（２）前期選抜の検査について
≪１日目≫
受験生はすべて学力検査（５教科）を受験します。各教科５０分１００点満点（計５００点満点）で行われます。

臨海受験情報（千葉県公立高校入試）

ペンギン入試レポート

なお、国語には聞き取り検査が、英語にはリスニングテストが含まれます。
≪２日目≫

２０１８年５月号

各校で、面接・集団討論・自己表現・作文・小論文・適性検査・学校独自問題による検査・その他の検査のうちから、いずれ
か１つ以上を実施します。

【千葉県公立高校入試の仕組みを知ろう】
「ペンギン入試レポート５月号（千葉県公立高校入試版）」では、２０１９年度公立高校入試の日程、および入試制度をまと
めました。早い時期から入試の仕組みを知り、意識を高めることができるかどうかで結果は大きく変わります。ぜひ、ご一読い
ただきお役立てください。

（３）選抜方法について
５教科の学力検査の結果・各校で実施した検査の結果・調査書の内容・志願理由書（一部の学校）等を総合して選抜の資
料とします。
なお調査書の評定については、下記の算式１によって算出した数値を選抜の資料とします。

高校入試で合格を勝ち取ることができるよう、臨海セミナー職員一同できる限りの指導をさせていただきます。入試に関す

算式１ X＋a－ｍ

るご相談などがございましたら、ご遠慮なく臨海セミナーの各教室までお問い合わせください。

X⇒個人合計評定値（９科全学年合計値）
ａ⇒評定合計標準値（９５：県が定めた標準値）

１、２０１９年度入学者選抜の日程について

ｍ⇒中学校合計評定平均値（在籍中学の９科評定の全学年合計の平均値）

①前期選抜及び通信制の課程の一般入学者選抜の日程
例 中１・２・３の学校の成績がオール４ ▲▲中学 評定平均３．３の場合

入学願書等提出期間

２０１９年 ２月 １日（金）・ ４日（月）

学力検査等の期日

２０１９年 ２月１２日（火）・１３日（水）

学校の成績がオール４なので１０８／１３５（４×９科目×３学年＝１０８）

※通信制の課程の一期入学者選抜の検査は、２月１３日（水）のみ実施

▲▲中学は評定平均３．３なので３．３×９×３＝８９

選抜結果の発表

２０１９年 ２月１９日（火）

１０８＋９５－８９＝１１４

入学確約書提出期間

２０１９年 ２月１９日（火）・２０日（木）

学校成績は１０８／１３５ですが選抜資料に使用される内申点は、１１４／１３５となります。

入学許可候補者発表の期日

後期選抜とあわせて発表

３、後期選抜について
②後期選抜及び通信制の課程の二期入学者選抜の日程

２段階選抜で、主に調査書点と学力検査の２つの成績をもとに選抜がおこなわれます。学力検査は５科（国数英理社）、各

入学願書等提出期日

２０１９年 ２月２２日（金）

教科４０分１００点満点（計５００点満点）、なお国語には聞き取り検査・英語にはリスニングテストが含まれます。また、必要に

志願又は希望の変更受付期間

２０１９年 ２月２５日（月）・２６日（火）

応じて各校が面接や適性検査などを実施します。

学力検査等の期日

２０１９年 ２月２８日（木）

入学許可候補者発表の期日

２０１９年 ３月 ６日（水）

≪第１段階≫
次の（ア）～（ウ）の条件を満たす者を A 組とし、合格者となります。
（ア）前期選抜で用いた算式１で順位をつけ、受験者が募集人員以内（定員割れ）の場合は受験者の８０％以内、受験者が

２、前期選抜について
（１）選抜枠について
千葉県公立高校の選抜は前期選抜と後期選抜に分かれます。前期選抜における募集枠は、普通科は全定員の３０～６
０％、専門学科・総合学科は５０～１００％の割合で各高校が設定します。

募集人員を超える場合は募集人員の８０％以内にいること。
（イ）学力検査の５教科の得点合計で順位をつけ、受験者が募集人員以内（定員割れ）の場合は受験者の８０％以内、受験
者が募集人員を超える場合は募集人員の８０％以内にいること。
（ウ）調査書の記載内容、学力検査の個々の得点、各校で実施した検査の結果等で特に問題となる点がないこと。

★ 選抜の例

≪各高校で定める整数値であるＫが３の高校を受ける場合≫

○○高校

総合得点 Y＋K×Z の式（入試得点＋各学校・学科が定める整数値×算式 1 の内申）にあてはめます。

入試得点３５０点が募集人員の上位８０％ライン

B くんの場合：３４０＋３×１１４＝６８２点

選抜資料内申１０５が募集人員の上位８０％ライン

C くんの場合：３７０＋３×１０３＝６７９点

A くん 入試得点：３８０点 選抜資料内申（算式１）：１１０／１３５

第２段階では、B くんの方が上位に位置することになり、B くんの方が合格になる可能性が高いことになります。

⇒入試得点も内申も募集人員の上位８０％以内に入っているため合格
つまり、受験する高校がＫをいくつに設定しているかによって状況が異なります。自分の有利な方がどちらかも考えていく必要
B くん 入試得点：３４０点 選抜資料内申（算式１）：１１４／１３５

があります。

⇒内申は募集人員の上位８０％以内だが、入試得点が８０％ラインを下回っているので第２段階選考へ
C くん 入試得点：３７０点 選抜資料内申（算式１）：１０３／１３５
⇒入試得点は募集人員の上位８０％以内だが、内申が８０％ラインを下回っているので第２段階選考へ

★傾斜配点がある場合
理数科⇒数学および理科の入試得点を１．５倍から２倍して選抜がおこなわれます。
外国語に関する学科⇒英語の入試得点を１．５倍から２倍して選抜がおこなわれます。

第２段階選考にまわった B くんと C くんは・・・

よって、理科と数学を１．５倍する理数科の学校を受験する場合は、上段の入試得点だとしても下段の入試得点で選抜され
ます。

≪第２段階≫

英

数

国

理

社

入試得点

８０

８０

７０

８０

７０

傾斜配点後の点数

８０

１２０

７０

１２０

７０

A 組に属さない者（第１段階で合格にならなかった生徒）を B 組とし、以下の算式２で求めた数値と下記（ア）～（エ）を資料とし
て総合的に判定します。

算式２ 総合得点 Y＋K×Z
Y⇒入試得点（１００点×５教科＝５００点満点）
K⇒各学校、学科が定めるところの１以上の整数値

４、今後の公立高校改編について
千葉県公立高校で２０１９年度以降に学科の改編等が予定されている学校は下記の通りです。

Z⇒内申（算式１ X＋a－ｍ の計算式で算出された値）
学校

学科

内容

（ア）調査書中の９教科の評定

市川南

普通科

保育基礎コースを設置

（イ）学力検査の成績

市原八幡

普通科

防災の学びを導入

我孫子東

普通科

福祉コースを設置

幕張総合

総合学科

普通科を改編し進学を重視した総合学科を設置

市原

普通科

２校を統合 商業に関するコースを設置

鶴舞桜が丘

園芸科

福祉コース、緑地管理コースを引き続き設置

資料

年度

（ウ）調査書の「必修教科の評定」「選択教科の評定」「総合的な学習の時間の記録」「出欠の記録」「行動の記録」
「特別活動の記録」「総合所見」など
（エ）各校で実施した検査の結果

２０１９年度

使用校舎は市原高校

≪各高校で定める整数値であるＫが１の高校を受ける場合 ≫
総合得点 Y＋K×Z の式（入試得点＋各学校・学科が定める整数値×算式 1 の内申）にあてはめます。
B くんの場合：３４０＋１×１１４＝４５４点
C くんの場合：３７０＋１×１０３＝４７３点
第２段階では、C くんの方が上位に位置することになり、C くんの方が合格になる可能性が高いことになります。

鶴舞桜が丘高校のグリーンキャンパスは実習場として使用

５、通学区域について
全日制普通科には通学区域があります。自分の住んでいる学区と隣接する学区の中から１校を選んで志望することとなり
ます。市立の場合、千葉市・松戸市の高校はその市に住んでいないと受験できません。専門学科・総合学科は学区制限がな
く、県立のどの高校でも受験できます。また、千葉女子高校、幕張総合高校、木更津東高校は全学区から受験することができ
ます。

出願可能な学区一覧
学区

所在市町村

出願可能学区

第１学区

千葉市

第１・２・４・６・７・９学区

第２学区

船橋市 習志野市 八千代市 市川市 松戸市 浦安市

第１・２・３・４学区

第３学区

野田市 柏市 流山市 我孫子市 鎌ヶ谷市

第２・３・４学区

第４学区
第５学区
第６学区
第７学区

成田市 佐倉市 四街道市 八街市 印西市 白井市
富里市 酒々井町 栄町
香取市 匝瑳市 銚子市 旭市 神崎町 多古町 東庄町
東金市 山武市 大網白里市 九十九里町 芝山町
横芝光町
茂原市 勝浦市 いすみ市 一宮町 睦沢町 長生村
白子町 長柄町 長南町 大多喜町 御宿町

第１・２・３・４・５・６学区
第４・５・６学区
第１・４・５・６・７学区
第１・６・７・８・９学区

第８学区

館山市 鴨川市 南房総市 鋸南町

第７・８・９学区

第９学区

木更津市 君津市 富津市 袖ヶ浦市 市原市

第 1・７・８・９学区

６、私立併願校について
先月の「ペンギン入試レポート」でもお知らせしたとおり、２０１８年度入試の前期選抜実質倍率は１．７６倍と、依然として公
立高校人気がうかがえます。今後も公立高校は人気が高い傾向が続くことは間違いありません。同レベルの学力の受験生が
集まる入試は、わずかな得点ミスにより合格が厳しくなる場合があります。また、入試当日の体調等によって、内申に余裕が
ある生徒でも実力が出し切れないこともあります。したがって、公立高校が第一志望であったとしても、必ず私立高校を併願で
受験するようにしてください。先に私立高校を受験することで入試当日の緊張感に慣れることができますし、先に私立高校の
合格をもらうことで気持ちに余裕を持って公立高校入試に臨むことができます。
併願の私立高校は公立高校が不合格となった際に進学することになる高校です。毎年、公立高校合格発表後に併願した
私立高校への進学を取り止め、別の私立高校を受験したいという生徒がいます。そのようなことがないよう、必ず事前に学校
説明会などに参加し、校風や教育方針等を見極めたうえで、３年間通いたいと思える高校を受験校とするようにしてください。
また、経済的な事情から私立高校への進学が難しく、公立高校のみを受験するというご家庭があります。入学金や学費等
に関しては、国や県からの補助金（返還不要）を利用することで進学が可能な場合も少なくありません。経済的な事情により私
立高校の受験を迷われている場合には、ご遠慮なくお通いの教室にご相談ください。
臨海セミナーの進路指導では、受験生一人ひとりにあった高校選びを、スタッフ一同が全力でサポートしてまいりますので、
ご安心ください。

