
 

 

                               

 

 

～公立一般入試～        ＊実技については、行っていない種目もある。また、顧問との事前相談が必要。 

高校名 学力検査以外の検査項目 配点 指定用紙 備考 

市立習志野(普通) 自己表現(口頭or実技) 300 出願時選択 口頭・実技ともに、持ちこみ不可で３分。 

市立船橋(普通) 自己表現(口頭or実技) 160 出願時選択 口頭・実技ともに３分。口頭は英語も可。 

市立松戸(普通) 自己表現(作文or実技) 100 出願時選択 700～800字以内で５０分。テーマ：高校の目標 

市立松戸(国際人文) 面接 40 × 受検生１名・評価者２名の個人面接で約５分 

市立柏(普通) 
面接 20 × 受検者５名・評価者２名の集団面接１０分 

自己表現(作文or実技) 150 出願時選択 500～600字以下で５０分。実技は４０分程度 

幕張総合(普通) 
面接 20(60) 

志願理由書 
受検者１名・評価者２名の個人面接１分 

自己表現(口頭) 30(90) 口頭・発表に関する質疑を個人で。２分 

幕張総合(普通) 面接 30 志願理由書 受検者１名・評価者３名の個人面接６分程度 

津田沼(普通科) 自己表現(口頭) 18 × 入退出を含め3分、1分スピーチ。持込不可 

千葉女子(普通・家政) 面接(普通)、実技(家政) 30(家60) × 受検者５名、評価者３名の集団面接で１５分 

船橋(普通・理数) 作文 10 × 時間５０分・字数５００字以上６００字以内 

薬円台(普通) 面接 10 × 受検者５名・評価者２名の集団面接１０分 

薬円台(園芸) 面接 90 志願理由書 受検者１名・評価者３名の個人面接５分 

船橋東 面接 10 × 受検者４名・評価者２名の集団面接１０分 

船橋啓明 面接 15 × 受検者４～５名・評価者３名の集団面接１５分 

船橋芝山 面接 12 × 受検者５名・評価者２名の集団面接１０分 

船橋二和 
面接 50  受検者３～５名・評価者２名の集団面接８分 

自己表現(作文or実技) 100 出願時選択 ４００字以内で３０分。実技は1時間程度 

船橋古和釜(アクティブ) 
面接 160 

志願理由書 
受検者１名・評価者２名の個人面接７分 

作文 30 ３０１～４００字以内。検査時間３０分 

船橋豊富 面接 99 × 受検者１名・評価者３名の個人面接５分 

船橋北 自己表現(口頭or実技) 96 出願時選択 口頭は6分の中で 1分スピーチ。実技は30分 

船橋豊典 自己表現(口頭or実技) 96 出願時選択 口頭は 3分の中で 90秒スピーチ。実技は 25分 

市川工業(全学科) 面接 100 × 評価者２名の個人面接５分 

国府台 面接 40 × 検者５名程度・評価者２名の集団面接１５分 

国分 面接 30 × 受検者５名・評価者３名の集団面接１０分 

行徳 
面接 100 

志願理由書 
受検者１名・評価者３名の個人面接５分程度 

自己表現(口頭) 50 口頭による自己表現：個人発表検査２分 

市川東 面接 18 × 受検者５名・評価者２名の集団面接１２分 

市川昴 面接 36 × 受検者５名・評価者３名の集団面接１５分 

市川南 
面接 90 × 受検者５名・評価者３名の集団面接８分 

自己表現 60 出願時選択 ４００字以内で３０分。実技は20～60分 

浦安 自己表現 40 出願時選択 スピーチ時間は１分。実技20分。 

浦安南 面接 90 志願理由書 評価者３名の個人面接５分 

鎌ヶ谷 自己表現(口頭) 20 × 個人発表３分(入室からスピーチまで２分) 

鎌ヶ谷西 面接 100 × 受検者１名・評価者２名の個人面接５分 

県立松戸(普通) 面接 27 × 受検者６名・評価者３名の集団面接１５分 
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県立松戸(芸術) 
面接 27 × 受検者６名・評価者３名の集団面接１５分 

適性検査 100 × 適性をみる検査(デッサン) １００分 

小金 作文 10 × ５００字～７００字以内を５０分。 

松戸国際(普通・国際) 面接 20 × 受検者６名・評価者２名の集団１２分 

松戸六実 自己表現(口頭or実技) 20 出願時選択 ２分間スピーチ or実技:個人３分・集団30分 

松戸向陽(普通) 面接 100 × 受検者５名・評価者３名の集団面接１５分 

松戸向陽(福祉) 面接 100 × 受検者１名・評価者３名の個人面接５分 

松戸馬橋 
面接 45 × 受検者４～６名・評価者３名の集団面接１５分 

自己表現(作文or実技) 100 出願時選択 ６００字程度を５０分or実技35分 

東葛飾 作文 60 × ５００字以上６００字以内で、５０分。 

柏(普通・情報理数) 面接 15 × 受検者６名・評価者２名の集団面接１５分 

柏南 作文 20 × ５００字以上６００字以内で、５０分。 

柏陵 
面接 45 × 受検者６名・評価者３名の集団面接１５分 

自己表現(口頭or実技) 20 出願時選択 検査時間３分(スピーチは 1分？)or実技 20分 

柏の葉(普通・情報) 面接 30 × 受検者５名・評価者２名の集団１５分 

柏中央 面接 15 × 受検者５名・評価者３名の集団面接１５分 

沼南 面接 100 × 受検者５名・評価者３名の集団面接１５分 

沼南高柳 面接 100 × 評価者２名の個人面接１０分 

流山(商・園・情) 面接 45 × 評価者３名の個人面接約５分 

流山おおたかの森(普通) 面接 18 × 受検者６名・評価者２名の集団面接１５分 

流山おおたかの森(国際) 
面接 18 × 受検者1 名・評価者２名の個人面接９分 

適性検査 20 × 音読及び内容について答える(全て英語)：６分 

流山南 自己表現(口頭or実技) 90 出願時選択 検査時間3分で口頭スピーチ。実技は 30分 

流山北(アクティブ) 
面接 200 × 評価者２名の個人面接５分 

作文 50 × ４８０～５２０字以内で５０分 

野田中央 
面接 60 × 受検者５名・評価者２名の集団面接１５分 

自己表現(作文or実技) 90 出願時選択 ６００字以内で４０分。実技は２０分。 

清水(食・機・電・環) 
面接 48 × 評価者３名の個人面接７分。 

適性検査(ものづくり) 96 × 課題の製作を個人で行う。検査時間２０分 

関宿 面接 100 × 受検者１名･評価者２名の個人面接１０分 

我孫子 自己表現(作文or実技) 70 出願時選択 ８００字以内で６０分。実技は６０分。 

我孫子東 面接 100 × 受検者３名・評価者２名の集団面接１５分 

白井 面接 100 × 受検生５名・評価者２名の集団面接１５分 

印旛明誠 面接 30 × 受検者４名・評価者３名の集団面接１５分 

松戸南(午前・午後・夜間) 面接 100 志願理由書 受検者１名・評価者２名の個人面接？分 

 

★入試に向けて今心掛けてほしいことは・・・ 

○徹底的な体調管理： 試験当日に熱やインフルエンザ、腹痛などで本来の力を発揮できないということは誰にでも

可能性のあることです。手洗い、うがい、マスク、予防をしっかりと行い、万全な状態で試験を向かえてください。 

○夜型から朝型の生活へ： 脳は活発に働き始めるのは目覚めてから約３時間後といわれており、朝９時から始まる

ので６時頃起床がベストです。そのためには夜は遅くとも１１時には寝るようにし、十分な睡眠を心がけましょう。 

○ぬるめのお風呂に入る： 気分をリラックスさせてくれるのは、４０～４２度くらいの少しぬるめの 

お湯に２０分ほどつかってゆっくり温まりましょう。上がった後は湯冷めしないようにすぐ寝ましょう。 

○寝る前の満腹・空腹はさける： どうしても空腹で寝つけない時は、消化のいいものを少し食べて１時間ぐらいし

てから寝るといいでしょう。牛乳などは消化もよく精神も安定する作用があるのでお勧めです。 


