
令和５年度　私立全日制・定時制高等学校入試出願状況 （令和５年１月20日１２時締切り）

総務部私学・県立大学振興課
募集定員 志願倍率

Ａ 専願 併願 計　Ｂ Ｂ／Ａ
(400) (284) (1,058) (1,342) (3.36) 専願のうち内部志願者52人　 
400 294 953 1,247 3.12 Aコース:専願112人　併願86人、Bコース:専願150人　併願420人、Cコース:専願32人　併願447人

(250) (171) (849) (1,020) (4.08) Ⅰ類: 専願121人 併願503人 、Ⅱ類: 専願34人 併願322人
全 250 155 825 980 3.92

(240) (215) (1,354) (1,569) (6.54) ｱｶﾃﾞﾐｰｺｰｽ　 専願29人 併願459人
280 259 1,214 1,473 5.26 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｺｰｽ　専願125人 併願531人 、ﾌﾟﾛｽﾍﾟｸﾄｺｰｽ　  専願105人 併願224人

(160) (10) (71) (81) (0.51)

- - - - - ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ探究ｺｰｽ 専願24人 併願77人
80 24 77 101 1.26

日 (400) (225) (1,425) (1,650) (4.13)
360 283 1,291 1,574 4.37

(320) (271) (1,114) (1,385) (4.33) 専願のうち内部志願者68人
320 298 1,004 1,302 4.07 学年制課程　　専願219人 併願1,004人 、単位制課程 専願79人
(70) (56) - (56) (0.80) 専願のうち内部志願者４人
70 35 - 35 0.50

(390) (327) (1,114) (1,441) (3.69)
制 390 333 1,004 1,337 3.43

(240) (133) (639) (772) (3.22) グローバル特進: 専願 11人 併願 107人 、未来開進: 専願 65人 併願 585人
240 122 702 824 3.43 アスリート躍進:　　 専願 46人 併願 10人

(350) (159) (1,959) (2,118) (6.05) 専願のうち内部志願者46人　
350 155 1,930 2,085 5.96

(210) (200) (527) (727) (3.46)
210 215 497 712 3.39
(35) (43) - (43) (1.23)
35 32 - 32 0.91

(245) (243) (527) (770) (3.14)
制 245 247 497 744 3.04

(160) (241) (331) (572) (3.58)
160 202 171 373 2.33

(160) (124) (771) (895) (5.59)
160 125 784 909 5.68

(100) (80) (5) (85) (0.85) 専願のうち内部志願者 　　　48人
100 59 9 68 0.68

(2,695) (1,987) (8,678) (10,665) (3.96)
2,655 1,975 8,166 10,141 3.82

(40) (54) (85) (139) (3.48)
定 40 48 75 123 3.08

食物 (40) (31) (32) (63) (1.58)
調理科 40 34 18 52 1.30

制 (80) (85) (117) (202) (2.53)
80 82 93 175 2.19

※　上段括弧内は前年度の数値です。
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