
平成31年2月実施　近隣公立高校 入試内容①                                               

学力
検査

2日目
の検査

評定値 調査書の加点

満点 満点 満点 満点

傾斜なし 作文 加点なし

500 5 0 0

傾斜なし 面接 傾斜なし
各学年の皆勤･生徒会活動･部活動･そ
の他の活動･部活動の部長等の役職･英
検･数検･書写技能検定等

500 30 135 35

傾斜なし 適性検査 傾斜なし
各学年の皆勤･生徒会活動･部活動･そ
の他の活動･部活動の部長等の役職･英
検･数検･書写技能検定等

500 60 135 35

傾斜なし 作文 0.4倍 加点なし

500 10 54 0

傾斜なし 自己表現 傾斜なし

3か年皆勤･生徒会活動･部活
動･その他の活動･英検準2級･
漢検準2級･商業に関する資
格上位級

500 140 135 20
機械 80

電子工業 80
設備システム 40

建設 40 500 105 135 90
電子機械 80

電気 80
情報技術 40
工業化学 40

500 150 135 65

傾斜なし 面接 傾斜なし
3か年皆勤･行動の記録の〇の数･生徒
会活動･部活動･学校行事の活動･その
他の活動･英検準2級

500 20 135 30

傾斜なし 作文 傾斜なし

3か年皆勤･部活動等での県団体ベスト
8以上(大会登録選手)･部活動等での県
個人ベスト16以上･作品展等での関東
以上レベルの入賞･生徒会役員･部活動
の部長･英検/漢検準2級

500 15 135 25

 小高進学塾

無

1 面接

人物に優れ、本学科を志願する動機及び理由が明確であり、意欲的に高校
生活をおくり、学業に熱心に取り組む意志があること。かつ次のいずれか
に該当する生徒。
ア　商業科目の学習に興味･関心を持ち、入学後資格取得等に熱心に取り組
む意志があること。
イ　生徒会活動･学校行事･学習活動等、中学校生活全般にわたり意欲的に
取り組み、入学後も継続して取り組む意志があること。
ウ　スポーツ活動･文化活動において顕著な実績又は能力を有し、入学後も
継続してその活動に取り組む意志があること。

320
くくり募集

1

1

傾斜なし
1

無

無730

左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

無1普通
左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

564

100%

60% 無

次のア～エの要件を満たす者。
ア　当該学科を志願する理由が適切で、将来の目標が明確な生徒。
イ　人物に優れ、高校生活に意欲的に取り組む意志がある生徒。
ウ　中学校生活等において、特に積極的な取り組みやスポーツ活動･文化活
動等において優れた実績のある生徒。また、入学後も継続してその活動に
取り組む意志があること。
エ　高校生として相応しい、服装･頭髪･態度等を備えている生徒。

830
左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

795

まず、学力検査結果と評定
値の合計により順位をつ
け、定員の上位70％以内の
者を合格とする。残りは左
記総合計による順位にした
がい、定員までを合格とす
る。

850

本校の教育方針を理解し、将来工業技術者として活躍する意欲と能力のあ
る生徒で、本校又は各学科を志望する動機及び目的が適切な者。又は、ス
ポーツ活動･文化活動･ボランティア活動･生徒会活動等で実績や素質を有
し、本校入学後も意欲的に活動する意志のある者。

商業
情報処理

普通 320 60%

左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

無

数･理･技家で3年分の評定値合計12以
上が2科目ある場合･3か年皆勤･欠席が
少ない場合･行動の記録で〇のある項
目･学級活動･生徒会活動･学校行事の
活動等･部活動･取得資格

出欠の記録･行動の記録･学
級活動･生徒会活動･学校行
事の活動･部活動･その他の
活動

無

基本的な生活習慣が身に付いており、入学後も積極的に学校生活に取り組
む意志があり、次のいずれかに当てはまる生徒。
ア　学習成績が特に優れている。
イ　部活動･生徒会活動･地域等のスポーツ･文化活動･その他長期にわたる
継続的な活動等で優れた実績を有し、学習成績が優れている。

1 面接

旺盛な向上心を持って、学習活動及び部活動･生徒会活動･学校行事等に積
極的に取り組み、かつ品格の備わった生徒。 685

左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

1

京葉工業 100% 面接

理数工学

傾斜なし

傾斜なし

675

傾斜なし

面接

自己表現

無検見川

1 無320普通

千葉商業

千葉南

千葉女子

家政 40 100%

次の全てを満たす生徒。
ア　学習成績が優秀で、中学校生活全般にわたり特に積極的な取り組みを
行った者。
イ　家政科を希望する動機が適切で、家庭科の学習に興味や関心がある
者。

無

無

学習成績が優秀で、中学校生活全般にわたり特に積極的な取り組みを行っ
た者。

320 60%

40

千葉工業 100% 無
本校の教育方針を理解し、将来工業技術者として活躍する意欲と能力のあ
る生徒で、本校を志望する動機及び目的が適切な者。本校入学後、理工系
大学等への進学を目指し、工学の基礎とそれを支える科学技術を学び、意
欲的に学習に取り組む意志のある者。

無

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。

普通千葉東

無

学科 定員

後期選抜

学校

前期選抜

枠％ 志願
理由書

60%280

期待する生徒像 合否判定方法

千葉 普通 240 60% 無

幅広く高い向学心を持ち、自主的精神とリーダー性に富む生徒で、次の全
てを満たす生徒。
ア　基礎･基本を身につけ、思考力･応用力に優れていること。
イ　本校を特に強く志望すること。

K
学力検査
以外の
検査内容

総合計

505

700

1



平成31年2月実施　近隣公立高校 入試内容②   

学力
検査

2日目
の検査

評定値 調査書の加点

満点 満点 満点 満点

傾斜なし 面接 傾斜なし

3か年欠席なし･生徒会本部役員･部活
動実績(運動系は県出場/県ベスト8/関
東出場等の実績に応じて加点、文化系
は運動系実績に相応する受賞等に応じ
て加点)･英語検定等

500 20 135 40

傾斜なし 自己表現 傾斜なし

3か年欠席なし･運動系部活動における
県上位入賞･文化系部活動における県
レベルを超えるコンクール等での入
賞･生徒会活動

500 150 135 20

傾斜なし 面接 2倍

3か年皆勤(6点)･生徒会活動(会長6点/
副会長･書記･会計5点)･部活動の部長/
各種実行委員長/応援団長(5点満点)･
部活動実績(県上位･関東出場10点/県
出場8点/郡市大会上位6点)･取得資格
(8点満点)

500 15 270 35

傾斜なし
面接

自己表現
傾斜なし

3か年皆勤･行動の記録の〇
の数が6つ以上

500 100/160 135 50

傾斜なし 面接 傾斜なし
3か年皆勤･生徒会活動･部活
動等･取得資格

500 18 135 45

傾斜なし 面接 傾斜なし
県教育委員会などが行う表
彰の受賞･部活動の実績(部ご
とに細かな加点条件あり)

500 20 135 50

傾斜なし 面接 傾斜なし
3か年の欠席9日以内(5点満
点)

500 30 135 5

傾斜なし 自己表現 傾斜なし
3か年皆勤･生徒会活動･部活
動･その他の活動･取得資格･
表彰

500 100 135 46

傾斜なし 面接 傾斜なし
3か年皆勤(3点)･行動の記録/生徒会活
動/学級活動/学校行事の活動/部活動
/その他の活動(30点満点)

500 10 135 33

 小高進学塾

普通 678

千城台 普通 320 60% 無

本校への入学の意志と高校生活への意欲が明確で、人物が優れ、かつ次の
ア又はイのいずれかに該当する生徒。
ア　学習成績が特に優れていること。
イ　学習成績が優れ、特別活動･部活動等に顕著な実績を持ち、本校入学後
もそれを生かした活動を行う意志のあること。

まず、学力検査結果･評定
値(2倍)･調査書の加点の合
計により順位をつけ、定員
の上位80％以内の者を合格
とする。残りは左記総合計
による順位にしたがい、定
員までを合格とする。

1

左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

1

生浜 普通 80 60% 無

基本的生活習慣が身についており、目標を持って充実した高校生活を送る
強い意志があり、次のア又はイのいずれかに該当する生徒。
ア　中学校時代の学習態度が良好で、特別活動等に熱心に励み、入学後も
学校生活全般にわたり意欲的に取り組む意志があること。
イ　中学校時代の学習態度が良好で、部活動において熱心に活動し、入学
後も意欲的に部活動を行う意志があること。

945
左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

820

若松 普通 320 60% 無

次のア又はイのいずれかに該当する生徒。
ア　学習成績に優れており、入学後も意欲的に学習に取り組めること。
イ　部活動･生徒会活動･ボランティア活動等において優れた実績を持ち、
入学後も引き続き活動する意思のあること。

K

805

まず、学力検査結果･評定値･調
査書の加点の合計により順位を
つけ、定員の上位60％以内の者
を合格とする。残りは左記総合
計による順位にしたがい、定員
までを合格とする。

695千葉北 普通 320 60% 無

次のア及びイを満たす生徒。
ア　人物･学習成績がともに優れ、本校での高校生活に意欲的に取り組む意
志がある。
イ　部活動･特別活動において顕著な実績又は優れた資質を有し、入学後も
積極的に活動する意志がある。

3

期待する生徒像 総合計 合否判定方法
学校

枠％

320

前期選抜

本校における学校生活に明確な意欲を有し、中学校生活全般にわたり積極
的に取り組んできた者で、次のア又はイのいずれかに該当する生徒。
ア　人物･学習成績が優秀である者。
イ　学習成績が良好で、特別活動･部活動等において顕著な実績、又は優れ
た資質を有し、入学後本校において積極的に活動する意志のある者。

学科 定員

無

次のアからウの全てを満たす生徒。
ア　基本的生活習慣及び学習における基礎･基本が確実に身についている生
徒。
イ　学習活動･学校行事及び部活動等に意欲的に取り組む生徒。
ウ　思いやりがあり、積極性･向上心に優れ、将来社会に貢献できる生徒。

1 無

無

面接

面接

左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

無

面接1

705

1 無土気 普通 320

後期選抜

1 無

まず、学力検査結果と評定値の
合計により順位をつけ、定員の
上位70％以内の者を合格とす
る。残りは左記総合計による順
位にしたがい、定員までを合格
とする。

千葉西

磯辺 普通 320 60% 無

幕張総合

看護 40 100% 有

60%

698

まず、学力検査結果･評定値･調
査書の加点の合計により順位を
つけ、定員の上位80％以内の者
を合格とする。残りは左記総合
計による順位にしたがい、定員
までを合格とする。

志願
理由書

学力検査
以外の
検査内容

無

看護職への志望が明確かつ強固であり、相手の気持ちを理解することがで
き、創造力のある生徒。中学校時代、出席状況が良好である生徒で、学習
や部活動等に積極的に取り組んだ実績を有し、引き続き目標に向かって努
力することができる生徒。また、自分の考えや知識･技能を発表できる能力
を持ち、本校生徒として自信と誇りを持って学校生活を続けることができ
る生徒。

1有普通 680

781

1

本校を志願する理由が明確であり、学習や部活動等に積極的に取り組んだ
実績を有し、本校においてさらに意欲的に取り組むことのできる生徒。さ
らに現代社会に目を向け、自己成長に努め、的確な進路目標を定めて、主
体的、かつ継続的に学ぶ熱意のある生徒。また、自分の考えを発表できる
能力を持ち、本校生徒として自信と誇りを持って学校生活を続けることが
できる生徒。

670
左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

60% 無

次の全てを満たす生徒。
ア　本校を特に強く志望する者。
イ　学習全般にわたり意欲的に取り組む姿勢があり、入学後も向上心を
持って学習活動に励むことができる者。
ウ　学習面との両立を図りながら、スポーツ活動や文化活動にも積極的に
関わり、入学後も継続してその活動に取り組む意志を有する者。

左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

60%



平成31年2月実施　近隣公立高校 入試内容③ 

学力
検査

2日目
の検査

評定値 調査書の加点

満点 満点 満点 満点

傾斜なし
面接

自己表現
傾斜なし

3か年の出欠状況･行動の記録
の〇の数･行動の記録の「基本
的な生活習慣」･学級活動･委
員会活動･生徒会活動･部活動･
学校行事の活動･その他の活動

500 90/160 135 215

傾斜なし 小論文 傾斜なし
3か年皆勤･生徒会活動･部活
動･その他の活動

500 10 135 15

傾斜なし 面接 傾斜なし
部活動(10点満点)･各種検定
(10点満点)･各種コンクール
(10点満点)

500 30 135 30

傾斜なし 自己表現 傾斜なし 加点なし

500 30 135 0

英語
1.5倍

自己表現 傾斜なし 加点なし

550 30 135 0

傾斜なし 面接
集団適性検査 傾斜なし

3か年皆勤･1か年皆勤･欠席30日
未満･行動の記録の各項目･学級
活動･生徒会活動･学校行事の活
動･3か年部活動継続･部活動実
績･取得資格

500 150/75 135 130

傾斜なし 自己表現 傾斜なし
3か年皆勤･特に積極的に取
り組んだ活動･取得資格(英検
/漢検/数検等)

500 120 135 50

傾斜なし
面接

自己表現
2倍

3か年皆勤･行動の記録の〇の数
および内容･学級活動･生徒会活
動･学校行事の活動･部活動･取得
資格･表彰･その他の活動

500 180/60 270 80

 小高進学塾

普通 240 60%

市立千葉

無

660

695

左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

国際 120

市立稲毛

60%200

学校 学科 定員

前期選抜 後期選抜

75%

3

無100%

2

60% 無

本校を志願する理由が明確であるとともに、自己実現を目指して積極的に
学習活動に取り組む意思があり、次のア又はイのいずれかに該当する生
徒。
ア　生徒会活動、学校行事、部･同好会活動、ボランティア活動を通じた地
域貢献等に積極的に取り組み自らの成長に努める意志を強く持つ生徒。
イ　高校生活を通じ、入学者選抜において選択した種目の部活動を継続
し、意欲的に取り組むことで自らの成長に努める意思を強く持つ生徒。

国際社会に興味･関心を持つとともに、本校を志願する動機及び理由が明確
であり、入学後も本校の教育活動に積極的に取り組む意志を有し、次のア
又はイのいずれかの要件を有する者。
アとイともに普通科の要件に同じ

無

志願
理由書 期待する生徒像

1 無

成田国際

普通

無

665

枠％ 総合計 合否判定方法 K

理数 40
左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

1

普通 280

学力検査
以外の
検査内容

犢橋 60% 無

基本的な生活習慣が身についており、高校生活を真面目に取り組むことの
できる者。さらに、本校の教育活動の特色を理解し、次のいずれかに該当
する者。
ア　学習全般に興味･関心があり、入学後も意欲的に学習活動に取り組むこ
とができる。
イ　中学校での部活動等で優れた資質や実績を有し、入学後も3年間意欲
的に当該部活動を継続する強い意志がある。
ウ　中学校での生徒会活動等で経験や実績を有し、入学後も意欲的に生徒
会活動等に取り組むことができる。

1100
左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

1 面接

無

高校生活を意欲的に送る意志があり、理数分野に強く興味･関心を有し、深
く探求する意志がある者で、かつ次のア又はイのいずれかに該当する生
徒。
ア　学習成績が極めて優れており、かつ、入学後も学習に積極的な姿勢で
取り組むことができること。
イ　スポーツ活動･文化活動･生徒会活動･ボランティア活動等に優れた実績
を有し、かつ、本校の学習に十分適応できること。

まず、学力検査結果と評定値の
合計により順位をつけ、定員の
上位80％以内の者を合格とす
る。残りは左記総合計による順
位にしたがい、定員までを合格
とする。

1 無

八街 総合 160 100% 無

中学校生活３年間の出席状況が良好で、まじめで規律正しく、自主性を
持った人物であることに加えて、次のア、イ又はウのいずれかの要件を具
備する者。
ア 学習への取り組みが良好で、入学後も資格取得等への意欲があること。
イ 文化活動･生徒会活動･継続的なボランティア活動などで活躍した実績が
あり、入学後も積極的に活動する意欲があること。
ウ 中学校生活3年間で、部活動に一生懸命取り組み、入学後も継続して活
動する意志･意欲があること。

1 面接

人物並びに学習成績に優れ、入学後も学習活動に意欲的に取り組むととも
に、部活動や生徒会活動･学校行事等に積極的に参加する者。国際教養 40

まず、学力検査結果と評定値の
合計により順位をつけ、定員の
上位80％以内の者を合格とす
る。残りは左記総合計による順
位にしたがい、定員までを合格
とする。

本校を志願する動機及び理由が明確であり、入学後も本校の教育活動に積
極的に取り組む意志を有し、次のア又はイのいずれかの要件を有する者。
ア　学習成績が特に優秀で、かつ人物においても優れていること。
イ　学習成績が優秀で、かつ中学校生活全般にわたり、スポーツ活動･文化
活動等において優れた実績や資質を持ち、入学後もその活動を継続する強
い意志があること。

無

715

75%

ア：評定値とイ：学力検査結果
と面接結果の合計点で順位をつ
け、アとイの両方で定員の上位
80%内の者を合格とする。残り
は左記総合計により順位をつ
け、定員までを合格とする。

無 1

805

四街道北

990
左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

無

①基本的生活習慣が身についており、本校を志望する動機が明確で、高校
生活に夢と意欲を有する者。
②3年間の中学校生活を真面目に取り組み、次のア又はイのいずれかの要
件を満たす者。
ア　中学校生活全般にわたり積極的な取り組みを行い、学習成績に優れた
面がある。
イ　中学校において部活動に積極的に参加し、本校入学後も継続して部活
動に取り組む意志がある。

面接
左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

1090

四街道 普通 320



平成31年2月実施　近隣公立高校 入試内容④

学力
検査

2日目
の検査

評定値 調査書の加点

満点 満点 満点 満点

傾斜なし 面接 傾斜なし

3か年皆勤･生徒会活動(本部役員)･部活
動(県大会出場、またはそれに準じる
実績)･その他の活動･取得資格(英検/漢
検/数検の3級以上)

500 60 135 30

傾斜なし 面接 傾斜なし
生徒会活動や部活動等で入学後
も活躍できると期待される内容･
英検準2級

500 30 135 40

理数
1.5倍

面接 傾斜なし
3か年皆勤･行動の記録の〇
の数･生徒会活動･英検準2級

600 30 135 20

傾斜なし 自己表現
(スピーチ)

傾斜なし
3か年皆勤･学級活動･生徒会
活動･部活動･その他の活動

500 30 135 30

英語
1.5倍

面接 傾斜なし
英語の3年間合計の評定値に0.5を乗じ
た値･3か年皆勤･学級活動･生徒会活
動･部活動･その他の活動

550 30 135 37.5

傾斜なし 自己表現 傾斜なし
3か年皆勤･学級活動･生徒会活
動･部活動･その他の活動･同一部
活動3年継続･英検準2級

500 90 135 25

傾斜なし 面接 傾斜なし

皆勤(30点満点)･行動の記録
の〇の数(30点満点)･学級活
動/生徒会活動(20点満点)･
部活動等(10点満点)

500 120 135 90
農業 40

生物工学 40

食品科学 40 500 120 135 90

傾斜なし 面接 傾斜なし 行動の記録の○の数

500 120 135 20

普通 160 60% 無

845

 小高進学塾

1 無

左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

1 面接
面接 傾斜なし

無
本校の教育方針を理解し、学業に優れ、特に自然科学に興味･関心を有し、
深く探究する意欲を持つ者。 780

無

1 無

松尾 普通 160 60% 無

本校へ志願する理由が明確で、基本的生活習慣が身に付いており、次のア
及びイの要件をともに満たす生徒。
ア　中学校生活において学習活動や特別活動、部活動等に積極的に取り組
んだ経験や実績を持つ生徒。
イ　本校入学後も、これらの活動に目標を持って積極的に取り組む意欲の
ある生徒。

本校を志願する動機及び理由が適切であり、本校で学ぶ能力及び適性を有
し、次のア又はイのいずれかの要件を具備する者。
ア　人物並びに評定において特に優れている者。
イ　人物に優れ、特別活動等において特に優れた実績を持ち、入学後継続
的に活動を行う意志を有する者。

805
左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

1 面接

皆勤(30点満点)･行動の記録の〇の数
(30点満点)･学級活動/生徒会活動(20
点満点)･部活動等(10点満点)

九十九里 普通 120 60% 無

100% 無

100% 無

40 100%

枠％

大網

普通 80 60%

東金商業
商業

情報処理
160

くくり募集

学校 学科 定員

80%

東金

イ以外は普通科に同じ
農業科･生物工学科のイ　農業に関する各分野に興味･関心が高く、将来の
進路に生かそうとする意欲のある生徒及び将来農業経営を目指す生徒
食品科学科のイ　農業及び食品に関する各分野に興味･関心が高く、将来の
進路に生かそうとする意欲のある生徒

傾斜なし

志願
理由書

面接

本校普通科を志願する動機及び理由が適切で、基本的な生活習慣の確立と
基礎学力の定着が認められ、次のア又はイのいずれかに該当する生徒。
ア　学習成績が優れており、入学後も学習活動に努力する意欲がある。
イ　部活動、生徒会活動等の特別活動において積極的に取り組み、優れた
実績を持ち、入学後もその活動を継続する意志がある。

国際教養

60%

無

異文化や国際交流に対する興味･関心を持ち、英語の能力に優れ、基本的な
生活習慣の確立と基礎学力の定着が認められ、次のア又はイのいずれかに
該当する生徒。
アとイともに普通科に同じ

無

まず、学力検査結果と評定値の
合計により順位をつけ、定員の
上位60％以内の者を合格とす
る。残りは左記総合計による順
位にしたがい、定員までを合格
とする。

合否判定方法

1

1

左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

無

学校生活の中で多くのことに興味･関心を持ち、自ら学び、考え、活動する
ことのできる主体的で社会生活における基本的なマナーを身に付けている
生徒で、特に下記の具体的項目に該当する生徒。
ア　学習活動に意欲的に取り組む姿勢を、強く持っている生徒。
イ　大学進学など、将来への確かな目的意識を持ち、その実現に向かって
努力を継続することのできる生徒。
ウ　部活動･生徒会活動･委員会活動等に熱心に参加し、中学校での活動を
入学後も継続して行う意欲のある生徒。

845
左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

1

期待する生徒像 総合計

普通 本校の教育方針及び文武両道の精神を理解して、学業･部活動･生徒会活動
等に努力する意欲を強く持つ者。

1 面接

705
左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

1 無

無

左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

理数 40

725

前期選抜 後期選抜

成東

学力検査
以外の
検査内容

240

K

695

商業に関する学科に興味･関心を有する者で、次のいずれかに該当する生
徒。
ア　中学校生活全般にわたり、意欲的に取り組み、入学後も学業･資格取
得･特別活動等に熱心に取り組む意思があること。
イ　ｽﾎﾟｰﾂ活動や文化活動において、優れた実績又は素質を有し、学習面
との両立を図りながら、入学後も本校でその活動に取り組む意思があるこ
と。

750

752.5



平成31年2月実施　近隣公立高校 入試内容⑤  

学力
検査

2日目
の検査

評定値 調査書の加点

満点 満点 満点 満点

傾斜なし 作文 傾斜なし
学級活動･生徒会活動･学校行事
の活動･部活動･その他の活動

500 10 135 10
理数
1.5倍

作文 傾斜なし 加点なし

600 10 135 0

傾斜なし 自己表現 傾斜なし 特別活動･部活動･特記事項

500 100 135 30

農業 40

食品科学 40

土木造園 40

電子機械 40

電気 40

環境化学 40 500 60/60 135 30

傾斜なし 自己表現 傾斜なし

3か年皆勤等の出欠状況･行動の記
録の〇の数･学級活動･生徒会活動･
学校行事の活動･部活動･その他の活
動

500 100 135 65

傾斜なし 面接 傾斜なし
3か年皆勤･行動の記録の〇
の数･生徒会活動･部活動･取
得資格･その他の活動

500 60 135 120

傾斜なし 面接 2倍
3か年皆勤及び欠席日数･行
動の記録の〇の数･特別活
動･部活動･その他の活動

500 120 270 110

40 80% 無
次の全てを満たす生徒。
ア　人物及び学習成績が優れていること。
イ　理数系分野に興味･関心があること。

745

 小高進学塾

長生

普通 240 60% 無
次の全てを満たす生徒。
ア　人物及び学習成績が優れていること。
イ　各種活動に積極的に取り組んでいること。

655

無

左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

1 無

理数

大原 総合 240 100% 無

次のいずれかに該当する生徒。
ア　本校の総合学科で習得する知識や技能を生かし、将来地域社会に貢献
しようとする意志のある生徒。
イ　基本的生活習慣、学習成績ともに良好であり、進路実現に向けて授業
に積極的に取り組むことができる生徒。
ウ　中学校において特別活動や部活動に積極的に取り組み、入学後もそれ
らの活動に参加する意志のある生徒。

まず、学力検査結果と評定値の
素点(2倍する前の値)の合計によ
り順位をつけ、定員の上位60％
以内の者を合格とする。残りは
左記総合計による順位にしたが
い、定員までを合格とする。

人物に優れ、本校を志願する動機及び理由が明確で、学業に熱心に取り組
む意思があり、次のア、イのいずれかの要件を十分に満たす者。
ア　学校生活全般にわたり、真面目に取り組み、上位の資格取得等にチャ
レンジする意欲があること。
イ　部活動等において積極的に取り組み、優れた実績又は素質を有し、入
学後もその活動を継続する意思があること。

1000

大多喜 普通

次のア、イ又はウのいずれかに該当する生徒。
ア　中学校生活全般に積極的に取り組み、特に教科の学習の記録が優秀
で、入学後も継続して、学習に努力できる生徒。
イ　運動部又は文化部の活動において優れた実績･素質が認められ、入学後
も継続して、その活動及び学習に努力できる生徒。
ウ　特別活動やその他の活動において優れた実績が認められ、入学後はそ
の体験を生かして意欲的に学校生活に取り組むことができる生徒。

815

傾斜なし
出欠状況･行動の記録･部活
動･特別活動･特記事項 785

765

800

1 面接

左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

1 面接

普通 200 60% 無

無100%茂原樟陽

160 60% 無

学校 学科 定員

※前期選抜における評定値は全ての高校で「評定値＋(95－中学校平均値)」の算式を用います。

面接
左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

1

面接

1 無

※前期選抜合否判定方法は概略ですので、詳細につきましては各高校のホームページをご覧ください。

傾斜なし
面接

自己表現
左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

1

本校を志願する動機が適切で、人物に優れ、学科に対する適性を有し、次
のア、イ又はウのいずれかに該当する生徒。
ア　当該学科を志願する理由が明確で、学習全般、特に実験や実習など体
験的な学習活動に意欲的に取り組む姿勢を持ち、将来の進路に生かそうと
する意欲を持った生徒。
イ　中学において、部活動･特別活動又はボランティア活動等に積極的に取
り組み、入学後も継続して活動する意思を持った生徒。
ウ　(農業科/土木造園科のみ)将来、農業/土木造園業の担い手として従事
することを目標にしている生徒。

左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

学習や部活動等中学校生活全般にわたって積極的に取り組んで優れた実績
を持ち、向学心が旺盛で、部活動等にも積極的に参加し中心となって活動
する意欲のある生徒。

前期選抜

一宮商業
商業

情報処理
160

くくり募集
100% 無

茂原

左記総合計により順位
をつけ、定員までを合
格とする。

後期選抜

枠％ 志願
理由書 期待する生徒像 総合計 合否判定方法 K

学力検査
以外の
検査内容

1


