
高校名 入試区分 定員 願書提出 入試 合格発表 手続き〆切 検査項目 推薦基準・特待生基準

前期①(単願)

前期①(併願)

前期②(単願)

前期②(併願)

前期③ 1/24(木)･25(金) 1/28(月) 1/30(水) 2/1(金)
国･数･英(各50分100点/記述式)
理･社(各30分50点/記述式)　グループ面接

合格ラインに到達しなかった場合は自動的にⅡ類での合否判定を行う、入試成績により(前期①②と同程度の
優秀者)特待あり

前期①(単願)

前期①(併願)

前期②(単願)

前期②(併願)

前期③ 1/24(木)･25(金) 1/28(月) 1/30(水) 2/1(金) 国･数･英(各50分100点/記述式)　グループ面接 入試成績により(前期①②と同程度の優秀者)特待あり

前期①(単願)

前期①(併願)

前期③ 1/24(木)･25(金) 1/28(月) 1/30(水) 2/1(金)
国(50分100点/記述式)　英(70分150点/記述
式/リスニング含)　グループ英語会話(25点) 合格ラインに到達しなかった場合は希望によりⅡ類での合否判定を行う

前期①(単願)

前期①(併願)

前期③ 1/24(木)･25(金) 1/28(月) 1/30(水) 2/1(金) 国･英(各50分100点/記述式)　実技　グループ面接 合格ラインに到達しなかった場合は希望によりⅡ類での合否判定を行う

前期学業推薦(単願) 1/18(金) 1/22(火)
国･数･英(各50分/マーク式/合否に関係なし)
グループ面接(5名程度)

5科19または9科34、3年間の欠席20回以下、英/漢/数検3級･特別活動(部活動/生徒会)にてリーダーシップを
発揮した者･3か年皆勤＋1(最大＋1)、同窓生子弟等優遇あり(要連絡)、GS特待:5科23かつ単願受験者内での入
試成績上位10%･GA特待:単願受験者内での入試成績上位10%･GB特待:5科23＋入試成績　※GS･GA特待は特進ク
ラスに入ること

前期学業推薦(併願)
1/17(木)
または
18(金)

1/23(水) 国･数･英(各50分/マーク式)
5科21、3年間の欠席20回以下、同窓生子弟等優遇あり(要連絡)、GA特待:全受験者内で入試成績上位1%以内･
GB特待:全受験者内で入試成績上位3%以内　※いずれも特進クラスに入ること

前期特別活動推薦(単願) 1/18(金) 1/22(火)
国･数･英(各50分/マーク式/合否に関係なし)
グループ面接(5名程度)
特待希望は保護者同伴個人面接

部活動の実績や将来性があり3年間部活動を続ける意志のある者、同窓生子弟等優遇あり(要連絡)、実績に応
じてTA特待(全国大会出場相当)･TB特待(TAに準じる成績)

前期一般A(第一希望)

1/17･18
→1/22(火)

1/30
→2/2(土)

国･数･英(各50分/マーク式)
個人面接

入試得点に15点加算、同窓生子弟等優遇あり(要連絡)

前期一般B(併願)
1/17･18

→1/23(水)
1/30

→2/2(土)

国･数･英(各50分/マーク式)
同窓生子弟等優遇あり(要連絡)、GB特待:全受験者内で入試成績上位3%　※特進ク
ラスに入ること

前期単願推薦 推薦基準は非公表、学業成績により特待あり

前期併願推薦 推薦基準は非公表、学業成績により特待あり、公立高校との併願に限る

後期 普通科全体で
20

1/18(金)～24(木)
※ネット出願のみ 2/5(火) 2/7(木) 2/8(金) 国･数･英(各50分)　グループ面接

1/21(月)

406
特進は
約80名

1/19(土)

1/23(水)

1/7(月)･8(火)･9(水)

推薦基準は非公表、英/漢/数検3級や特別活動等の実績等での優遇あり、合格ラ
インに到達しなかった場合は自動的にⅡ類での合否判定を行う、入試成績により
特待A～Cあり

推薦基準は非公表、英/漢/数検3級や特別活動等の実績等での優遇あり、入試成
績により特待A～Cあり

推薦基準は非公表、英検準2級･漢/数検3級や特別活動等の実績での優遇あり、英
検2級･TOEIC500以上は英語の学科試験満点扱い、合格ラインに到達しなかった場
合は希望によりⅡ類での合否判定を行う

推薦基準は非公表、英/漢/数検3級や特別活動等の実績での優遇あり、合格ライ
ンに到達しなかった場合は希望によりⅡ類での合否判定を行う

千葉敬愛

12/17(月)～1/9(水)
1/30(水)のみ受験の場合

1/16(水)～23(水)
※ネット出願のみ

60
全体では

①②300名
③20名

210
全体では

①②300名
③20名

20
全体では

①②300名
③20名

30
全体では

①②300名
③20名
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作文(40分600字)
グループ面接

市原中央
(ハイレベル
チャレンジコースⅠ類)

市原中央
(英語コース)

1/19(土)

千葉経済
(普通科 特進クラス)

12/20(木)～1/9(水)
※ネット出願のみ

市原中央
(ハイレベル
チャレンジコースⅡ類)

1/20(日)

1/7(月)･8(火)･8(水)

1/20(日)

国･数･英(各50分100点/マーク式)
理･社(各30分50点/マーク式)

1/25(金)

1/23(水) 1/25(金)

1/23(水) 1/25(金)
国･数･英(各50分100点/マーク式)
グループ面接

国(50分100点/マーク式)
英(70分150点/リスニング含/マーク式)
グループ英語会話(25点)

1/7(月)･8(火)･8(水)

1/18(金)

1/19(土)

1/19(土)

1/7(月)･8(火)･9(水)

市原中央
(芸術コース)

国･英(各50分100点/マーク式)
実技　グループ面接

1/17(木) 1/21(月)

1/23(水) 1/25(金)

普通科全体で
340

1/17･18は

1/21(月)
ああああ

1/30は

1/31(木)

1/17(木)
または
18(金)

1/30(水)
も可能

12/17(月)～1/9(水)
※ネット出願のみ



高校名 入試区分 定員 願書提出 入試 合格発表 手続き〆切 検査項目 推薦基準・特待生基準

前期単願推薦 推薦基準は非公表

前期併願推薦 推薦基準は非公表、公立高校との併願に限る

後期 普通科全体で
20

1/18(金)～24(木)
※ネット出願のみ 2/5(火) 2/7(木) 2/8(金) 国･数･英(各50分)　グループ面接

前期単願推薦 推薦基準は非公表、学業成績により特待あり

前期併願推薦 推薦基準は非公表、学業成績により特待あり、公立高校との併願に限る

後期 商10　情10
1/18(金)～24(木)
※ネット出願のみ 2/5(火) 2/7(木) 2/8(金) 国･数･英(各50分)　グループ面接

前期単願推薦
5科21または9科37、全評定に1･2のないこと、3年次の欠席10日以内、英/漢/数検の3級は5科評定に＋1･準2
級以上は＋2、部活動/委員会活動等において顕著な成果があれば評定の弾力的な扱い可

前期特進一般(併願) 推薦基準なし、総合進学コースとの重複受験可

前期単願推薦 1/17(木)
5科17または9科32、全評定に1･2のないこと、3年次の欠席10日以内、英/漢/数検の3級は5科評定に＋1･準2
級以上は＋2、部活動/委員会活動等において顕著な成果があれば評定の弾力的な扱い可、スーパー特進コー
スとの重複受験可

前期併願推薦 1/17(木)
か18(金)

5科19または9科35、全評定に1･2のないこと、3年次の欠席10日以内、英/漢/数検の3級は5科評定に＋1･準2
級は＋2、部活動/委員会活動等において顕著な成果があれば評定の弾力的な扱い可、スーパー特進コースと
の重複受験可

後期 20
12/19(水)～1/25(金)

※ネット出願のみ 2/5(火) 2/6(水) 2/9(土) 国･数･英(リスニング含)　グループ面接(5名/10分)

前期A推薦(第一希望)
国･数･英(各50分/マーク式)
※リスニング導入検討中
グループ面接(5名/15分)

5科21、3年間の欠席30日以上は要相談、英検準2級は＋2、奨学GS:5科24かつ入試成績上位者‣奨学GA:5科24･
奨学GB:5科23(入試成績で奨学A→S/B→Aに変更あり)、入試成績で学業奨学あり、特別活動奨学TA(全
国)/TB(関東)あり(事前に顧問との相談必要)

前期B推薦(併願)
5科22、3年間の欠席30日以上は要相談、英検準2級は＋1、奨学GB:5科25(入試成績でS/Aに変更あり)、入試
成績で学業奨学あり

前期一般(第一希望/併願)

後期 5
1/22(火)～31(木)
※ネット出願のみ 2/5(火) 2/8(金) 2/13(水)

国･数･英(各50分/マーク式)　※リスニング導
入検討中　個人面接(過年度生のみ)

前期A推薦(専願)
国･数･英(各50分/マーク式)
※リスニング導入検討中
グループ面接(5名/15分)

5科19、3年間の欠席30日以上は要相談、英/漢/数検3級/日本語＋1(最大＋1)、特進へのスライド合格あり(希
望者)、入試成績で学業奨学あり、特別活動奨学TA(全国)/TB(関東)あり(事前に顧問との相談必要)

前期B推薦(併願)
5科20、3年間の欠席30日以上は要相談、英/漢/数検3級/日本語4級は＋1(最大＋1)、特進へのスライド合格
あり(希望者)

前期一般(第一希望/併願) 「進学コース」で出願し、入試成績によりα/βの判定を行う

後期 5
1/22(火)～31(木)
※ネット出願のみ 2/5(火) 2/8(金) 2/13(水)

国･数･英(各50分/マーク式)　※リスニング導
入検討中　個人面接(過年度生のみ)

「進学コース」で出願し、入試成績によりα/βの判定を行う

前期A推薦(専願)
国･数･英(各50分/マーク式)
※リスニング導入検討中
グループ面接(5名/15分)

5科17、3年間の欠席30日以上は要相談、英/漢/数検3級/日本語4級･特別活動(生徒会長/委員会長/部長/副部
長)･その他顕著な実績･3か年皆勤＋1(最大＋2)、進学αへのスライド合格あり(希望者)、入試成績で学業奨学
あり、特別活動奨学TA(全国)/TB(関東)あり(事前に顧問との相談必要)、同窓生優遇＋2(入試説明会時に要面
接)

前期B推薦(併願)
5科18、3年間の欠席30日以上は要相談、英/漢/数検3級/日本語4級･特別活動(生徒会長/委員会長/部長/副部
長)･その他顕著な実績･3か年皆勤＋1(最大＋2)、進学αへのスライド合格あり(希望者)、同窓生優遇＋2(入試
説明会時に要面接)

前期一般(第一希望/併願) 「進学コース」で出願し、入試成績によりα/βの判定を行う

後期 10
1/22(火)～31(木)
※ネット出願のみ 2/5(火) 2/8(金) 2/13(水)

国･数･英(各50分/マーク式)　※リスニング導
入検討中　個人面接(過年度生のみ)

「進学コース」で出願し、入試成績によりα/βの判定を行う

1/19(土) 1/25(金)
国･数･英(リスニング含)
グループ面接(5名/10分)

東海大市原望洋
(普通科 総合進学コース)

敬愛学園
(進学コースβ)

260
12/19(水)～1/10(木)

※ネット出願のみ
1/19(土) 1/25(金)

作文(50分600字)
グループ面接(5名/10分)

1/18(金)
商業110
情処70
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作文(40分600字)
グループ面接

1/21(月)

作文(40分600字)
グループ面接

千葉経済
(普通科)

1/17(木)

12/20(木)～1/9(水)
※ネット出願のみ

1/18(金)
普通科全体で

340

1/24(木)
12/19(水)～1/10(木)

※ネット出願のみ

1/21(月)

1/17(木)

千葉経済
(商業科・情報処理科)

敬愛学園
(進学コースα)

12/19(水)～1/10(木)
※ネット出願のみ

12/20(木)～1/9(水)
※ネット出願のみ

75

75

230

1/22(火)

東海大市原望洋
(普通科 スーパー特進コース)

40
12/19(水)～1/10(木)

※ネット出願のみ
1/17(木)

1/17(木)

1/22(火)

1/24(木)

1/22(火) 1/24(木)1/17(木)
国･数･英(各50分/マーク式)
※リスニング導入検討中
個人面接(過年度生のみ)

1/17(木)

12/19(水)～1/10(木)
※ネット出願のみ

敬愛学園
(特別進学コース)

国･数･英(各50分/マーク式)
※リスニング導入検討中
個人面接(過年度生のみ)

国･数･英(各50分/マーク式)
※リスニング導入検討中
個人面接(過年度生のみ)



高校名 入試区分 定員 願書提出 入試 合格発表 手続き〆切 検査項目 推薦基準・特待生基準

前期A(専願) 1/18(金)

5科22、3年次欠席10日以内または3年間欠席30日以内、英/漢/数検準2級･家族が同窓生･中学3年間で同一部
活動/生徒会活動で顕著な活動･欠席/遅刻/早退の合計が3年間で10回以下は＋1(最大＋2)、英語学力優遇(英検
3級10点/準2級20点/2級30点･特待判定にも加点)、A特待:5科24または入試得点240点･B特待:5科23または入
試得点220点･C特待:5科22

前期B(併願)
5科23、3年次欠席10日以内または3年間欠席30日以内、英/漢/数検準2級･家族が同窓生･中学3年間で同一部
活動/生徒会活動で顕著な活動･欠席/遅刻/早退の合計が3年間で10回以下は＋1(最大＋2)、英語学力優遇(英検
3級10点/準2級20点/2級30点･特待判定にも加点)、A特待:5科25または入試得点250点･B特待:5科24または入
試得点230点･C特待:5科22

前期C(一般) 10 国･数･英(リスニング含/各50分/マーク式)　個人面接

前期D(一般) 若干名 1/22(火)まで 1/26(土) 1/27(日) 1/31(木) 国･数･英(リスニング含/各50分/記述式)　個人面接

前期A(専願) 1/18(金)

5科19、3年次欠席10日以内または3年間欠席30日以内、英/漢/数検準2級･家族が同窓生･中学3年間で同一部
活動/生徒会活動で顕著な活動･欠席/遅刻/早退の合計が3年間で10回以下は＋1(最大＋2)、英語学力優遇(英検
3級10点/準2級20点/2級30点･特待/チャレンンジ判定にも加点)、B特待:5科23または入試得点220点･C特待:5
科22、特進コースへのチャレンジ入試あり

前期B(併願)
5科20、3年次欠席10日以内または3年間欠席30日以内、英/漢/数検準2級･家族が同窓生･中学3年間で同一部
活動/生徒会活動で顕著な活動･欠席/遅刻/早退の合計が3年間で10回以下は＋1(最大＋2)、英語学力優遇(英検
3級10点/準2級20点/2級30点･特待/チャレンンジ判定にも加点)、B特待:5科24または入試得点230点･C特待:5
科22、特進コースへのチャレンジ入試あり

前期C(一般) 進学コース
全体で30

国･数･英(リスニング含/各50分/マーク式)　個人面接

前期D(一般) 若干名 1/22(火)まで 1/26(土) 1/27(日) 1/31(木) 国･数･英(リスニング含/各50分/記述式)　個人面接

前期A(専願) 1/18(金)

5科17、3年次欠席10日以内または3年間欠席30日以内、英/漢/数検3級･家族が同窓生･中学3年間で同一部活
動/生徒会活動で顕著な活動･欠席/遅刻/早退の合計が3年間で10回以下は＋1(最大＋2)、英語学力優遇(英検3
級10点/準2級20点/2級30点･チャレンンジ判定にも加点)、特進コースや進学コースHSへのチャレンジ入試あ
り

前期B(併願)
5科18、3年次欠席10日以内または3年間欠席30日以内、英/漢/数検3級･家族が同窓生･中学3年間で同一部活
動/生徒会活動で顕著な活動･欠席/遅刻/早退の合計が3年間で10回以下は＋1(最大＋2)、英語学力優遇(英検3
級10点/準2級20点/2級30点･チャレンンジ判定にも加点)、特進コースや進学コースHSへのチャレンジ入試あ
り

前期C(一般) 進学コース
全体で30

国･数･英(リスニング含/各50分/マーク式)　個人面接

前期D(一般) 若干名 1/22(火)まで 1/26(土) 1/27(日) 1/31(木) 国･数･英(リスニング含/各50分/記述式)　個人面接

前期A(専願) 1/18(金)
5科17、指定部活動に所属すること、事前に高校顧問との相談必要、3年次欠席10日以内または3年間欠席30
日以内、高校顧問が認めた者＋2(最大＋2)、B特待:5科23または入試得点220点･C特待:5科22、スポーツA･B･C
特待あり(詳細は要問い合わせ)

前期B(併願)
5科18、指定部活動に所属すること、事前に高校顧問との相談必要、3年次欠席10日以内または3年間欠席30
日以内、高校顧問が認めた者＋2(最大で＋2)

前期C(一般) 5 国･数･英(リスニング含/各50分/マーク式)　個人面接

前期D(一般) 若干名 1/22(火)まで 1/26(土) 1/27(日) 1/31(木) 国･数･英(リスニング含/各50分/記述式)　個人面接

前期A(単願･普/家 学力) 基礎力試験　面接
(普)5科12、(家)5科10、中3次で評定1がなく欠席10日以内、英/漢/数検3級･特別活動･3か年皆勤＋1、同窓生
子弟は合否判定時に優遇

前期B(単願･普/家 部活動) 基礎力試験　面接
部活動実績を審査、事前に顧問への相談必要、中3次で評定1がなく欠席10日以内、目安5科12、英/漢/数検3
級･特別活動･3か年皆勤＋1、同窓生子弟は合否判定時に優遇

前期C(併願･普/家 学力) 1/18(金) 作文　面接 (普)5科15かつ9科27、(家)9科21、中3次で評定1がなく欠席10日以内、英/漢/数検3級･特別活動･3か年皆勤＋1

前期D(単願･普 特別進学コース) 国･数･英(リスニング含)　面接
5科17、中3次で評定1がなく欠席10日以内、英/漢/数検3級･特別活動･3か年皆勤＋1、S特待:5科22･A特待:5
科21、同窓生子弟は合否判定時に優遇

前期SS(併願･普 特別進学コース) 3/7(木) 国･数･英(リスニング含)
5科19かつ9科31、中3次で評定1がなく欠席10日以内、英/漢/数検3級･特別活動･3か年皆勤＋1、S特待:5科
23･A特待:5科22

前期一般(単/併･普/特進/家政) 1/28(月) 国･数･英(リスニング含)　面接 単願者の英/漢検3級や同窓生子弟は合否判定時に優遇

国･数･英
(リスニング含/各50分/マーク式)

1/17(木)
または
18(金)

1/24(木)

国･数･英
(リスニング含/各50分/マーク式)

1/21(月)

普135
特進25
家40

1/17(木)

1/17(木)

1/17(木)
または
18(金)

1/20(日)
千葉明徳
(アスリート進学コース)

入試相談通過者は3科合計に10～15点優遇、第一志望者はさらに3科合計に10～15点優遇、英語学力優遇(英
検3級10点/準2級20点/2級30点･チャレンジ判定にも加点)、入試得点上位者に特待認定をする場合あり、特
進コースへや進学コースHSへのチャレンジ入試あり

千葉明徳
(特別進学コース)

進学コース
全体で

150
※前期A‣B‣C
合計で100

50
1/24(木)

千葉明徳
(進学コースHS)

1/28(月)

12/17(月)～1/10(木)
※ネット出願のみ

1/17(木)
または
18(金)

12/17(月)～1/10(木)
※ネット出願のみ

1/20(日)

国･数･英
(リスニング含/各50分/マーク式)

国･数･英
(リスニング含/各50分/マーク式)

65

進学コース
全体で

150
※前期A‣B‣C

合計で80
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12/17(月)～1/10(木)
※ネット出願のみ

1/17(木)
または
18(金)

1/8(火)・9(水)

入試相談通過者は3科合計に10～15点優遇、第一志望者はさらに3科合計に10～15点優遇、進学コースHS/S
へのスライド合格あり、英語学力優遇(英検3級10点/準2級20点/2級30点･特待判定にも加点)、入試得点上位
者に特待認定をする場合あり

指定部活動に所属すること、事前に高校顧問との相談必要、入試相談通過者は3
科合計に10～15点優遇、第一志望者はさらに3科合計に10～15点優遇

1/24(木)

1/24(木)
12/17(月)～1/10(木)

※ネット出願のみ

茂原北陵
(普通科･家政科)
※家政科は女子のみ

千葉明徳
(進学コースS)

1/20(日)

1/20(日)

入試相談通過者は3科合計に10～15点優遇、第一志望者はさらに3科合計に10～15点優遇、進学コースSへの
スライド合格あり、英語学力優遇(英検3級10点/準2級20点/2級30点･特待/チャレンジ判定にも加点)、入試得
点上位者に特待認定をする場合あり、特進コースへのチャレンジ入試あり



高校名 入試区分 定員 願書提出 入試 合格発表 手続き〆切 検査項目 推薦基準・特待生基準
前期A 人物･学業推薦
(第一希望)

5科20または9科36、3年次欠席15日以内、特待S:5科24･特待A:5科23･特待B:5科21(受験区分は前期A 特待生推
薦となる)、入試高得点者にスカラシップ(特待A相当/目安3科210点)あり

前期A 併願推薦 5科21、3年次の欠席15日以内、入試高得点者にスカラシップ(特待A相当)あり

前期A 特色推薦
(第一志望/女子のみ)

①スポーツ活動/文化活動での実績 ②スピーチコンテスト入賞･英検3級 ③生徒会活動 ④ボランティア活動 ⑤
高校生活での諸活動への参加意欲、①～④は出願時に活動を証明できる賞状等のコピーが必要、⑤は600字の
作文が必要、入試高得点者にスカラシップ(特待A相当)あり

前期A 一般(第一希望/併願) 入試高得点者にスカラシップ(特待A相当)あり

前期B 一般(第一希望/併願)
１/18(金)～1/24(木)

※ネット出願のみ
1/23(木) 1/25(金) 1/26(土)

国･数･英の総合問題(60分150点/記述式)
面接

後期 若干名
2/1(金)～2/20(水)
※ネット出願のみ

2/21(木) 2/21(木) 2/22(金)
国･数･英の総合問題(60分150点/記述式)
面接

前期A 人物･学業推薦
(第一希望)

5科18または9科32、3年次の欠席15日以内、特待S:5科24･特待A:5科23･特待B:5科21(受験区分は前期A 特待生
推薦となる)、入試高得点者にスカラシップ(特待A相当)あり

前期A 併願推薦 5科19、3年次の欠席15日以内、入試高得点者にスカラシップ(特待A相当)あり

前期A 特色推薦
(第一志望/女子のみ)

①スポーツ活動/文化活動での実績 ②スピーチコンテスト入賞･英検準2級(一次可) ③生徒会活動 ④ボラン
ティア活動 ⑤高校生活での諸活動への参加意欲、①～④は出願時に活動を証明できる賞状等のコピーが必
要、⑤は600字の作文が必要、入試高得点者にスカラシップ(特待A相当)あり

前期A 一般(第一希望/併願) 入試高得点者にスカラシップ(特待A相当)あり

前期B 一般(第一希望/併願)
１/18(金)～1/24(木)

※ネット出願のみ
1/23(木) 1/25(金) 1/26(土)

国･数･英の総合問題(60分150点/記述式)
面接

後期 若干名
2/1(金)～2/20(水)
※ネット出願のみ

2/21(木) 2/21(木) 2/22(金)
国･数･英の総合問題(60分150点/記述式)
面接

前期A 人物･学業推薦
(第一希望)

5科15または9科28、3年次の欠席15日以内、入試高得点者にスカラシップ(特待A相当)あり、特進または英語
への転科/転コース判定あり(第一志望学科/コースで出願する、英語科希望者には英語面接あり)

前期A 併願推薦
5科16、3年次の欠席15日以内、入試高得点者にスカラシップ(特待A相当)あり、特進または英語への転科/転
コース判定あり(第一志望学科/コースで出願する、英語科希望者には英語面接あり)

前期A 特色推薦
(第一志望/女子のみ)

①スポーツ活動/文化活動での実績 ②スピーチコンテスト入賞･英検3級 ③生徒会活動 ④ボランティア活動 ⑤
高校生活での諸活動への参加意欲、①～④は出願時に活動を証明できる賞状等のコピーが必要、⑤は600字の
作文が必要、入試高得点者にスカラシップ(特待A相当)あり、特進または英語への転科/転コース判定あり(第
一志望学科/コースで出願する、英語科希望者には英語面接あり)

前期A 一般(第一希望/併願)
特進または英語への転科/転コース判定あり(第一志望学科/コースで出願する、英語科希望者には英語面接あ
り)、入試高得点者にスカラシップ(特待A相当)あり

前期B 一般(第一希望/併願)
１/18(金)～1/24(木)

※ネット出願のみ
1/23(木) 1/25(金) 1/26(土)

国･数･英の総合問題(60分150点/記述式)
面接

後期 若干名
2/1(金)～2/20(水)
※ネット出願のみ

2/21(木) 2/21(木) 2/22(金)
国･数･英の総合問題(60分150点/記述式)
面接

特進または英語への転科/転コース判定あり(第一志望学科/コースで出願する、英語科希望者には英語面接あり)

前期①②(単願)

前期①②(併願)

前期③ 10 1/23(水)･24(木) 1/26(土) 1/29(火) 2/1(金) 国･数･英(各50分)　グループ面接(1:5/5分程度)
入試成績により(前期①②と同程度の優秀者)特待あり、入試得点によってはαクラスへの転コース許可証の発
行や総合コースでの合格もあり

前期①②(単願)

前期①②(併願)

前期③ 30 1/23(水)･24(木) 1/26(土) 1/29(火) 2/1(金) 国･数･英(各50分)　グループ面接(1:5/5分程度)
入試成績により(前期①②と同程度の優秀者)特待あり、入試得点によってはα/βクラスへの転コース許可証
の発行あり

520 1/7(月)～9(水)
国･数･英(各50分)
グループ面接(1:5/5分程度)

①
1/17(木)

②
1/18(金)

国･数･英(各50分)
グループ面接(1:5/5分程度)

国･数･英
(国数各50分85点/英語50分130点/リスニン
グ含/マーク式/問題は普通科に同じ･傾斜配

点で対応)

面接

1/18(金)

12/17(月)～1/11(金)
※ネット出願のみ

1/17(木) 1/18(金)

40

1/19(土)

12/17(月)～1/11(金)
※ネット出願のみ

1/17(木)

植草学園
(普通科 特進コース)
※男女共学

国･数･英
(各50分100点/リスニング含/マーク式)

面接

1/7(月)～9(水)

1/22(火)

1/18(金)

80

1/25(金)

200

1/22(火)

植草学園
(普通科 普通コース)
※女子のみ

40

①
1/17(木)

②
1/18(金)

木更津総合
(総合コース)

木更津総合
(特別進学コース)

1/25(金)

1/19(土)
国･数･英
(各50分100点/リスニング含/マーク式)

面接

12/17(月)～1/11(金)
※ネット出願のみ

1/17(木)

1/19(土)
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植草学園
(英語科)
※男女共学

推薦基準は非公表、英/漢/数検3級や特別活動等の実績での優遇あり、入試成績
により特待A～Cあり、入試得点によってはαクラスへの転コース許可証の発行あ
り

推薦基準は非公表、英/漢/数検3級や特別活動等の実績での優遇あり、入試成績
により特待A～Cあり、入試得点によってはα/βクラスへの転コース許可証の発
行あり



高校名 入試区分 定員 願書提出 入試 合格発表 手続き〆切 検査項目 推薦基準・特待生基準
前期推薦(部活動/専願) 5科18、部活動実績に応じて特待SABあり

前期推薦(第一/専願) 5科18、評定に応じて特待SABあり

前期推薦(併願)
1/17(木)
か18(金) 5科20、入試成績優秀者に特待SABあり

前期Ⅰ学力(専願) 1/17(木)

前期Ⅰ学力(併願)
1/17(木)
か18(金)

前期Ⅱ学力(専願)

前期Ⅱ学力(併願)

前期推薦(部活動/専願) 5科14または9科25、部活動実績に応じて特待SABあり

前期推薦(第一/専願) 5科15または9科28

前期推薦(併願)
1/17(木)
か18(金) 5科16または9科30

前期Ⅰ学力(専願) 1/17(木) 5科14または9科25

前期Ⅰ学力(併願)
1/17(木)
か18(金) 5科16または9科30

前期Ⅱ学力(専願) 5科14または9科25

前期Ⅱ学力(併願) 5科16または9科30

前期推薦(部活動/専願) 5科14または9科25、部活動実績に応じて特待SABあり

前期推薦(第一/専願) 5科15または9科27

前期推薦(併願) 1/17(木)
か18(金) 5科15または9科28

前期Ⅰ学力(専願) 1/17(木) 5科14または9科24

前期Ⅰ学力(併願)
1/17(木)
か18(金) 5科15または9科28

前期Ⅱ学力(専願) 5科14または9科24

前期Ⅱ学力(併願) 5科15または9科28

前期特別進学推薦(専願) 推薦基準は非公表、入試成績により特待認定

前期特別進学推薦(併願) 推薦基準は非公表、千葉学芸高を第二志望とする者、入試成績により特待認定

前期推薦(専願) 推薦基準は非公表

前期推薦(併願) A日程のみ
1/17(木) 推薦基準は非公表、千葉学芸高を第二志望とする者

前期一般(専願)

前期一般(併願)

後期特別進学一般(専願) 入試成績により特待認定

後期特別進学一般(併願) 入試成績により特待認定

後期一般(専願)

後期一般(併願)

国･数･英(国60分･数英50分)
(作文･聞き取り･リスニング含)
面接　調査書

15
C日程

2/5(火)
D日程

2/23(土)

C日程
2/6(水)
D日程

2/25(月)

C日程
2/8(金)
D日程

2/27(水)

200

A日程
1/17(木)

B日程
1/28(月)

A日程
1/17(木)

B日程
1/28(月)

A日程　1/9(水)･10(木)
※ネット出願の場合
12/17(月)～1/10(木)

B日程　1/23(水)･24(木)
※ネット出願の場合
1/11(金)～1/24(木)

A日程
1/18(金)

B日程
1/29(火)

A日程
1/22(火)

B日程
1/31(木)

C日程　1/29(火)･30(水)
※ネット出願の場合
1/19(土)～30(水)

D日程　2/20(水)･21(木)
※ネット出願の場合
1/31(木)～2/21(木)

25
書類審査　作文(400字/20分)　面
接　国･数･英(3科を1時間)

書類審査　作文(400字/20分)　面
接　B日程受験者のみ国･数･英(3
科を1時間)

1/29(火)

国･数･英
(各50分/リスニングなし)
グループ面接(1:5/約10分)

進学コースへのスライド合格あり、入試成績優秀者に特待SABあり

国･数･英(各50分)
グループ面接(1:5/約10分)

進学コースへのスライド合格あり

千葉黎明
(普通科特進コース)

12/20(木)～1/9(水)
※ネット出願のみ

書類は1/10(木)必着
1/21(月) 1/23(水)

40

12/20(木)～1/23(水)
※ネット出願のみ

書類は1/24(木)必着
1/28(月)

40

千葉学芸

1/17(木)

千葉黎明
(普通科進学コース)

190

12/20(木)～1/9(水)
※ネット出願のみ

書類は1/10(木)必着
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1/30(水)

1/17(木)

1/21(月) 1/23(水)

国･数･英
(各50分/リスニングなし)
グループ面接(1:5/約10分)

12/20(木)～1/23(水)
※ネット出願のみ

書類は1/24(木)必着
1/28(月) 1/29(火) 1/30(水)

国･数･英(各50分)
グループ面接(1:5/約10分)

書類審査　作文(400字/20分)
面接   国･数･英(3科を1時間)

千葉黎明
(生産ビジネス科)

40

12/20(木)～1/9(水)
※ネット出願のみ

書類は1/10(木)必着

1/17(木)

1/21(月) 1/23(水)

国･数･英
(各50分/リスニングなし)
グループ面接(1:5/約10分)

12/20(木)～1/23(水)
※ネット出願のみ

書類は1/24(木)必着
1/28(月) 1/29(火) 1/30(水)

国･数･英(各50分)
グループ面接(1:5/約10分)



高校名 入試区分 定員 願書提出 入試 合格発表 手続き〆切 検査項目 推薦基準・特待生基準
前期推薦スポーツ(単願) 推薦基準は非公表、3年間の欠席30日以内、縁故推薦あり

前期推薦一般(単願) 推薦基準は非公表、3年間の欠席30日以内、縁故推薦あり

前期Ⅰ期一般(単願) 縁故推薦あり

前期Ⅰ期一般(併願) 縁故推薦あり

前期Ⅱ期一般(単願) 縁故推薦あり

前期Ⅱ期一般(併願) 縁故推薦あり

後期一般(単願) 縁故推薦あり

後期一般(併願) 縁故推薦あり

※詳細につきましては各高校の募集要項をご覧ください。何かご不明な点はご遠慮なくお問い合わせください。

横芝敬愛

①入試成績またはクラス編成参考試験の結果により特別進学コース(40名)を編成する　②前期推薦(単願)と前期Ⅰ/Ⅱ期一般(単願)の違いは中学校からの推薦状の有無　③入
試における成績優秀者は進学特待(入学金返金)に認定(特別進学コースを希望すること)　④スポーツ特待あり(中学校を通じて顧問に要相談)

10

個人面接(約10分)

190

1/7(月)･8(火)

1/18(金)

1/7(月)･8(火)･22(火)
23(水)･30(水)･31(木) 2/5(火) 2/7(木)

個人面接(約10分)
作文(50分/B4サイズ1枚/字数指定なし/面接
の材料とする)

1/24(木)

1/30(水)

2/12(火)

1/17(木)

1/22(火)

1/7(月)･8(火)
22(火)･23(水)

1/24(木) 1/25(金)

国･数･英(各50分/マーク式)
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※後期選抜での評定基準は、合否判定において優遇措置となる基準であり、出願基準ではありません。

※この一覧は募集要項の概略です。推薦基準については記載されている内容以外の条件(欠席日数等)がある場合もございます。

※手続き〆切は、単願の場合は最終〆切日を、併願の場合は一次金納入〆切日を表します。


