
1 

資料① 

 



2 

 



3 

資料② 

令和５年度 千葉県私立高等学校生徒募集に関する申し合わせ事項 

令和 4 年 1 月 24 日 

千葉県私立中学高等学校協会 

生徒募集および入学試験については、各校ともこの申し合わせ事項を厳守し、行き過ぎた方法手段を用

いて、自校や千葉県全私学の品位を傷つけぬよう慎重に配慮することとする。また、試験毎に志願して欲

しい生徒像や選抜方法・内容については募集要項に詳細に明記する。 

 

前期選抜試験 学校・学科の教育方針・目標・特色や特性に応じ、生徒が持っている特性・特技等に重

点をおき、面接・小論文(作文)・自己表現・実技及び学校の定める検査等による選抜を行

う。 

後期選抜試験  学力検査等を実施し、選抜を行う。 

二次選抜試験  公立高校入学許可候補者発表日以降実施する選抜とする。 

そして下記の通り申し合わせる。 

記 

１．前期選抜試験の実施について 

 ア.実施の始期 －－－令和 5年 1月 17日(火)以降 

  イ.前期選抜試験実施校は、前期選抜試験にて不許可になった生徒の志望があれば、再度後期選抜試

験を受験できるように配慮されたい。 

２．後期選抜試験の実施について 

ア．実施の始期 －－－令和 5年 2月 15日(水)以降 

３．出願期間は，中学校の 1月始業後の複数日を設定することが望ましい。ただし、ＷＥＢ出願の場合は

始期を 12月 17日以降として，中学校の 1月始業以降の期間とする。 

４．早期の合否決定また入学許可候補者の招集日等により、中学校最終学年の正常な教育活動を乱さぬよ

う十分注意すること。 

５．常に公立中学校との連絡を密にして信頼関係を保ち、入試相談の際には事前選考や予約行為と誤解さ

れないよう注意、入学生徒の人数確保については極力、募集定員の遵守に努めること。 

  なお、入試相談の予約受付開始は 12月 1日(木)の 9時以降とする。 

ア．入試相談の始期－－－令和 4年 12月 15日以降 

６．各私立高校が行う中学校対象の入試説明会は、当該校の施設を利用すること。 

  ア．説明会の開催時期－－－令和 4年 10月１日（土）以降 

７．調査書については、公立中学校の要望を容れ、公立高校へ提出する調査書の様式に準拠すること。 

８．公立高等学校併願者で、入学手続延期を希望する者の入学金前納額は５万円以内とする。また手続ま

た、締切日時については、公立高等学校入学許可候補者発表日の翌日までは猶予すること。 

９．二次選抜実施校の願書締切日時については、公立高等学校入学許可候補者発表日の翌日まで配慮する

こと。 

10．入学試験問題作成にあたっては、中学校学習指導要領による進度内容を確認し、指導範囲を超えた出

題をせぬよう留意すること。 

11．願書･推薦書･調査書等、出題者が提出すべき必要書類以外の資料を中学校側に要求しない。 

12.入学予定者の入学説明会については、中学校最後の授業である卒業式を避けるよう中学校との連絡を

密にすること。 

13．追加合格や追認合格により、他校や他校への入学予定者に混乱を招かぬよう配慮すること。 

14．他都県への出張入試は自粛する。行う場合は、必ず他都県の入試申し合わせ事項を厳守する。また、

他都県からの出張入試は自粛されたい。行う場合は本県の申し合わせを必ず厳守する。 

15.入学試験は自校施設にて実施することを基本とする。志願者数等の状況により自校施設での実施が難

しい場合は、他の公共施設等で実施することを認める。 

［注］令和 4年 1月 24日開催「令和 3年度第 3回総会」において決定、文書は小北斗にて作成   
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令和 5年度 千葉県私立中学校生徒募集に関する申し合わせ事項 

千葉県私立中学高等学校協会 

令和 4年 1月 24日 

 

生徒募集および入学試験については、各校ともこの申し合わせ事項を厳守し、行き過ぎた方法手段を用い

て、自校や千葉県全私学の品位を傷つけぬよう慎重に配慮すること。 

生徒募集に関して、下記のとおり申し合わせる。 

 

記 

 

１．推薦入学試験実施について 

ア. 実施の始期‐‐‐令和 4年１２月１日（木）以降 

２．一般入学試験の実施について 

ア．実施の始期‐‐‐令和 5年１月２０日（金）以降 

３．他都県への出張入試は自粛する。行う場合は、必ず他都県の入試申し合わせ事項を厳守する。 

また、他都県からの出張入試は自粛されたい。行う場合は本県の申し合わせを必ず厳守する。 

４. 入学試験は自校施設にて実施することを基本とする。志願者数等の状況により自校施設での実施が難し

い場合は，他の公共施設等で実施することを認める。 

５．帰国子女入試については，そのおかれている状況に配慮し，原則として令和 4年１２月１日（木）以降とし，そ

の対象者となる帰国子女の海外滞在期間等の条件は，各校の判断とする。 

６．推薦入学試験は，その私立中学校を第一志望とする者に限り，併願推薦を行うことはできない。 

 

［注］令和 4年１月２4日開催「令和 3年度第 3回総会」において決定。文書は小北斗にて作成 
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資料③ 

埼玉県・近隣都県の令和５年度入試日程・全日制 
 

埼玉県 

私立中学 入試解禁 令和５年１月１０日 

私立高校 入試解禁 令和５年１月２２日 

 

公立高校  
令和５年  
２月１５日（水）、１６日（木）志願先変更期間  
２月２２日（水） 学力検査  
２月２４日（金） 実技検査（芸術系学科等）、面接（一部の学校）  
３月  ３日（金） 入学許可候補者発表  
３月  ６日（月） 追検査  
３月  ８日（水） 追検査入学許可候補者発表  
※ 追検査はインフルエンザ罹患をはじめとするやむを得ない事情により学力検査を受検 できなかった 
志願者を対象とする。  

※ 追検査の入学許可候補者は、原則、募集人員の枠外で決定する。  
※ 欠員補充の日程及び内容については、実施する高等学校において定める。 

 
 
千葉県 

私立中学 入試解禁 推薦 令和４年１２月１日 一般 令和５年１月２０日 

私立高校 入試解禁 前期 令和５年１月１７日 後期 令和５年２月１５日 

 

公立高校 

一般入学者選抜 令和 5年 

（1）入学願書等提出期間  2月 8日（水曜日）、2月 9日（木曜日）及び 2月 10日（金曜日） 

（2）志願又は希望の変更受付期間 2月 15日（水曜日）及び 2月 16日（木曜日） 

（3）学力検査等の期日    2月 21日（火曜日）及び 2月 22日（水曜日） 

（4）追検査受付期間    2月 24日（金曜日）及び 2月 27日（月曜日） 

（5）追検査の期日     3月 1日（水曜日） 
（5）入学許可候補者発表  3月 3日（金曜日） 

 
 
栃木県 
私立中学 入試 令和４年１１月20日ごろから 解禁は特になし 
私立高校 入試 令和５年１月４日 
 
公立高校 
 全日制課程 令和５（2023）年 
（１） 特色選抜関係 
①  願書等提出期間年 2月1日(水)～2日(木) 
②  面接等   2月8日(水)、9日(木) ただし、一日で行う学校は2月8日(水)に実施する。  
③  合格者内定    2月14 日(火）  
（２） 一般選抜関係 
①  願書等提出期間   2月20日(月)～21日(火)  
②  出願変更期間    2月24日(金)、27日(月)  
③  受検票交付期間  2月28日(火)～3月１日(水)  
④  学力検査     3月8日(水)  
⑤  合格者発表     3月14日(火) 
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群馬県 

私立中学 入試解禁 特になし 
私立高校 入試解禁 非公表 
 
令和５年度 県立学校入学者選抜日程について 

県立高等学校入学者選抜日程一覧 

選抜 事項 期日 

全日制課程及びフレックススクール
前期選抜 
連携型選抜 

入学願書等受付 令和５年２月６日（月）、２月７日（火） 

学力検査等実施 令和５年２月１３日（月） 
加えて２月１４日（火）に実施することもある。 

合格者発表 令和５年２月２１日（火） 

全日制課程及びフレックススクール
後期選抜 
定時制課程選抜 

入学願書等受付 令和５年２月２７日（月）、２月２８日（火） 

志願先変更 令和５年３月３日（金） 

学力検査等実施 令和５年３月８日（水）、３月９日（木） 
定時制課程選抜は３月８日（水）のみに実施する。 

合格者発表 令和５年３月１６日（木） 

追検査実施 令和５年３月２４日（金） 

追検査合格者発表 令和５年３月２８日（火） 

全日制課程、フレックススクール及び
定時制課程再募集 

入学願書等受付 令和５年３月２０日（月）、３月２２日（水） 

検査(面接等)実施 令和５年３月２４日（金） 

合格者発表 令和５年３月２８日（火） 

定時制課程追加募集 出願期間 令和５年３月２９日（水）～３月３１日（金） 

通信制課程選抜 出願期間 令和５年３月１０日（金）～３月３１日（金） 

 
 

東京都 

私立中学 入試解禁 令和5年2月１日 

私立高校 入試解禁 推薦 令和5年1月22日一般 令和5年２月１０日 

 

都立高校 前年5月27日に発表 

参考 令和４年度入試 

1 推薦に基づく選抜 

入学願書受付日 令和4年1月12日（水曜日）～17日（月曜日） 

実施日     令和4年1月26日（水曜日）・27日（木曜日） 

合格発表日   令和4年2月2日（水曜日） 

2 学力検査に基づく選抜 

入学願書受付日 令和4年1月31日（月曜日）～2月4日（金曜日） 

実施日     令和4年2月21日（月曜日） 

合格発表日   令和4年3月1日（火曜日） 

 


