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1. 概況 連続して応募総数は増加、実際の受験者数はさらに増加 

千葉県の私立中学入試は12月1

日開始の推薦(第一志望・専願)入

試と、1月20日開始の一般入試の

2 本立てです。常磐線・つくばエ

クスプレス線方面では一般入試し

か行っていない学校が多く、総武

線・京葉線・京成線方面では難関・

上位校を除いて推薦入試・一般入

試とも実施している学校が多くな

っています。今年の県内公立小 6

年生は約51,600名で、昨年より約

2,100 名の大幅な減少です。県内

の公立中高一貫校を含む中学入試

の応募総数は、2月24日現在約 
 

 
28,700件でした。一部に未公表の学校があり、最終的

にはもう少し上乗せされると見込まれます。昨年の最

終が約28,300件でしたので、一昨年、昨年に続いて応

募者の増加が続いています。県内の小6児童数が減少

する中での増加ですので、中学受験の人気が上がり、

拡大していることがうかがえます。	 

上のグラフは各校の入試の応募者数を日程別に合

計して一昨年、昨年と比較したものです。今年の数値

は速報値です。12月の入試は、県立千葉・東葛飾の1

次と私立の推薦・第一志望入試、12月実施の帰国生入

試の合計、1月20日と21日は午前入試と午後入試の

合計です。1月27日以降の応募者数はグラフには表し

ていませんので、市立稲毛の応募者は含まれません。	 

12月入試の応募者数は、一昨年は東葛飾の開校と千

葉日大第一の推薦新設の影響を受けて大きく増加し、

昨年は東邦大東邦の推薦新設の影響を受けてさらに増

加していました。今年は一昨年と昨年の間くらいの応

募者数に落ち着いています。1月の入試では、1月 20

日が大きく増えていますが、これは昭和学院秀英が午

後入試を新設した影響が大きいでしょう。766 名もの

応募者が集まり、大人気となりました。また、1月22

日が減ったのは、麗澤の2回が廃止になったことが関

係しています。他の日程は、多少の上下はありますが

ほぼ例年並みの応募者数を集めていて、中学受験への

期待の高さがうかがえます。	 

実際の受験者総数も昨年より増えていて、しかも応

募総数の伸びよりも高い割合で増えています。「とりあ

えず多くの学校や回次に出願しておいて不要なら欠席

する」という動きが減ってきて、確実に受験するとこ

ろだけに出願を絞る受験生が目立っています。インタ

ーネット出願が増えていて、締め切り直前まで本当に

受けたい学校をしっかり考えて受験するようになって

きています。	 

次に、難易度による志望校選択の傾向を見てみます。

次のページのグラフは、各校の応募者数を難易度別に

上からＡ～Ｅの5段階にグルーピングして合計し、昨

年と比べたものです。グルーピングは各年の入試直前

の予想難易度をもとにしていて、毎年の受験生がどの

難易度の学校をどれだけ希望しているかを表していま

す。公立一貫校は受験生の学力分布が幅広いため外し

ています。共学・別学校の応募者はそれぞれ男女別で

集計し、男子校・女子校と合計していますが、男女別

の内訳が未公表の学校は応募者数の半分ずつをそれぞ

れ男子・女子で合計しました。昨年は昨年用の予想難 
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易度、今年は今年用の難易度を用

いていますので、それぞれのグル

ープに含まれる学校は、昨年最終

と今年とでは異なる場合がありま

す。	 

千葉県の特徴は男女とも難関校

のＡグループが最多な点で、東京

23区や多摩地区、神奈川県や埼玉

県とは異なります。昨年の男子は

Ｂ、Ｃ、Ｄ…と入り易くなるほど

応募者が減少するスキーのジャン

プ台のようなグラフでしたが、今

年はＣグループが最小となりまし

た。女子は、昨年はＤグループが

最少でしたが、今年はＣグループ

が最少となっています。	 

	 男女ともに今年のＡグループの

応募者数は増え、男子は応募総数

の半分以上、女子は4割程度を占

めました。県内の中学受験生の半

分や4割程度がＡグループ校に応

募するとは考えられませんから、

東京都や神奈川県の中学を第一志

望とする成績上位層の受験生が、

併願先として千葉県のＡグループ

校を選んでいるわけです。男子で

は他に上から2番目のＢグループ

の応募者数も増えていて、難易度 

 
 
◎	 難易度別グルーピング 
本資料集では出願動向の分析のため、各校の代表的な入試難易度で千葉県 
私国立中を次のようにグルーピングしました。学校ごとの教育内容の優劣 
を表すものではありません。 
Ａ…市川・渋谷幕張・昭和学院秀英・東邦大東邦 
Ｂ…国府台女子・芝浦工大柏・専修大松戸・千葉大附属・麗澤（AE） 
Ｃ…聖徳大附属女子（Ｓ選抜特待）・成田高校付属・麗澤（EE） 
Ｄ…聖徳大附属女子（Ｓ選抜・選抜）・昭和学院（アドバンスチャレンジ） 
・西武台千葉（特選）・千葉日大第一・東海大浦安 
・二松学舎大附柏（特選・グローバル）・日出学園・八千代松陰 
Ｅ…暁星国際・志学館・秀明八千代・翔凜・昭和学院（一般） 
・聖徳大附属女子（進学）・西武台千葉（進学）・千葉明徳 
・二松学舎大附柏（選抜）・和洋国府台	 

 
の高い学校に人気が集まる傾向がより強くなっていま

した。女子ではＢグループとＣグループの応募者数は

減って代わりにＤグループが増えていて、一番上のグ

ループと比較的入りやすいグループに人気が集まる結

果となりました。	 

	 以下、各地域別に入試状況を見ていきます。県立千

葉、東葛飾と市立稲毛は公立一貫校の概況をご覧くだ

さい。 
 
2. 市川市～千葉市方面 
	 まず女子校から。国府台女子は一昨年に一般入試の

2回の応募者が増加、昨年は12月の推薦と一般入試の

2 回が増加と、人気が上がっていた学校です。今年度

は推薦の応募者数が減り、1回は微減、2回も少し減っ

ています。一昨年と昨年の人気上昇を受け、やや敬遠

した受験生が増えたのでしょう。合格最低点は推薦、1

回、2回の全てで昨年よりも上がっていて、特に 2回

は大幅に上昇しました。応募者数は減ったものの受験

生の学力層は上がり、絞られた受験生による入試とな

ったようです。	 

和洋国府台は 2017 年度から中学と高校の校舎を統

合し、中高一貫教育の深度化を図っています。今年の

入試では、1月20日の1回でも英語入試を実施するな

どの変更がありました。今年の応募者数は、推薦入試

についてはあまり動きはなく、昨年同様の入試となり

ました。1月20日の1回は、4科、2科、新設の2科

＋英を合わせると、微減ですが昨年とあまり変わらな

い応募者数となりました。1月24日の2回は、4科、2
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科、2科＋英のほか、適性、2科＋社、2科＋理という

バラエティに富んだ入試を行っています。こちらの応

募者数は微増ですが、やはり昨年とあまり変わりませ

んでした。2月6日の3回はもともと受験者数が少な

い入試で、今年度も昨年並みの受験者数でした。合格

最低点は公表されていませんが、難度は全ての回次と

も昨年並みだったようです。人気・難度ともに安定し

ています。	 

続いて男女校です。トップ校の渋谷幕張は、1月20

日の帰国と22日の1次の応募者数が増加しました。特

に1次は一昨年、昨年と緩やかに増加を続けていて、

今年もその傾向が続いています。2 次はわずかに減少

しましたが、隔年現象的な動きです。合格最低点は、

帰国が昨年並み、1次と 2次は小幅ながら上がりまし

た。元々高難度の学校ですから、難度がさらに上がっ

たとは言い難いですが、今年も高水準の厳しい入試が

続いています。東邦大東邦は2017年度から帰国生以外

の高校募集を停止して完全中高一貫校に移行している

学校です。中学では2017年度に推薦入試を新設しまし

たが、昨年は大人気で、男子の実質倍率が18.6倍、女

子は25.6倍という大激戦となりました。今年の推薦入

試の応募者数は昨年より1割ほど減りましたが、それ

でも募集定員30名（男女計）に対して600名弱の応募

者が集まりましたので、かなりの狭き門となっていま

す。1月21日の前期、2月3日の後期とも応募者数は

概ね昨年並みですが、前後期とも男子が少し増えてい

ます。合格最低点は推薦が厳密にはやや上がり、前期

はほぼ昨年並み、後期は少し上がって難化しました。	 

例年幕張メッセで大規模な入試を行うことで有名

な市川は、1月20日の1回が一昨年、昨年と応募者の

緩やかな減少を続けていましたが、今年は男女とも増

加に転じました。2月4日の2回は昨年に続いて増加

となり、特に女子は大幅に増えています。帰国も含め

た学校全体の総応募者数は3,500人を超えていて、人

気が上がっています。合格最低点は2回とも昨年より

少し下がっていますが、出題がやや難しかったようで

す。難度は各回とも昨年並みでしょう。昭和学院秀英

は、12月に1回として第一志望入試を行い、1月と2

月に2・3回として一般入試を行っていた学校です。今

年からは、1月20日に午後入試を新設しました。これ

は、千葉県の受験生が東京に流出するのを抑えたいと

いう思惑によるものです。新設された午後入試の科目

は、算数に比重を置いた2科目です。応募者数につい

て、昨年は各回とも少し減っていましたが、今年は12

月の第一志望入試が減少、1月の2回、2月の3回はと

もにやや増加しました。注目された新設の午後入試に

は、男女計の定員20名のところ、766名の応募者が集

まり、大人気となりました。午後入試の新設が受験生

に受け入れられた結果です。合格最低点は各回次とも

少しずつ上がっていて、やや難化傾向です。高倍率と

なった新設の午後入試も得点率では7割近くに達して

いて、高い難度でした。	 

	 千葉日大第一は、12月の第一志望入試の定員を増や

し、1月の 1期の定員を減らしました。今年の応募者

数は、定員を増やした第一志望入試で大幅に増加し、

定員を減らした1期でも増加、定員の変更がなかった

2 期はあまり変わりませんでした。学校全体の応募者

数は一昨年から増加を続けていて、人気が上がってい

ます。第一志望入試は難度にあまり変化はなかったよ

うですが、1期と 2期は合格最低点が昨年よりも大き

く上がりました。2 期の算数のように、少し得点しや

すくなった面もありますが、それよりも実受験者数の

増加で倍率がアップした影響が大きく、大幅に難化し

ています。逆の見方をすれば、昨年が入りやすかった

わけで、今年はその反動です。東海大浦安は付属カラ

ーが強い学校です。12 月の推薦入試の定員を増やし、

1月20日午前の定員を減らしました。今年は首都圏で

大学付属校の人気が大きく上昇しましたが、同校の応

募者数も大幅に増加しました。1月20日は定員を減ら

したにも関わらず、男子の応募者が大きく増加し、女

子も増えました。1月24日は、男子が昨年の2倍近く

という大幅な増加、女子も大きく増加しています。た

だ、併願受験生も多く、合格者も増やしているため、

合格最低点はあまり変わっていません。	 

昭和学院は昨年、21世紀型学力を志向した「マイプ

レゼンテーション入試」の新設、2 科の一般入試の新

設など、入試の大きな変更を行いましたが、今年は帰

国の廃止、一般2回の廃止、適性の新設などを行いま

した。各回合計の応募者数は、昨年は大きく増えてい

ましたが、今年はその反動で敬遠されたのか、やや減

っています。12月の推薦と1月25日のアドバンスト

チャレンジは、合格最低点が上がって難化しています。

1月20日の一般も若干上がってやはり難化傾向でしょ

う。新設の適性検査型は、昨年と単純比較はできませ
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んが、難度面では20日の一般とほぼ同程度になったよ

うです。日出学園は小規模な入試の学校です。今年は、

発信力や思考力に長けた生徒を迎えることを目的とし

て、新しいタイプの入試であるサンライズ入試を新設

しました。昨年は全ての推薦、一般Ⅰ期、一般Ⅱ期と

もに応募者が増加していましたが、今年も全ての回次

で増え、トータルの応募者数は大幅に増加、特に一般

Ⅱ期の増加が目立ちました。サンライズ入試について

は初年度ということで受験生が様子を見たのか、応募

者はあまり多くはありません。合格最低点は一般Ⅰ期

がやや下がっていていますが、出題が少し難化したこ

とが原因でしょう。一般Ⅱ期は昨年並みですから、難

度は安定しています。	 

千葉明徳も小規模な入試の学校です。一部の入試の

日程や定員などを変更しましたが、目立った変更では

ありません。一昨年に適性検査型入試を新設しました

が、昨年はそれが受験生に浸透したようで応募者がか

なり増えていました。今年も応募者は増え、特に適性

検査型入試で増加が目立ちました。難度面では、各回

とも昨年並みだったようです。	 

最後に国立の千葉大附属です。一般枠は男女とも、

昨年よりも応募者が減っています。今年も補欠を出し

ていますので、難度面では特に変化がなかったと思わ

れますが、男子は補欠合格の半数近く、女子は三分の

二が繰り上がっていますので、その分、私立等との併

願受験生が辞退しており、辞退率は少し高くなってい

るかもしれません。	 

 

3. 八千代市～成田市方面 

成田高付属は、12月に第一志望入試を新設、前期の

定員を削減、後期を廃止するなどの変更を行いました。

新設の第一志望入試は、廃止された後期よりも多くの

受験生が集まり、定員を減らした一般(昨年の前期)も、

男子の応募者が増えています。満点が変更になってい

るため、単純比較はできませんが、第一志望入試は昨

年の前期よりもやや難化、一般は昨年の後期ほどでは

ないにせよ、昨年の前期よりも高い水準で、厳しい入

試だったようです。八千代松陰は、一部の入試日程や

入試科目の変更を行いました。12 月の推薦に始まり、

1月20日、21日、25日、2月5日と、計5回の入試を

行っています。各回合計の応募者数は、昨年は大幅に

減っていましたが、今年は人気が復活したようでやや

増加しました。特に12月の推薦入試の増加が目立って

いて、志望順位が高い受験生が増えています。合格最

低点は、入試科目を変更していて単純比較はできませ

んが、1月21日はやや入りやすくなったかもしれませ

ん。他の回次の難度は昨年並みだったようです。秀明

八千代は小規模な入試の学校です。今年は 12 月の専
願の科目を 2科から国算英からの 2科選択にする他、
1 月の入試日程の変更を行いました。各回次合計の応
募者数は昨年並みとなり、合格最低点は公表していま

せんが、難度もあまり変わらなかったようです。 
 
4. 木更津市～君津市方面 

	 この地域の各校は寮を設置していて、他の学校とは

性質が異なっています。翔凜、志学館、暁星国際の 3
校は今年、曜日の関係により入試日程をずらしました

が、入試情勢への影響は見られませんでした。翔凜は

推薦の応募者数が増え、一般の応募者数は減っていま

すが、学校トータルの応募者数は昨年とあまり変わり

ません。難度面も特に変化はなかったようです。志学

館は各回合計で昨年並みの応募者数ですが、寮制の性

格上、やはり小規模な入試でした。暁星国際は、本稿

執筆時点で入試結果未公表です。 
 
5. 常磐・北総・ＴＸ線方面 

女子校の聖徳大附属女子は、進学、選抜、Ｓ選抜の

3つのクラスを設定している学校です。12月に第一志

望入試を行い、1月に1回と2回、2月に3回を行って

います。今年は、第一志望Ｂ自己表現の日程を12月1

日から16日に移動しました。他校の推薦入試不合格者

で、受験勉強は少々不十分でも、プレゼンテーション

などの素養を持った生徒を迎えたいとする変更です。

昨年は各回合計の応募者数が減っていましたが、今年

も減少していて、特に1月20日午後の1回適性Ｓ選抜

や1月24日の特待Ｓ選抜の減少が目立ちました。首都

圏の女子校人気低下の影響が現れているようです。実

際の受験者数も減っていますが、合格の基準は守る姿

勢ですので、各回各コースとも難度は昨年並みだった

ようです、	 

	 続いて男女校です。芝浦工大柏は一昨年グローバル

サイエンスクラスを新設し、コース制を実施した学校

です。今年の応募者数は、1回と2回はやや増加し、3

回は大幅に増加しました。人気が上がっています。グ
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ローバルサイエンスクラスの合格最低点を見ると、1

回は昨年並み、2 回はやや上がって、人気の上昇を反

映しています。一般クラスは、各回ともに昨年並みの

難度でしょう。専修大松戸は、昨年は女子の人気上昇

が目立ちましたが、今年は反動もあったようで、1回、

2回、3回の全ての回次で女子は応募者が減少しました。

反対に男子は1回と2回が増加、3回は昨年並みで、

男女合計では各回次ともほぼ昨年並みの応募者数とな

り、昨年に続いて合計で3,000名を超える応募者を集

めました。安定した人気が続いています。合格最低点

は1回がやや下がり、2回は少し上がって、3回は下が

っていますが、1・2回は難度に変化を及ぼすほどでは

なさそうです。3回は昨年少し上がっていましたので、

その反動でしょう。	 

麗澤はＡＥ、ＥＥの2コース制です。今年は各回の

定員の変更や3回の入試日程を変更した他、1月22日

の入試を廃止し、入試の回数を昨年までの 4回から 3

回に減らしました。今年は1月21日の1回、25日の2

回ともＡＥの応募者が僅かに増えていますが、ＥＥは

減っています。2月3日の3回はＥＥのみの募集です

が、昨年よりも約4割減と、大幅に応募者が減少しま

した。合格最低点も2回のＡＥ以外はやや下がってい

て、少し入りやすくなったようです。ただ、偏差値で

目立つほど入りやすくなったわけではなく、入試の回

数を減らしたことで、応募者は減っても志望順位が高

い受験生を優先したい、という同校の思惑通りの入試

だったと言えそうです。	 

二松学舎大附属柏はグローバル・特選・選抜の3コ

ース制で、12 月の第一志望入試、1 月 20 日午前の 1

回、1月20日午後の2回、1月22日の3回、1月24

日の4回、2月5日の5回と、計6回の入試を行って

います。今年度は曜日の関係で5回の入試日を1日後

ろにずらしましたが、目立った変更ではありません。

各回次・各コース合計の応募者数は、一昨年はその前

の年よりも若干増加、昨年は増えていて、今年度は 4

割以上も大幅に増えました。回次別に見ても、全ての

回次で増加していて、かなり人気が上がっています。

各回合計の実際の受験者数も増加していますが、もと

もと入試規模が大きくなかったこともあって、受験者

数が増えても合格最低点はあまり変わっていません。

グローバルコースは少数でも力のある生徒たちで編成

することから、今年も高い得点率が求められました。	 

西武台千葉は小規模な入試の学校で、特選と進学の

2コース制です。今年は12月の第一志望入試に帰国・

外国人枠を新設したほか、曜日の関係で12月の第一志

望と2月の2回の日程を1日前にずらしましたが、目

立った変更ではありません。12月の専願、1月の1回、

2月の 2回を合わせた応募者数は、一昨年までは減少

気味でしたが、昨年度に大きく増加し、今年度も昨年

並みを維持しています。合格最低点は公表していませ

んが、各回の難度はいずれも昨年並みだったようです。	 

 

 


