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第 5回 10/16（日）9:30/13:30
第６回 11/20（日）9:30/13:30
第 7 回 12/18（日）9:30

高等学校 学校説明会

完全予約制 ・ 1 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致します。

東京大学2名現役合格‼［理Ⅱ・文Ⅱ］
国公立大学　  101名 合格‼

◆サッカー部（男子）
　全国高校サッカー選手権埼玉大会 優勝（4回） 全国ベスト８（2回）
　全国高等学校総合体育大会 全国第3位（2回）
◆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(22回)
　全国高等学校陸上競技選抜大会 出場（7回）
◆陸上競技部（女子）
　全国高等学校総合体育大会 出場（8回）
　全国高校駅伝競争大会 出場（4年連続）
◆ソフトテニス部（男女）
　全国高等学校総合体育大会 出場・関東大会 優勝［男子］出場［女子］
　ハイスクール・ジャパンカップ 出場
◆硬式テニス部（男子）
　全国高等学校総合体育大会 出場（3回：男子）
　関東大会 出場（5回：男子 1回：女子）
◆バスケットボール部（女子）
　全国高等学校選手権大会 優勝（2回）（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（3回） 全国大会 出場
　関東高校ラグビー大会 出場（7回）
◆バレーボール部（男子）
　関東高校バレーボール大会 出場（5回）
　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（13回）
◆書道部
　全国高等学校総合文化祭出展（4回）

　
　
　
　

早慶上理ICU　  82名 合格‼

G-MARCH   236名 合格‼

［医・歯・薬・獣］
群馬大（医・医） 東邦大（医・医） 麻布大（獣医） 星薬科大（薬）2  明治薬科大（薬）2 他薬学部8名・歯学部2名

大学合格実績（令和4年3月29日現在）

部活動の実績（近年）

東京大２ 東工大２ 一橋大 北海道大 東北大4 東京外大3 
お茶ノ水女子大4 筑波大9 群馬大（医・医）など

早稲田大22 慶應義塾大4 上智大7 東京理科大47 国際基督教大2

学習院大25 明治大55 青山学院大6 立教大45 中央大42 法政大63

■国公立　■早慶上理　■G-MARCH
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https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/hs
〒345-0044 埼玉県北葛飾郡杉戸町下野851　TEL:0480-34-3381 FAX:0480-34-9854

国際バカロレア ・[ＤＰ] 認定校[ＭＹＰ] 認定校 埼玉県初

完全予約制

20222022OPEN CAMPUSOPEN CAMPUS

次のQRコードまたはURLから本校ホームページの専

用申込フォームにアクセスしてお申込みください。

※インターネット環境がない場合は電話にてご連絡

ください。(平日9：00-16：00　担当：名雲・御代田）

【推奨】Web申込
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令和 4 年 9 月 

令和 4 年度 埼玉県高校入試の検証と 
 5 年度私立の入試動向 

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 
Ⅰ.在籍の変化 

令和 5 年 3 月の中学卒業予定者は，前年５月１日現在の学校基本調査で，62,709 人（公立

59,212 人，国立 144 人，私立 3,353 人）と，前年の 62,723 人とほぼ同数となっています。 

前年度までは，学年ごとの在席減少が激しかったのですが，やや増加しました。来年から再び減

少し，56,000 人程度にまでなっていきます。 

 

公立高校の全日制の募集定員は，公私間協定比率の 65：35 にあわせ，策定されますが，令和 5

年度入試の全日制の総募集人員は前年より 720 人減の 36,400 人でした。定員減は 15 校で実施、

さらに飯能と飯能南，児玉と児玉白楊の統合再編が実施されます。 

本来，変わらないはずの定員の減少で競合関係への変化が予想されます。 

 一方，私立高校は，各学校の裁量によって入試が実施されることや，公立との併願を認める入試

がありますので，募集人数と実際の入学者は，異なることが多くなっています。在籍の変化によって

定員が変わることはありませんが，公立の定員減により，入学希望者が増加する可能性があります。 

公的テストの復活 

平成１９年度から県内の市町村単位，あるいは複数の市町村合同での公立模擬テストの実施が

可能となり，全中学校で，年２回から３回実施されました。 

県教育局では，公的テストの実施にあたり，これに偏差値の提示を行うことを許容しました。 

さらに，８月に実施された県内私立高校の中学対象説明会では，多くの私学で，偏差値による相

談基準が中学校に対してに提示していました。これにより，中学校の進路指導は，「査定会の実施」，

「公的テストと連動した進路指導」などなどが行われています。 

 

Ⅱ 県内私立高校の令和４年度入試 
埼玉県内には，48 校の私立高校があり，うち 31 校が付属中学校を併設しています。一貫体制で

高校募集を行っていないのが，浦和明の星１校でした。 

中学の総定員はおよそ 3,900 名，高校は 17,500 名で，高校の外部募集定員は，約 13,300 人と

いうことになり，公私間協定の進学希望者の 35％に達していません。このため，県外の公・私立高

校に約 8％，約 4,900 人の生徒を依存しているのが現状です。 

令和 4 年度の私立高校の入試では，システム的には，変更点はありませんでした。 

埼玉県内私立高校の令和４年度入試変更点では，前年に引き続き、学科・コースの改編を行う高

校が多くなっています。 

また、前年には、大学入試の改革が実行され，一昨年の小学校に続き，中学校で学習指導要領

の改訂が施行されました。今春の高等学校の同改訂から考えると，現中学３年生は，改革 6 期生にと

なり，高校の学習指導要領で３年間学ぶ生徒に当たります。令和７年度大学入試改革の 2 期目の当

事者ということになります。このため、新たな大学入試の改革を視野に、教育内容の見直しを発表す

る私学が増加していると考えられます。 

埼玉県内私学の変更点では，浦和麗明(さいたま市)のコース変更が目に付きます。校舎の再建，

校名変更，共学化と急ピッチで進む学校改革で，同校の急激なレベル上昇は注目に値します。 
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声の教育社がまとめた令和 4 年度県内私立高校の入試状況(1 月末日現在)では， 

単願・併願計で，応募数を大きく増やした学校は，早稲田本庄※(単 364 人⇒330 人，併 2,182

人⇒2,628 人)，山村学園（単 251 人⇒315 人，併 1,291 人⇒1,744 人) ，栄北 (単 188 人⇒359 人，

併 1,073 人⇒1,305 人)，栄東(単 38 人⇒27 人，併 2,345 人⇒2,742 人) ，大宮開成(単 112 人⇒

160 人，併 1,245 人⇒1,545 人) ，山村国際 (単・併 884 人⇒1,213 人) ，浦和学院 (単 536 人⇒

643 人，併 2,663 人⇒2,806 人)などとなっていました。 

大きく減少したのは，星野(単 504 人⇒308 人，併 1,373 人⇒1,037 人)，細田学園 (単 380 人⇒

245 人，併 1,101 人⇒734 人) ，昌平(単 333 人⇒324 人，併 1,056 人⇒773 人)，東京農大三(単

439 人⇒274 人，併 768 人⇒683 人)，正智深谷 (単 345 人⇒332 人，併 1,208 人⇒993 人)などと

なっています。前年同日対比で単+併の前年との差。尚，内部進学者，2 月 1 日以降の入試，※帰

国生を含まない。 

隔年で増減となっている学校が目に付きますが，学校方針により募集の引き締め等を図ったと

見られるケースであり，数値は必ずしも人気動向ではないことに注意が必要です。 

大学入試の改革や学習指導要領改訂に向けた積極的な対策を掲げる学校も増加し，県内私立

への単願希望者は着実に増加している一方で，公立人気の低迷からか併願者を大きく減らした学

校があったようです。 

コロナ禍であったことと，受験生の増加という要因はありますが，埼玉の私学への学費助成の拡

大，それに伴う他の都県進学者への非支給，あるいは，大学入試改革や首都圏の大学の定員厳

格化なども，公立に対して私学には追い風となっています。 

埼玉県内私立高校受験生の推移      

 

  

 

 

 

 

 

消費税の増税や，新型コロナ感染症による影響や物価の上昇などへの不安感がある一方で，

就学支援金の実施，公立無償化の限度額の設定，大学の入試改革など，県内私立への単願での

希望者は着実に増加していると考えられます。 

推計ですが，県内私学の応募者総数は約 64,300 人（昨年度約 62,800 人，昨年度比 102.4％）

令和 4 年度入試に向けての主な変更点 
■学科・コースを変更 
○ 浦和麗明（さいたま市）→特進コースⅡ類募集停止。Ⅰ類を特進コースに改称。特選Ⅰ類、Ⅱ類、  

３類と併せ４コース制に。 
○ 淑徳与野(さいたま市)→選抜(Ａ、Ｂ、Ｃ)、Ｓ類(文理、ＭＳ)の２類型５コース制から、Ｔ類、ＳＳ類、Ｓ 

Ａ類、Ｒ類、ＭＳ類の５類型制に改編。 
○ 山村国際(坂戸市)→特進Ａ、特進Ｂ、進学の３コース制を特進選抜、特別進学、進学の３コース制 

に改編。 
○ 山村学園(川越市)→特別進学コース(ＳＡ・文理)、総合進学コース(選抜・進学)の２コース４クラス 

制から、特別選抜ＳＡ、特別進学ＥＬ、総合進学ＧＬの３コース制に再編。 
○ 細田学園(志木市)→進学βコース停止。特進Ｈ、特進、選抜Ｇ、選抜Ｌ、進学αの５コース制に。 
○ 秋草学園(狭山市)→特進選抜、進学選抜(α類・β類)、進学、幼児教育保育進学の４コース制か 

ら、特選(Ｓクラス・Ａクラス)、選抜、ＡＧ、幼保の４クラス制に再編。 
○ 聖望学園(飯能市)→Ｓ特、特選、選抜、総進の４コース制から、特進(選抜クラス・一般クラス)、進 

学(選抜クラス・一般クラス) の２コース４クラス制に再編。 

年度 学則定員 応募者 入学者 

平成２８年度 
平成２９年度 
平成 30 年度 
平成 31 年度 
令和 2 年度 
令和 3 年度 
令和 4 年度 

17,715 
17,875 
17,875 
17,875 
17,835 
17,535 
17,535 

約 68,500 
約 68,600 
約 68,300 
約 65,200 
約 63,500 
約 62,700 
約 64,300 

約 18,970
約 18,960
約 18,800
約 18,200
約 17,800
約 17,700
約 18,440

寄 稿
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に対し単願・推薦～約10,500人（昨年度10,800人，昨年度比97.2％），前期1月併願～約48,800

人（昨年度約 48,300 人，昨年度比 101.0％），一般(2 月入試)～約 5,600 人（昨年度同月約 5,200

人,昨年度比 107.7％）となっていました。2 月入試には，慶応志木約 1,160 人，早稲田本庄約

2,800 人，立教新座約 1,500 人が含まれますので，それ以外は，およそ 150 人になります。 

また，受験生総数に対し，それぞれの占める割合は，単願が約 16.3％，併願を認める 1 月入試

75.9％，一般 8.7％となっていました。 

4 年度の各私立高校の出願数変動の背景には， 

①  在籍の増加，約 1,630 人。 

②  県内私学に対する助成金の優遇。 
③  都内生 B 推薦禁止から，都立推薦出願前に併願を求める都内からの流入 
④  中学校の評定の変化，基準等への配慮 
⑤  大学への現役進学率の上昇 
⑥  新型コロナ感染症蔓延防止の中での工夫された授業や説明会・相談会の実施 

などの要因が考えられます。 
公立高校との併願では，令和 4 年度公立高校の募集が，1.14 倍の倍率で 4,750 人あまりの不

合格者が出ました。このうち 9 割程度が併願で私立高校へ入学していると考えられます。 

 
 
Ⅲ 令和 5 年度高校入試の展望 
 

1. 4 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，令和4年度入試は，同蔓延防止措置の中で実施され

ました。関係各位の努力，受験生と保護者の協力があり，公立入試の範囲は，全範囲に戻り，日

程的には 4 月に，罹患者のための追検査が組み込まれたものに改訂されています。 

私学も公立に準ずる措置を各校で実施していました。 

一方，学習指導要領改訂に伴い， 

① 新たな分野が入試範囲に加わったこと 

数学では、中１の時に「累積度数・累積相対度数」、中２で「箱ひげ算」、「四分位数・四分位

範囲」、「反例」などが加わり、英語では、単語数が増加するとともに、「感嘆文」、「仮定法」、

「原形不定詞」、「現在完了進行形」、理科では、「ダニエル電池の実験」が加わる。 

② 指導要録の改訂に伴い，観点別評価の観点が 4 観点から 3 観点になったこと 

知識・技能，思考力・表現力・判断力，主体的に学習に取り組む態度の 3 観点に改訂。各教

科の評定の基となる。 

の 2 点が新たな変化として加わっています。 
 

2. 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。 
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令和 4 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， 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ります。埼玉県内私学の平均授業料は 38.7 万円，施設費 18.0 万円と

説明されています。 

 

3. 今後への展望 

県は在籍数が変わらないのに，5 年度入試では，計 18 学級の定員減を行います。これは，公立

高校の希望者の減少と，1,600 人を超える前年の補充募集が理由と説明されています。 

しかし，定員減により，500 人程度は不合格者は増えるものと予想されます。 

新型コロナ禍が継続すると思われますが，過去２年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。 

令和 5 年度入試では，県内国・公・私立中学生は，4 年春の卒業生とほぼ同数となっています。 

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，公私どちらを受験する生

徒も学ぶ内容は均一であってほしいものです。 

令和 4 年度入試に臨んだ受験生が，高等学校指導要領施行の時に 1 年生として入学しました。 

学習指導要領の完成学年として，新たな大学入試改革の当該学年になるわけです。 

一方，中学校の学習指導要領改訂の完成学年は，現中学 2 年生となります。 

1 年ごとに，教科書が改訂され，学ぶ内容が増えていくことになります。特に英語の語彙の量は，

半端なく増えてきます。さらに，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，ソサエティ 5.0，SDGs 等による社会イン

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きます。 

4 月から民法改正によって，18 歳年齢から成人となりました。高校 3 年生は，誕生日の訪れた順

に成人となっていきます。権利と責任が高校在学中に発生するわけですが，それに対する教育の

責任が高等学校教育に新たに加わってくることになります。 

文責 岩佐教育研究所 

寄 稿

－12－



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

大学合格実績 （３ヶ年） 
【国公立】北海道１・名古屋１・筑波５・東京学芸１・電気通信４ 

埼玉９・茨城４・宇都宮９・群馬８・山梨１・新潟１・秋田３ 

宮城教育１・福島１・北見工業３・長岡技術科学１・大阪教育１ 

横浜市立１・埼玉県立１６ ・高崎経済３ ・前橋工科６ 

防衛大学校 ５ ・ 国立看護大学校 １ ・ 水産大学校 １ 

海上保安大学校１ ほか 

【私立】早稲田１５・慶應義塾４・上智４・東京理科５・学習院３ 

明治１８・青山学院７・立教１０・中央１６・法政４０ ほか 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

まずはこちらから 

 

 

 

◇入試説明会・個別相談会 

10/9(日)・15(土)・22(土) 

◇個別相談会 

  11/5(土)・13(日)・20(日)・26(土)・12/11(日)・18(日)・25(日) 

◇アチーブメントテスト 

10/30(日) 
 

※ ご予約は HPからお願いします。 

開催日以外の個別相談希望は、お問い合わせください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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」

【中学校説明会】

第2回学校説明会 10月23日(日) 第3回学校説明会 11月20日(日)

第4回学校説明会 12月18日(日)

【高校説明会・個別相談会】

第2回学校説明会・個別相談会 10月23日(日)

第3回学校説明会・個別相談会 11月20日(日)

第4回学校説明会・個別相談会 12月18日(日)

第5回個別相談会 12月25日(日)

本校までのアクセス： 東武スカイツリーライン「せんげん台駅」西口よりバス5分

〒343-0037 埼玉県越谷市恩間新田寺前316

TEL 048-977-5441

https://www.dokkyo-saitama.ed.jp/



 

 
                        

【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】 
                                                                       

「知」を積み上げ、 
「知」を活かす 

「智」を培え！ 
 

２０２２年度 学校説明会（８０分）・個別相談会（１５分） 要予約（ＨＰから） 
注意【日程の中止や変更の場合があります。それぞれの日程が近くなりましたらＨＰでご確認ください。】 

 
 
 
 
 
 
〒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 
《大宮から１５分 春日部から６分》 

http://www.kaichigakuen.ed.jp  
開智学園代表 ℡ 048-794-4321 
高等部職員室 ℡ 048-793-1370 

日程 曜日 学校説明会／個別相談会 説明会 説明会 相談会 

１０月１５日 土 学校説明会／個別相談会 １０：００～ １３：３０～ 
１１：３０ 

～１７：１５ 

１０月３０日 日 学校説明会／個別相談会 １０：００～ １３：３０～ 
９：００ 

～１７：３０ 

１１月１９日 土 学校説明会／個別相談会 １０：００～ １３：３０～ 
１１：３０ 

～１７：１５ 

１１月２６日 土 学校説明会／個別相談会 ― １７：００～ 
１１：３０ 

～１７：３０ 

１２月１８日 日 学校説明会／個別相談会 １０：００～ ― 
９：００ 

～１４：００ 

※９月以降の学校説明会・個別相談会はそれぞれの予約が必要になります。９月４日（日）１０時より申し込み開始です。電話での予約はできません。 

MEMO



            

 

「夢を確かな形にかえる」大宮開成の教育 
          〒330-8567 埼玉県さいたま市大宮区堀の内町 1-615 ☎048-641-7161 
             ＪＲ大宮駅よりバス 7分 東口国際興業バスのりば⑥ 
         ＵＲＬ http://www.omiyakaisei.jp   Ｅ-mail  kaisei@omiyakaisei.jp   

令和３年度卒業生大学 現役合格実績 

◎国公立大学〔１４５〕 

  東京大２・京都大１・北海道大４・東北大５・名古屋大１・大阪大３・九州大１・一橋大３ 

  東京工業大学２・神戸大１・東京医科歯科大３・東京外語大１・筑波大１・千葉大５・横浜国立大３ 

  東京学芸大４・東京農工大２・電気通信大３・東京海洋大１・埼玉大１９・茨城大１・宇都宮大５など 

  その他の国立大３４ / 東京都立大５・埼玉県立大６など・その他の公立大２９    

◎早慶   〔１３３〕早稲田８０・慶應５３ 

◎ＳМＡＲＴ〔５００〕上智１９・明治１０３･青山学院９１･立教２１６･東京理科７１ 

◎中法学  〔４１３〕中央１７４･法政１５５･学習院８４       上記私立大学計１０４６ 

 

 

※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 10/1受付開始】

10/16(日)　10/23(日)
11/20(日)　11/26(土)　12/18(日)

11/12(土)　12/10(土)　12/24(土)

9:00～14:00　受付13:30まで

■平曜日個別相談会【要予約 11/1受付開始】

12/21（水）～12/27（火）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、

12/12（月）～12/20（火）15：00～17：00

本校ホームページにてご連絡いたします。

2021年度進学実績

千葉大学 宇都宮大学 筑波大学 埼玉大学 早稲田大学
成城大学 芝浦工業大学 専修大学 埼玉医科大学 日本女子大学
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 文教大学 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 武蔵野美術大学

大学短大現役進学率 89％



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

【進学実績】北海道・東北・東京工業・東京外国語など国公立100名 
早慶上理 56名・GMARCH 191名・医学部医学科 5名　合格！

【学校説明会】10:00～11:30 
7月16日(土)・9月17日(土) 
10月9日(日)・11月5日(土)

【ナイト説明会】各18:30～19:30 
8月18日(木) 
＠春日部ふれあいキューブ 
9月20日(火) 
＠越谷コミュニティセンター

【個別相談会】 
各9:00～12:00・13:00～
15:00 
9月23日(金・祝) 
10月16日(日)・22日(土) 
10月29日(土) 
11月19日(土)・26日(土) 
12月17日(土) 
　　　　　　　全て要予約

春日部共栄中学高等学校
〒344-0037　埼玉県春日部市上大増新田213
Tel:048-737-7611(代)　Fax：048-737-8093 https://www.k-kyoei.ed.jp

しなやかに学び おだやかに繋がり のびやかに活かす



埼玉からの受験生急増 

説明会 11/12(14時) 11/26(10時) 

  

 
昭和学院高等学校 

武蔵野線東松戸からバス 15分 



未来はさらに進化する

知性と人間を共に育てる

カナダ探究FW（高2） タブレット活用（1人1台導入） 探究活動の集大成（未来TED）才能発見プログラム（高1）

nternationalizationnternationalization
世界水準

探究 つなげる知能
nquirynquiryInquirynquiry CTICTCT

IIInternationalizationnternationalization

3I ,S

先端を走る「探究」・「英語」・「ICT」 夢を実現する「医系コース」・「東大ゼミ」
8つのスクールバス拠点で１都5県が通学圏「文武一体」部活動のさらなる活性化へ

2021年度159名が卒業！2021年度159名が卒業！

早慶上理＋GMARCH早慶上理＋GMARCH 国公立国公立 医学部医学科医学部医学科
160名超 合格160名超 合格 12名 合格12名 合格31名 合格31名 合格

〒349-1212 埼玉県加須市麦倉1238 www.kaichimirai.ed.jp/☎ 0280-61-2021

開智未来高等学校 ホームページ

難関大学の実績が急伸！難関大学の実績が急伸！

MEMO



学校説明会・個別相談会

学科コース 一人ひとりに合わせた多彩な5コース

9 / 10（土）
9 / 11（日）

五峯祭（文化祭）

学校説明会 個別相談会 学校説明会 個別相談会

学校説明会 個別相談会

学校説明会 個別相談会

学校説明会 個別相談会

学校説明会 個別相談会

学校説明会 個別相談会 学校説明会 個別相談会

個別相談会 個別相談会

国公立大学・最難関私立大学
への現役合格を実現

国公立大学・難関私立大学
への現役合格を目指す

入試突破力養成で、中堅私立
大学への現役合格を実現

学力を着実に積み上げ、中堅私
立大学への現役合格を目指す

調理の道や大学など多様な
進路に対応

ADVANCE COURSE

アドバンス
コース

SELECT COURSE

セレクト
コース

SELECT ACADEMIC COURSE

選抜進学
コース

ACADEMIC COURSE

進学
コース

CULINARY COURSE

食物調理
コース

KOKUSAI GAKUIN

〒 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

SCHOOL EVENTS  2022
新型コロナウイルス感染症の影響により、イベントの内容や実施方法の変更、または

中止する場合もございますので、最新情報は本校HPにてご確認ください。

7 / 23（土） 8 / 20（土） 10 / 15（土）9 / 25（日）

11 / 3（木・祝） 11 / 19（土）10 / 22（土） 10 / 29（土）

12 / 17（土）11 /23（水・祝） 12 / 24（土）

K O K U S A I  G A K U I N  S E N I O R  H I G H  S C H O O L

※オンラインにて開催予定

S E N I O R  H I G H  S C H O O L



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
京成小岩駅下車徒歩３分・ 小岩駅北口下車徒歩１０分・北総線新柴又駅下車徒歩１３分・ 金町駅よりバス１２分

学校法人 愛国学園
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

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

創立 年

伝統ある中高一貫女子教育

〒 東京都江戸川区西小岩



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

＜入試説明会・個別相談会＞
本校ＨＰから

場所 本校キャンパス

時間 ～ ※１０月１５日、１１月５日は ～

１０月１５日 土 １１月 ５日 土

１１月１３日 日 １１月２３日 水祝

場所 学園教育センター 栃木駅前

時間 ～

１２月 ３日 土 １２月１１日（日）

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
〒 栃木県栃木市平井町 番地 代 入試広報室 https://kokugakuintochigi.jp

令和４年度大学入試 東北大・筑波大・千葉大・横浜国立大 合格

國學院大學 名、早・慶・上智大 名、ＧＭＡＲＣＨ理 名など

申込 

※ ・ 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。

学力診断テスト  
国栃チャレンジ受験料無料

 
 

場所／本校キャンパス

学園教育センター

申込／本校 から

１０月２３日（日）

日本大学 名合格 （令和４年４月１日現在）

国公立大学 名合格 （大学校を含む） 大阪大 薬 、東北大 など

日本大学以外の難関私立大学等 名合格
早稲田大２名、慶應義塾大２名、 上理２１ など

医歯薬獣医系学部 ７１名合格 防衛医科大学校（医） など

医２名、薬３１名、獣医２名、歯９名、看護２７名

現役合格率 

99.7% 
 

Open Campus（生徒・保護者対象）

一日体験入学 進路相談会

（土） （土）

入学説明・相談会

日 （木祝）

水祝 （土）
受験料無料 

 
日本大学進学希望者の

日本大学現役進学率

％

医療人･教員への夢を叶える！
メディカル･教員養成プロジェクト

教養講座 リベラルアーツ の充実
気象予報士養成・茶道・手話等

国際理解教育の推進
３か月留学制度・海外修学旅行

～世界を知り 自ら考え行動する 人材を育てる～
西武台千葉中学校・高等学校



駒 込 中 学 校 高 等 学 校

※ HP より要申込   オンライン同時開催

中高ともに個別相談会も実施。特待生制度や駒込学園独自の
就学支援金制度なども充実。  詳しくは個別にご相談下さい。

※ HP より要申込   オンライン同時開催







キミ

〒343-0857　埼玉県越谷市新越谷2-18-6
TEL  048（987）1094（代）　FAX  048（986）7318
E-mail  info@musashino-seijo.ed.jp
https://www.musashino-seijo.ed.jp武蔵野星城高等学校

★全て事前予約が必要です。ホームページにてご予約ください。（https://www.musashino-seijo.ed.jp）

18：00開始 ～ 19：00終了

11月 9 日（水）
11月16日（水）
11月22日（火）
12月30日（水）

イブニング学校説明会
9：00開始 ～ 10：00終了

10月 8 日（土）
10月 9 日（日）
10月 22日（土）
11月 5 日（土）
11月 12 日（土）

11月 26日（土）
12月 3 日（土）
12月 11 日（日）
12月 18 日（日）
2 月 4 日（土）

学校説明会

※日程は変更になる場合がございます。　※駐車場がありませんので、お車でのご来校はご遠慮ください。

9：00開始 ～ 12：00終了
（第1回と第2回は9：00～9：45） （第1回と第2回は10：20～12：00、 第9回は9：00～12：00・13：00～16：00）

7 月 26日（火）
7 月 27日（水）
10月 22日（土）
11月 5 日（土）
11月 12 日（土）

11月 26日（土）
12月 3 日（土）
12月 11日（日）
12月 18 日（日）
2 月 4 日（土）

個別相談会

※ 第1回と第2回は体験授業の予約者のみ。
※ 持ち物はホームページで必ず確認してください。
※ 受験生本人と保護者（1名）の2名で参加してください。
※ 単願受験は参加必須。

同日
開催

10月 8日（土）・9日（日）
 9：00～

第1回・第2回 学校説明会
9：00～9：45

稲穂 祭
みんなおいでよ！

予約不要

HPにて要予約

第1回

第2回

第3回

第4回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

第6回

第7回

第8回

第9回

第10回

週5日登校

通信制×登校学習の融合

登校コース

月1～2日登校

趣味・仕事×学びの両立

一般コース



－27－



－28－



－29－



－30－







27～30


