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千葉県私立高校2015年度入試結果（速報） 
	 

●	 概況	 

入試期間	 15 年	 14 年	 13 年	 12 年	 11 年	 

前期	 54,331	 	 54,220	 52,413	 52,255	 50,802	 

後期	 3,955	 	 4,755	 5,009	 5,731	 6,288	 

計	 58,286	 	 58,975	 57,422	 57,986	 57,090	 

前期の割合	 93.2%	 91.9%	 91.3%	 90.1%	 89.0%	 

女子校の割合	 3.0%	 3.4%	 3.2%	 4.7%	 4.3%	 

上の表は編集部のアンケートによる応募者数の集計で、一部入試結果未公表の学校があることと、

二次募集は含んでいない学校もあるため最終結果ではありません。前後期を合計した県内私立高校の

応募者数は約 58,300 件で、昨年と比較すると約 700 件減少しています。前後期の内訳では、前期が

100 件以上増えているのに対して、後期は 800 件も減少しています。前期については受験生１人あた

りの併願校数が若干増えたものの、前期だけで私立の入試を終える受験生が増えて、後期は初めから

考えていない受験生が増えました。後期入試で多くの受験生が集まるのは渋谷幕張をはじめとする難

関・上位校ですから、今年は挑戦志向が低下して、前期で安全を図った受験生が増えたようです。	 

県内の私立高校入試制度が現行の制度になったのは 2007 年度で、当時は応募総数に占める前期の割

合が 71.1％でしたが、毎年上昇して今年は 93.2％になりました。難関・上位校をめざす受験生は前期

も後期も２校、３校と受験日程を組み、さらに都内校も視野に入れて全体の受験パターンを組みます

が、そのような受験生は少数派です。多数派の公立第一志望の受験生は私立１校を最後の押さえとし

て合格を確保し、公立高校前期が第一、次が公立の後期、ダメなら私立、というパターンで受験しま

すので、私立を複数受験するケースは少なくなっています。もう１つのケースとして、少数派ではあ

りますが、中堅の私立高校を専願や推薦で受験するケースです。この場合、めったに不合格になりま

せんから、私立１校のみ前期で受験しますが、今年は１月に実施された進路希望調査で公立志向が低

下していること、後期の応募者が大きく減ったことから、中堅の私立高校を第一志望とする受験生が

増えているようです。	 

	 首都圏では全体的に共学校の人気が高く、女子校の人気はいま一つですが、表のように今年も応募

総数に占める女子校の割合は低下しました。なお、2012 年から 13 年にかけて一気に低下しています

が、これは女子校だった植草学園大学附属が共学化したためです。	 

	 

●	 県内各校の状況	 

《総武線・京葉線・東葉高速線方面》	 

まず女子校から。国府台女子は応募者が減っています。このところ隔年現象で応募者が増減して

いますが、昨年増えていましたので順番どおり今年は減りました。前期の併願と後期の普通の減少が

大きくなっています。応募者の減少を反映して、普通科の前期は合格最低点が少し下がっていますが、

後期は昨年並み、英語科は前後期とも上がっています。和洋国府台も昨年は応募者が増えていまし

たが、今年は減っています。進学コースは昨年並みの応募者数ですが、特進とファッションテクニク

ス科が減少しました。併願受験生が多いこともあって、難度に変化はなさそうです。千葉聖心も応
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募者が減っています。昨年は前年並みでした。やはり併願受験生が多く、難度は特に変化がありませ

ん。不二女子は県内では珍しく前期が単願推薦のみ、公立高校をはじめとする併願受験は後期のみ

としている学校で、昨年は応募者がやや減っていましたが、今年は少し増えています。やはり難度の

面では変化はありません。同校は別として、この地域の女子校は、今年は人気に少し陰りが出ている

ようです。	 

男女校では、首都圏最難関校の１つ、渋谷幕張の応募者が今年は減っています。昨年は増えまし

たので、隔年現象ですが、昨年は前後期とも男子の増加が中心で、今年はその男子が減っていますの

で、隔年現象は男子が中心です。前期は合格最低点が少し下がっていますが、昨年上がった反動でし

ょう。ただ、少々下がっても入り易くなった印象はありません。東邦大東邦も応募者が減っていま

す。同校も女子よりも男子の減少が目立っています。前後期とも、昨年より合格最低点がやや下がっ

ていますが、もともと難関校ですから、入り易くなったとは言えませんでした。なお、同校は完全中

高一貫化を目指していて、2016 年度の入試が最後になる予定です。	 

市川も昨年増えていた応募者が、今年は減少しています。やはり女子よりも男子の減少が目立って

います。もともと男子の方が女子よりも応募者が多いため、当然かもしれませんが、男子の変動が目

立っています。ただ、前期は合格最低点が上がっていて、やや難化したかもしれません。受験生が絞

られたようです。後期は昨年並みでした。昭和学院秀英は前期の応募者が少し増えていて、女子の

増加が目立ちます。後期は男子がやや減りました。同校も前期は合格最低点が上がっていて、応募者

の増加と相まって厳しい入試になりました。後期はやや下がっています。昨年の後期がかなり厳しい

入試だったため、その反動が出たようです。	 

日大習志野は昨年まで応募者の減少が続いていましたが、今年は昨年並みです。内訳では前期が

やや増えて、その分後期が減っています。受験生の前期シフトの影響でしょう。ただ、前後期とも合

格最低点は上がっていて、昨年までと受験生の学力層が少し変化しているようです。同じ日大系でも

習志野よりも附属カラーが強い千葉日大第一も、今年は応募者数が昨年並みでした。昨年は前後期

男女とも増加していました。同校は特に後期の応募者が減っているわけではありませんが、前期は合

格最低点が少し下がり、後期は上がっています。昨年の後期がやや低かったため、本来の同校の合格

ラインになったわけですが、日大習志野ともども受験生の学力層が少し変化しているようです。	 

同じく附属校カラーか強い東海大浦安は昨年に続いて前年並みの応募者数でした。以前よりも応

募者が減っていていますが、安定してきました。同校は前期の合格最低点が上がっています。後期は

昨年並みでした。受験生の安全志向が強くなっているのかもしれません。日出学園は小規模の入試

で、やはり応募者数は昨年並みですが、内訳では前期が少し増えて、後期は減っています。受験生の

前期シフトです。合格最低点は昨年並みでした。一昨年まで３年連続で応募者が増えていた昭和学院

は、昨年は人気が一段落して減少していましたが、今年は再び増加しています。Ａ推薦と特待特進入

試の増加が目立ちます。昨年の減少は出願基準の引上げが影響していましたが、今年はそれが浸透し

たようで、この数年間で同校を考える受験生の学力層がワンランクアップしています。	 

	 共学化３年目の植草学園は特進コースと英語コースが共学、普通コースは女子のみですが、昨年

増加した応募者は、今年は昨年並みでした。一昨年の共学化時には、共学化で人気上昇、という結果

にならず、２年目の昨年は英語と普通の応募者が増えていて、男子の特進希望者が増えていないよう

です。まだ共学化の浸透が不十分なのかもしれません。難度の面では特に変化はなかったようです。

千葉明徳は、一昨年、昨年と応募者が減っていました。昨年、併設中学からの内部進学１期生が出



高校受験版 受験マニアックス（2015年 5月 20日） 

3 
Copyright © School Network All rights reserved. 

るタイミング狙って、レベルアップを図った大幅なコース改編を実施したためで、応募者が減ること

を覚悟の改編でした。今年はこうした姿勢が受験生に浸透し、応募者が増加しています。前期は各コ

ースとも増加、合格最低点は昨年並みですが、昨年入り易いコースの募集を停止しているため、同校

を狙う受験生の学力層は、今までよりワンランク上がっています。後期は昨年並みの応募者数です。	 

千葉商科大、東京学館浦安、東京学館船橋も応募者が増えています。東京学館船橋は昨年、

応募者が少し減っていましたので、人気が上向いてきました。もともと専門系の人気が高かった学校

ですが、普通科と情報処理科の増加が目立ちます。もともと併願受験生が多いこともあって、特に難

度に変化はなかったようです。千葉商科大と東京学館浦安は昨年に続く増加で人気が上がっていま

す。両校とも募集規模が大きく、併願受験生が多いことから、各コース、各回次の合格最低点に多少

の上下が見られるものの、総じて難度に変化はなさそうです。東葉は応募者が少し減っていますが、

一昨年、昨年と増えていたので、人気は一段落です。やはり難度に変化はなさそうです。	 

	 桜林、敬愛学園、千葉経済大は昨年並みの応募者数でした。桜林は一昨年まで応募者の減少が

続いていましたが、昨年は増加、今年は横ばいで人気が持ち直してきました。千葉経済大は、応募

者の総数は昨年とあまり変わりませんが、情報処理科の応募者が減って商業科が増えていますので、

受験生の志向が少し変わってきたようです。敬愛学園は一昨年、昨年と増えていた応募者が、今年

は昨年並みですから、上がっていた人気が一段落したのでしょう。３校とも難度面では特に変化は見

られなかったようです。	 

	 

《常磐線・北総線方面》	 

	 女子校の聖徳大附属は、普通科の類型分けを、わかりやすい特進・進学コースの呼称に変更しま

したが、昨年並みの応募者数でした。昨年は減っていましたから、人気の低下に歯止めがかかったよ

うに見えますが、その前３年ほどほぼ同じ応募者数が続いて安定していたので、回復していない、と

いった見方の方が当てはまるでしょう。首都圏では全般的に女子校は不人気ですが、同校よりももう

少し入り易い学校では応募者が増えているケースも見られ、一番共学校の影響を受け易い難度になっ

ています。合格最低点は進学コースが少し下がっているようです。	 

	 男女校では昨年に続いて芝浦工大柏の応募者が少し減っています。同校は上位コースとしてグロ

ーバル・サイエンスクラス新設、在来コースはジェネラル・ラーニングクラスと呼称することにしま

したが、まだ受験生への浸透が不十分なのかもしれません。ただ、１月 19 日の前期２回は合格最低点

が少し上がっていて、受験生が絞られた面はあるようです。他の回は昨年並みでした。専修大松戸

は一昨年まで応募者が減少、昨年は前年並みでしたが、今年は増加して人気が上向いています。内訳

では前期のＥ類型の増加が目立っていて、上位コースの人気が高くなっていることがわかります。小

幅も含め、各回各類型とも合格最低点は上がっていて、同校を考える受験生の学力層が上がっている

ようです。	 

麗澤も応募者が増えています。昨年も増えていましたが、その前年までは隔年現象が続いていまし

たので、人気の動向が変わってきたようです。内訳では特進・文理コースとも女子の増加が目立って

いて、女子の人気が上がっていることがわかります。合格最低点は特進・文理、１・２回とも昨年並

みでした。二松学舎大柏は応募者がやや増えています。一昨年までは増加が続いていて、昨年は前

年並みでしたから、昨年は一息ついたものの、人気はまた上がっています。同校はスーパー特選・特

進選抜・進学コースの３コース制で、増加が目立つのは特進選抜コースです。難度の面では大きな変
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化はなかったようです。	 

	 柏日体は昨年に続いて応募者が増えていて、人気が上がっています。昨年、文理特進コースをアド

バンストコースに、スポーツコースをアスリートコースに改称し、内容も強化して受験生に支持され

ましたが、今年は浸透が一層進んだようです。前後期とも合格最低点が上がっていて、同校のもくろ

み通り、受験生の学力層が上がっているようです。西武台千葉は隔年的な応募者数の増減が見られ

る学校で、昨年は増えていましたが、今年は順番どおり減っています。併願受験生が多いことから、

難度の面では昨年とあまり変わっていないようです。流通経済大柏は昨年に続いて応募者がやや減

っています。同校も以前は隔年現象が見られましたが、昨年、今年の減少は出願基準の引き上げと、

それが浸透したためで、併願の公立高校は以前と違い、２番手校が増えてきています。特にⅢ類は合

格最低点も少し上がっています。Ⅰ類は昨年並み、スポーツのⅡ類は学科試験がありませんが、難度

に特に変化はなかったようです。	 

	 我孫子二階堂と中央学院は昨年並みの応募者数でした。我孫子二階堂は、昨年は応募者が増え

ていて、一昨年は前年並みでしたから、人気は少しずつ上がっています。中央学院は安定していた

応募者数が昨年は少し減少、今年は昨年並みで、人気が回復していない、と言えるかもしれません。

女子の減少が目立っていて、女子受験生の併願の動きが変化しているようです。両校とも併願受験生

が多いため、難度の面では特に変化はなかったようです。	 

	 

《京成・東葉線～県中央部》	 

	 女子校の愛国四街道は、昨年は応募者が増えていましたが、今年は昨年並みでした。難度面では

例年並みだったようです。	 

男女校では、地域トップの成田の応募者数は昨年並みでした。昨年は前期で併願受験を実施、５教

科入試も３教科として受験しやすくしましたが、続いていた応募者の減少に歯止めがかかっていませ

んでした。今年は改革２年目で受験生に浸透してきた面もあるでしょう。千葉市の吸引力が高まって

千葉市と成田市の間の受験生が成田市に向かわなくなってきたことが応募者減少の理由ですが、歯止

めがかかってきたようです。合格最低点は前後期とも昨年並みでした。八千代松陰は昨年まで応募

者の増加が続いていましたが、今年はやや減少し、人気が一段落しました。男子の普通コース希望者

が減少の中心です。難度の面ではＩＧＳ・普通とも昨年並みだったようです。	 

千葉敬愛は昨年までも応募者の増加が続いていましたが、今年もやや増えています。人気の上昇

が続いています。千葉黎明は昨年まで応募者が減っていましたが、今年は増加しました。人気が反

転しています。昨年の減少は出願基準を上げたためで、応募者の減少を覚悟のレベルアップですが、

今年はこうした姿勢が受験生に浸透し、歓迎されたのでしょう。千葉英和は、昨年は応募者が減っ

ていましたが、今年は、厳密には応募者が若干減っていますが、昨年並みと考えて良さそうです。秀

明八千代と東京学館は応募者が減っています。両校とも昨年は前年並みでした。千葉敬愛や千葉

黎明などに流れた受験生もいたかもしれませんが、千葉市や東葉高速線・京成線等で船橋方面の学校

を選ぶ動きもあるようです。やはり併願受験生が多いことから、これら５校の各コースとも難度の面

では昨年とあまり変わっていないようです。	 

	 

《県東部・県南部》	 

女子校の千葉萌陽は、応募者の減少に一昨年、歯止めをかけ、昨年は小幅ですが増加に転じまし
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たが、今年は再び少し減っています。首都圏全体の女子校不人気の影響でしょう。男女校の茂原北陵

は昨年まで応募者の減少が続いていましたが、昨年増加に転じ、今年もやや増えています。横芝敬愛

も応募者の減少が続いていましたが、今年は歯止めがかかり、増加に転じました。千葉学芸は、一

昨年が応募者やや減少、昨年がやや増加、今年は再びやや減少と、隔年現象での変化です。敬愛大八

日市場はこの５年ほど、安定した応募者数でしたが、今年は少し減っています。地域的に公立志向が

強く、併願受験生が大多数ですから、これらの５校の難度は昨年とあまり変わっていないようです。	 

一昨年、コースを改編して進学校としての体制を強化した市原中央は、一昨年増加した応募者が

昨年はやや減少していましたが、今年は少し増えていて、隔年現象的な変化になってきました。同校

の系列校、木更津総合は昨年までほぼ同じ応募者数が続いて安定していましたが、今年は増加しま

した。人気が上向いているようです。志学館は昨年まで応募者の減少が続いていましたが、今年は昨

年並みで、人気の低下に歯止めがかかりました。同校の系列校、拓大紅陵は昨年並みの応募者数（厳

密には若干増）で、昨年も同様でしたから人気が安定しています。暁星国際は小規模な入試ですが、

やはり昨年並みの応募者数でした。これら５校も各コースの難度面では大きな変化はなく、例年並み

だったようです。	 

昨年まで小幅でも応募者の増加が続いていた東海大望洋は、今年は減少しています。人気は一段

落でしょう。スーパー特進は合格最低点が上がっていて、やや難化したようです。総合進学の難度は

昨年並みでしょう。入試シーズンに入ってから、この４月からの校名変更を発表した千葉国際は、

昨年まで応募者の増加が続いていましたが、今年は減少しています。新校名は「翔凜高校」です。同

校は昨年、民事再生法を申請して、学校倒産かと騒がれましたが、一昨年経営陣が交代し、以後は体

質改善が進んで人気が上がっています。昨年の申請も旧経営陣が残した累積債務を棚上げするもので、

地元も了解済みでした。イメージの一新を図った校名の変更でしょう。各コースの難度は特に変化は

なかったようです。	 

	 倒産と言えば、一昨年、入試前に経営破たんが明らかになり、千葉県の指導で再建のメドがつくま

で入試を中止するという異例の展開になった文理開成は、その後再建に向けて動いていますが、今

年も応募者が少し減った小規模の入試でした。信頼回復にはまだ時間がかかるでしょう。根本的には

生徒数の減少が原因です。やはり一部、コースの改編を行っていますが、総じて難度は変化していな

いようです。千葉県安房西は一昨年、昨年と応募者が増えていましたが、今年は減少しています。

中３生徒数の減少が顕著な地域ですので、一昨年や昨年の増加は文理開成の影響もあったのかもしれ

ません。本来の応募者数に戻ったのでしょう。同校も難度面では変化がなかったようです。	 


