
 全日制 県立上尾高等学校（普通科） 

    令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）学力検査を重視して選抜する。 

（２）部活動や生徒会活動等に積極的に取り組み、優れた実績をあげた者の選抜に配慮する。 

  選抜資料   

 ○学力検査の扱い  ………… [５００点]  

   1年 2年 3年      

 ○調査書の扱い 学習の記録の得点 （１：１：２） ……… （１８０点）     

  特別活動等の記録の得点 ……… （１２０点） …… [３２０点]  

  その他の項目の得点 ……… （ ２０点）    

 ○その他の資料 なし       

  一般募集   

 ●第１次選抜（７５％を入学許可候補者とする） 

  （各資料の配点）  

  ①学力検査 ②調査書 ③その他 ④合  計  

  ５００点 ３３６点 実施しない ８３６点  

 ●第２次選抜（２２％を入学許可候補者とする） 

 （各資料の配点）  

  ⑤学力検査 ⑥調査書 ⑦その他 ⑧合  計  

  ５００点 ２１８点 実施しない ７１８点  

 ●第３次選抜（３％を入学許可候補者とする） 

 第１次選抜における合計得点の一定の順位の者を対象に、特別活動等の記録の得点で選抜する。 

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（１２０点）】 
○学級活動・生徒会活動     

以下の活動により得点を与える。 
・生徒会長、生徒会副会長、その他生徒会役員など。 
・各種委員会委員長、委員会副委員長。 
・学級委員長又はこれに準ずるもの。 
・その他評価できるもの。 

○部活動 
以下を目安として、レギュラー（該当する大会等に実際に出場した者）や登録メンバーとしての実績を評 
価し、得点を与える。なお、主催団体、予選の有無、大会規模等を考慮する。 

  ・運動部  全国大会、関東大会、県大会、郡市大会の出場等の成績により得点を与える。県選抜選手、

部長等を評価する。 
  ・文化部  全国大会、関東大会、県大会、郡市大会の出場(出展)等の成績により得点を与える。部長等を

評価する。 
○調査書の「５その他」欄に記載された活動のうち、運動部・文化部に準じて評価できるものに対して得点を 
 与える。 
【その他の項目の得点（２０点）】       
○資格取得等 以下の資格を取得している者に得点を与える。 

       英語検定３級以上、漢字検定３級以上、数学検定３級以上など。 

  第２志望   

 なし 

  その他   

 なし 

 

 



 全日制 県立上尾高等学校（商業科） 

    令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）学力検査を重視して選抜する。 

（２）部活動や生徒会活動等に積極的に取り組み、優れた実績をあげた者の選抜に配慮する。 

  選抜資料   

 ○学力検査の扱い  ………… [５００点]  

   1年   2年   3年      

 ○調査書の扱い 学習の記録の得点 （１：１：２） ……… （１８０点）     

  特別活動等の記録の得点 ……… （１２０点） …… [３２０点]  

  その他の項目の得点 ……… （ ２０点）    

 ○その他の資料 なし       

  一般募集   

 ●第１次選抜（７０％を入学許可候補者とする） 

  （各資料の配点）  

  ①学力検査 ②調査書 ③その他 ④合  計  

  ５００点 ３３６点 実施しない ８３６点  

 ●第２次選抜（１８％を入学許可候補者とする） 

 （各資料の配点）  

  ⑤学力検査 ⑥調査書 ⑦その他 ⑧合  計  

  ５００点 ２１８点 実施しない ７１８点  

 ●第３次選抜（１２％を入学許可候補者とする） 

 第１次選抜における合計得点の一定の順位の者を対象に、特別活動等の記録の得点で選抜する。 

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（１２０点）】 

○学級活動・生徒会活動      

以下の活動により得点を与える。 

・生徒会長、生徒会副会長、その他生徒会役員など。 

・各種委員会委員長、委員会副委員長。 

・学級委員長又はこれに準ずるもの。 

・その他評価できるもの。 

○部活動 

  以下を目安として、レギュラー（該当する大会等に実際に出場した者）や登録メンバーとしての実績を評 

価し、得点を与える。なお、主催団体、予選の有無、大会規模等を考慮する。 

  ・運動部  全国大会、関東大会、県大会、郡市大会の出場等の成績により得点を与える。県選抜選手、

部長等を評価する。 

  ・文化部  全国大会、関東大会、県大会、郡市大会の出場(出展)等の成績により得点を与える。部長等

を評価する。 

○調査書の「５その他」欄に記載された活動のうち、運動部・文化部に準じて評価できるものに対して得点を 

 与える。  

【その他の項目の得点（２０点）】       

○資格取得等 以下の資格を取得している者に得点を与える。 

       英語検定３級以上、漢字検定３級以上、数学検定３級以上など。 

  第２志望   

 なし 

  その他   

 なし 

 



  全日制 県立上尾鷹の台高等学校（普通科） 

     令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）第１次選抜においては学力検査と調査書の記録を同等に扱い選抜する。 

   第２次選抜においては調査書の記録をより重視して選抜する。 

（２）調査書の「特別活動等の記録」において、特に生徒会活動・部活動の実績を重視する。 

（３）学校生活における特筆すべき事項・取得資格を評価する。 

  選抜資料   

 ○学力検査の扱い  ………… [５００点]  

   
1年   2年   3年

 
     

 ○調査書の扱い 学習の記録の得点 （１：１：３） ……… （２２５点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （１１０点） …… [４００点]  

  その他の項目の得点 ……… （ ６５点）

 

   

 ○その他の資料 なし       

  一般募集   

 ●第１次選抜（７５％を入学許可候補者とする） 

  （各資料の配点）  

  ①学力検査 ②調査書 ③その他 ④合  計  

  ５００点 ４００点 実施しない ９００点  

 ●第２次選抜（２５％を入学許可候補者とする） 

 （各資料の配点）  

  ⑤学力検査 ⑥調査書 ⑦その他 ⑧合  計  

  ５００点 ８００点 実施しない １３００点  

  

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（１１０点）】 次の区分により、得点を与える。 

〇学級活動   ・学級委員や中央委員、評議委員等 

〇生徒会活動  ・生徒会長または副会長、生徒会役員（書記、会計、生徒会本部役員等） 

〇学校行事   ・学校行事の実行委員長、副実行委員長、実行委員等 

〇部活動 

 部活動については、次の区分を目安として、特に、レギュラー（登録メンバー、ベンチ入り等）としての 

 部活動実績を評価し、実績に応じて得点を与える。主催団体、予選の有無、大会規模等を考慮する。 

 運動部  ・全国大会 出場 

      ・関東大会 出場、優勝、準優勝 

      ・県大会  出場、優勝、準優勝、ベスト４、ベスト１６ 

            選抜選手、優秀選手、選抜候補選手 

      ・郡市大会 出場、優勝、ベスト４、選抜選手、優秀選手 

      ・部長、副部長、部活動への所属 

 文化部  ・全国大会 出場・出展、１位・２位等入賞 

      ・関東大会 出場・出展、１位・２位等入賞 

      ・県大会・県コンクール・県展（中文連主催のもの） 出場・出展、入賞 

      ・コンクール地区大会 入賞 

      ・部長、副部長、部活動への所属 

 

 

 



【その他の項目の得点（６５点）】 

〇資格取得等 以下の資格を取得している場合、等級に応じて評価し、得点を与える。 

       ・剣道、柔道等の有段者、その他スポーツ等資格で有段者相当 

       ・英語検定、数学検定、漢字検定等 

       ・新体力テストＡ 

〇校外での活動で部活動に準じるもの 

 上記部活動等の評価基準の区分を目安として、レギュラー（登録メンバー、ベンチ入り等）としての活動実

績を評価し、実績に応じて得点を与える。主催団体、予選の有無、大会規模等を考慮する。 

〇ボランティア活動 その内容に応じて得点を与える。 

  第２志望   

 なし 

  その他   

 なし 

全日制 県立上尾鷹の台高等学校（普通科） 

 

 



  全日制 県立上尾橘高等学校（普通科） 

     令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）学力検査と調査書の記録に大きな差を設けずに選抜する。 

（２）面接を実施し、受検生の意欲・態度を積極的に評価する。 

（３）調査書の「特別活動等の記録」、特に生徒会活動や部活動に積極的に取り組んだ者の選抜に配慮する。 

  選抜資料   

 ○学力検査の扱い  ………… [５００点]  

   
1年   2年   3年

 
     

 ○調査書の扱い 学習の記録の得点 （１：１：３） ……… （２２５点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （ ５０点） …… [３００点]  

  その他の項目の得点 ……… （ ２５点）

 

   

 ○その他の資料 面接    ………… [１００点]  

  一般募集   

 ●第１次選抜（８０％を入学許可候補者とする） 

  （各資料の配点）  

  ①学力検査 ②調査書 ③面 接 ④合  計  

  ５００点 ４８０点 １００点 １０８０点  

 ●第２次選抜（２０％を入学許可候補者とする） 

 （各資料の配点）  

  ⑤学力検査 ⑥調査書 ⑦面 接 ⑧合  計  

  ５００点 ６００点 １００点 １２００点  

  

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（５０点）】 

○学級活動・生徒会活動 

・区分Ａ 生徒会長、生徒会副会長、生徒会本部役員など 

・区分Ｂ 各種委員会委員長、委員会副委員長など 

・区分Ｃ 学級委員、副学級委員など 

・区分Ｄ その他評価できるもの 

○部活動 

運動部：全国大会出場、関東大会出場、県大会ベスト１６以上、県大会出場、郡市大会ベスト８以上など。

部長、副部長など。 

文化部：全国大会等への出場・出展・入賞、関東大会への出場・出展・入賞、県大会等への出場・出展・入

賞、郡市大会への入賞など。部長、副部長など。 

【その他の項目の得点（２５点）】 

○資格取得等 ※以下の資格を取得している場合に得点を与える。 

英語検定４級以上、漢字検定４級以上、数学検定４級以上、珠算検定４級以上、書写検定４級以上、ワープ

ロ検定４級以上、柔道有段者、剣道有段者など。 

○ボランティア活動 ※特に顕著な活動がある場合に得点を与える。 

  第２志望   

 なし 

  その他   

 なし 

 



  全日制 県立上尾南高等学校（普通科） 

     令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）第１次選抜では学力検査と調査書の記録に大きな差を設けずに選抜し、第２次選抜では調査書を重視して

選抜する。 

（２）調査書の「特別活動等の記録」のうち、特に部活動に積極的に取り組んだ者の選抜に配慮する。 

  選抜資料   

 ○学力検査の扱い  ………… [５００点]  

   
1年   2年   3年

 
     

 ○調査書の扱い 学習の記録の得点 （１：１：３） ……… （２２５点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （１００点） …… [３４０点]  

  その他の項目の得点 ……… （ １５点）

 

   

 ○その他の資料 なし       

  一般募集   

 ●第１次選抜（８０％を入学許可候補者とする） 

  （各資料の配点）  

  ①学力検査 ②調査書 ③その他 ④合  計  

  ５００点 ４７６点 実施しない ９７６点  

 ●第２次選抜（２０％を入学許可候補者とする） 

 （各資料の配点）  

  ⑤学力検査 ⑥調査書 ⑦その他 ⑧合  計  

  ５００点 ６８０点 実施しない １１８０点  

  

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（１００点）】 

○学級活動  学級委員長、学級委員、各種委員 

○生徒会活動 生徒会長、生徒会副会長、生徒会本部役員、各種委員会委員長・副委員長 

○学校行事  実行委員会委員長、実行委員会副委員長 

○部活動   全国大会出場、関東大会出場、県大会ベスト８以上、県コンクール入賞、 

       県大会出場・出展・出品、地区大会又はこれに準ずる大会で入賞、選抜選手、部長 

     ※調査書の「５ その他」欄に記載された校外におけるスポーツ・文化活動等の実績は部 

      活動に準じて評価する。 

【その他の項目の得点（１５点）】 

○資格取得等  英語検定・数学検定・漢字検定等の資格取得について、段階的に得点を与える。 

○ボランティア活動  顕著な活動がある場合に得点を与える。 

  第２志望   

 なし 

  その他   

 なし 

 

 



  全日制 県立朝霞高等学校（普通科） 

     令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）学力検査と調査書の記録に大きな差を設けずに選抜することとする。 

（２）面接は実施しない。 

（３）調査書の「特別活動等の記録」、特に部活動・生徒会活動に積極的に取り組んだ者の選抜に配慮する。 

  選抜資料   

 ○学力検査の扱い  ………… [５００点]  

   
1年   2年   3年

 
     

 ○調査書の扱い 学習の記録の得点 （１：１：３） ……… （２２５点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （ ４０点） …… [２７０点]  

  その他の項目の得点 ……… （  ５点）

 

   

 ○その他の資料 なし       

  一般募集   

 ●第１次選抜（７５％を入学許可候補者とする） 

  （各資料の配点）  

  ①学力検査 ②調査書 ③その他 ④合  計  

  ５００点 ４０５点 実施しない ９０５点  

 ●第２次選抜（２５％を入学許可候補者とする） 

 （各資料の配点）  

  ⑤学力検査 ⑥調査書 ⑦その他 ⑧合  計  

  ５００点 ５４０点 実施しない １０４０点  

  

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（４０点）】 

○学級活動・生徒会活動 

区分Ａ  生徒会会長・副会長など 

区分Ｂ 各種委員会委員長など 

区分Ｃ 学級活動、学校行事について活動が顕著であること 

○部活動 本校の基準により実績・役職について得点を与える。 

運動部 全国・関東大会出場・県大会ベスト１６以上（県レベル上位入賞以上）、 

県大会出場、県・地区選抜選手、部長など 

調査書の「５その他」欄に記載された活動のうち、運動部に準じて評価できるもの 

文化部 全国・関東大会等への出場・出展、県大会等への出場・出展、部長など 

○調査書の「５その他」欄に記載された活動のうち、文化部に準じて評価できるもの 

【その他の項目の得点（５点）】 

○資格取得等     ※以下の資格を取得している場合に得点を与える。 

英語検定準２級以上、漢字検定準２級以上、数学検定準２級以上 

  第２志望   

 なし 

  その他   

 なし 

 

 



  全日制 県立朝霞西高等学校（普通科） 

     令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）調査書の記録に対して、学力検査を重視した選抜を行う。 

（２）調査書の「特別活動等の記録」について、学級活動、生徒会活動、学校行事、部活動に積極的に取り組ん

だ者の選抜に配慮する。 

  選抜資料   

 ○学力検査の扱い  ………… [５００点]  

   
1年   2年   3年

 
     

 ○調査書の扱い 学習の記録の得点 （１：１：３） ……… （２２５点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （ ６０点） …… [３００点]  

  その他の項目の得点 ……… （ １５点）

 

   

 ○その他の資料 なし       

  一般募集   

 ●第１次選抜（８０％を入学許可候補者とする） 

  （各資料の配点）  

  ①学力検査 ②調査書 ③その他 ④合  計  

  ５００点 ３３４点 実施しない ８３４点  

 ●第２次選抜（１５％を入学許可候補者とする） 

 （各資料の配点）  

  ⑤学力検査 ⑥調査書 ⑦その他 ⑧合  計  

  ５００点 ２１５点 実施しない ７１５点  

 ●第３次選抜（５％を入学許可候補者とする） 

 第１次選抜における合計得点の一定の順位の者を対象に、特別活動等の記録の得点、その他の項目の得点で

選抜する。 

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（６０点）】 

 以下の項目について得点を加算する。 

○学級活動  学級委員、ＨＲ委員、中央委員、評議委員など 

○生徒会活動 生徒会役員（会長、副会長、書記、会計）、専門委員会の委員長・副委員長など 

○学校行事  実行委員長、副実行委員長など 

○部活動   関東大会出場、県大会出場、班（地区）大会入賞、部長・副部長など。 

○調査書の「５ その他」の欄に記載された活動のうち、クラブ団体での活動など運動部・文化部に準じて 

評価できるものは同様に評価する。 

【その他の項目の得点（１５点）】 

 以下の項目について特に優れた記録がある場合、得点を加算する。 

○校外の活動の記録 

○資格・検定の記録 

  第２志望   

 なし 

  その他   

 なし 

 

 



  全日制 県立いずみ高等学校（生物系・環境系共通） 

     令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）第１次選抜において、学力検査と調査書の記録は大きな差を設けずに選抜する。 

（２）調査書の「特別活動等の記録」・「その他の項目」の内容を重視して評価する。 

（３）面接を実施して、関心・意欲・態度を評価する。 

  選抜資料   

 ○学力検査の扱い  ………… [５００点]  

   
1年   2年   3年

 
     

 ○調査書の扱い 学習の記録の得点 （１：１：２） ……… （１８０点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （ ９０点） …… [３００点]  

  その他の項目の得点 ……… （ ３０点）

 

   

 ○その他の資料 面接    ………… [１００点]  

  一般募集   

 ●第１次選抜（８０％を入学許可候補者とする） 

  （各資料の配点）  

  ①学力検査 ②調査書 ③面接 ④合  計  

  ５００点 ５００点 １００点 １１００点  

 ●第２次選抜（２０％を入学許可候補者とする） 

 （各資料の配点）  

  ⑤学力検査 ⑥調査書 ⑦面接 ⑧合  計  

  ５００点 ３１５点 １００点 ９１５点  

  

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（９０点）】 

○生徒会・学級活動  ※例えば、以下の内容について得点を与える。 

・学級活動：委員長・副委員長 

・生徒会活動：会長、副会長、書記、会計、委員長、副委員長 

・学校行事の役職：委員長、副委員長 

・学校行事の実績：マラソン大会上位入賞、美術展・書き初め展・硬筆展の郡市展以上で入賞、 

その他のコンクール等で郡市大会以上に入選・入賞  

○部活動   ※例えば、以下の内容について得点を与える。 

・役職：部長、副部長 

・実績 運動部：関東大会以上に出場、県大会８位入賞、県大会出場、郡市大会以上で入賞 

文化部：関東大会以上に出場、県大会出場、郡市大会以上で入選 

・調査書の「５その他」欄に記載された活動のうち、運動部・文化部に準じて評価できるもの 

【その他の項目の得点（３０点）】 

○総合的な学習の時間の記録：特に顕著な内容の場合に得点を与える。 

○資格取得  ※例えば、以下の資格を取得している場合に得点を与える。 

・英語検定４級以上、漢字検定４級以上、数学検定４級以上、パソコン検定（Ｐ検）４級以上 

武道初段以上、珠算３級以上など 

○その他 ・その他の顕著な活動の場合に得点を与える。 

  第２志望   

 生物系と環境系の間で、相互に第２志望を認める。 

  その他   

 なし 

 



  全日制 県立伊奈学園総合高等学校（普通学系） 

     令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）学力検査と調査書の記録については、学力検査を重視する。 

（２）中学校の各大会、展覧会等の実績や資格等について評価する。 

（３）第３次選抜において、部活動の記録を重視する。 

  選抜資料   

 ○学力検査の扱い  ………… [５００点]  

   
1年   2年   3年

 
     

 ○調査書の扱い 学習の記録の得点 （１：１：３） ……… （２２５点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （ ５０点） …… [３００点]  

  その他の項目の得点 ……… （ ２５点）

 

   

 ○その他の資料 なし       

  一般募集   

 ●第１次選抜（７０％を入学許可候補者とする） 

  （各資料の配点）  

  ①学力検査 ②調査書 ③その他 ④合  計  

  ５００点 ３３４点 実施しない ８３４点  

 ●第２次選抜（２９％を入学許可候補者とする） 

  （各資料の配点）  

  ⑤学力検査 ⑥調査書 ⑦その他 ⑧合  計  

  ５００点 ２１５点 実施しない ７１５点  

 ●第３次選抜（１％を入学許可候補者とする） 

 第１次選抜における合計得点の一定の順位の者を対象に、調査書の特別活動等の記録の得点、その他の項目

の得点で選抜する。 

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（５０点）】 

○学級活動・生徒会活動・学校行事  以下の区分により得点を加算する。 

   区分Ａ 生徒会長、生徒会副会長、その他の本部役員 

   区分Ｂ  学級委員（３年連続） 

   区分Ｃ 文化祭、体育祭、修学旅行実行委員長 

○部活動  以下の区分により得点を与える。 

  運動部：全国大会・関東大会・県大会への出場・入賞、県選抜選手、県選抜候補選手、 

           郡市大会入賞、郡市選抜選手、格技有段、部長など 

  文化部：全国大会・関東大会への出場・出展・入賞、県大会・郡市大会での入賞、部長など 

 ○調査書「５その他」欄に記載された活動のうち、運動部・文化部に準じて評価できるものに対して得点を

    与える。  

【その他の項目の得点（２５点）】 

○資格取得等 

 以下の資格を取得している場合に、級または点によって得点を与える。 

 英語検定３級以上、ＴＯＥＦＬ３８点以上、ＴＯＥＩＣ３６５点以上、漢字検定３級以上、 

 数学検定３級以上、仏語検定・独語検定・中国語検定、硬筆・毛筆検定３級以上､情報活用試験２級以上など

  第２志望   

 なし 

  その他   

 なし 

 



   全日制 県立伊奈学園総合高等学校（スポーツ科学系・芸術系共通） 

     令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）学力検査と調査書の記録は学力検査を重視する。 

（２）第２次選抜は、実技検査を重視する。 

（３）中学校の各大会、展覧会等の実績や資格等について評価する。 

（４）第３次選抜において、部活動の記録を重視する。 

  選抜資料   

 ○学力検査の扱い  ………… [５００点]  

   
1年   2年   3年

 
     

 ○調査書の扱い 学習の記録の得点 （１：１：３） ……… （２２５点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （ ５０点） …… [３００点]  

  その他の項目の得点 ……… （ ２５点）

 

   

 ○その他の資料 実技検査    ………… [１５０点]  

  一般募集   

 ●第１次選抜（７０％を入学許可候補者とする） 

  （各資料の配点）  

  ①学力検査 ②調査書 ③実技検査 ④合  計  

  ５００点 ３３４点 １５０点 ９８４点  

 ●第２次選抜（２９％を入学許可候補者とする） 

  （各資料の配点）  

  ⑤学力検査 ⑥調査書 ⑦実技検査 ⑧合  計  

  ５００点 ３３４点 ３００点 １１３４点  

 ●第３次選抜（１％を入学許可候補者とする） 

 第１次選抜における合計得点の一定の順位の者を対象に、調査書の特別活動等の記録の得点、その他の項目

の得点で選抜する。 

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（５０点）】 

○学級活動・生徒会活動・学校行事  以下の区分により得点を加算する。 

   区分Ａ 生徒会長、生徒会副会長、その他の本部役員 

   区分Ｂ  学級委員（３年連続） 

   区分Ｃ 文化祭、体育祭、修学旅行実行委員長 

○部活動  以下の区分により得点を与える。 

  運動部：全国大会・関東大会・県大会への出場・入賞、県選抜選手、県選抜候補選手、 

           郡市大会入賞、郡市選抜選手、格技有段、部長など 

  文化部：全国大会・関東大会への出場・出展・入賞、県大会・郡市大会での入賞、部長など 

 ○調査書「５その他」欄に記載された活動のうち、運動部・文化部に準じて評価できるものに対して得点を

    与える。  

【その他の項目の得点（２５点）】 

○資格取得等 

 以下の資格を取得している場合に、級または点によって得点を与える。 

 英語検定３級以上、ＴＯＥＦＬ３８点以上、ＴＯＥＩＣ３６５点以上、漢字検定３級以上、 

 数学検定３級以上、仏語検定・独語検定・中国語検定、硬筆・毛筆検定３級以上､情報活用試験２級以上など

  第２志望   

 なし 

  その他   

 なし 

 

 



参考  県立伊奈学園総合高等学校の過去３年間の各学系選択者数（中高一貫教育の生徒を除く） 

普通 芸術  

人文 理数 語学 
生活

科学

情報

経営

スポー

ツ科学 音楽 美工 書道 

合計 

令和 ４年度入学生 ５９４ ７３ ２３ ２５ ３ ７１８ 

令和 ３年度入学生 １８８ １０５ １０４ ５７ ６８ ９４ ２８ ２９ ６ ６７９ 

令和 ２年度入学生 １９９ ９７ １３７ ６６ ６９ ９２ ３０ ３５ ７ ７３２ 

※ 普通学系は入学後、人文・理数・語学・生活科学・情報経営から選択し、２年次から分かれる。 

 



  全日制 県立入間向陽高等学校（普通科） 

     令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）学力検査と調査書の記録のバランスに配慮しつつ、第２次選抜では学力検査の結果を重視する。 

（２）調査書の「特別活動等の記録」のうち、特に生徒会活動及び部活動に積極的に取り組んだ者を評価する。

  選抜資料   

 ○学力検査の扱い  ………… [５００点]  

   
1年   2年   3年

 
     

 ○調査書の扱い 学習の記録の得点 （１：１：３） ……… （２２５点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （ ６０点） …… [３３５点]  

  その他の項目の得点 ……… （ ５０点）

 

   

 ○その他の資料 なし       

  一般募集   

 ●第１次選抜（６５％を入学許可候補者とする） 

  （各資料の配点）  

  ①学力検査 ②調査書 ③その他 ④合  計  

  ５００点 ３３５点 実施しない ８３５点  

 ●第２次選抜（３３％を入学許可候補者とする） 

 （各資料の配点）  

  ⑤学力検査 ⑥調査書 ⑦その他 ⑧合  計  

  ５００点 ２１５点 実施しない ７１５点  

 ●第３次選抜（２％を入学許可候補者とする） 

 第２次選抜における合計得点の一定の順位の者を対象に、特別活動等の記録の得点で選抜する。 

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（６０点）】 

○学級会活動   ・委員会     ・その他 

○生徒会活動   ・役職      ・その他 

○学校行事    ・学校行事において活動が顕著なもの   ・その他 

○部活動     ・役職   ・大会等の結果   ・展覧会等の結果   ・その他 

【その他の項目の得点（５０点）】 

○特技 

 ・資格 英語検定３級以上、漢字検定３級以上、数学検定３級以上など、その他 

 ・学校外での活動の成果（クラブ活動等での成果）     ・その他 

○その他     ・地域社会において活動が顕著なもの   ・その他 

  第２志望   

 なし 

  その他   

 なし 

 

 



  全日制 県立岩槻高等学校（普通科） 

     令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）第１次選抜では、学力検査と調査書の記録に大きな差を設けずに選抜し、第２次選抜では学力検査を重視

して選抜する。 

（２）調査書の特別活動等の記録は特に部活動と生徒会活動に積極的に取り組んだ生徒を評価する。 

  選抜資料   

 ○学力検査の扱い  ………… [５００点]  

   
1年   2年   3年

 
     

 ○調査書の扱い 学習の記録の得点 （１：２：３） ……… （２７０点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （ ６０点） …… [３６０点]  

  その他の項目の得点 ……… （ ３０点）

 

   

 ○その他の資料 なし       

  一般募集   

 ●第１次選抜（７０％を入学許可候補者とする） 

  （各資料の配点）  

  ①学力検査 ②調査書 ③その他 ④合  計  

  ５００点 ４６８点 実施しない ９６８点  

 ●第２次選抜（２７％を入学許可候補者とする） 

 （各資料の配点）  

  ⑤学力検査 ⑥調査書 ⑦その他 ⑧合  計  

  ５００点 ３６０点 実施しない ８６０点  

 ●第３次選抜（３％を入学許可候補者とする） 

 第１次選抜における合計得点の一定の順位の者を対象に、調査書の特別活動等の記録の得点、その他の項目

の得点で選抜する。 

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（６０点）】 

○生徒会活動・学級活動 

 ・生徒会長、生徒会副会長、生徒会本部役員、各種委員会委員長（学校全体のもの） 

 ・学級委員（３か年連続） 

 ・その他評価できるもの 

○部活動（運動部・文化部） 

 ・郡市大会またはこれに準ずる大会以上への出場・出展・出品及び成績(本人が出場・出展・出品したもの）

 ・選抜選手、部長 

 ・その他評価できるもの 

  なお、調査書の「５その他」の欄に記載されたもののうち、部活動に属するものを部活動に準じて扱う 

【その他の項目の得点（３０点）】 

○検定      ・英検（３級以上）、漢検（３級以上）、数検（３級以上） 

○個人的実績   ・英語等スピーチコンテスト 

         ・駅伝、陸上記録会 

         ・教育委員会等主催の書初め展、硬筆展、美術展、科学展等での出品、出展及び成績 

         ・その他評価できるもの 

○ボランティア活動・学校外の福祉、ボランティア活動において、継続的・指導的立場で取り組んでいるもの

  第２志望   

 普通科と国際文化科の間で、相互に第２志望を認める。 

  その他   

 外国人特別選抜を実施する。 

 



  全日制 県立岩槻高等学校（国際文化科） 

     令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）第１次選抜では、学力検査と調査書の記録に大きな差を設けずに選抜し、第２次選抜では学力検査を重視

して選抜する。 

（２）調査書の特別活動等の記録は特に部活動と生徒会活動に積極的に取り組んだ生徒を評価する。 

  選抜資料   

 ○学力検査の扱い  ………… [５００点]  

   
1年   2年   3年

 
     

 ○調査書の扱い 学習の記録の得点 （１：２：３） ……… （２７０点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （ ６０点） …… [３６０点]  

  その他の項目の得点 ……… （ ３０点）

 

   

 ○その他の資料 なし       

  一般募集   

 ●第１次選抜（７０％を入学許可候補者とする） 

  （各資料の配点）  

  ①学力検査 ②調査書 ③その他 ④合  計  

  ５００点 ４６８点 実施しない ９６８点  

 ●第２次選抜（３０％を入学許可候補者とする） 

 （各資料の配点）  

  ⑤学力検査 ⑥調査書 ⑦その他 ⑧合  計  

  ５００点 ３６０点 実施しない ８６０点  

  

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（６０点）】 

○生徒会活動・学級活動 

 ・生徒会長、生徒会副会長、生徒会本部役員、各種委員会委員長（学校全体のもの） 

 ・学級委員（３か年連続） 

 ・その他評価できるもの 

○部活動（運動部・文化部） 

 ・郡市大会またはこれに準ずる大会以上への出場・出展・出品及び成績(本人が出場・出展・出品したもの）

 ・選抜選手、部長 

 ・その他評価できるもの 

  なお、調査書の「５その他」の欄に記載されたもののうち、部活動に属するものを部活動に準じて扱う。

【その他の項目の得点（３０点）】 

○検定      ・英検（３級以上）、漢検（３級以上）、数検（３級以上） 

○個人的実績   ・英語等スピーチコンテスト 

         ・駅伝、陸上記録会 

         ・教育委員会等主催の書初め展、硬筆展、美術展、科学展等での出品、出展及び成績 

         ・その他評価できるもの 

○ボランティア活動・学校外の福祉、ボランティア活動において、継続的・指導的立場で取り組んでいるもの

  第２志望   

 普通科と国際文化科の間で、相互に第２志望を認める。 

  その他   

 外国人特別選抜を実施する。 

 

 



  全日制 県立岩槻商業高等学校（商業科・情報処理科共通） 

 

     令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）第１次選抜においては、学力検査と調査書で評価する。 

（２）第２次選抜においては、学力検査と調査書で評価する。また、調査書の「特別活動等の記録」、特に部活

動に積極的に取り組んだ者の選抜に配慮する。 

（３）中学時における資格取得など、学ぶ意欲を持った者の選抜に配慮する。 

  選抜資料   

 ○学力検査の扱い  ………… [５００点]  

   1年   2年   3年

 

     

 ○調査書の扱い 学習の記録の得点 （１：１：２） ……… （１８０点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （ ５０点） …… [２５０点]  

  その他の項目の得点 ……… （ ２０点）

 

   

 ○その他の資料 なし       

  一般募集   

 ●第１次選抜（８０％を入学許可候補者とする） 

  （各資料の配点）  

  ①学力検査 ②調査書 ③その他 ④合  計  

  ５００点 ５００点 実施しない １０００点  

 ●第２次選抜（１５％を入学許可候補者とする） 

 （各資料の配点）  

  ⑤学力検査 ⑥調査書 ⑦その他 ⑧合  計  

  ５００点 ６００点 実施しない １１００点  

 ●第３次選抜（５％を入学許可候補者とする） 

 第２次選抜における合計得点の一定の順位の者を対象に、調査書の特別活動等の記録の得点及びその他の項

目の得点で選抜する。 

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（５０点）】 

例えば以下の区分により得点を与える、なお名称は一例であり、相当する活動等はこれに準じる。 

○学級活動の区分例 「学級委員長」「その他の委員」など 

○生徒会活動の区分例「生徒会長」「生徒会副会長」「本部役員・専門委員会委員長」「同副委員長」など 

○学校行事の区分例 「行事の実行委員長」「行事の実行副委員長」「行事で優秀な成績を上げた者」など 

○部活動の区分例  「部長」「副部長」「市選抜選手」「市トレセン選手」 

          「全国大会・関東大会出場」「県大会入賞」「県大会出場」「郡市大会入賞」など 

・団体競技の場合は、大会規模等に応じ、レギュラー、登録メンバーなどの場合のみ得点を与える。 

○調査書の「５その他」欄に記載された中学校外における地域のクラブ・団体等のうち、運動部・文化

部に準じて評価できるものは得点を与える。 

【その他の項目の得点（２０点）】 

○特技・資格 珠算３級、英検４級、ワープロ４級、暗算３級、漢検４級、数検４級、これと同等以上の 

       特技・資格について、主催団体や各級の難易度を勘案した得点を与える。  

       特に顕著な活動が認められる場合に得点を与える。 

  第２志望   

 商業科と情報処理科の間で、相互に第２志望を認める。 

  その他   

 第３次選抜において、通学距離および通学時間を資料とする。 

 

 



  全日制 県立岩槻北陵高等学校（普通科） 

    令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）第１次選抜においては、学力検査と調査書の記録に大きな差を設けずに選抜することとし、第２次 

  選抜及び第３次選抜においては、調査書の記録を重視した選抜を行う。 

（２）面接を実施し、高校生活に向けた意欲・目的意識等を積極的に評価する。 

（３）調査書の「特別活動の記録」については、実績だけでなく活動への参加状況も含め総合的に評価す 

  る。 

  選抜資料   

 ○学力検査の扱い  ………… [５００点]  

   
1年   2年   3年

 
     

 ○調査書の扱い 学習の記録の得点 （１：１：２） ……… （１８０点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （１００点） …… [３２０点]  

  その他の項目の得点 ……… （ ４０点）

 

   

 ○その他の資料 面接    ………… [ ５０点]  

  一般募集   

 ●第１次選抜（６０％を入学許可候補者とする） 

  （各資料の配点）  

  ①学力検査 ②調査書 ③面 接 ④合  計  

  ５００点 ４８０点 １００点 １０８０点  

 ●第２次選抜（３０％を入学許可候補者とする） 

 （各資料の配点）  

  ⑤学力検査 ⑥調査書 ⑦面 接 ⑧合  計  

  ５００点 ７２０点 ２００点 １４２０点  

 ●第３次選抜（１０％を入学許可候補者とする） 

 第２次選抜における合計得点の一定の順位の者を対象に、調査書の「特別活動等の記録」「その他の項目」及

び「面接」の得点で選抜する。 

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（１００点）】 

○学級活動・生徒会活動・学校行事 

＊例えば、以下の区分により得点を加算する。 

区分Ａ 生徒会長、生徒会副会長、学級委員２ヶ年以上など 

区分Ｂ 生徒会書記、生徒会会計、全校規模の委員会委員長、全校規模の委員会副委員長、学校行事委員 

長、学級委員１ヶ年など 

区分Ｃ 生徒会役員、全校規模の委員会委員、各種議長、各種副議長、学校行事副委員長など 

区分Ｄ 学級の係など 

○部活動 

＊例えば、以下の区分により得点を加算する。 

区分Ａ 関東大会以上、県選抜選手、関東コンクール及び関東展入選入賞など 

区分Ｂ 県大会以上、地区選抜選手、県コンクール及び県展入選入賞など 

区分Ｃ 郡市大会優勝、県コンクール及び県展出場出品、部長、委員長など 

区分Ｄ 郡市大会入賞、地区コンクール及び地区展入選入賞、副部長、副委員長など 

区分Ｅ 部活動参加の実績など 

       ☆武道での有段者については得点を加算する。 

      

 



【その他の項目の得点（４０点）】 

○総合的な学習の時間の記録 

＊特に顕著な活動がある場合に得点を与える。 

○資格など 

＊以下の資格を取得している場合に得点を与える。 

  英語検定５級以上、数学検定５級以上、漢字検定５級以上、珠算検定４級以上、暗算検定４級以上 

など 

○ボランティア活動など 

＊特に顕著な活動がある場合に得点を与える。 

  第２志望   

 なし 

  その他   

 第３次選抜において、通学距離及び通学時間を資料とする。 

全日制 県立岩槻北陵高等学校（普通科） 


