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資料①                 

令和２年２月１９日 

 

《 埼玉県私立中学校 》 
【令和３年度生徒募集並びに入学者選抜に関する申し合わせ】 

                 一般社団法人 埼玉県私立中学高等学校協会 

 

 私立学校の存在意義は、その教育理念の自由と独自性にあり、生徒募集並びに入学者選抜について

もその一環として実施され、各校独自の教育活動の基盤となっている。 

一方、私立学校は公教育の担い手として、国民に対して学校選択の機会均等を保障するとともに、

入学者選抜の公正を期する責任がある。 

そこで埼玉県私立中学高等学校協会は、私立中学校の教育上の影響力並びに近隣都県の私立中学校

との関係を考慮し、加盟校の総意に基づき埼玉県私立中学校における「生徒募集並びに入学者選抜」

について、下記のとおり申し合わせる。 

 

記 

 

（１）中学校における生徒募集の対象となる組織や機関は、主として学習塾、テスト業者等民間機関

であって、募集業務は民間企業における営業活動の傾向をもつが、私立中学校の募集活動におい

ては、公共性を持った募集活動であるという点を考慮しなければいけない。 

 

（２）県内における入学試験の開始日は、日曜・祝日に関係なく毎年１月１０日以降とする。 

 

（３）入学者選抜（以下「入試」という。）における入試科目、採点方法、推薦入試の推薦基準、推

薦人の資格、推薦に伴う入試相談、合否の診断、入試の回数等、全て個別の中学校の自由とする。 

ただし、これら全てを入学案内、あるいは入試要項に明記して事前に公開し、入試の公正と透

明性を堅持する。 

 

（４）他都県に進出して入試を実施する場合は、当該都県の私立中高協会が定める「申し合わせ」に

従って、募集及び入試を実施するものとする。 

 

（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て行うものとし，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。 
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令和２年２月１９日 

《 埼玉県私立高等学校 》 
【令和３年度生徒募集並びに入学者選抜に関する申し合わせ】 

社団法人 埼玉県私立中学高等学校協会 

 

私立学校の存在意義は、その教育理念の自主性と独自性にあり、生徒募集並びに入学者選抜もその一環として実施

され、各校独自の教育活動の基盤となっている。 

 一方、私立学校は公教育の担い手として、国民に対し学校選択の機会均等を保障すると共に、入学者選抜の公正を

期する責任がある。 

 そこで埼玉県私立中学高等学校協会は、加盟校の総意に基づき埼玉県私立高等学校における｢生徒募集並びに入学者

選抜｣について下記のとおり申し合わせる。 

記 

 

１．入学者選抜の種類と日程について 

（１）入学者選抜の開始日は、令和３年１月２２日（金）以降とする。 

（２）各入学試験の「単願」・「併願」の区別を明確にする。 

 ・「単願」とは、当該学校を第一志望とする志願者のための試験とし、それ以外の志願者のための試験を「併願」と

する。（「単願」のみの入試を行なう学校は、「単願」・「併願」の区別をする必要はない。） 

 ・「単願」・「併願」のそれぞれにおいて、試験の内容や手続の条件等を異にする試験を実施する学校にあっては、「単

願①」「単願②」・‥と区分し、それぞれの内容の説明については、入試要項に明記する。 

 

２ 入学手続と入学手続金、入学延納手数料について 

 （１）各入学試験合格者の入学確定手続きについては、締切日とそれに伴う条件について、入試要項に明記する。 

 （２）入学手続金、入学延納手数料等の納入については、平成１８年１１月２７日（月）の学納金裁判における最

高裁判所の判決の主旨に基づき、受験生の負担が合理性を欠いたものとならないよう配慮する。 

 

３ 出願書類について 

  中学校に求める「調査書」及び「学習の記録と学年内評価分布表」等は、原則として公立高等学校に提出するも

のと同一のものとする。 

 

４ 生徒募集について 

 （１）学則定員・募集定員を遵守する。 

 （２）各校において中学校の教員に対する入学者選抜説明会を行う場合は、毎年１０月１日以降とし、原則として

当該私立高等学校内で、午後３時以降とする。ただし、中学校の校長が求めた場合に実施する「進路打ち合わ

せ」は、毎年１２月１５日以降とする。 

（３）中学校の生徒及び保護者等を対象として行う学校説明会、入試相談等については、協会として制限を設けな

いが、公正を欠くことのないように留意する。 

 

５．他都県への進出入試について 

他都県へ進出して入試を実施する場合は、当該都県の私立中高協会が定める「申し合わせ」に従つて、募集及び

入試を実施するものとする。 

 

６．その他 

（１）埼玉県中学校長会の申し入れにより、部活動（運動部・文化部）における『セレクション制度』を実施する場

合には、機会の公正・公平さを図るため、学校案内・募集要項等にその部活動名等を記載するものとする。 

（２）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て行うものとし，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。 

（３) 出願などの各種手続きにおいて、インターネット環境のない家庭や不慣れな生徒・保護者がいることも想定し

た手続き方法となるよう留意する。 
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資料② 

平成31年2月28日 

埼玉県教育局高校教育指導課 

埼玉県 学力検査受検状況 
 
1 概要 
 (1)学力検査実施校は、144校（全日制 139校、定時制 24校（うち全日制に併置する学校 19校）） である。 

(2)全日制・定時制をあわせた受検者総数は、42,406 42,404人で、志願確定者の42,532人と比較すると、126 128人減

少している。（内訳：事前取消者 72人、当日欠席者 54 56人） 

 
2 全日制 
(1)受検者数は 41,280 41,278人であった。 

また、事前取消・当日欠席者数は合計 113 115人である。 

(2)倍率は 1.12倍で、志願確定時の 1.12倍と同じである。 

学科別に見ると、理数科 1.58倍でもっとも高く、次いで映像芸術科と舞台芸術科の 1.38倍、美術科の 1.34倍の順とな

っている。 

(3)倍率が高い学校、学科 

普通科では市立浦和 普通科 1.58 

浦和西      普通科 1.55 

蕨 普通科 1.50 

浦和 普通科 1.47 

川越  普通科 1.45 

川口北  普通科 1.39 

川越女子  普通科 1.39 

浦和第一女子 普通科 1.38 

などである。 

専門学科では市立大宮北 理数科 2.03 

大宮 理数科 1.93 

大宮光陵 美術科 1.75 

松山 理数科 1.73 

所沢北 理数科 1.55  

市立川越 国際経済科 1.51 

などである。 

総合学科では川越総合 総合学科 1.37 

などである。 

 (4)受検者数が募集人員に達しない学校は、 

普通科 21校（18普通科、5コース） 

専門学科 28校（54学科） 

総合学科 3校 3学科である。 

(5)21校で実施の学校選択問題の受検者数は、9,432人で、志願確定者数の 9,467人と比較すると35人減少している

（倍率は 1.32倍で、志願確定時の倍率と同じである） 

 
3 定時制 

 (1)受検者数は 1,126人であった。 

また、事前取消・当日欠席者数は合計 13人である。 

(2)倍率は 0.52倍で、志願確定時の倍率より 0.01ポイント減少している。 

http://www.pref.saitama.lg.jp/A20/BQ00/core.html
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資料③ 
東京都 令和 2年度都立高校 一般・分割前期入試総括表   
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資料④ 

令和２年度 千葉県公立高等学校入学者選抜                          令和２年３月６日 

 

入学許可候補者の総数Ⅰ ※（ ）内の数値は平成３１年度のものです。 

１ 全日制の課程[１２７校２０４学科]  

(1) 定員 ３２，４００人［平成31年度の32,840人より440人減］  

(2) 入学許可候補者数 ３１，５０３人［平成31年度の32,041人より538人減］  

〈内訳〉 前期選抜等 ２１，０６１人［平成31年度の21,497人より436人減］ 

 後期選抜等 １０，４４２人［平成31年度の10,544人より102人減］  

＊１ 定員は、募集定員から千葉中学校及び東葛飾中学校からの内部進学者分の１６０人を除く。  

＊２ 上記(2)入学許可候補者数の内訳で、「前期選抜等」の人数は、前期選抜、特別入学者選抜［海外帰

国生徒・外国人・中国等帰国生徒・連携型高等 学校の各特別入学者選抜］及び地域連携アクティブスク

ールの一期入学者選抜 を含む。 また 「後期選抜等」は、後期選抜及び地域連携アクティブスクールの

二期入学者選抜を含む。 

 

２ 定時制の課程[１７校１７学科] 

 (1) 定員 １，２６０人［平成31年度の1,380人より120人減］ 

 (2) 入学許可候補者数 ７７３人［平成31年度の 737人より 36人増］ 

 〈内訳〉前期選抜等 ５１９人［平成31年度の 480人より 39人増］ 

 後期選抜 ２５４人［平成31年度の 257人より 3人減］ 

 ＊１ 定員は、募集定員から三部制の定時制の課程における転・編入特別枠の人数６０人を除いた数。 

 ＊２ 入学許可候補者数の内訳で 「前期選抜等」の人数は、前期選抜及び 、特別入学者選抜［外国

人・中国等帰国生徒・成人の各特別入学者選抜］を含]む。 

 

後期選抜についてⅡ 

 １ 全日制の課程［１１７校１５２学科で募集、１１７校１４７学科で実施］  

(1) 募集人員 １１，３５１人［平成31度の11,360人より 9人減］  

(2) 志願者確定数 １４，７４０人［平成31年度の15,405人より 665人減］  

(3) 志願確定倍率 １．３０倍［平成31年度の1.36倍より0.06ﾎﾟｲﾝﾄ減］  

(4) 受検者数 １４，７２９人［平成31年度の15,388人より 659人減］  

(5) 受検倍率 １．３０倍［平成31年度の1.35倍より0.05ﾎﾟｲﾝﾄ減］  

(6) 入学許可候補者数 １０，４４２人［平成31年度の10,544人より 102人減］ 

 

２ 定時制の課程［１７校１７学科で募集し、１３校１３学科で実施］  

(1) 募集人員 ７１３人［平成31年度の871人より 158人減］  

(2) 志願者確定数 ２９５人［平成31年度の338人より 43人減］  

(3) 志願確定倍率 ０．４１倍［平成31年度の0.39倍より0.02ﾎﾟｲﾝﾄ増］  

(4) 受検者数 ２９０人［平成31年度の325人より 35人減］  

(5) 受検倍率 ０．４１倍［平成31年度の0.37倍より0.04ﾎﾟｲﾝﾄ増］  

(6) 入学許可候補者数 ２５４人［平成31年度の257人より 3人減］  

※ 全日制の課程、定時制の課程の受検者数及び受検倍率は確定した数値を掲載して います 


