ではトップが昨年２位の東葛飾、２位は昨年の４位から上がった県船橋です。昨年トップ

だった県千葉は８位でした。上記のように前期の日程が都内国立・難関私立と重なるようになってか

ら県千葉は応募者でトップ 10 に入らない年が出ていますが、倍率はトップ 10 に入り続けています。

ただ、２倍を切った８位は珍しく、敬遠傾向が出ているようです。４位の小金、７位の国府台、９位

の柏南は昨年に続くトップ 10 入りです。船橋東と松戸国際以外は前期のトップ 10 に入っていて、倍

率からも前期で不合格だった受験生の後期再チャレンジが活発なことがわかります。	 

順

位	 

応募者倍率トップ 10(同順位あり)	 

2015 年後期	 2014 年後期	 

校名	 課程	 応募倍率	 校名	 課程	 応募倍率	 

1	 市立稲毛	 国際教養	 3.60	 	 松戸	 芸術	 3.00	 	 

2	 八千代	 体育	 2.88	 	 幕張総合	 看護	 2.75	 	 

3	 成田国際	 国際	 2.75	 	 成田国際	 国際	 2.75	 	 

4	 松戸国際	 国際教養	 2.58	 	 市立稲毛	 国際教養	 2.70	 	 

5	 船橋	 理数	 2.56	 	 松戸国際	 国際教養	 2.50	 	 

6	 市立千葉	 理数	 2.31	 	 佐倉	 理数	 2.38	 	 

7	 市立松戸	 国際人文	 2.25	 	 佐倉東	 調理国際	 2.38	 	 

8	 佐倉	 理数	 2.00	 	 八千代	 体育	 2.25	 	 

9	 おおたかの森	 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ	 2.00	 	 おおたかの森	 国際ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ	 2.25	 	 

10	 

幕張総合	 看護	 2.00	 	 柏	 理数	 2.22	 	 

佐倉東	 調理国際	 2.00	 	    

千葉工業	 工業化学	 2.00	 	    

	 上の表は専門学科、総合学科、コース制等の応募倍率トップ 10 です。専門学科などでは、募集定員

が小規模なものも多いため、応募者数でランキングを作るとどうしても登場校が偏りますので、倍率

のみとしました。今年は８位の 2.00 倍が 5 校で、トップ 10 ですが 12 校の登場です。	 

トップは市立稲毛・国際教養で昨年の４位から上がっています。２位は八千代・体育で、こちらも

昨年の８位から上がりました。この他、成田国際・国際、松戸国際・国際教養、佐倉・理数、流山お
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おたかの森・国際コミュニケーション、幕張総合・看護、佐倉東・調理国際は昨年もトップ 10 に入っ

ています。さらに成田国際・国際、松戸国際・国際教養、幕張総合・看護、佐倉東・調理国際は一昨

年もトップ 10 に入っていました。佐倉・理数はスタート２年目で２年連続してのトップ 10 入りです。

専門学科などは、小規模な募集定員が多く、応募者数でランキングを作るとどうしても登場校が偏る、

と書きましたが、倍率でも人気校は固定化傾向になっています。専門学科の後期は募集定員８名とい

った学校、学科も多く、応募者数の少々の増減が応募倍率の変動がつながり易いのですが、現行の制

度になって今年で５年目、表に登場する学校が後期入試の高倍率定番校になってきました。	 

実際、現行制度のスタートだった 2011 年度の後期の応募倍率トップ 10 に登場した学校・課程の中

で理数や国際など、普通科系の学科は市立千葉・理数だけで、総合学科と看護・体育・商業・工業系

が各１つ、家政系と農業系が各２つとバラエティに富んでいたのが、職業系専門学科が減ってきて、

表のように多くが理数や国際など、普通科系の学校・課程で占められるようになってきました。また、

トップ 10 のうち、トップの市立稲毛・国際教養をはじめ、７校が前期のトップ 10 に入っていて、前

期不合格者の後期再挑戦が増えています。こうしたことも、トップ 10 が職業系専門学科から普通科系

に移行する理由でしょう。	 

ところで、今年から前期合格者（正確には合格内定者）の入学確約書にあった、中学校の校長の公

印が廃止されました。このため、一旦入学確約書を提出したのち、態度を翻して辞退や後期を欠席し

てもあまり問題にならなくなっていますが、これによって後期の合格者数を目立って増やした学校は

なく、合格者数の超過（確約書提出数 45＋後期合格者数－全体定員）は昨年よりも減っている学校が

目立っています。幕張総合・普通は昨年 18 名→今年 13 名、津田沼９名→５名、千葉東８名→７名、

県船橋・普通８名→４名などです。船橋二和のように昨年の７名が今年は８名に増えたケースもあり

ますが、概ね減少傾向で、制度変更による大きな変化は見られませんでした。	 

	 

●	 地域別公立入試の状況	 

《第１学区普通科系	 千葉市》	 

① 前期選抜	 

	 千葉市は周辺の学区からも受験生が集まることから、昨年は全県平均よりも応募者が増えた学校が

多かったのですが、今年は昨年の反動から減少している学校が目立っています。県千葉は約２割、100

名を超える減少でした。昨年は増加し、500 名を超えていましたので、その反動です。昨年よりも少

し入り易くなったようです。幕張総合・普通、磯辺、犢橋も減少が目立っていますが、幕張総合・

普通は規模が大きいため、率ではあまり大きくなりません。難度に影響はなかったようです。磯辺は

募集定員が拡大されているため、少し入り易くなっています。犢橋は隔年現象的な増減が続いていて、

今年は減少する年でしたやや入り易くなっているかもしれません。検見川、千城台、柏井も応募者

がやや減っていますが、難度に影響するほどではありませんでした。アクティブスクールの泉も応募

者がやや減っています。昨年はかなり増えていましたから、隔年現象です。募集定員が増えたため、

少し入り易くなったようです。	 

	 土気は応募者の増加が目立っています。人気が上がっているようです。少し難化したようです。若

松は昨年に続いて応募者が少し増えていますが、募集定員が削減されたため、昨年より厳しい入試に

なっています。合格ラインは少し上がっています。千葉東と千葉女子・普通も昨年に続いて応募者

がやや増えています。千葉東は昨年まで、県内で唯一学校独自問題を実施していましたが、今年から
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作文に変えたため、歓迎する受験生が多かったようです。難度面ではやや上がったかどうか、といっ

たところでしょう。千葉女子・普通は人気が上向いています。難度はやはりやや上がったかどうか、

といったところです。市立千葉・普通は、昨年は応募者の減少が目立っていましたが、今年は増加

しています。隔年現象でしょう。少し難化したようです。少定員ですが、市立千葉・理数と市立稲

毛・国際教養は応募者が増加、少し難化しています。他校は昨年並みの応募者数・難度だったよう

です。昼間定時制の生浜・サンスクールは今年も高倍率でした。	 

② 後期選抜	 

土気は前期同様、応募者の増加が目立ちました。少し難化しています。千葉南と生浜・全日制は

昨年並みの前期の応募者数でしたが、後期は増加が目立ちました。他校の前期不合格者が流れ込んで

いるのでしょう。両校とも少し難化しています。市立千葉・理数は応募者が増えて高倍率の厳しい

入試になりました。県千葉、千城台、柏井、泉は前期に引き続き応募者が減っています。県千葉は

若干入り易くなったかもしれませんが、今年も高倍率の入試でした。他の３校は少し入り易くなって

います。千葉北は前期が昨年並みの応募者数でしたが、前期の高倍率で敬遠ムードが起きたようで、

不合格者の後期の再挑戦が減少しました。昨年より少し入り易くなっています。他校は昨年並みの入

試でした。	 

	 

《第２学区普通科系／浦安・習志野・船橋市ほか》	 

① 前期選抜	 

全県で最大の学区です。全県では普通科系の応募者が減っていますが、この地域は合計すると応募

者が増えています。トップ校の県船橋は、昨年は応募者が減っていましたが、今年は増加しています。

隔年現象です。都内の有名私立との併願受験生が多い学校ですが、以前よりも進学校としての評価が

高くなってきました。もともと高難度の学校ですから、難度そのものはあまり変わっていないようで

す。薬園台・普通も、昨年応募者が 100 名以上減少していましたが、今年は 100 名まではいかない

ものの、95 名と大きく増えました。やはり隔年現象ですが、少し難化したようです。船橋二和と市

川昴も応募者が大きく増えていますが、両校とも募集定員が拡大していますが、応募者の増加はそれ

以上で、厳しい入試になりました。募集定員拡大をあてにした受験生も多かったようです。両校とも

少し難化したようです。	 

国府台、国分、市立松戸・普通、船橋法典も応募者の増加が大きい学校です。４校とも昨年に

続く応募者の増加で人気が上がっていて、少し難化したようです。船橋北も応募者の増加が目立ちま

すが、昨年は前年並みの応募者数だったため、人気が上向いてきたようです。やはりやや難化したよ

うです。船橋古和釜も大きく増えていますが、これは同校がアクティブスクールに転換し、学科試

験が３科目になったことも影響しています。負担が軽くなったと考えた受験生もいました。選抜方法

が変わったため、単純比較はできませんが、極めて低倍率だったこともあり、学力レベル面では難化

していません。	 

	 船橋啓明は昨年に続いて応募者がやや増えています。同校は昨年、募集定員が拡大して、期待し

た受験生が多く集まりましたが、今年は定員削減で、それでも応募者が増えました。その分少し難化

したようです。松戸国際・普通、実籾、船橋豊富、松戸馬橋、浦安も応募者がやや増えています。

難度の面では少し難化したかどうか、微妙なところでしょう。浦安南もやや増えていますが、定員割

れとなりました。それでも不合格者は出ています。難度に変化はありません。	 
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松戸六実は昨年応募者が 100 名以上増えて厳しい入試になりましたが、今年は反動で 123 名も減

少しました。隔年現象ですが、極端な動きです。昨年難化したため、敬遠する受験生が増えたのでし

ょう。昨年よりも入り易くなっています。八千代、八千代東、津田沼、小金、県松戸、市立船橋・

普通、松戸向陽・普通、船橋東は応募者の減少が目立ちました。このうち、八千代東や小金は、

昨年が増加していましたので、隔年現象ですが、津田沼や市立船橋・普通、松戸向陽・普通は昨

年に続く応募者減少です。八千代、県松戸、船橋東は、昨年の応募者に目立った動きはありません

でしたが、このうち八千代、船橋東、小金は高倍率校ですから、あまり入り易くなった印象はあり

ません。他校は少し入り易くなったようです。	 

	 八千代西、行徳、市立習志野も応募者がやや減っていますが、八千代西と市立習志野は目立

って入り易くなるほどではなさそうです。行徳はかなり低倍率になっていますので、入り易くなって

います。少定員の学科では、県船橋・理数、市立松戸・国際人文は応募者が増加、難化していま

す。松戸国際・国際教養は減少していますが、高倍率であまり入り易くなった印象はありません。

この他市川東などは昨年並みの応募者数で、難度面もあまり変わっていません。昼間定時制の松戸

南は今年も高倍率でした。	 

② 後期選抜	 

前期同様、薬園台、船橋北、船橋法典、市川昴、松戸馬橋、浦安の応募者の増加が目立ちまし

た。松戸馬橋は少し難化、他校も難化しています。船橋豊富は前期は目立った応募者の増減が見ら

れず、八千代西と行徳は減っていましたが、後期は増えています。他校の前期不合格で後期再挑戦

の受験生が増えています。船橋豊富と八千代西はやや難化したようですが、行徳は増えても定員割

れでした。少定員ですが、船橋・理数は応募者が増加、もともと高難度の入試がさらに厳しくなっ

ています。一方、津田沼、松戸六実、県松戸、市立船橋は前期の傾向が続いていて応募者の減少

が目立ちます。それぞれ少し入り易くなりました。実籾、浦安南も応募者の減少が目立ちますが、

両校とも前期は昨年より応募者が増えていました。実籾は不合格者の再挑戦が減って他校に流れたよ

うで、入り易くなっています。浦安南は前期が定員割れで、受験生が引いたようです。後期も定員割

れでした。アクティブスクールになった船橋古和釜は、後期（正式にはⅡ期）の定員が少なくなり

ましたが、その分応募者も減っています。他校は昨年並みの入試でした。	 

	 

《第３学区普通科系／柏・鎌ヶ谷・野田市ほか》	 

① 前期選抜	 

トップ校の東葛飾は応募者が増えています。昨年までほぼ同じ応募者数が続いていましたが、人気

が上がっています。もともと高難度ですから、学力水準の面では難化したわけではありませんが、厳

しい入試でした。柏中央、流山おおたかの森・普通、我孫子も応募者の増加が目立ちます。流山

おおたかの森・普通は昨年に続く応募者の増加で人気が上がっています。柏中央と我孫子は、昨

年は特に目立った応募者の動きは見られませんでしたから、やはり人気が上向いています。３校とも

少し難化しています。沼南も応募者が少し増えていますが、昨年は減少していましたから、隔年現象

でしょう。同校も少し難化したかもしれません。	 

一方、鎌ヶ谷、鎌ヶ谷西、柏南、柏陵、関宿、市立柏・普通、沼南高柳は応募者の減少が目

立ちます。沼南高柳は昨年、応募者が 148 名も増加し、厳しい入試になりましたが、その反動でし

ょう。鎌ヶ谷西以外の各校は、昨年は応募者が増えていましたので、隔年現象です。鎌ヶ谷西は、
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昨年は応募者に特に目立った動きはありませんので、少し人気に陰りが出てきたようです。鎌ヶ谷は

高倍率校で、あまり入り易くなった印象はありません。関宿は定員割れとなって不合格者は出ていま

せん。他の各校は少し入り易くなったようです。流山南と野田中央も応募者がやや減っています。

両校とも昨年は増えていましたので、隔年現象でしょう。やや入り易くなったかもしれません。柏の

葉・普通も応募者がやや減っていますが、同校は募集定員が削減されていて、入り易くなることは

なかったようです。	 

流山北はアクティブスクールに改編され、学科試験が３教科になったこともあり、応募者が大き

く増えました。学科試験の負担の軽さを狙った受験生もいたようです。入試のしくみが変わっている

ため、単純比較はできませんが、難化することはなかったようです。少定員の学科では、柏・理数の

応募者が増えていて、難化しました。柏の葉・情報理数もやや増えていて、入試が厳しくなってい

ます。流山おおたかの森・国際コミュニケーションはやや応募者が減りましたが、難度に影響

はなかったようです。県柏と我孫子東は昨年並みの応募者数で、難度にも特に変化はありませんで

した。	 

② 後期選抜	 

東葛飾、沼南高柳、我孫子東は応募者の増加が目立ちました。東葛飾は前期不合格者の再挑戦

が増えています。後期も難化した厳しい入試でした。沼南高柳と我孫子東は前期と傾向が違ってい

ます。他校の前期不合格者で、絶対公立と考える受験生が流れ込んだのでしょう。我孫子東は昨年

並みの難度でしたが、沼南高柳は少し難化しています。鎌ヶ谷、柏陵、市立柏は前期同様応募者

の減少が目立ちます。少し入り易くなっているようです。沼南も減少が目立ちますが、同校は前期と

傾向が異なります。前期の不合格者が他校に流れ、再挑戦が減っているのでしょう。定員割れとなっ

ています。流山北はアクティブスクールに転換し、後期（正式にはⅡ期）枠が小さくなったため、応

募者は減りましたが、倍率は上昇しています。難度面では特に変わっていないと思われますが、不合

格者は増えています。少定員の学科も含め、他校は昨年並みの入試状況でした。	 

	 

《第４学区普通科系／成田・八街・佐倉市ほか》	 

① 前期選抜	 

昨年、理数を新設したトップ校佐倉は、昨年は理数新設に伴う募集定員削減もあって応募者が減っ

ていましたが、今年もやや減っています。ただ、高倍率校ですから、あまり入り易くなった印象はあ

りません。成田国際・普通は昨年よりも 91 名も応募者が減りました。昨年は増えていましたので、

隔年現象でしょう。ただ、同校も高倍率校ですから、昨年よりは入り易くなったものの、やはり厳し

い入試です。印旛明誠も、昨年は応募者が増えていましたが、今年はその反動もあって減っていま

す。同校は少し入り易くなったようです。佐倉南も昨年に続いてやや応募者が減りました。同校は低

倍率になっていて、入り易くなっています。佐倉西と総合学科の八街は、昨年は前年並みの応募者

数でしたが、今年は少し減って、やや入り易くなったようです。	 

一方、成田北、四街道、富里は応募者の増加が目立ちます。成田北は昨年、前年並みの応募者数

で、人気が上がっていますが、募集定員を拡大したことで受験生が集まった面はあります。募集定員

の拡大以上に応募者が増えていて、やや難化したようです。四街道と富里は、昨年は応募者が減っ

ていましたので、隔年現象です。やはり少し難化しているようです。佐倉東・普通、四街道北、白

井は若干応募者が増えていますが、難度面ではあまり変化はなかったようです。少定員の学科では成
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田国際・国際は応募者がやや減っていますが、今年も高倍率で、難度面ではあまり変わっていませ

ん。昨年新設の佐倉・理数は昨年並みの応募者数で、今年も人気でした。	 

② 後期選抜	 

前期同様、成田北、四街道、富里は応募者の増加が目立ちました。定員が拡大した成田北は、特

に難度に変化は見られませんが、四街道と富里は少し難化しています。佐倉・普通、成田国際・

普通、印旛明誠も前期同様、応募者の減少が目立ちました。もともと高倍率の佐倉・普通は別とし

て、他の２校は入り易くなっています。佐倉西は前期の応募者数に特に目立つ変化は見られませんが、

後期は減少しました。前期不合格者の再挑戦が減っているようです。やはり少し入り易くなっていま

す。少定員の学科も含め、他校は昨年並みの入試でした。	 

	 

《第５学区普通科系／銚子・旭・八日市場市ほか》	 

① 前期選抜	 

	 佐原・普通、匝瑳・普通、県銚子の応募者の減少が目立ちます。匝瑳・普通は昨年に続く応募

者の減少です。人気の面はありますが、地域の生徒数の減少も原因の１つです。県銚子は、昨年は応

募者数にあまり大きな変化は見られませんでしたので、やはり地域の生徒数の減少が影響しているの

でしょう。佐原・普通は、今年は理数の人気が高い影響もあるようです。３校ともやや入り易くな

ったかもしれません。多古・普通も応募者がやや減っていますが、同校は昨年、少し増えていまし

たので、隔年現象的な変化です。同校は募集定員を削減しているため、その影響もあるでしょう。難

度の面ではあまり変化はなかったようです。	 

佐原白楊は昨年並みの応募者数です。地域最高倍率で、人気を示しています。難度面では特に変

化がなかったようです。小見川と市立銚子は応募者がやや増えました。特に小見川は昨年も増えて

いましたので、人気が上がっています。両校ともやや難化したかもしれません。少定員の学科では、

佐原・理数の応募者が増えていて人気が上がっていますが、匝瑳・理数は昨年並みの応募者、同・

英語は応募者が減っています。佐原・理数は少し難化したようですが、匝瑳は理数、英語とも低倍

率で入り易くなっています。	 

② 後期選抜	 

前期同様、佐原・普通、匝瑳・普通、県銚子の応募者の減少が目立ちます。３校とも入り易く

なっていますが、特に匝瑳・普通と英語は定員割れとなりました。理数も不合格者は出ていません。

他校は昨年とあまり変わらない入試結果でした。	 

	 

《第６学区普通科系／東金市ほか》	 

① 前期選抜	 

成東・普通、東金・普通、松尾は応募者が少し増えています。地域の生徒数の減少もあって、

昨年は３校とも減少していました。生徒数が回復しているわけではありませんが、隔年現象の面もあ

るのでしょう。３校ともやや難化したようです。昨年応募者が増えていた大網・普通は、今年はや

や減少です。少し入り易くなったようです。九十九里・普通も応募者がやや減っていますが、募集

定員を削減しているため、入り易くはなっていません。少定員の学科では成東・理数の応募者が少

し増えていて、やや難化しています。東金・国際教養は昨年並みの応募者数で、難度に特に変化は

見られなかったようです。	 
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② 後期選抜	 

前期同様、成東・普通と東金・普通は応募者の増加が目立ちます。少し難化したようです。松尾

は昨年並みですが、九十九里と大楠・普通は応募者が減っていて、九十九里は募集定員削減です

が、結局両校とも不合格が発生しませんでした。成東・理数と東金・国際教養は、昨年は不合格

が発生していませんが、今年は発生しています。	 

	 

《第７学区普通科系／勝浦・茂原市ほか》	 

① 前期選抜	 

	 長生・普通は応募者が少し増えました。もともと高倍率ですので、難度にはあまり変化はなかっ

たようです。大多喜と茂原はやや減っていますが、難度に影響を及ぼすほどではありませんでした。

勝浦若潮と岬を統合して総合学科に転換した大原は、同校としては応募者が増えたものの、統合前の

３校合計との比較では、かえって減っていて、低倍率の前期選抜でした。難度面では少し入り易くな

った印象もあったようです。長生・理数は昨年並みの応募者で、難度にも変化は見られなかったよ

うです。	 

② 後期選抜	 

大原の後期は定員割れでした。３校統合時に、地元で反対運動などもあった影響かもしれません。

不合格者は出ていますが入り易い入試でした。長生・理数は不合格者が発生していません。他校は

昨年と大差ない結果でした。	 

	 

《第８学区普通科系／館山・鴨川市ほか》	 

① 前期選抜	 

	 安房、長挟、総合学科の安房拓心とも昨年並みの応募者数です。安房は募集定員を削減していま

すので、少し難化したようですが、長狭と安房拓心は難度に変化は見られません。中３生徒数が少

ない地域ですので、人気よりも生徒数と受験生の成績動向の影響が強く出ています。	 

② 後期選抜	 

安房は募集定員削減なのに応募者が増加、昨年より難化しています。長狭と安房拓心は昨年とあ

まり変わらない入試結果でした。	 

	 

《第９学区普通科系／市原・袖ヶ浦・木更津市ほか》	 

① 前期選抜	 

	 トップ校木更津は、昨年は応募者が減っていましたが、今年は昨年並みです。今年も高倍率で、難

度に変化は見られませんでした。君津は昨年、応募者が減っていましたが	 今年は昨年より 99 名も

応募者が増えています。隔年現象ですが、高倍率で難化した入試になりました。袖ケ浦・普通、市

原緑、姉崎は応募者がやや減っています。市原緑は、昨年は応募者が少し増えていましたので、隔

年現象です。袖ケ浦・普通と姉崎は、昨年特に目立った応募者の動きが見られませんでしたので、

少し人気に陰りが出てきたようです。袖ケ浦・普通は高倍率ですから、特に難度に変化は見られな

かったようですが、市原緑と姉崎はやや入り易くなったかもしれません。上総・普通もやや減って

います。同校は昨年増えていましたので、隔年現象ですが、定員割れとなり、入り易くなっています。	 
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	 市原と市原八幡は少し応募者が増えています。昨年は減っていましたから、隔年現象ですが、難

化するほどではありませんでした。木更津東・普通、京葉、アクティブスクールの天羽、総合学科

の君津青葉は昨年並みの応募者数でした。木更津東と京葉は、特に難度に変化は見られませんが、

天羽は低倍率、君津青葉は定員割れで、今年も入り易い入試でした。	 

② 後期選抜	 

君津と市原八幡の応募者増加、市原緑、姉崎、上総・普通の応募者の減少が目立ちました。君

津と市原八幡は前期の人気が後期にも引き継がれています。両校とも難化しています。市原緑、姉

崎、上総・普通も前期の人気を引き継いでいて、姉崎は少し入り易くなっています。市原緑と上

総・普通は定員割れとなりました。それでも不合格者は発生していますが、市原緑・普通は入り易

くなりました。上総・普通は昨年並みの難度です。なお、市原と天羽も昨年に続く定員割れでした。

他校は昨年並みの入試でした。 
 
《全県	 専門系》	 

① 前期選抜	 

少定員の学科・コースは別として、募集定員が 80 名以上で応募者の増加が目立つのは、千葉工業・

電子機械、同・電気、市川工業・電気、流山・商業系（会計・情報処理）、一宮商業、君津

商業でした。このうち、昨年も増加が目立っていたのは市川工業・電気、逆に昨年減少が目立って

いたのは一宮商業、千葉工業・電子機械、同・電気、流山・商業系です。一方、応募者の減少

が目立ったのは京葉工業・電子工業、市川工業・建築、東金商業、館山総合・海洋、鶴舞桜

ヶ丘・食とみどりで、このうち昨年は応募者の増加が目立っていたのは京葉工業・電子工業、館

山総合・海洋、鶴舞桜が丘・食とみどりでした。	 

② 	 後期選抜	 

	 定員が少ない学科・コースが多いため、普通科系のようには論じられませんが、君津商業の応募

者増加と松戸・芸術、千葉商業、銚子商業・海洋の応募者減少が目立ちました。	 


