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令和５年２月１０日 

令和５年度千葉県公立高等学校入学者選抜  

「一般入学者選抜」 

「特別入学者選抜（海外帰国生徒・外国人・中国等帰国生徒・成人・連携

　型高等学校の特別入学者選抜）」 

「地域連携アクティブスクールの入学者選抜」 

「通信制の課程の一期入学者選抜」 

 

入　学　志　願　状　況　に　つ　い　て  

〔２月１０日（金）正午現在〕 

　　 

　　※（　　）内の数値は、令和４年度のものです。 

　　　県立学校は「県立」を省略しています。 

 

 

Ⅰ　一般入学者選抜等 

　１　全体的な実施状況 

　 (1)　実施校数等 

　　　ア　全日制の課程及び定時制の課程の全ての学校・学科で実施する。 

　　　　（令和３年度から実施） 

 

　　　イ　学校・学科数 

　　　　(ｱ) 全日制の課程　１２５校　２０２学科（125校202学科） 

　　　　　　　　普 通 科　１０３校　　　　　　（103校） 

　　　　　　　　専門学科　　４９校　　９３学科（ 49校 93学科） 

　　　　　　　　総合学科　　　６校　　　６学科（　6校　6学科) 

※千葉商業高等学校の商業科・情報処理科、流山高等学校の商業科・

情報処理科、清水高等学校の機械科・電気科・環境化学科、銚子商業

高等学校の商業科・情報処理科、東金商業高等学校の商業科・情報処

理科、一宮商業高等学校の商業科・情報処理科、君津商業高等学校の

商業科・情報処理科及び市立銚子高等学校の普通科・理数科は、くくり

募集を行う。 

　 

  　　　(ｲ) 定時制の課程　　１６校　　１６学科（ 16校 16学科） 

　　　　　　　　普 通 科　　１１校　　　　　　（ 11校） 

　　　　　　　　専門学科　　　４校　　　４学科（　4校　4学科） 

総合学科　　　１校　　　１学科（　1校　1学科） 

　　　　　※生浜高等学校・普通科、松戸南高等学校・普通科及び佐倉南高等 

　　　　　　学校・普通科は、午前部、午後部、夜間部のそれぞれの部で募集

　　　　　　する。 

 

　　(2)　志願の状況 

        ※募集人員及び志願者数には「特別入学者選抜」及び「地域連携アクテ

　　　　　ィブスクールの入学者選抜」のものも含まれている。 
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　　　ア　全日制の課程 

　　　  (ｱ) 募集人員　３０，９６０人　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　［令和４年度の31,320人より360人減］ 

　　　　(ｲ) 志願者数　３４，９４６人　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　［令和４年度の34,826人より120人増］ 

　　　　(ｳ) 志願倍率　　　１．１３倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　［令和４年度の1.11倍より0.02ﾎﾟｲﾝﾄ増］ 

　　　イ　定時制の課程 

　　　　(ｱ) 募集人員　　１，３１７人 

　　　　　　　　　　　　　［令和４年度の1,317人より増減なし］ 

　　　　(ｲ) 志願者数　　　　８４６人 

　　　　　　　　　　　　　［令和４年度の812人より34人増］ 

　　　　(ｳ) 志願倍率　　　０．６４倍 

　　　　　　　　　　　　　［令和４年度の0.62倍より0.02ﾎﾟｲﾝﾄ増］　    　

　 [参考 ] 

        　○全日制の課程 

           　募集定員３１，１２０人［令和４年度の31,480人より360人減］ 

　　　　　 　＊募集人員は、募集定員から県立千葉高等学校における県立千葉中

　　　　　　　 学校及び県立東葛飾高等学校における県立東葛飾中学校からの 

　　　　　　　 進学者分の定員１６０名を減じた数である。 

　　　　 

　　　　　○定時制の課程 

　　　　　　 募集定員１，４４０人［令和４年度の1,440人より増減なし］ 

　　　　　　＊募集人員は、募集定員から生浜高等学校、松戸南高等学校 

　　　　　　　及び佐倉南高等学校の転入学等の予定人員及び秋季入学者 

　　　　　　　選抜において募集する人数を合わせた１２３名分を減じた 

　　　　　　　数である。　　　　　 

 

　 (3)　志願倍率が最も高い学校 

　　　　全日制　東葛飾高等学校　普通科　　　　　　２．２１倍（1.94倍） 

　　　　定時制　松戸南高等学校　普通科（午後部）　１．３４倍 (1.14倍) 

 

　 (4)　進学指導重点校の状況［志願倍率］ 

千葉東高等学校　　普通科　　１．３４倍（1.72倍） 

　　　　船橋高等学校　　　普通科　　１．９３倍（1.98倍） 

　　　　　　　　　　　　　理数科    １．６８倍（1.38倍） 

柏高等学校　　　　普通科    １．３０倍（1.36倍） 

　　              理数科    １．０８倍（1.58倍） 

佐倉高等学校　　　普通科　　１．４４倍（1.63倍） 

　　　　　　　　　　　　　理数科    １．４３倍（1.90倍） 

佐原高等学校　　　普通科　　０．９９倍（1.09倍） 

            　　　理数科    ０．６８倍（0.73倍） 

匝瑳高等学校　　　普通科　　１．０３倍（0.84倍） 

            　　　理数科    ０．２０倍（0.25倍） 

成東高等学校　　　普通科　　０．９７倍（1.18倍） 

            　　　理数科    ０．６０倍（0.98倍） 
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長生高等学校　　　普通科　　１．０７倍（1.29倍） 

            　　　理数科    １．１８倍（1.40倍） 

安房高等学校　　　普通科　　１．０８倍（1.03倍） 

木更津高等学校　　普通科　　１．２５倍（1.53倍） 

                  理数科    １．５０倍（1.10倍） 

　　 

　２　学校・学科の状況 

　 (1)　志願倍率の高い学校・学科 

　　　ア　全日制の課程 

　　　　　１.５倍以上の学校・学科数　１４校１８学科（17校19学科） 

　　　イ　定時制の課程                          

　　　　　１倍以上の学校・学科数　　 　２校　２学科（ 3校 3学科） 

　　　　　　 

　 (2)　志願倍率の低い学校・学科 

　　　ア　全日制の課程 

　　　　　１倍未満の学校・学科数　　 ６０校９３学科（63校98学科） 

　　　イ　定時制の課程 

　　　　　１倍未満の学校・学科数　　 １６校１６学科（16校16学科） 

　 

　３　全日制の課程の学科別状況［志願倍率順］ 

　 (1)　看護に関する学科　　　１．５０倍　(1.48倍） 

　 (2)　情報に関する学科　　　１．３３倍　(1.40倍） 

　 (3)　総合学科　　　　　　　１．２７倍　(1.34倍) 

　 (4)　芸術に関する学科　  　１．２３倍　(1.93倍) 

　 (5)　国際関係に関する学科　１．２１倍　(1.18倍) 

   (6)  普通科　　　　　　　　１．１６倍　(1.13倍) 

　 (7)　理数に関する学科　　　１．１２倍　(1.21倍) 

　 (8)  体育に関する学科　　　１．０７倍　(1.11倍) 

　 (9)  家庭に関する学科　　　０．９８倍　(1.02倍） 

  (10)  商業に関する学科　　　０．９７倍　(0.96倍)　  

　(11)  福祉に関する学科　　　０．９３倍　(0.63倍） 

  (12)　農業に関する学科　　　０．８３倍　(0.74倍) 

  (13)  工業に関する学科　　　０．８３倍　(0.88倍) 

　(14)  水産に関する学科　　　０．２６倍　(0.53倍) 

    

  ４　三部制の定時制の課程の状況［志願倍率］ 

　 (1)　生浜高等学校　　　　   　　   

　　　　午前部　０．９８倍 (1.02倍)　      

　　　　午後部　０．９４倍 (0.98倍)　      

　　　　夜間部　０．３２倍 (0.38倍)　 

   (2)　松戸南高等学校 

　      午前部　１．２９倍 (1.50倍) 

　      午後部　１．３４倍 (1.14倍) 

　      夜間部　０．８６倍 (0.41倍) 
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 (3)　佐倉南高等学校　　　　   　　   

　　　　午前部　１．２３倍 (0.94倍)　      

　　　　午後部　１．０６倍 (0.64倍)　      

　　　　夜間部　０．９１倍 (1.18倍)　 

 

Ⅱ　特別入学者選抜 

　１　海外帰国生徒の特別入学者選抜 

   (1)　昭和６１年度から実施［令和５年度で３８年目］ 

　　　  ２０校２６学科で実施 

   (2)  志願の状況 

　　　  １０校１３学科へ２７人が志願（9校12学科へ28人が志願） 

 

　２　外国人の特別入学者選抜 

   (1)  平成４年度から実施［令和５年度で３２年目］ 

　　　  ２８校３１学科で実施 

   (2)　志願の状況 

　　　　１８校１９学科へ８４人が志願（12校12学科へ42人が志願） 

　    　全日制 

京葉工業・機械科　　　　　　　　　　　　　　　１人（ 0人） 

京葉工業・電子工業科　　　　　　　　　　　  　１人（ 1人）　　 

　　　　　幕張総合・総合学科　　　　　　　　 　　　　　 ７人（ 7人） 

　　　　　八千代東・普通科               　         　  ９人（ 7人） 

　　　　　松戸国際・国際教養科　　　　　　         　 １６人（ 8人） 

　　　　　流山おおたかの森・国際コミュニケーション科　　４人（ 0人） 

　　　　　成田国際・国際科　　　　　　　　 　         １４人（ 3人） 

　　　　　富里・普通科　　　　　　　　　　          　　５人（ 3人） 

　　　　　市原八幡・普通科　　　　　　　　          　　３人（ 0人） 

　　　　　市立松戸・普通科                              ３人（ 1人） 

　　　　　市立柏・普通科　　　　　　　　　　 　         ４人（ 3人）　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          合計６７人（34人） 

　　    定時制 

        　生浜・普通科（夜間部）　　　　　　　　　　    ６人（ 3人） 

　　　　　船橋・総合学科　　　　　　　　　　　　　　    １人（ 0人）　 

　　　　　市川工業・工業科                              １人（ 3人） 

　　　　　佐倉南・普通科（夜間部）　　　　　         　 ４人 ( 2人) 

　　　　　佐原・普通科　　　　　　　　　　　　　　　    １人（ 0人） 

　　　　　銚子商業・商業科　　　　　　　　　　　　　    １人（ 0人） 

　　　　　匝瑳・普通科　　　　　　　　　　　　　　　    １人（ 0人） 

　　　　　木更津東・普通科　　　　　　　　　　　　　    ２人（ 0人） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          合計１７人（ 8人） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　          総計８４人（42人） 
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　３　中国等帰国生徒の特別入学者選抜 

   (1)　昭和６３年度から実施［令和５年度で３６年目］ 

   (2)　志願の状況 

        全日制    ０人（0人） 

　　  　定時制　　０人（0人） 

          　　計　０人（0人） 

 

　４　成人の特別入学者選抜 

   (1)　平成１０年度から定時制の課程で実施［令和５年度で２６年目］ 

   (2)　志願の状況 

  　　　６校６学科へ１３人が志願（5校5学科へ9人が志願） 

 

 

　５　連携型高等学校の特別入学者選抜 

   (1)　平成１６年度から関宿高等学校で実施［令和５年度で２０年目］ 

   (2)　特別入学者選抜枠は募集定員の５０％程度[６０名] 

   (3)　志願の状況 

  　　　連携中学校　野田市立関宿中学校　　　　　　２人（ 4人） 

　  　　　　　　　　野田市立二川中学校　　　　　１４人（ 9人） 

　　  　　　　　　　野田市立木間ケ瀬中学校　　　２４人（18人） 

　　　  　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　４０人（31人） 

　　　  なお、一般入学者選抜については、　　　　２１人（23人） 

 

 

Ⅲ　地域連携アクティブスクールの入学者選抜 

　１　泉高等学校・普通科 

　　ア　募集人員　　１６０人（160人） 

    イ　志願者数　　１２１人（149人） 

    ウ　志願倍率　０．７６倍（0.93倍） 

　 

　２　船橋古和釜高等学校・普通科 

    ア　募集人員　　２４０人（240人） 

イ  志願者数    ２０８人（231人） 

ウ  志願倍率  ０．８７倍（0.96倍） 

 

　３　流山北高等学校・普通科　 

    ア　募集人員　　２４０人（240人） 

イ  志願者数    ２０５人（200人） 

ウ  志願倍率  ０．８５倍（0.83倍） 

 

　４　天羽高等学校・普通科 

　　ア　募集人員　　１２０人（120人） 

    イ　志願者数　　　４９人（ 55人） 

    ウ　志願倍率　０．４１倍（0.46倍） 
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Ⅳ　通信制の課程の一期入学者選抜 

　１　平成１８年度から千葉大宮高等学校で実施[令和５年度で１８年目] 

　２　志願の状況 

 　(1)  募集人員　　２２５人［令和４年度の225人より増減なし］ 

　 (2)  志願者数　　１６１人［令和４年度の134人より27人増］ 

 　(3)  志願倍率　０．７２倍［令和４年度の0.60倍より0.12ﾎﾟｲﾝﾄ増］ 
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令和５年度千葉県公立高等学校入学者選抜日程の概要 

 
１　一般入学者選抜、特別入学者選抜（海外帰国生徒・外国人・中国等帰国生徒・成人・

連携型高等学校）、地域連携アクティブスクールの入学者選抜及び通信制の課程の一期 
入学者選抜 

 ２月　８日（水）～ 一般入学者選抜等及び通信制の課程の一期入学者選抜の

 ２月１０日（金）正午まで 入学願書等受付・受検票等交付

 ２月１０日（金）午後５時 一般入学者選抜等及び通信制の課程の一期入学者選抜の

 入学志願状況の報道発表

 ２月１５日（水）～ 志願又は希望変更受付・特例出願受付 
 ２月１６日（木）午後４時まで （１５日午後６時頃　志願変更等の状況 ウェブ発表）

 ２月１７日（金）午後２時 一般入学者選抜等及び通信制の課程の一期入学者選抜の

 入学志願者確定数の報道発表

２月２１日（火）午後４時 一般入学者選抜等の本検査第１日の受検状況の報道発表

（記者会見）

２月２２日（水）午後４時 一般入学者選抜等の本検査第２日の受検状況の報道発表

（記者会見）

２月２４日（金）～ 一般入学者選抜等及び通信制の課程の一期入学者選抜の

２月２７日（月）正午まで 追検査受検願等受付

２月２７日（月）午後４時 一般入学者選抜等及び通信制の課程の一期入学者選抜の

追検査志願者数の報道発表

３月　１日（水）午後４時 一般入学者選抜等及び通信制の課程の一期入学者選抜の

追検査の受検状況の報道発表

３月　３日（金）午前９時 入学許可候補者発表・通知 
（各高等学校において掲示・各高等学校のウェブページ

に掲載）

３月　３日（金）午後４時 入学許可候補者数並びに第２次募集及び通信制の課程の

二期入学者選抜の募集人員の報道発表

 
２　 第２次募集及び通信制の課程の二期入学者選抜 
 ３月　８日（水）午後４時３０分まで 入学願書等受付・受検票等交付

３月　８日（水）午後６時３０分 第２次募集及び通信制の課程の二期入学者選抜の入学

志願者数の報道発表

３月　９日（木）午後４時３０分まで 志願又は希望変更受付

３月１０日（金）午後２時 第２次募集及び通信制の課程の二期入学者選抜の入学

志願者確定数の報道発表

３月１３日（月） 第２次募集検査等の実施

３月１５日（水）午前９時 入学許可候補者発表・通知（各高等学校において掲示）

３月１５日（水）午後４時 入学許可候補者数及び追加募集日程等の報道発表

 
３　 新型コロナウイルス感染症に係る特例検査 
 ３月１５日（水）午後４時３０分まで 特例検査受検申請書等受付

３月１６日（木）午後２時頃 特例検査の入学志願者数の報道発表

３月１７日（金） 特例検査の実施

３月２０日（月）午前９時 特例検査の入学許可候補者発表・通知

３月２０日（月）午後４時頃 特例検査の入学許可候補者数の報道発表

　 
※上記の他に、４月１０日（月）に通 信 制 の 課 程 の 三 期入学者選抜、８月２４日（木） 
　に三部制の定時制の課程の秋季入学者選抜、９月６日（水）に通 信 制 の 課 程 の 四 期 
　（秋季入学）入学者選抜を実施します。 


