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進 路 通 信
～進める道ではなく、進みたい道へ・どこへ行くかではなく、そこで何をするか～
やっと夏休みなのか、学校があった方がいいと思うのか、皆さんは、どちらでしょうか？２週間と
ちょっとしかない夏休みですが、この２週間で「よし、受験（検）勉強するぞ！」と思う者、
「たった
２週間しかないから勉強する時間がたらない」と思う者、いろいろだと思います。この２週間をどう
使うのか、勝負ですね。受験（検）生として、日々、勉強に励んでほしいと思います。たまには、気
分転換も必要ですからね。頑張ってください。

○

令和３年度埼玉県公立高等学校入学者選抜における全日制の課程
普通科は、全部で、１０３校あります。いろいろな高校があります。

●全日制の課程 普通科 １０３校
・上尾（共） ・上尾鷹の台（共） ・上尾橘（共） ・上尾南（共） ・朝霞（共）
・朝霞西（共） ・伊奈学園総合（共） ・入間向陽（共） ・岩槻（共）

・岩槻北陵（共）

・浦和（男） ・浦和北（共） ・浦和第一女子（女） ・浦和西（共） ・浦和東（共）
・大宮（共） ・大宮光陵（共） ・大宮東（共）

・大宮南（共） ・大宮武蔵野（共）

・小川（共） ・桶川（共） ・桶川西（共） ・越生（共） ・春日部（男） ・春日部女子（女）
・春日部東（共） ・川口（共） ・川口北（共）

・川口青陵（共） ・川口東（共）

・川越（男） ・川越女子（女） ・川越西（共）

・川越初雁（共） ・川越南（共）

・北本（共） ・久喜（女） ・熊谷（男） ・熊谷女子（女） ・熊谷西（共） ・栗橋北彩（共）
・鴻巣（共） ・鴻巣女子（女） ・越ケ谷（共）

・越谷北（共） ・越谷西（共）

・越谷東（共） ・越谷南（共） ・児玉（共） ・坂戸（共） ・坂戸西（共） ・狭山青陵（共）
・志木（共） ・庄和（共） ・白岡（共） ・杉戸（共） ・草加（共）

・草加西（共）

・草加東（共） ・草加南（共） ・秩父（共） ・鶴ヶ島清風（共） ・所沢（共）
・所沢北（共） ・所沢中央（共） ・所沢西（共） ・豊岡（共） ・南稜（共） ・新座（共）
・新座柳瀬（共） ・蓮田松韻（共） ・鳩ケ谷（共） ・鳩山（共） ・羽生第一（共）
・飯能（共） ・飯能南（共） ・日高（共） ・深谷（共） ・深谷第一（共） ・富士見（共）
・ふじみ野（共） ・不動岡（共） ・本庄（共） ・松伏（共） ・松山（男） ・松山女子（女）
・三郷（共） ・三郷北（共） ・宮代（共） ・妻沼（共） ・八潮（共） ・八潮南（共）
・与野（共） ・和光（共） ・和光国際（共） ・鷲宮（共） ・蕨（共） ・川口市立（共）
・市立川越（共） ・市立浦和（共） ・市立浦和南（共） ・市立大宮北（共）

＜インフォメーション＞
◎

※高校から送られてきた書類を参考にしています。

県立川口東高等学校 （申込みはＨＰ）
日時：学校説明会 ８月２２日（土） １０月３１日（土） １２月１９日（土）
個別相談会 １月２３日（土）
※当日持参 上履き 靴を入れる袋 筆記用具

◎

県立常盤高等学校 （ＨＰ確認）
日時：学校説明会
体験入学

◎

８月５日（水）
・６日（木）・７日（金）
・１２月５日（土）
１０月１０日（土）

県立蓮田松韻高等学校

（ＨＰ確認）

日時：学校説明会

８月１日（土） １０：００～
１１月２１日（土） １０：００～
１２月１９日（土） １０：００～

◎ 星野高等学校 （詳細はＨＰ）
日時：学校説明会 ８月２日（日） ８月９日（日） ８月１６日（日）
※各日につき、３回ずつ開催。内容は、同じ。
入試説明会 ９月２７日（日） １０月２５日（日） １１月１４日（土）
１１月２８日（土） １２月１３日（日） １２月１９日（土）
個別相談会 １０月３日（土） １０月１７日（土） １０月２５日（土）
１１月２１日（土） １１月２８日（土） １２月１３日（日）
１２月１９日（土） １２月２６日（土）
◎

市立川越高等学校（行きたい者は、宮坂まで）
日時：学校説明会 １１月１４日（土） 申込締切日 １１月９日（月）
１２月５日（土）

◎

申込締切日 １１月３０日（月）

県立春日部工業高等学校（申込みはＨＰ）
日時：春工見学会 ８月６日（木） ８月２９日（土） ９月１２日（土）
１０月１０日（土） １２月１９日（土） １月１６日（土）

◎

県立大宮高等学校（ＨＰで確認）
日時：学校説明会 ９月５日（土） １０月３日（土） １１月７日（土）

◎

県立岩槻商業高等学校（ＨＰで確認・申込）
日時：学校説明会 ８月２９日（土） １１月１４日（土）
入試説明会 １２月２６日（土） １月２３日（土）
直前説明会 ２月６日（土）

○

保護者の皆様へ
６月から学校が始まり、いろいろとありましたが、１学期の終業式を迎えることができました。コ

ロナの影響で、学校へ登校する日も短くなり、授業時数も少なくなってしまいました。入試では、範
囲が３割削減され、それがいいのか、悪いのか、学校としても、進路指導主事としても、はっきりと
いえない状態です。しかしながら、やらなければいけないことは、わかっていますので、お子様に夏
休み中は、発破をかけ、受験（検）生として、少しでも前向きになるよう、御協力のほど、よろしく
お願いいたします。また、元気な子どもたちに会えるのを楽しみにしています。

◎

私立昌平高等学校 学校Ｗｅｂ説明会（申込必須 説明会前日１６自締切）
日時：第１回 ７月５日（日）
第２回 ７月２３日（木・祝）

全て９時３０分～

第３回 ８月３０日（日）
※別紙で配布された「昌平高等学校のパンフレット」を見て、申込み手順にそって行う。
◎ 國學院大學栃木高等学校（予約制）
日時：一日体験学習 ７月２５日（土） ８月１日（土） ８月２日（日）
９：００～１２：３０まで。
※國學院大學栃木高等学校ホームページより予約。
◎ 県立大宮光陵高等学校 美術科進学相談等・音楽科（夏休み）説明会
日時：美術科体験入学 ８月２０日（木） 鉛筆素描基礎編 午前・午後
８月２１日（金） 鉛筆素描基礎編 午前・午後
美術科説明会

１０月１０日（土） １０：００～
１１月７日（土）

９：３０～

※体験入学希望者は、宮坂まで。詳細は、ホームページで確認。
音楽科（夏休み）説明会 ８月２９日（土） ９：００～１２：３０（初めての方）
※生徒は、学校ＨＰより、Web メールもしくは、FAX で申し込む。保護者の方のご参加につい
ては、特に申し込む必要なし。
◎ 佐野日本大学高等学校 佐野日大学力判定テスト（ネットで申込）
日時：

１０月１０日（土）

会場：

佐野日本大学高等学校

受験料： 無料
試験科目：３教科（国・数・英） または ５教科（国・数・英・理・社）いずれかを希望選択
出題範囲：中学１・２年で学習する範囲
申込期間：７月１日（水）～１０月６日（火）
※試験当日は入学試験と同様に無料のスクールバスを佐野駅。吉水駅から運行する。
※すべて、入学試験と同様にインターネットによる申し込みとなる。

＜インフォメーション＞
○ 埼玉県のＨＰから情報を得よう
・埼玉私学フェア２０２０（完全予約制）
８月２９日（土）３０日（日） 大宮展 会場：大宮ソニックシティ
・２０２０彩の国進学フェア
９月２７日（日）１０：００～１６：３０ 会場：獨協大学（草加市）
・さいたま市学力検査出題範囲
第１回は、１・２年生の範囲、第２回は昨年度の第１回の範囲、第３回は昨年度の第２回の範囲。
後日、範囲表を配布します。

・埼玉県私立高等学校説明会等の情報について
学校説明会、体験入学、文化祭等は、各学校ＨＰで確認
「埼玉県私立中学高等学校協会」のＨＰから、確認ができる。
・彩の国進学フェア（開催準備中）
日時：９月２７日（日）

会場：獨協大学

申込：各自開催期日までにＦＡＸで（０２５－５６６－４７８１）

さて、３階廊下にいろいろな高等学校等の文化祭のポスターが貼られています。９月の土日は多く
の学校で文化祭が催されたので、見学した人も多いと思います。これからもまだ文化祭を行う学校が
ありますから、見学に行ってみるのも良いでしょう。学校の雰囲気がわかると思います。文化祭を見
学した学校が気に入ったら、説明会にも参加しましょう。ますます気に入り、志望校の一つになるか
もしれません。また、様々な角度からその志望校を見据えることも忘れないでください。

○

県公立高等学校一般募集入学者選抜について

①学力検査は・・・５教科（国数社理英）の学力検査の合計点の得点になります。
傾斜配点といって、外国語科では英語が２００点、理数科では数学や理科が２０
０点となる学校もあります。
②面接は・・・実技検査を実施しない学科やコースで実施されることがあります。
平成３０年度は、全日制７２校、定時制２４校で実施します。満点が１００点
で、学力検査１教科分の得点になる学校もあります。
③実技検査は・・・芸術系学科、体育系の学科やコースで実技検査を実施します。外国語科や外国語
コース等では、英語による問答を内容とする実技検査を実施する場合があります。
④選抜の資料は、学力検査の得点＋調査書の得点（学習の記録・特別活動の記録・その他）＋その他
の資料（実技検査・面接）の得点です。原則として、合計得点の高い者から合格となります。

○

調査書の得点について

①学習の記録の得点は、９教科５段階で、学年の最高点は４５点です。したがって、１年から３年ま
で合計１３５点となりますが、各高等学校によって、学年ごとに重みを置くことができます。例え
ば浦和工業高等学校は（１：１：１）で１３５点満点ですが、浦和商業高等学校や浦和南高等学校
では（１：１：２）で１８０点満点、南稜高等学校では（１：１：３）で２２５点満点、和光高等
学校では（２：２：３）で３１５点満点になります。
②特別活動の記録の得点は、生徒会活動や部活動の内容に応じて加点されます。何を対象にするかは
高等学校によって違います。具体的な配点は公開されません。満点は浦和工業高等学校４５点、浦
和商業高等学校４０点、浦和南高等学校６０点、南稜高等学校７５点、和光高等学校１３０点と、
それぞれ異なっています。
③その他の項目の得点は、資格、出欠、校外での活動などへの得点で、顕著な活動や特に良好な場合
に得点が与えられます。満点は浦和工業高等学校や南稜高等学校２０点、浦和商業高等学校３０点、
浦和南高等学校１０点、和光高等学校は総合的な学習の時間の記録も得点として加えて、５５点で
す。
④調査書の得点の合計は、浦和工業高等学校は１３５点＋４５点＋２０点＝２００点、
浦和商業高等学校は１８０点＋４０点＋３０点＝２５０点、
浦和南高等学校は１８０点＋６０点＋１０点＝２５０点、
南稜高等学校は２２５点＋７５点＋２０点＝３２０点、
和光高等学校は３１５点＋１３０点＋５５点＝５００点満点です。

○

面接の得点について
浦和工業高等学校の面接の得点は、１００点です。和光高等学校５０点、浦和商業高等学校・浦和

南高等学校・南稜高等学校の０点（実施しない）に比べて面接重視なのがわかります。
各学校で選抜の方法はかなり異なっていることがわかります。学力検査を
重視する学校では、テストの点数が良ければ合格の可能性は高くなります
が、調査書を重視する学校では、調査書の内容が良いほうが有利になります。
選抜基準はインターネットで確認できるほか、教室にも選抜基準の冊子が
置かれていますので、自分が志望校として考えているところは全て確認して
おきましょう。
※紙面の都合上、近隣５校を参考例として記載いたしました。

＜インフォメーション＞
○

奨学金の案内

・あしなが高校奨学金・・・・病気、災害、自死などで保護者が死亡、または障害（１～５級）を負
っている家庭の子どもで、来年高校へ進学予定の中学３年生が対象。
申請の〆切・・・・１２月１５日（２次） ２月２８日（３次）
問い合わせ先・・・あしなが育英会 ０１２０－７７－８５６５
・交通遺児育英会奨学生・・・保護者が道路における交通事故で死亡、または著しい後遺障害で働け
ないため、養育費に困っている家庭の子女が対象。
出願書類受付・・・９月１日～平成３０年１月３１日（２次）
問い合わせ先・・・交通遺児育英会 ０１２０－５２１２８６
・さいたま市入学準備金貸付け…本人（生徒）又は保護者が市内に居住しており、家庭の経済的な理
由により入学時の費用の負担が困難な方・平成３１年４月に高等学校、高等専門学校、大学・短期大
学又は専修学校へ進学希望の方が対象。ただし、生活保護受給世帯の方で、国公立高等学校に進学さ
れる場合は貸し付け対象外となります。
申請期間・・・・・平成３０年１２月３日（月）～１２月２１日（金）まで
申請先・・・・・・さいたま市教育委員会学事課 教育費支援係 ８２９－１６４７

