
令和２年度埼玉県公立高等学校入学者選抜実施状況

１　令和２年３月埼玉県内国・公・私立中学校卒業予定者数

  62,521人　〔昨年同期　  63,498人〕

２　令和２年度埼玉県公立高等学校生徒募集人員
【第１表】

普 通 科 27,500 (182) 28,100 (185)
専門学科 8,020 (44) 8,140 (42)
総合学科 1,760 (14) 1,800 (13)

計 37,280 (240) 38,040 (240)
普 通 科 960 (40) 960 (40)
専門学科 280 － 280 －
総合学科 1,000 (22) 1,000 (22)

計 2,240 (62) 2,240 (62)
普 通 科 28,460 (222) 29,060 (225)
専門学科 8,300 (44) 8,420 (42)
総合学科 2,760 (36) 2,800 (35)

計 39,520 (302) 40,280 (302)

○＊募集人員欄の（　）内の数字は、転編入学者等の募集人員であり、募集人員の内数である。

○＊定時制の課程の総合学科には、吹上秋桜高等学校の秋季募集人員２４人を含む。

３　全日制の課程

(1)　一般募集等における応募状況【第２表】

入学許可
予定者数

志願
確定者数
(R2.2.21)

実
受検者数

(B)

入学許可
候補者数

(C)

競争率
(B/C)

普通科 26,980 (182) 26,798 30,863 30,811 26,616 1.16
コース 360 (0) 360 348 347 325 1.07

計 27,340 (182) 27,158 31,211 31,158 26,941 1.16
農業 840 (6) 834 827 825 801 1.03
工業 2,640 (19) 2,621 2,672 2,663 2,551 1.04
商業 2,580 (15) 2,565 2,603 2,600 2,405 1.08
家庭 320 (1) 319 281 281 282 1.00
看護 80 (0) 80 86 86 80 1.08
外国語 360 (1) 359 457 455 362 1.26
美術 120 (0) 120 161 161 118 1.36
音楽 120 (0) 120 94 93 93 1.00
書道 40 (0) 40 44 44 40 1.10
体育 160 (0) 160 160 160 146 1.10
理数 280 (0) 280 448 442 282 1.57
福祉 80 (0) 80 63 63 72 0.88
人文 40 (0) 40 40 40 40 1.00
国際文化 40 (0) 40 42 42 40 1.05
映像芸術 40 (0) 40 55 55 40 1.38
舞台芸術 40 (0) 40 55 55 40 1.38
生物・環境系 240 (2) 238 254 254 238 1.07

計 8,020 (44) 7,976 8,342 8,319 7,630 1.09
1,760 (14) 1,746 1,840 1,836 1,695 1.08

37,120 (240) 36,880 41,393 41,313 36,266 1.14

○＊募集人員欄の（　）内の数字は、転編入学者等の募集人員であり、募集人員の内数である。

２年度 ３１年度

全日制
の課程

定時制
の課程

計

○＊全日制の課程の普通科には、伊奈学園中学校から伊奈学園総合高等学校に、及びさいたま立
浦和市立浦和中学校からさいたま市立浦和高等学校に進学予定の１６０人を含む。

募集人員

普 通 科

専門学科

総合学科
全体

○＊伊奈学園中学校から伊奈学園総合高等学校への進学者数及びさいたま市立浦和中学校から
　　　さいたま市立浦和高等学校への進学者数を含まない。以下同じ。



(2)　不登校の生徒などを対象とした特別な選抜の実施状況【第３表】
自己申告

書
提出者数

受検者数
入学許可
候補者数

２年度 323 317 242
３１年度 301 300 240

２年度 164 162 157
３１年度 190 190 180

２年度 487 479 399
３１年度 491 490 420

(3)　欠員補充を実施した学校数等【第４表】

２年度 ３１年度 ２年度 ３１年度 ２年度 ３１年度 ２年度 ３１年度
学校数 16 16 22 23 3 2 39 40
欠員数 351 477 369 356 60 82 780 915

(4)　欠員補充における入学許可候補者数及び欠員数【第５表】

学校数 募集人員 受検者数
入学許可
候補者数

欠員数

２年度 39 780 288 261 527
３１年度 40 915 417 408 509

(5)　募集人員の充足しない学校数（欠員補充後）
29 校

受検者数に対する入学
許可候補者数の割合

全日制の
課程

76.3%
80.0%

定時制の
課程

96.9%
94.7%

計
83.3%
85.7%

普通科 専門学科 総合学科 計

○　学校数については、１校が複数の学科で欠員補充を実施している場合がある。

○＊一部の学校で、募集人員を超える人数を入学許可候補者としているため、欠員数は募集人員から
＊＊入学許可候補者数を引いた数よりも多くなっている。



(6)　総入学許可候補者数【第６表】

一般募集 欠員補充 合計

〔26,980〕 （182） 〔26,798〕 〔26,616〕 〔181〕 〔26,797〕

〔27,540〕 〔185〕 〔27,355〕 〔27,274〕 〔206〕 〔27,480〕
〔360〕 　 （0） 〔360〕 〔325〕 〔1〕 〔326〕
〔400〕 　〔0〕 〔400〕 〔339〕 〔14〕 〔353〕

〔27,340〕 (182） 〔27,158〕 〔26,941〕 〔182〕 〔27,123〕
〔27,940〕 〔185〕 〔27,755〕 〔27,613〕 〔220〕 〔27,833〕

〔840〕 　 （6） 〔834〕 〔801〕 〔9〕 〔810〕
〔840〕 　〔6〕 〔834〕 〔828〕 〔4〕 〔832〕

〔2,640〕 　（19） 〔2,621〕 〔2,551〕 〔13〕 〔2,564〕
〔2,7２0〕 　〔18〕 〔2,702〕 〔2,630〕 〔34〕 〔2,664〕
〔2,580〕 　（15） 〔2,565〕 〔2,405〕 〔28〕 〔2,433〕
〔2,620〕 　〔14〕 〔2,606〕 〔2,409〕 〔90〕 〔2,499〕

〔320〕 　 （1） 〔319〕 〔282〕 〔9〕 〔291〕
〔320〕 　 〔1〕 〔319〕 〔312〕 〔3〕 〔315〕
〔80〕 　 （0） 〔80〕 〔80〕 -  〔80〕
〔80〕 　〔0〕 〔80〕 〔82〕 -  〔82〕

〔360〕 　 （1） 〔359〕 〔362〕 -  〔362〕
〔360〕 　 〔1〕 〔359〕 〔364〕 -  〔364〕
〔120〕 　 （0） 〔120〕 〔118〕 〔2〕 〔120〕
〔120〕 　 〔0〕 〔120〕 〔120〕 -  〔120〕
〔120〕 　 （0） 〔120〕 〔93〕 〔0〕 〔93〕
〔120〕 　 〔0〕 〔120〕 〔113〕 〔2〕 〔115〕
〔40〕 　 （0） 〔40〕 〔40〕 -  〔40〕
〔40〕 　 〔0〕 〔40〕 〔25〕 〔9〕 〔34〕

〔160〕 　 （0） 〔160〕 〔146〕 〔9〕 〔155〕
〔160〕 　 〔0〕 〔160〕 〔161〕 -  〔161〕
〔280〕 　 （0） 〔280〕 〔282〕 -  〔282〕
〔280〕 　 〔0〕 〔280〕 〔282〕 -  〔282〕
〔80〕 　 （0） 〔80〕 〔72〕 〔2〕 〔74〕
〔80〕 　 〔0〕 〔80〕 〔65〕 〔5〕 〔70〕
〔40〕 　 （0） 〔40〕 〔40〕 -  〔40〕
〔40〕 　 〔0〕 〔40〕 〔41〕 -  〔41〕
〔40〕 　 （0） 〔40〕 〔40〕 -  〔40〕
〔40〕 　 〔0〕 〔40〕 〔40〕 -  〔40〕
〔40〕 　 （0） 〔40〕 〔40〕 -  〔40〕
〔40〕 　 〔0〕 〔40〕 〔40〕 -  〔40〕
〔40〕 　 （0） 〔40〕 〔40〕 -  〔40〕
〔40〕 　 〔0〕 〔40〕 〔40〕 -  〔40〕

〔240〕 　 （2） 〔238〕 〔238〕 -  〔238〕
〔240〕 　 〔2〕 〔238〕 〔239〕 -  〔239〕

〔8,020〕 　（44） 〔7,976〕 〔7,630〕 〔72〕 〔7,702〕
〔8,140〕 　 〔42〕 〔8,098〕 〔7,791〕 〔147〕 〔7,938〕
〔1,760〕 　（14） 〔1,746〕 〔1,695〕 〔7〕 〔1,702〕
〔1,800〕 　 〔13〕 〔1,787〕 〔1,729〕 〔41〕 〔1,770〕

〔37,120〕 　（240） 〔36,880〕 〔36,266〕 〔261〕 〔36,527〕
〔37,880〕 　 〔240〕 〔37,640〕 〔37,133〕 〔408〕 〔37,541〕

募集人員
入学許可
予定者数

入学許可候補者数

普 通 科

普通科

コース

計

専門学科

農業

工業

商業

家庭

看護

外国語

美術

音楽

書道

体育

理数

福祉

人文

国際文化

映像芸術

舞台芸術

生物・環境系

計

総合学科

全体

○＊募集人員欄の（　）内の数字は、転編入学者等の募集人員であり、募集人員の内数である。
○＊〔　〕内の数字は、昨年度のものである。



４　定時制の課程

(1)　一般募集【第７表】

入学許可
予定者数

志願
確定者数
(R2.2.21)

実受検者
数
(B)

入学許可
候補者数

(C)

競争率
(B/C)

普通科 960 (40) 920 341 335 334 1.00
工業科 240 － 240 48 48 48 1.00
商業科 40 － 40 12 12 12 1.00

総合学科 976 (16) 960 738 733 722 1.02
全体 2,216 (56) 2,160 1,139 1,128 1,116 1.01

(2)　総入学許可候補者数【第８表】

欠員補充 合計

〔960〕 (40) 〔334〕 〔＊7〕 〔58〕 〔392〕
〔960〕 〔40〕 〔292〕 〔＊7〕 〔48〕 〔340〕
〔240〕 － 〔48〕 〔＊2〕 〔26〕 〔74〕
〔240〕 － 〔48〕 〔＊1〕 〔9〕 〔57〕
〔40〕 － 〔12〕 〔＊3〕 〔2〕 〔14〕
〔40〕 － 〔5〕 〔＊0〕 〔0〕 〔5〕

〔976〕 (16) 〔722〕 〔＊4〕 〔50〕 〔772〕
〔976〕 〔16〕 〔719〕 〔＊1〕 〔59〕 〔778〕

〔2,216〕 (56) 〔1,116〕 〔＊16〕 〔136〕 〔1,252〕
〔2,216〕 〔56〕 〔1,064〕 〔＊9〕 〔116〕 〔1,180〕

○＊募集人員欄の（　）内の数字は、転編入学者等の募集人員であり、募集人員の内数である。
○＊〔　〕内の数字は、昨年度のものである。
○＊＊印の数字は、特別募集の人数であり、各募集における入学許可候補者の内数である。
○＊欠員補充による入学許可候補者数は、令和２年４月２２日現在の数である。

(3)　募集人員の充足しない学校数（欠員補充後）
24 校

５　令和２年度埼玉県公立高等学校入学者選抜学力検査結果（全日制の課程）

受検者平均点【第９表】

国語 社会 数学 理科 英語 数学 英語
２年度 57.2 55.4 67.9 51.1 52.2 55.2 58.9

受検者数 41,206 41,206 31,796 41,206 31,796 9,410 9,410
３１年度 58.3 60.3 42.3 44.5 47.7 53.5 64.3

受検者数 43,424 43,424 33,564 43,424 33,564 9,860 9,860

○＊各教科１００点を満点とする。

募集人員
(A)

○＊募集人員欄の（　）内の数字は、転編入学者等の募集人員であり、募集人員の内数である。

募集人員
入学許可候補者数

一般募集

学校選択問題

普通科

工業科

商業科

総合学科

全体

学力検査問題


