
平成29年11月15日

　区分の欄に
　　　転･編とある学校は、転･編入学試験両方を実施します。
　　　転とある学校は、転入学試験のみ実施します。

学校
番号

区分 学校名 学科名 試験日 備考

1 転･編 千葉 普通 12月1日 ３年なし
転 普通 11月29日 ３年なし
転 家政 11月29日 １，３年なし

3 転･編 千葉東 普通 11月30日 ３年なし
転 商業 12月12日

情報システム なし
転･編 機械　 12月15日
転･編 電子工業 12月15日
転･編 設備システム 12月15日
転･編 建設　 12月15日
転･編 電子機械 12月18日 １年なし　試験日以降随時実施
転･編 電気 12月18日 １年なし　試験日以降随時実施
転･編 情報技術 12月18日 １年なし　試験日以降随時実施
転･編 工業化学 12月18日 ２，３年なし　試験日以降随時実施
転･編 理数工学 12月18日 ３年なし　試験日以降随時実施

7 転 千葉南 普通 11月29日 ３年なし
8 転 検見川 普通 12月1日 ２年なし　３年は理類型のみ
9 転･編 千葉北 普通 12月1日 ３年なし
10 転･編 若松 普通 11月29日 ３年なし
11 転 千城台 普通 11月30日 ３年なし
12 転 生浜 普通 12月7日
13 転 磯辺 普通 11月29日 ２年，３年文系のみ選択科目に制限あり
14 転 泉 普通 12月1日 ３年なし

転 普通 11月29日 ３年なし
看護 なし

16 転･編 柏井 普通 11月30日 ３年なし
18 転 土気 普通 12月1日 ３年なし
19 転･編 千葉西 普通 12月1日 ３年なし
20 転･編 犢橋 普通 11月30日

転･編 普通 12月1日 ３年なし
家政 なし
体育 なし

22 転 八千代東 普通 11月29日
23 転 八千代西 普通 12月13日
24 転･編 津田沼 普通 11月29日
25 転･編 実籾 普通 11月30日 ３年なし

転･編 普通 12月1日 ３年なし
転･編 理数 12月1日 ３年なし　教育課程に注意
転･編 普通 11月30日 １，３年なし
転･編 園芸 11月30日 １，３年なし　教科（農業）の履修に注意

28 転 船橋東 普通 12月1日 ２年は文系のみ，３年なし　
29 転 船橋啓明 普通 11月29日 ３年なし　２年選択科目に制限あり
30 転 船橋芝山 普通 12月1日 ３年なし　2年次での科目選択，3年次での選択科目に制限あり

31 転 船橋二和 普通 11月29日 ２年は３年次文系希望者のみ，３年なし
32 転･編 船橋古和釜 普通 11月30日

21 八千代

26 船橋

27 薬園台

15 幕張総合

4 千葉商業

5 京葉工業

平成２９年度第２学期末及び第３学期始め（冬季休業及びその前後）における
県立高等学校及び県立中学校の転・編入学試験の実施予定一覧

県立高等学校　全日制の課程

2 千葉女子

6 千葉工業
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学校
番号

区分 学校名 学科名 試験日 備考

33 転 船橋法典 普通 12月1日
34 転･編 船橋豊富 普通 11月29日 ３年なし
35 転 船橋北 普通 11月30日 ３年なし

転 機械 12月20日
転 電気 12月20日
転 建築 12月20日
転 インテリア 12月20日

37 転･編 国府台 普通 12月12日 ３年なし
38 転･編 国分 普通 12月14日 ３年なし

39 転･編 行徳 普通 12月14日 ３年なし
40 転 市川東 普通 12月13日 ３年なし　１年は理・英コース，２年は文・理・英コース

41 転 市川昴 普通 12月12日 １，３年なし　２年は理系のみ
42 転･編 市川南 普通 12月13日 ３年なし
43 転 浦安 普通 12月15日
44 転 浦安南 普通 12月18日 ３年なし
45 転 鎌ヶ谷 普通 12月14日 １，３年なし
46 転 鎌ヶ谷西 普通 12月12日 ３年なし

転 普通 12月19日
転 芸術 12月19日 美術系学科からのみ
転 総合学科 12月12日 ３年なし　事前に要相談

普通 なし
転 普通 12月7日 ３年なし
転 国際教養 12月7日 ３年なし　１，２年は国際教養科等の学科からの転入に限る

51 転･編 松戸六実 普通 12月19日 １，２年なし　３年選択科目が制限される可能性あり

転 普通 12月15日
転 福祉教養 12月15日 教育課程が対応する場合のみ

53 転 松戸馬橋 普通 12月19日 ３年なし
54 転･編 東葛飾 普通 12月4日 ３年なし

転･編 普通 12月11日 ３年なし
転･編 理数 12月11日 ２，３年なし

56 転･編 柏南 普通 12月8日 ２，３年なし
57 転･編 柏陵 普通 12月19日

転 普通 12月22日
転 情報理数 12月22日 1年なし

59 転 柏中央 普通 12月15日 ２，３年なし
60 転･編 沼南 普通 12月13日 ３年なし
61 転 沼南高柳 普通 12月15日

転･編 園芸 12月20日
生活科学 なし
会計 なし

転･編 情報処理 12月20日 １，３年なし
会計・情報処理 なし

転 普通 12月20日 ３年なし　帰国子女は編入学試験実施
転 国際コミュニケーション 12月20日 ２，３年なし　帰国子女は編入学試験実施

64 転 流山南 普通 12月14日
65 転･編 流山北 普通 12月15日
66 転 野田中央 普通 12月19日 ３年なし

転･編 食品科学 12月18日 農業科在籍者のみ
転･編 工業系 12月18日 ２，３年なし　工業科在籍者のみ
転･編 機械 12月18日 １年なし　工業科在籍者のみ
転･編 電気 12月18日 １年なし　工業科在籍者のみ
転･編 環境化学 12月18日 １年なし　工業科在籍者のみ

68 転･編 関宿 普通 12月18日 試験日以降随時実施
69 転･編 我孫子 普通 12月21日
70 転 我孫子東 普通 12月15日
71 転･編 白井 普通 12月19日

52 松戸向陽

55 柏

67 清水

58 柏の葉

62 流山

63 流山おおたかの森

36 市川工業

47 松戸

49 松戸国際

小金48
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学校
番号

区分 学校名 学科名 試験日 備考

72 転･編 印旛明誠 普通 12月8日 １，３年なし
転･編 生産技術 12月11日 １年なし　当該学科在籍等の条件あり
転･編 環境建設 12月11日 当該学科在籍等の条件あり
転･編 生産流通 12月11日 １年なし　当該学科在籍等の条件あり
転･編 生活科学 12月11日 ２年なし　当該学科在籍等の条件あり
転･編 情報科学 12月11日 １年なし　当該学科在籍等の条件あり
転･編 普通 12月6日 ３年なし
転･編 国際 12月6日 ３年なし

75 転 成田北 普通 12月11日
転 生産技術 12月18日 ３年なし
転 航空車両整備 12月18日 ３年なし
転 情報ビジネス 12月18日 １，３年なし

77 転 富里 普通 12月13日 ３年なし
転･編 普通 12月11日 ３年なし

理数 なし
転･編 普通 12月19日
転･編 調理国際 12月19日 １年なし　要相談
転･編 服飾デザイン 12月19日 １年なし　要相談

80 転･編 佐倉西 普通 12月19日
81 転･編 佐倉南 普通 12月18日 ２，３年は文系のみ
82 転･編 八街 総合学科 12月15日
83 転･編 四街道 普通 12月7日 １，３年なし
84 転 四街道北 普通 12月12日

転 普通 12月22日 ３年は文類型のみ
転 理数 12月22日

86 転･編 佐原白楊 普通 12月18日
87 転･編 小見川 普通 12月13日

転 普通 12月19日 ３年なし
転 生産流通 12月19日 ２，３年なし

89 転･編 銚子 普通 12月15日 ３年なし　２年は文型のみ
転･編 商業 12月20日 １、２年なし　試験日以降随時実施
転･編 情報処理 12月20日 １年なし　試験日以降随時実施
転･編 海洋 12月20日 試験日以降随時実施

転 畜産 随時実施
転 生産技術 随時実施
転 食品流通 随時実施 １，３年なし
転 生活科学 随時実施

転･編 電子機械 12月8日 ２，３年なし
転･編 電気 12月8日
転･編 情報技術 12月8日 ２，３年なし
転･編 建設 12月8日 ２年なし
転･編 普通 12月13日 ３年なし
転･編 理数 12月13日 ３年なし
転･編 英語 12月13日 １，３年なし

94 転･編 松尾 普通 12月15日
転 普通 12月13日
転 理数 12月13日
転 普通 12月18日 ２，３年は文系のみ
転 国際教養 12月18日 英語に関する学科に在籍する者に限る

転･編 商業 12月14日 ２，３年なし
情報処理 なし

転 普通 12月18日 ２，３年なし　試験日以降随時実施
転 生産技術 12月18日 ３年なし　試験日以降随時実施
転 食品工業 12月18日 ３年なし　試験日以降随時実施
転 農業経済 12月18日 ３年なし　試験日以降随時実施

生物工学 12月18日 ２，３年なし　試験日以降随時実施
99 転･編 九十九里 普通 12月14日

96 東金

97 東金商業

98 大網

95 成東

92 東総工業

93 匝瑳

88 多古

90 銚子商業

91 旭農業

78 佐倉

79 佐倉東

85 佐原

73 成田西陵

74 成田国際

76 下総
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学校
番号

区分 学校名 学科名 試験日 備考

転･編 普通 12月15日
転･編 理数 12月15日 ２，３年なし

101 転･編 茂原 普通 12月20日
転･編 生産技術 12月18日 １，２年なし　試験日以降随時実施
転･編 生産流通 12月18日 １年なし　試験日以降随時実施
転･編 緑地計画 12月18日 １年なし　試験日以降随時実施
転･編 電子機械 12月18日 １年なし　試験日以降随時実施
転･編 電気 12月18日 １，３年なし　試験日以降随時実施
転･編 環境化学 12月18日 １年なし　試験日以降随時実施

転 商業・情報処理 12月14日 ２，３年なし  試験日以降随時実施
転 商業　 12月14日 1年なし　試験日以降随時実施

情報処理 なし
104 転･編 大多喜 普通 12月20日 １，３年なし
105 転･編 大原 総合学科 12月18日 試験日以降随時実施
106 転･編 長狭 普通 12月15日 ２，3年医療・福祉コースはなし
107 転･編 安房拓心 総合学科 12月15日
108 転･編 安房 普通 12月15日

転･編 工業 随時実施
転･編 商業 随時実施
転･編 海洋 随時実施
転･編 家政 随時実施

110 転･編 天羽 普通 12月19日
転･編 商業 12月15日 １年なし　試験日以降随時実施
転･編 情報管理 12月15日 １，２年なし　試験日以降随時実施
転･編 普通 12月13日 ３年なし

理数 なし
転･編 普通 12月15日
転･編 家政 12月15日

114 転･編 君津 普通 12月18日 ３年なし　２年は文系・英語コース
転 普通 12月20日
転 園芸 12月20日

116 転･編 君津青葉 総合学科 12月21日
転･編 普通 12月15日
転･編 情報コミュニケーション 12月15日 １，２年なし　教育課程が対応できるもの

118 転･編 市原 普通 12月15日
転 食とみどり 12月15日 当該学科在籍等の条件あり

転 総合ビジネス 12月15日 当該学科在籍等の条件あり

120 転･編 京葉 普通 12月19日

121 転･編 市原緑 普通 12月15日

122 転･編 姉崎 普通 12月20日 ３年なし

123 転 市原八幡 普通 12月14日 ３年なし

学校
番号

区分 学校名 学科名 試験日 備考

定１ 転 千葉商業 商業 12月15日 商業科から転学のみ
転 機械 12月12日
転 電気 12月12日

転･編 普通科･午前部 12月7日
転･編 普通科･午後部 12月7日
転･編 普通科･夜間部 12月7日

定４ 転 船橋 普通 12月20日
転 機械電気 12月19日
転 建築 12月19日

定６ 転 行徳 普通 12月15日

県立高等学校　定時制の課程

定５ 市川工業

定２ 千葉工業

定３ 生浜

109 館山総合

111 君津商業

100 長生

102 茂原樟陽

103 一宮商業

112 木更津

113 木更津東

115 上総

117 袖ヶ浦

119 鶴舞桜が丘
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学校
番号

区分 学校名 学科名 試験日 備考

転 普通科･午前部 12月5日 願書配付期間　～11月24日
転 普通科･午後部 12月5日 願書配付期間　～11月24日
転 普通科･夜間部 12月5日 願書配付期間　～11月24日

定８ 転 東葛飾 普通 12月14日 ４年なし
定９ 転 佐倉東 普通 12月20日
定10 転 佐原 普通 12月20日 試験日以降随時実施
定11 転･編 銚子商業 商業 12月18日 試験日以降随時実施
定12 転 匝瑳 普通 12月15日 試験日以降随時実施
定13 転 東金 普通 12月18日
定14 転 長生 普通 12月14日
定15 転 長狭 普通 12月15日
定16 転･編 館山総合 普通 12月18日 試験日以降随時実施

転 普通 12月20日
転 商業 12月20日

学校
番号

区分 学校名 学科名 試験日 備考

学校
番号

区分 学校名 学科名 試験日 備考

中１ 千葉 なし
中２ 転･編 東葛飾 12月4日 １，３年なし

学校
番号

区分 学校名 学科名 試験日 備考

転･編 普通 11月30日 ３年なし
理数 なし

転･編 普通 12月1日 ３年なし
転･編 国際教養 12月1日 ３年なし

転 普通 12月13日 ３年なし
商業 なし

転･編 普通 11月29日 １年なし　留学教育コースのみ
商業 なし
体育 なし
普通 なし
国際人文 なし

転 普通 12月11日 ３年なし
スポーツ科学 なし

転 普通・理数 12月19日 ２，３年なし　試験日以降随時実施
転 普通 12月19日 １年なし　試験日以降随時実施
転 理数 12月19日 １年なし　試験日以降随時実施

県立高等学校　通信制の課程

通信 千葉大宮 普通 なし

定７ 松戸南

定17 木更津東

*市立高等学校に関する問い合わせは，当該市教育委員会又は当該市立高等学校にお願いしま
す。

県立中学校

【参考】
市立高等学校

市１ 千葉

市２ 稲毛

市４ 船橋

市５ 松戸

市６ 柏

市７ 銚子

市３ 習志野
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