
千葉県県立中学校の生徒募集

令和元年８月２１日・ ２２日
千葉県総合教育センター学力調査部

◆東葛飾中学校

◆千葉中学校



入学者募集手続の流れ

１ 入学願書等の提出

一次検査 12月7日 → 結果発表 12月19日

２ 報告書及び志願理由書等の提出

二次検査 1月25日 → 結果発表 1月31日

３ 入学確約書の提出

11月18日～20日

1月10日～14日

1月31日、２月３日



第１ 募集

１ 応募資格
(1) 令和２年３月に、小学校若しくは特別支援学校の

小学部を卒業見込みの者又は、義務教育学校の前期
課程を修了見込みの者で、
保護者とともに県内に居住するもの

(2) 千葉県立千葉中学校長 又は
千葉県立東葛飾中学校長
に 志願の承認を特別に得た者

p.1

２ 募集定員
各中学校 ８０名（男女同数）



(2) 志願する中学校の校長に
志願の承認を特別に得た者

①保護者とともに、他都道府県又は海外に
居住している者が志願する場合

②保護者が県内に居住しているが、保護者と
ともに居住していない者が志願する場合
ア．志願者が住所を異動して小学校に通学している者で、
入学日までに保護者とともに県内に居住するもの

イ．志願者が病気のため、病院等に住所を異動している者
で、入学日までに保護者とともに県内に居住するもの

③志願者がやむを得ない事情により、入学日
までに保護者とともに居住できない特別な
場合

p.1



第２ 出 願

◆持参の場合
①入学願書
②返信用封筒１通

（一次検査受検結果送付用）

１ 提出期間及び提出方法
１１月１８日（月） ～ ２０日（水）
持参（午前９時～午後３時）

郵送「簡易書留」（１８日～２０日まで の
配達日指定郵便）

p.1

２ 提出書類等
◆郵送の場合
①入学願書
②返信用封筒２通

（一次検査受検結果送付用）

（受理証・受検票送付用）

③誓約書（該当者のみ）

④事情説明書等（該当者のみ）



願書の提出は、なるべく持参で！

◆郵送された書類に不備があると…

→直接各中学校に行って訂正することに

※例年…書類の不備が多数

◆願書を持参して手続をすると…
→不備があっても、

その場ですぐに対処が可能



入学願書記入例 p.10
いずれかを選んで、☑を！

住民票の記載と一致させる

自宅の電話番号を！

緊急連絡先は、確実に連絡がとれる番号を！

訂正例

千 葉 太 郎印
花 子



入学願書記入例 p.10

小学校で
記入します 保護者は、記入しない

保護者は、記入しないはがれないように貼る



入学願書記入例 p.10

収入証紙を貼る



別紙２

海外居住者用

入 学 願 書



４ 入学検査料

千葉県収入証紙 (収入印紙)
（願書に貼りつける）

見
本

見
本

見 本

p.2



郵便料金の変更

簡易書留料金 ３９２円 → ４０４円
【内訳】

送 料 ８２円 → ８４円
簡易書留代 ３１０円 → ３２０円

p.21p.20p.4p.2 に記載あり

t.nkmr88
取り消し線

t.nkmr88
取り消し線

t.nkmr88
取り消し線



３ 封筒の表記方法

□□□□□□□

様

（志
願
者
氏
名
）

（送
付
先
住
所
）

（保
護
者
氏
名
）
様
方

簡
易
書
留

p.2

404円
分の
切手

p.20 の提出書類チェック表を

ご活用ください。

提出の際には、

入学願書と
同じ表記で！

長形3号



６ 出願上の注意事項
他の 公立中等教育学校 又は

公立併設型中学校 を

併願することはできません。

具体的には

① 千葉中学校と東葛飾中学校

② 県立中学校と千葉市立稲毛高等学校附属中学校

③ 県立中学校と他都道府県の公立中等教育学校又は

公立併設型中学校

７ 障害のある志願者の配慮申請
期限：11月1５日（金）まで

説明会終了後に、個別にご相談ください。

p.3



一次検査

小学校で学習した内容

をもとにして、県立中

学校で行われる学習活

動への適性をみます。

適性検査１－１

適性検査１－２

二次検査

小学校で学習した内容

をもとにし、経験から

身に付けたことを踏ま

えて、県立中学校で行

われる教育活動への適

性をみます。

適性検査２－１

適性検査２－２

面接等

p.3第３
第５ p.5１ 検査の内容



２ 検査の実施

第３ 一次検査の実施及び
二次検査受検候補者の決定

(4) 受検者心得

ウ 筆記用具

分度器機能が
付いているもの
は使用不可

角度が書いて
ある三角定規は
使用不可

p.3
p.4



３ 決定の方法

４ 結果の発表及び通知
１２月１９日（木）午前９時
二次検査受検候補者の受検番号を
各中学校の校内掲示板
及びHPで発表 → 志願者宛てに結果送付

p.4

募集定員の４倍程度が二次検査へ



１ 提出期間 1月1０日（金）～1４日（火）

提出方法 郵送のみ 「簡易書留」

（１４日の消印有効）

２ 提出書類等
①報告書→担任に依頼する（小学校の校長が作成）

②志願理由書

③返信用封筒（受理証送付用）

返信用封筒（二次検査受検結果送付用）

④自己申告書（該当者のみ）

p.4
第４ 報告書及び志願理由書等の

提出



面接等 方法 ５名程度の集団面接
東葛飾中は、プレゼンテーション
的な内容を含む

時間 千葉中は、各グループ20分程度
東葛飾中は、各グループ15分程度

１ 検査の内容
適性検査 ２－１

適性検査 ２－２（聞き取り検査を含む）

p.5第５ 二次検査の実施及び
入学許可候補者の内定



＜千葉中＞

◎学校生活に積極的に適応していこうと
する姿勢や資質

◎入学後の活動に対する意欲や態度

＜東葛飾中＞

◎伝えたい事柄を相手に対して示し、

的確に理解・納得させる力

面接では志望動機等を聞き
次の内容をみます



２ 検査の実施 p.5

(1) 検査期日

１月2５日（土） 午前9時30分から

(2) 検査場所 千葉中学校・千葉高校

東葛飾中学校・東葛飾高校

(4) 受検者心得 昼食持参



• 提出期間と方法

１月３１日（金）または２月３日（月）
の午前９時から午後４時までに持参する。

• 入手方法
①県教育委員会ホームページからダウンロード
②募集要項をコピー

（中学校受付にも用意してあります）

入学確約書の提出

（郵送不可）

入学許可候補者に決定
入学確約書提出後の
入学辞退はできません

p.6第６ 入学許可候補者の決定



５ 繰上げ内定通知

•通知期限

２月５日(水)

•連絡方法

中学校より電話連絡

•連絡先

入学願書に記載された連絡先

または緊急連絡先

p.6



1   開示場所 志願した各中学校

2   開示方法
(1) 報告書の閲覧、写しの交付

(2) 適性検査の総合得点及び検査別の得点の閲覧

3   開示期間
2月6日(木) ～ 3月5日(木)
※土・日・祝日は除く
※2月1２日（水）、 13日（木）、

3月2日（月） は避ける

報告書及び適性検査結果の口頭開示

p.7第７ その他



１ 受検票
２ 受検者と保護者との関係が分かる書類
３０日以内に作成された「戸籍謄本」等

３ 本人確認の証明
①写真入りなら一種類
（運転免許証、パスポート、マイナンバー等）

②写真なしの場合は複数
（保険証、年金手帳、官庁が発行した証明書等）

p.9請求者が法定代理人（保護者）
の場合次の３つの書類が必要です

報告書及び適性検査結果の口頭開示



提出書類等

☆入学願書……本日配付
☆入学願書以外の必要書類の様式について
①千葉県教育委員会HPから募集要項を
ダウンロード

②本日配付の募集要項をコピー

募集要項にない様式については、
○千葉県教育委員会HPから実施要項を
ダウンロード

○小学校でコピーをしてもらう

p.20



問合せ先

入学者決定に関する問合せ
千葉県総合教育センター 学力調査部

０４３－２７６－１２９８

中学校に関する問合せ
千葉県立千葉中学校

０４３－２０２－７７７８

千葉県立東葛飾中学校

０４－７１４３－８６５１

入学者決定に関する情報提供
千葉県教育委員会ホームページ

「県立中学校入学者決定情報」

p.20



ご清聴ありがとうございました

提出書類に誤りのないよう

入学者募集要項を

よくご確認ください。

千葉県総合教育センター学力調査部




