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資料①                 

令和４年２月１６日 

 

《 埼玉県私立中学校 》 
【令和5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４年２月１６日 

《 埼玉県私立高等学校 》 
【令和5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５年１月２２日（日）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 

令和4年3月4日 
埼玉県教育局高校教育指導課 

 
令和4年度埼玉県公立高等学校入学者選抜における入学許可候補者数及び欠員補充人員並びに学力検査受検状況の訂
正についてⅠ 入学許可候補者数 

1 全日制の課程 
 学力検査を実施した全日制の高等学校は 139校 である。 
  
全日制全体の入学許可候補者は 35,119人である。 
（内訳） 
普通科の入学許可候補者は  26,515人である。 
専門学科の入学許可候補者は 7,065人である。 
総合学科の入学許可候補者は 1,539人である。 
2 定時制の課程 
 学力検査を実施した定時制の高等学校は 24校である。 
 定時制全体の入学許可候補者は 1,019人である。 
  
※ 追検査受検願の提出があった 238人は、3月7日(月)に実施される追検査を受検し、その発表は 3月9日(水)となる。 
  
Ⅱ 欠員補充 

欠員補充を実施する県公立高等学校は 81校であり、全体の欠員補充人員は、2,723人である。 
1 全日制の課程 
 欠員補充を実施する全日制の高等学校は  63 校1,682人である。 
（内訳） 
普通科の欠員補充人員は 748人である。（32校） 
専門学科の欠員補充人員は 720人である。（33校） 
総合学科の欠員補充人員は 214人である。（ 6校） 
2 定時制の課程 
 欠員補充を実施する定時制の高等学校は 24 校1,041人である。 
3 日程 
 欠員補充は 3月10日以降に出願手続、3月17日以降に学力検査等を実施。日程、内容は各学校が定める。 
  
Ⅲ学力検査受検状況の訂正 

令和4年2月28日（月曜日）に訂正して公表した「学力検査受検状況」に再度誤りがありましたのでお詫びして訂正します。
なお、受検者総数は学力検査当日の午前10時45分時点の人数であり、その後に退席した受検生などを含んでいます。 
  
（訂正前） 
1 概要 
 (2) 全日制・定時制をあわせた受検者総数は、40,920人で、志願確定者の 41,335人と比較すると、415人減少している。
（内訳：事前取消者162人、当日欠席者253人） 

  
  
  
  
  
  
  
 

  
志願確定者数 
（2/18）（A） 

受検者総数
（2/24）(B) 

比較 
（A-B） 

内訳 別室受検をした受
検者数 
（うち濃厚接触者数） 事前取消者数 当日欠席者数 

(うち陽性者数) 

全日制 40,265人 39,885人 380人 155人 225人  
（157人） 

272人 
（206人） 

定時制 1,070人 1,035人 35人 7人 28人 
（10人） 

18人 
（5人） 

合計 41,335人 40,920人 415人 162人 253人 
（167人） 

290人 
（211人） 

http://www.pref.saitama.lg.jp/A20/BQ00/core.html
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（訂正後） 
1 概要 
 (2) 全日制・定時制をあわせた受検者総数は、40,923人で、志願確定者の 41,335人と比較すると、412人減少している。
（内訳：事前取消者159人、当日欠席者253人） 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

【各学校の受検者数等の訂正について】 
（訂正前） ※入学許可予定者数は 358人 

学校名 
学科 
コース 
系 

志願確定者数 
(2月18日） 

事前取消者数 当日欠席者数 受検者数 倍率 

所沢高等学校 普通科 471 8 3 460 1.28 

  
（訂正後） 

所沢高等学校 普通科 471 5 3 463 1.29 

  
(1) 原因 
「事前取消者数」については志願確定日(2月18日発表）から学力検査当日（2月24日）までに志願を取り消した受検生の人
数を報告すべきところを、志願確定日前に志願の取消があった人数を含めてしまったため。 
(2) 再発防止 
校内チェック体制の見直し強化を行い、複数回、複数の者による確認を確実に行うよう各高等学校長へ指示を改めて徹底し
た。 
  

  
志願確定者数 
（2/18）（A） 

受検者総数
（2/24）(B) 

比較 
（A-B） 

内訳 別室受検をした受
検者数 
（うち濃厚接触者数） 事前取消者数 

当日欠席者数 
(うち陽性者数) 

全日制 40,265人 39,888人 380人 152人 
225人  

（157人） 
272人 

（206人） 

定時制 1,070人 1,035人 35人 7人 
28人 

（10人） 
18人 
（5人） 

合計 41,335人 40,923人 415人 159人 
253人 

（167人） 
290人 

（211人） 
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資料③ 
東京都 令和4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４年３月７日 

令和3年度 千葉県公立高等学校入学者選抜 「一般入学者選抜」 

 

※（ ）内の数値は、令和３年度のものです。 

県立学校は「県立」を省略しています。 

 

Ⅰ 入学許可候補者の総数 

※募集人員、志願者確定数、志願確定倍率、受検者数、受検倍率及び入学許可候補者数には「一般入学

者選抜」、「特別入学者選抜」及び「地域連携アクティブスクールの入学者選抜」のものを含みます。ま

た、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。 

 

１ 全日制の課程[１２５校２０２学科] 

(1) 募集人員 ３１，３２０人［令和３年度の30,920人より400人増］ 

(2) 志願者確定数 ３４，６３７人 

(3) 志願確定倍率 １．１１倍 

(4) 受検者数 ３４，４３８人 

(5) 受検倍率 １．１０倍 

(6) 入学許可候補者数 ２９，０１０人［令和３年度の28,988人より22人増］ 

＊全日制の課程の募集人員は、募集定員から県立千葉高等学校における県立千葉 

中学校及び県立東葛飾高等学校における県立東葛飾中学校からの進学者分の定員 

１６０名を減じた数です。 

 

２ 定時制の課程[１６校１６学科] 

(1) 募集人員 １，３１７人［令和３年度の1,232人より85人増］ 

(2) 志願者確定数 ８０１人 

(3) 志願確定倍率 ０．６１倍 

(4) 受検者数 ７８８人 

(5) 受検倍率 ０．６０倍 

(6) 入学許可候補者数 ７５３人［令和３年度の659人より94人増］ 

＊定時制の課程の募集人員は、募集定員から生浜高等学校、松戸南高等学校及び 
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佐倉南高等学校の転入学等の予定人員及び秋季入学者選抜において募集する人数 

を合わせた１２３名分を減じた数です。 

 


