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HPにて映像配信

大宮会場：
10/30土・11/23火

春日部会場：
10/28木・11/25木

川口会場：
10/21木・11/22月

草加会場：
10/27水・11/24水
朝霞会場：
10/26火・11/30火

鴻巣会場：
10/25月・11/25木

久喜会場：
10/24日・11/21日

■校外個別相談会

会場・時程の詳細はHPより
ご確認ください。

越谷会場：
10/31日・11/29月

上尾会場：
10/17日・11/28日

NPO 代表

野口繁一

■日時10月23日
春日部ふれあいキューブ■会場

面談：午後12時00分
　　～午後16時00分

入試ファースト春日部

入試ファースト 越谷

（土曜）　
春日部市教育委員会後援！3

2 約 4,200人動員

約 3,500人動員

1,000人動員予定

1,000人動員予定

（土曜）　■日時10月16日
越谷サンシティホール■会場

面談：午後12時00分
　　～午後16時00分

越谷市教育委員会後援！

■日時 7月22日
浦和コルソホール■会場

面談：午前11時00分
　　～午後16時00分

入試ファースト浦和
さいたま市教育委員会後援1 NEW

コロナ前実績

コロナ前実績

1,000人動員予定

面談形式 WEBでの事前入場予約（50分毎1時間制限）。瞬間MAX定員が120人

（祝日）　

パンフ配布形式　舞台には県立公立のパンフレットコーナー

面談形式 WEBでの事前入場予約　会場で希望の学校に並んで面談します。

パンフ配布形式　大ホールの舞台に平置コーナーを設置しています

面談形式 WEBでの事前入場予約　会場で希望の学校に並んで面談します。

パンフ配布形式　正面左手私立ブースの奥に平置コーナーを設置

浦和
越谷
春日部

浦和  
越谷
春日部

■ 2022度 第22回開催予定表

■ 2021年度 第21回開催日程

7月 17日（日曜）
10月　8日（土曜）
10月22日（土曜）

会場・時間
その他は同じ



近 年 の 部 活 動 実 績  令和 2 年 大 学 合 格 実 績 

◆東京大学 ［理Ⅰ］ 2 名  
◆国公立大 84 名合格 

東京大 2 東京工業大 大阪大(歯) 東北大 北海道大 筑波大 4 など 

◆早慶上理 84 名合格＜過去最多＞ 

早稲田大 26 慶應義塾大 6 
上智大 6 東京理科大 46 

◆G-MARCH 
163 名合格 

学習院大 20 明治大 25 青山学院大 15 
立教大 35 中央大 48 法政大 20 

◆医歯薬 
兵庫医科大学 埼玉医科大学(医・医) 
大阪大(歯) 慶應義塾大(薬) 
東京理科大(薬)5 名 
星薬科大(薬)4 名 など 

〒345-0044 埼玉県北葛飾郡杉戸町下野 851 
TEL:0480-34-3381 FAX:0480-34-9854 

  http://www.shohei.sugito.saitama.jp 

申込方法：【推奨】Web 申込み（約 1 か月前より本校 HP 申込可）
次の QR コードまたは URL から本校 HP にアクセスし専用申込フォームよりお申込みください。
http://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/hs/

教職員モットーは
手をかけ 鍛えて 送り出す

10 月 17 日（日）  9:30 / 13:30 
11 月 20 日（土）    14:00  
11 月 21 日（日）  9:30 / 13:30
12 月 18 日（土）    14:00 

 

完全予約制・ひと組 2 名様まで・定員あり
※ 感染症拡大防止のためにご理解をお願いします。

131 147 163

64
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8452
67

84

2017年 2019年 2021年

主要大学合格実績
2年ごとの比較

国公立

早慶上理

G-MARCH

◆サッカー部（男子）
全国高校サッカー選手権大会埼玉大会優勝 全国ベスト８
全国高等学校総合体育大会 全国第 3 位

◆野球部
埼玉県高校野球秋季大会 初優勝 関東大会出場

◆陸上競技部（男子）
全国高等学校総合体育大会 出場（19 回）
全国高等学校陸上競技選抜大会 出場

◆陸上競技部（女子）
全国高等学校総合体育大会 出場
全国高校駅伝競走大会出場（４年連続）

◆ソフトテニス（男女）
全国高等学校総合体育大会 出場・関東大会 出場
ハイスクール・ジャパンカップ出場

◆硬式テニス（男）
全国高等学校総合体育大会 出場・関東大会 出場

◆バスケットボール部（女子）
全国高等学校選手権大会（ウインターカップ）出場

◆ラグビー部
全国高校ラグビー大会埼玉県予選優勝 全国大会出場
関東高校ラグビー大会 出場

◆バレーボール部（男子）
関東高校バレーボール大会出場
全日本バレーボール高校選手権大会 県大会優勝 全国ベスト 16

◆チアリーディング部（女子）
USA Regionals 2020 埼玉大会 2 位 全国大会出場
全国高校ダンスドリル冬季大会 第３位

◆パソコン部
全国パソコン技能競技大会出場（12 回）

12 月 24 日（金）14:30 ～16:00 
12 月 27 日（月）14:30 ～16:00 
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令和 3 年 8 月 

 
公立高校入試 令和 4 年度の入試動向 

岩佐教育研究所  

代表 岩佐桂一 

 
 
 
 
 
入試環境の変化と入試変化 
 

令和 2 年度では，コロナウィルスの蔓延によって，全国の学校で休校措置が採られ，その

後 4/16 の緊急事態宣言，同解除があり，3月上旬から 5月末までのおよそ 3ヶ月にわたる教

育の停滞が起こってしまいました。さらに，9 月になって学校は再開されましたが，マスク

必携の生活が続き，部活の大会が中止されていました。 

今年になっても，緊急事態宣言は，ほぼ絶え間なく発令され，学校での正常な授業は継続し

ていますが，いろいろな面で制約が出て，罹患への不安と，生活における不便が共存する辛

い時になっています。ご家庭でも，コロナによる影響は収入面だけではなくいろいろなとこ

ろに出ていると思います。 

入試関連では，2 年度では，多くのイベントや検定，会場テスト等が中止・順延となってい

ました。このため，前年の受験生は，不安と戸惑いの中，この時期を過ごしていたようです。 

令和 3 年度入試では，臨時休業期間を考慮し，公立では 3 年次後半の分野の出題を行わない

こととされ，多くの私学でもそれに準じる措置がなされました。また，部活や学校行事が中

止となったため調査書の 3年時の活動部分を使用しないこととされました。 

令和 3 年度では，授業は正常に実施されており，一部の学校行事が延期になっている学校が

ありますが，部活動の夏の大会は無観客を前提に実施されています。今のところ，前年のよ

うな措置は無いようです。しかし，入試日程は，コロナ感染予防のため変更されています。

コロナ感染の状況によっては，今後，再度の臨時休校の措置が採られる可能性もあるかと思

われます。 

今後の喧騒の可能性のある中ですが，子供たちの学齢は確実に上がっていきます。 

そんな中で重要なことは，変わるものと変わらないものをしっかりと捉え，できうる限りの

対策を講じることだと思います。受験生の皆さんを不幸な学年にしないために・・・ 
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令和 4年度高校入試の展望 
 

Ⅰ. 3 年度入試の動向 

新型コロナウィルス感染症の蔓延に伴い，2020 年 2 月 7 日に全国の小・中・高に休業要請，そ

の後 4 月 7 日に 7 都府県に緊急事態宣言が出され，5 月 31 日に解除(緊急事態宣言は 5 月 25

日に解除)されるまで学校は休業となりました。しかし，６月上旬に分散登校が実施され，6 月 21 日

まで続きます。さらに，3 月 24 日には，オリンピックの 2021 年への延長が決まっています。(日程は

県立中学校のもので，市町村立は,ほぼこれに準じています。) 

この間，中学生の部活動は中止となり，大会や協議会なども中止されています。授業だけでは

なく，部活動や修学旅行，文化祭などの学校行事も中止となっています。さらに，高校選択のため

の各種フェアや，夏休みまでの会場テストなども中止となっていました。 

受験生にとっては，例年の日程や手順の中で，受験期を過ごすことができなかったことになり，

誠に不幸な学年と言わざるを得ません。 

休業中の授業の遅れを取り戻すために，夏期・冬期の休みも短縮された学校は，多かったよう

です。また，9 月以降も，高校の説明会や相談会では，人数制限や申し込み制が採られています。

高校との出会いを失ってしまった受験生もいたのではないかと思います。 

令和 3 年度入試は，第二回目の緊急事態宣言下で実施されました。 

今年の動向には，こんな中で実施されたこと，さらに，学校の休業を踏まえて，いくつかの配慮

事項が実行されことなどあり，これらを含めて動向ということには，少し無理があると思います。 

但し，こんな中で 

①  大学入試改革の実行と首都圏大学の定員厳格化における現役進学希望 

②  就学支援金の拡充による高校選択の自由化 

③  コロナ禍での授業実施の公私の格差 

④  学校説明会や個別相談への取り組みの公私の格差 

などあり，公立対私立の図式が明確になり，私学志向が高まることになったようです。 

Ⅱ 私立高校の募集政策 

令和 3 年度入試にあたり，埼玉県では，２２年度から，１月２２日の解禁日のみとして，入試解禁

日の一本化を図っています。また，入学時の延納金については，平成１８年の最高裁の判例に言

及し，この判決の主旨に基づくとしていました。さらに，海外帰国生の扱いに触れ，入試資格等各

校の判断と定めています。 

埼玉県内私立高校への，応募者は，早慶立教を除くと１月日程だけでおおよそ総数の 99％を

占めており，後期募集は，既に欠員補充の意味合いしかなくなっています。 

新型コロナ禍での 3 年度入試でしたが，各校で 

① 県に合わせ 7 割の学校で入試問題への配慮を行う 

② 9 割の学校で公的テストを基準として採用 

③ 5 割の学校で模試参考の回数を 1 回に 
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④ 2 割の学校で自宅模試を参考 

などの要件の変更がありました。 

Ⅲ 埼玉県独自の父母負担軽減事業決定 

 文部科学省では，高校生への就学支援金として，公立の生徒の世帯年収 910 万円未満に，年

額 118,800 円を支援し，さらに，私立に通う生徒の支援金については，世帯年収 590 万円から 910

万円は，一律に 118,800 円，年収 590 万円未満の世帯は 396,000 円を支援するようにしました。 

埼玉県総務部学事課は，平成22年から埼玉県独自の父母負担軽減事業を実施しています。

埼玉県では，県内の私立高校へ通わせる各家庭へ父母負担軽減事業を全面的に見直し，さらに

県の財源からの支援金を加えた独自の就学支援金制度を実施しています。 

この支援金政策では，保護者の年収を 720 万円未満，590 万円未満，500 万円未満の 4 段階

に区分し，720 万円未満は，国と併せ支援金を助成する支援金制度を打ち出しています。 

私学に対する運営助成金は，全国的にも低いものですが，県は，保護者への直接補助を併せ

て「助成金」という立場をとっています。 

令和 2 年度 埼玉県の就学支援金制度(上乗せ分)   

 

この結果，埼玉県の私学の平均授業料 38 万円に対し，保護者の年収目安(世帯の市町村民

税)が 590 万円～720 万円未満の家庭には，国の就学支援金と合わせ授業料 37.8 万円，609 万

円未満に入学金 10 万円，590 万未満の家庭には，授業料 39.6 万円と入学金 10 万円，500 万円

未満は，施設費等 20 万円の支援金が支払われることになっていました｡ 

これにより，県内の公私間の学費格差は，大幅に改善され，保護者の年間所得によって私学へ

の進学を断念するケースは少なくなっていると考えられます。 

しかし，一方では，本来あってはならない私学の設置の都道府県による助成金の格差は，大幅

に拡大していきます。 

県内の生徒が都内近県に入学した場合は，今回の支援金の対象とならず，国からの支援金の

みが支給対象となるからであり，保護者の年収の把握は，４月入学時点では，前々年のものになる

という矛盾もあります。 

埼玉県内私学の平均授業料は 38.1 万円と説明されています。県内労働者一人当たりの平均所

－10－
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得では，令和元年 10 月時点で 28 万円程度でした。自営・小売りなどでは，ボーナスも出ません。

受験生の半数を超えるご家庭が，上乗せ支給の対象になると考えられます。2 年度以降では，事

実上年収 720 万円未満の世帯の子弟は，県内私学３年間では 130 万円～190 万円の助成が受け

られることになります。 

県では，2 年度の父母負担軽減事業の県内私学での受給者を，50％にしたいとしています。 
 

Ⅳ 日程の変化がもたらしたもの 
 
令和 4 年度埼玉県公立高等学校入学者選抜の日程(全日制) 

令和4年 

２月１４日（月）、１５日（火）、日（ 入学願書、調査書、学習の記録等一覧表等の提出期間 

２月１７日（木）、１８日（金）    志願先変更期間  

２月２５日（金） 学力検査 

２月２８日（月） 実技検査（芸術系学科等）、面接（一部の学校） 

３月２日(水) 追検査 

３月７日（月） 入学許可候補者発表 

※ 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。 
 

県内私立高校は，４年度も１月２２日の入試解禁日の継続を申し合わせています。また，隣接都

県の日程も継続される見込みです。 

出願が２月中旬になったことで，私学の結果を見てから公立の志望校を決められるようになってい

ます。また，中学校で公的テストと内申点，入試点の蓄積が進んだことで，２者面談や３者面談でこ

れまで姿を消していた『志望校に対しての断定』や『判定会議』が復活し，結果としてより安全な志

望校の確定を行わせたという傾向が出現しています。新型コロナ禍が継続すると思われますが，２

年度の経験を踏まえた関係者の知恵と工夫で，不幸な受験生が出ないことを祈念しています。 

また，地域によっては３回行われていた公的テストと内申対策が，公立受験へのカギとなってくる

と思われます。 

 

Ⅴ 令和 4 年度以降への展望 

令和 4 年度入試では，県内国・公・私立中学生は，3 年春の卒業生から 1,450 人ほど増加します。

公立中学３年生は，62,611 人(2 年 5 月 1 日現在)，が受験に臨むことになります。 

新型コロナ感染症の動向，入試変更や教育の変化，大学入試改革などによって，高校選択で

悩む受験生，志望校のゆらぎはあることと思いますが，学力の本質から，どちらを受験する生徒に

も学ぶ内容は均一であってほしいものです。 

「高校生のための学びの基礎診断」と「大学入学共通テスト」からなる入試改革だけでなく大学の

アドミッションポリシーの明確化などに対する法令改正，中学校に対する学習指導要領の改訂

等の大きな変化が，次々と打ち出されていきます。 

新中学 3 年生は，高等学校の新学習指導要領施行学年となり，大学入試改革では，第 2 期の

完成年度の受験生となります。また，中学校学習指導要領改訂に伴う要録の変化する学年になり

ます。思考力・判断力・表現力が益々問われていくと思われます。 

グローバル化，アクティブラーニング型授業，ICT 教育，5Ｇによる社会インフラの整備など，学習

指導要領改訂と同時に，求められる学力が変わっていくことになります。 

むろん，入学試験にも変化が訪れることになります。 

状況を見据え，数年先の変化に対応することが求められる時代が来ていると感じています。 

教育の質，先見性が問われる時代ともいえると思います。 

文責 岩佐教育研究所 
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東北大１・名古屋大１・北海道大１・筑波大３・東京学芸大１・電気通信大５・埼玉大９・茨城大５・宇都宮大

９・群馬大７・大阪教育大１・山梨大１・新潟大１・秋田大３・山形大１・北見工業大５・埼玉県立大１４・横浜市

立大１・高崎経済大３・群馬県立女子大１・都留文科大５・福島県立医科大１・新潟県立大４・長岡技術科学

大１・公立諏訪東京理科大４・山口東京理科大１・青森公立大１・釧路公立大９・公立鳥取環境大１・名桜大

３・長岡造形大１・前橋工科大４・宮城教育大１・防衛医科大学校１・防衛大学校４・国立看護大学校１・職業

能力開発総合大学校６・海上保安大学校１・水産大学校１・早稲田大１７・慶應義塾大４・上智大４・東京理

科大１０・明治大１９・青山学院大８・立教大１３・中央大２１・法政大４０・学習院大７・日本女子大３・同志社

大３・立命館大４・日本大１４１・東洋大１２０・駒澤大２４・専修大１９・成蹊大１・成城大１０・獨協大４２・國學

院大１０・芝浦工業大１３・明治学院大７・東京農業大１４・文教大４２・大東文化大８５・東京電機大２６ほか 

 
入試説明会(予約制)・個別相談会(予約制) 

１０月３０日(土) 

ご予約はホームページから 
１１月１１日(日) 

１２月１５日(土) １２月２３日(日) 

１１月１７日(土) 

 

まずはこちらから 

 

 
 

東武伊勢崎線花崎駅南口より徒歩 10分[ＪＲ大宮駅から久喜経由 27分、東武スカイツリーライン春日部駅から 24分]  

 
 
個別相談会(予約制)予約はホームページから 

 
 
１２月１９日(日) 

 
 
１１月６日(土)  

 
１１月１３日(土) 

 
 
１２月４日(土)  

 
１２月１２日(日)  

 
11月２７日(土) 

 
 
１１月２０日(土) 

 
 
１２月２６日(日) 

 

 
アチーブメントテスト 

１０月２３日(土) 

ご予約はホームページから 
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2021 大学合格状況 

現役合格率 98.1% 

  

日本大学 ………………390 名合格

他の難関私立大学等 ……280 名合格

東京大学 ４名合格 国公立大学 46 名合格 
大阪大学、山形大学（医）、筑波大学、横浜国立大学、国際教養大学、 
千葉大学、宇都宮大学、群馬大学、高崎経済大学等に合格 

０２８３ ２５ ０１１１（代）

オープンキャンパス

◆入学説明･進路相談会 10：00～13：00（受付 9：30～12：00） 

個別の進路相談と過去問題の解説授業を行います

10/23 土 11/3 水･祝 11/20 土 11/28 日  

◆進路相談会 14：00～17：00（受付 13：30～16：00） 

個別の進路相談を行います

12/4 土 本校 からお申込ください

入学試験
① 1/06 木  推薦入試、第１回一般入試 

② 1/22 土  併願推薦ﾗﾝｸｱｯﾌﾟ入試、第２回一般入試
③ 1/30 日  第３回一般入試

詳しくは で検索！佐野日大
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※社会情勢により日程・内容等が変更となる場合があります。
本校ホームページにてご確認ください。
■浦学オープンスクール【要予約】

■土曜日個別相談会【要予約】

10/17(日)　10/24(日)
11/21(日)　11/27(土)　12/19(日)

11/13(土)　12/11(土)　12/25(土)

9:00～14:00　受付13:30まで

■平曜日個別相談会【要予約】

12/20（月）～12/27（月）13：00～17：00
■出張個別相談会【要予約】
さいたま・川口・越谷・春日部

詳細は本校ホームページにてご確認ください。
※社会情勢により日程・内容等が変更となる場合は、

12/13（月）～12/17（金）15：00～17：00

本校ホームページにてご連絡いたします。

国際教養大学 東京外国語大学 筑波大学 電気通信大学 埼玉大学
埼玉県立大学 茨城大学 群馬大学 埼玉医科大学 早稲田大学
上智大学 東京理科大学 学習院大学　 明治大学 青山学院大学
立教大学 中央大学 法政大学 同志社大学 関西大学
武蔵大学 津田塾大学 成蹊大学 國學院大學 獨協大学
日本大学 東洋大学 駒沢大学 専修大学

最近の進学実績

University entrance exam results ２０２１ 

東京大学８名 北海道大学１０名 東北大学９名 名古屋大学１名 

大阪大学１名 九州大学１名 一橋大学１名 東京工業大学８名 

筑波大学１６名 お茶の水女子大学６名 国公立大学合計１６９名 

早稲田大学１０７名 慶應義塾大学６８名 上智大学３６名  

東京理科大学１３２名 国際基督教大学１名 ＧＭＡＲＣＨ合計５６２名 

医学部医学科（国公立１３名／私立４０名）合計５３名 

～国際社会に貢献する心豊かな創造型・発信型リーダー・スペシャリストを育てる～ 

違いを認め合い、自分の得意分野や独自性を見つけ伸ばす。 

目標を高く持ち、その志に向かって、努力、行動する。 

人のため、社会のために学び、専門的分野で貢献できる学力をつける。 

 

 

学校説明会（要予約）８０分 個別相談会（要予約）１５分 

１０月１６日（土） 10：00 13：00 １０月１６日（土） 11：45～17：15 

１１月２１日（日） 10：00 13：00 16：00 １１月２１日（日） 9：30～17：30 
１２月１１日（土） 10：00 １２月１１日（土） 10：00～16：30 
説明会の日程・時間は変更する場合があります。 １２月１９日（土） 9：30～15：00 

                                             

〒339-0004  

埼玉県さいたま市岩槻区徳力 186 

東武アーバンパークライン 

        東岩槻駅下車 北口徒歩 15分 

TEL 048-794-4321（学園代表）  

048-793-1370（高等部職員室） 

  URL http://www.kaichigakuen.ed.jp 

University entrance exam results ２０２１ 

東京大学８名 北海道大学１０名 東北大学９名 名古屋大学１名 

大阪大学１名 九州大学１名 一橋大学１名 東京工業大学８名 

筑波大学１６名 お茶の水女子大学６名 国公立大学合計１６９名 

早稲田大学１０７名 慶應義塾大学６８名 上智大学３６名  

東京理科大学１３２名 国際基督教大学１名 ＧＭＡＲＣＨ合計５６２名 

医学部医学科（国公立１３名／私立４０名）合計５３名 

～国際社会に貢献する心豊かな創造型・発信型リーダー・スペシャリストを育てる～ 

違いを認め合い、自分の得意分野や独自性を見つけ伸ばす。 

目標を高く持ち、その志に向かって、努力、行動する。 

人のため、社会のために学び、専門的分野で貢献できる学力をつける。 

 

 

学校説明会（要予約）８０分 個別相談会（要予約）１５分 

１０月１６日（土） 10：00 13：00 １０月１６日（土） 11：45～17：15 

１１月２１日（日） 10：00 13：00 16：00 １１月２１日（日） 9：30～17：30 
１２月１１日（土） 10：00 １２月１１日（土） 10：00～16：30 
説明会の日程・時間は変更する場合があります。 １２月１９日（土） 9：30～15：00 

                                             

〒339-0004  

埼玉県さいたま市岩槻区徳力 186 

東武アーバンパークライン 

        東岩槻駅下車 北口徒歩 15分 

TEL 048-794-4321（学園代表）  

048-793-1370（高等部職員室） 

  URL http://www.kaichigakuen.ed.jp 
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獨協埼玉中学高等学校
「自ら考え、判断できる若者を育てる」

【学校説明会（中学）】
第2回学校説明会 10月17日(日)

第3回学校説明会 11月21日(日)

第4回学校説明会 12月19日(日)

【学校説明会・個別相談会（高校）】
第2回学校説明会・個別相談会 10月17日(日)

第3回学校説明会・個別相談会 11月21日(日)

第4回学校説明会・個別相談会 12月19日(日)

第5回個別相談会 12月26日(日)
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＜入試説明会・個別相談会＞   

    本校ＨＰからＷＥＢで 
 

場所 本校キャンパス  

時間 9:30～ ※10月 16日は 14:00～ 

10月 16日(土)  11月 14日(日)   

11月 23日(火祝)  
 

場所 学園教育センター(栃木駅前)  

時間 9:30～ ※12月 4日は 14:00～ 

12月 14日(土)   12月 12日（日） 

オープンスクール
（授業公開） 

 
 

 

場所／本校キャンパス 

時間／10:00～11:50 
※本校ＨＰからＷＥＢ

でお申込ください。 

未来を拓く 

國學院大學栃木高等学校 
【普通科】特別選抜Ｓコース／特別選抜コース／選抜コース／文理コース 

〒328-8588 栃木県栃木市平井町 608 番地 TEL.0282-22-5511(代) 0282-25-5020(入試広報室)  https://kokugakuintochigi.jp 

令和３年度大学入試 東京大・一橋大・東北大・佐賀大(医)合格  

國學院大學 94 名、医学部医学科 3 名、早・慶・上智大 12 名、ＧＭＡＲＣＨ理 35 名など 

※10・11 月に埼玉県内各地で説明

会・相談会を予定しています。詳

細は、本校ＨＰをご覧ください。 
 

１１月６日（土） 
申込 
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京成小岩駅下車徒歩３分・JR小岩駅北口下車徒歩１０分・北総線新柴又駅下車徒歩１３分・JR金町駅よりバス１２分 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛国学園大学 人間文化学部 愛国学園短期大学（生活デザイン専攻・食物栄養専攻）

愛国学園保育専門学校 幼児教育科（２年制） 

学校法人 愛国学園 

愛国高等学校衛生看護専攻科（全日制２年過程） 

愛国学園は皆さんの夢を応援しています  

愛国中学校  募集人員  

６０名 

愛国高等学校 募集人員 

普 通 科  １６０名 

（一般教養コース・進学コース） 

 商 業 科   ８０名 

（会計コース・情報処理コース） 

 家 政 科   ８０名 

   卒業と同時に無試験で 

調理師免許取得 

 衛生看護科   ４０名 

   准看護師試験受験資格取得 

資格試験 100％合格実績 

創立 83年 

伝統ある中高一貫女子教育 

 

TEL.03-3658-4111 FAX.03-5668-1717 

〒133-8585 東京都江戸川区西小岩 5-7-1

優先入学できる上級併設学校 
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10月23日 （土） 14：00～15：30 10月30日 （土） 14：00～15：30
11月  6日 （土） 14：00～15：30 11月20日 （土） 14：00～15：30
11月23日 （祝・火） 14：00～15：30 12月  4日 （土） 14：00～15：30　
12月11日 （土） 14：00～15：30

12月25日 （土） 9：00～12：00

202108_二松柏_埼玉教育ネット「入試ファースト」.indd   1 2021/08/19   11:02
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〒362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室10474 

TEL 048-721-5931（代） FAX 048-721-5903
URL  https://jsh.kgef.ac.jp E-mail  kghs@kgef.ac.jp

CHECK

個別相談会 個別の対応で最適なコースをご案内

学校説明会 教育内容や特色などをわかりやすくご紹介

五峯祭 毎年大盛況の文化祭で素敵な思い出を

◆新型コロナウイルス感染症の影響により、
　イベント内容や実施方法の変更、または中止
　する場合がございます。最新情報は本校ホー
　ムページにてご確認ください。

総合学科

普通科

選抜進学
コース

SELECT ACADEMIC COURSE

中堅私立大学をはじめ、
多様な進路を実現

進学
コース

ACADEMIC COURSE

基礎・基本を固め、
より高い目標達成へ

食物調理
コース

CULINARY COURSE

確かな基礎力を身につけ、
実践力を養う

アドバンス
コース

ADVANCE COURSE

少人数授業で、
能力を最大限に

セレクト
コース

SELECT COURSE

部活動も全力で、
難関大学突破

学 科
コース

建 学 の
精 神

一人ひとりに合わせた

多彩な5つのコース

「人づくり教育」を行う上で大切な5つの言葉

いつも明るい心を持ち、
正直で規律と
責任を重んずる

誠実
生活の目標や

学習目標をつくり、
真剣に学ぶ事を
忘れない

研鑽

奉仕の心、
他人を思う心を育て、
人間尊重の精神を養う

慈愛
人から信頼される
喜びを大切にし、
わがままを抑え
最後までやり通す

信頼

お互いに助け合い、
協同して共通の
目標達成に努める

和睦
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系

－26－



－27－



21．県立幸手桜高校
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11/21［日］　10:00-第4回
10/16［土］　14:00-第3回

1/ 9［日］　10:00-第6回

本校
ホームページ

本校公式
インスタグラム

■JR埼京線「十条駅」徒歩5分
■JR京浜東北線「東十条駅」徒歩13分
■東武東上線「下板橋駅」徒歩15分
■�都営地下鉄三田線「新板橋駅」�徒歩12分
■�東埼玉高速鉄道・南北線、JR京浜東北線「王子駅」より
バス「板橋駅」行きで約8分

ACCESS

「K
か せ い

ASEI」から

「S
せ か い

EKAI」へ

〒173-8602�東京都板橋区加賀1-18-1　TEL：03-3961-0748　FAX：03-3962-8646

h t t p s : / /www. t o k yo - k a s e i . e d . j p

※�上記の日程は変更することがあります。日程や内容についての詳細は本校HPで直接ご確認ください。
※�上記日程以外で見学・個別相談をご希望の方はお問い合わせください。

学
校
説
明
会

高等学校 予約制
Web

★�12/12を除き、説明会開始1時間前より�
「成績UP講座」を開催します。
※説明会終了後、個別相談を実施します。

11/13［土］　14:00-
★第5回

10/17［日］　10:00-
★第4回

12/12［日］　10:00-第6回

ミ
ニ
学
校

説

明

会

土曜日　9:30-11 :30

※授業見学、個別相談ができます。　
※学校行事等で実施できないこともあります。
※詳細はHPをご覧ください。

10 /9［土］　11 /6［土］、27［土］　12 /4［土］ミ
ニ
学
校
説
明
会

金曜日・土曜日　10:00-12 :00

授業見学、個別相談、実施回によって在校生との懇談
ができます。（スクールランチあり）
※�学校行事や定期考査等で実施しないこともあります。
※詳細はHPをご覧ください。

10/ 2［土］、 9［土］、30［土］
11/13［土］、20［土］、26［金］
12/ 4［土］　 1/14［金］、29［土］

中学校

学
校
説
明
会

予約制
Web

※�★12 /19は入試体験プログラムです。
※�説明会終了後、個別相談ができます。

12/19［日］　10:00-
★第5回

オ
ー
プ
ン

ス
ク
ー
ル 11/ 6［土］　14:00-16 :00

● 秋のオープンスクール

中学・高校共通
（
文
化
祭
）

緑
苑
祭

10/23［土］・24［日］10:00-16 :00
※入試相談室を開設します。
※詳細はHPをご覧ください。

個

　別

相
談
会

10:00-16 :00　※1組�約20分
12/21［火］、25［土］、26［日］、27［月］
1/ 6［木］、 7［金］、 8［土］

個

　別

相
談
会

10:00-16 :00　※1組�約20分
11/20［土］
12/21［火］、25［土］、26［日］、27［月］
1/ 6［木］、 7［金］、 8［土］
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HPにて映像配信

大宮会場：
10/30土・11/23火

春日部会場：
10/28木・11/25木

川口会場：
10/21木・11/22月

草加会場：
10/27水・11/24水
朝霞会場：
10/26火・11/30火

鴻巣会場：
10/25月・11/25木

久喜会場：
10/24日・11/21日

■校外個別相談会

会場・時程の詳細はHPより
ご確認ください。

越谷会場：
10/31日・11/29月

上尾会場：
10/17日・11/28日

NPO 代表

野口繁一

■日時10月23日
春日部ふれあいキューブ■会場

面談：午後12時00分
　　～午後16時00分

入試ファースト春日部

入試ファースト 越谷

（土曜）　
春日部市教育委員会後援！3

2 約 4,200人動員

約 3,500人動員

1,000人動員予定

1,000人動員予定

（土曜）　■日時10月16日
越谷サンシティホール■会場

面談：午後12時00分
　　～午後16時00分

越谷市教育委員会後援！

■日時 7月22日
浦和コルソホール■会場

面談：午前11時00分
　　～午後16時00分

入試ファースト浦和
さいたま市教育委員会後援1 NEW

コロナ前実績

コロナ前実績

1,000人動員予定

面談形式 WEBでの事前入場予約（50分毎1時間制限）。瞬間MAX定員が120人

（祝日）　

パンフ配布形式　舞台には県立公立のパンフレットコーナー

面談形式 WEBでの事前入場予約　会場で希望の学校に並んで面談します。

パンフ配布形式　大ホールの舞台に平置コーナーを設置しています

面談形式 WEBでの事前入場予約　会場で希望の学校に並んで面談します。

パンフ配布形式　正面左手私立ブースの奥に平置コーナーを設置

浦和
越谷
春日部

浦和  
越谷
春日部

■ 2022度 第22回開催予定表

■ 2021年度 第21回開催日程

7月 17日（日曜）
10月　8日（土曜）
10月22日（土曜）

会場・時間
その他は同じ
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