
  全日制 県立久喜高等学校（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ついて、第１次選抜は同等に、第２次選抜は学力検査に重きを置いて選抜する。

（２）特別活動等の記録においては、部活動を重視する。 

（３）その他の項目においては、スポーツ活動、資格取得を重視する。 

  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 （１：１：２） ……… （１８０点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （ ４５点） …… [２５０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（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その他 ④合  計  

  ５００点 ５００点 実施しない １０００点  

 ●第２次選抜（４０％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 ３５０点 実施しない ８５０点  

  

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（４５点）】 

○学級活動・生徒会活動 以下の役割に応じて得点を与える。 

  生徒会長、生徒会副会長、生徒会本部役員、各種委員会の委員長等 

○部活動等 以下の実績・役職に応じて得点を与える。 

  運動部：関東大会出場以上、県大会上位、県大会ベスト１６以上、県大会出場、 

地区大会（それに準ずる大会等）において上位、部長 

  文化部：関東大会への出場・出展以上、県大会への出場・出展、地区大会入賞、部長 

【その他の項目の得点（２５点）】 

○学校外活動 以下の内容に応じて特に顕著なものは得点を与える。 

  スポーツ活動、文化的活動、ボランティア活動、資格取得（英語検定３級以上、漢字検定準２級以上、その

他評価できるもの） 

  第２志望   

 なし 

  その他   

 なし 

 

 



  全日制 県立久喜工業高等学校（電気科・工業化学科・機械科・ 

      環境科学科・情報技術科共通） 

     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については､第１次選抜ではほぼ同等に扱うが第２次選抜では調査書を重視する。

（２）調査書の「特別活動等の記録」の部活動に関する記述を重視する。 

（３）面接を重視し、ものづくりに興味・関心があり、学習意欲があるかを評価する。 

  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 ……… （１００点） …… [３００点]  

  その他の項目の得点 ……… （ ２０点）

 

   

 ○その他の資料 面接    ………… [ ６０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 ６００点 ６０点 １１６０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 ７５０点 ６０点 １３１０点  

  

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（１００点）】 

○学級会活動        学級委員 その他の委員 係等 

○生徒会活動        会長 副会長・本部役員 専門委員長 専門副委員長・生徒総会正副議長 

○学校行事         実行委員長 実行副委員長 

○部活動における役割    部長 副部長 

○部活動の実績       部活動の成績 

【その他の項目の得点（２０点）】 

○取得資格         取得した資格（英検4級以上、漢検3級以上、数検3級以上、柔・剣道3級以上 

              アマチュア無線4級以上など） 

○総合的な学習の時間の記録 特に顕著な活動がある場合、得点を与える（工業に関する記述） 

○クラブチーム       所属クラブチームでの成績 

○その他          善行賞 ボーイスカウト  

  第２志望   

 全ての学科において、相互に第２志望を認める。 

  その他   

 なし 

 

 



  全日制 県立久喜北陽高等学校（総合学科） 

    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、学力検査を重視して選抜する。 

（２）第２次選抜においては、調査書と学力検査を同等に評価して選抜する。 

  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 ……… （ ８０点） …… [３７０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（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その他 ④合  計  

  ５００点 ３３４点 実施しない ８３４点  

 ●第２次選抜（４０％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 ５００点 実施しない １０００点  

  

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（８０点）】 

○生徒会活動、学級活動 

 区分Ａ（生徒会活動） 生徒会長、生徒会副会長、その他生徒会役員など 

 区分Ｂ（学校行事）  委員会委員長、委員会副委員長 

 区分Ｃ（学級活動）  学級委員またはこれに準ずるもの 

 区分Ｄ（その他）   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、県選抜選手、県大会出場、地区選抜選手、地区大会上位入賞 

       ※団体競技の場合はレギュラーである場合に得点を加算する。 

      ・剣道柔道の有段者 

      ・部長、副部長 など 

 文化部： ・全国大会出場、関東大会出場、県大会優勝、県大会入賞、地区大会入賞 

      ・部長、副部長 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・文化部に準じて評価できるもの 

【その他の項目の得点（２０点）】 

○資格取得等 

 英語検定３級以上、漢字検定３級以上、数学検定３級以上、その他評価できるもの 

  第２志望   

 なし 

  その他   

 なし 

 

 



  全日制 県立熊谷高等学校（普通科） 

    令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）学力検査に重きを置いて選抜する。 

（２）学習の記録においては、３年次に重きを置いて評価する。 

（３）調査書の「特別活動等の記録」では、特に部活動等で優れた成績を収めたものを評価する。 

（４）受検生の能力をより適正に測るため、数学と英語の学力検査は学校選択問題で実施する。 

  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 （２：２：５） ……… （４０５点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （ ５５点） …… [４７０点]  

  その他の項目の得点 ……… （ １０点）

 

   

 ○その他の資料 なし       

  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その他 ④合  計  

  ５００点 ３３５点 実施しない ８３５点  

 ●第２次選抜（４０％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  

  

  調査書の扱いの詳細  

 

 

【特別活動等の記録の得点（５５点）】 

○生徒会長・副会長  部活動の部長 

○運動部で県大会出場、県大会ベスト１６以上、全国大会・関東大会ベスト８以上 

○合唱・吹奏楽コンクール等県大会銅賞以上、全国大会・関東大会銅賞以上 

○美術・書初め・硬筆等県展上位、全国大会・関東大会上位 

○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 

 ＊部活動等の実績については、レギュラー（実際にその大会に出場した者）のみを評価の対象とする 

【その他の項目の得点（１０点）】 

 英検、漢検、数検 準２級以上 等 

  第２志望   

 なし 

  その他   

 なし 

 

 



  全日制 県立熊谷工業高等学校（電気科・建築科・土木科・機械科・

情報技術科共通） 

     令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）第１次選抜は学力検査を重視し、第２次選抜は、調査書の記録も重視する。 

（２）部活動、ものづくり、資格取得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 ……… （１００点） …… [３５０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 ３５０点 実施しない ８５０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 ６０９点 実施しない １１０９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・生徒会活動・学校行事 

生徒会長、生徒会副会長、生徒会本部役員 

学級委員長、副学級委員長、各種委員会委員長、各種実行委員会委員長、各種実行委員会副委員長 

その他評価できるもの 

○部活動 以下の区分により得点を与える。（ただし団体種目においては、大会登録メンバーとする） 

運動部関係：関東大会以上の大会に出場したもの 

県大会以上の大会に出場し入賞したもの 

県大会に出場したもの 

地区大会に出場し入賞したもの 

部長、副部長であったもの 

その他活動状況が優れていて評価できるもの 

文化部関係：関東大会レベル以上で入選したもの、またはそれに準ずるもの 

県レベルで金賞またはそれに準ずるもの 

地区レベルで金賞、または県レベルで入選のもの 

地区レベルで銀・銅賞またはそれに準ずるもの 

部長、副部長であったもの 

その他活動状況が優れていて評価できるもの 

○展覧会・コンテスト等 

○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（２５点）】 

○資格取得等 

英語検定、漢字検定、数学検定、理科検定、パソコン検定、アマチュア無線技士、柔剣道の段位 

新体力テストＡ など 

○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。 

  第２志望   

 全ての学科において、相互に第２志望を認める。 

  その他   

 なし 

全日制 県立熊谷工業高等学校（電気科・建築科・土木科・機械科・情報技術科共通） 

 

 

 

 



全日制 県立熊谷商業高等学校（総合ビジネス科） 

     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を同等に扱い、第２次選抜では調査書の記録を重視する。

（２）第３次選抜では「特別活動等の記録」と「その他の項目」を重視し、学校活動以外のスポーツ・文化

活動等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 （１：１：２） ……… （１８０点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （ ４０点） …… [２５０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（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 ５００点 実施しない １０００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 ７５０点 実施しない １２５０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、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（４０点）】 

○学級活動 ・学級委員長、その他委員長等は得点を与える。 

○生徒会活動等 

  ・生徒会長、生徒会副会長、その他生徒会役員、各種委員会委員長、委員会副委員長等は得点を与える。 

○学校行事 ・特に活動が顕著なものには得点を与える。 

○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、郡市大会又はこれに

準ずる大会に出場した場合などは得点を与える。部長、副部長等は得点を与える。 

文化部：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、郡市大会又はこれに

準ずる大会に出場した場合などは得点を与える。部長、副部長等は得点を与える。 

○その他 ・選抜選手など、特に活動が顕著なものに得点を与える。 

・部活動以外のコンクールなどの成果に得点を与える。 

【その他の項目の得点（３０点）】 

○総合的な学習の時間の記録 ＊特に顕著な活動がある場合に得点を与える。 

○資格取得等 ＊以下の資格等を取得している場合に得点を与える。  

パソコン検定、珠算検定、英語検定、漢字検定、数学検定、新体力テストＡ等 

○学校活動以外でのスポーツ・文化活動等の成果に得点を与える。 

  第２志望   

 なし 

  その他   

 なし 

 



  全日制 県立熊谷女子高等学校（普通科） 

     令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）学力検査と調査書に差を設け、学力検査を重視した選抜とする。 

（２）調査書においては、学習の記録の得点を重視するとともに、特別活動等の記録も重視し、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。 

（３）受検生の学力到達度を適正に測るため、数学と英語の学力検査は学校選択問題で実施する。 

  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 ……… （ ６０点） …… [２６０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（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その他 ④合  計  

  ５００点 ３３４点 実施しない ８３４点  

 ●第２次選抜（４０％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  

  

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（６０点）】 

○学級活動・生徒会活動 ※例えば、次のような項目で得点を加算する。 

・生徒会活動 …生徒会長、生徒会副会長、生徒会本部役員、専門委員長など 

・学校行事  …実行委員長(修学旅行、文化祭、体育祭など) 

・部活動役員 …部長 

○部活動等実績 ※例えば、次のような内容で得点を加算する。 

・運動部… 全国大会入賞、全国大会出場、関東大会入賞、関東大会出場、県大会入賞、県大会出場した場合

など 

・文化部… 全国大会入賞、全国大会出場・出展、関東大会入賞、関東大会出場・出展、県大会入賞、県大会

出場・出展した場合など 

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

【その他の項目の得点（２０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。 

○資格取得…次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 県立熊谷西高等学校（普通科） 

     令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）学力検査を重視して選抜する。 

（２）調査書の記録（各教科の学習の記録、総合的な学習の時間の記録、特別活動等の記録等）にも配慮する。

（３）受検生の能力をより適正に測るため、数学と英語の学力検査は学校選択問題で実施する。 

  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 ……… （ ２５点） …… [２３０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（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その他 ④合  計  

  ５００点 ３４５点 実施しない ８４５点  

 ●第２次選抜（４０％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 ２１６点 実施しない ７１６点  

  

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（２５点）】 

○学級活動・生徒会活動 

・生徒会活動  生徒会長、生徒会副会長、その他生徒会役員など 

・委員会活動  各種委員会委員長など 

・学級活動   学級委員長またはこれに準じるもの 

・その他    その他評価できるもの 

○部活動等 

・運動部   全国大会・関東大会出場、県大会ベスト１６以上、県大会出場（予選会等を経たものに限る）

・文化部   全国大会等への出場・出展、関東大会等への出場・出展、県大会等への出場・出展（予選会等

       を経たものに限る） 

【その他の項目の得点（２５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。 

○資格取得等  英語検定準２級以上またはそれに相当する資格、漢字検定準２級以上、数学検定準２級以上

○学校外の活動 地域のクラブチームでの活動等における大会・コンクールの成績等 

  第２志望   

 普通科と理数科の間で、相互に第２志望を認める。 

  その他   

 なし 

 

 

 



  全日制 県立熊谷西高等学校（理数科） 

     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）調査書の記録（各教科の学習の記録、総合的な学習の時間の記録、特別活動等の記録等）にも配慮する。

（３）受検生の能力をより適正に測るため、数学と英語の学力検査は学校選択問題で実施する。 

  選抜資料   

 ○学力検査の扱い 傾斜配点（数学・理科） ………… [７００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 ……… （ ２５点） …… [２３０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（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その他 ④合  計  

  ７００点 ４８３点 実施しない １１８３点  

 ●第２次選抜（４０％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  

  ７００点 ３０１点 実施しない １００１点  

  

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（２５点）】 

○学級活動・生徒会活動 

・生徒会活動  生徒会長、生徒会副会長、その他生徒会役員など 

・委員会活動  各種委員会委員長など 

・学級活動   学級委員長またはこれに準じるもの 

・その他    その他評価できるもの 

○部活動等 

・運動部   全国大会・関東大会出場、県大会ベスト１６以上、県大会出場（予選会等を経たものに限る）

・文化部   全国大会等への出場・出展、関東大会等への出場・出展、県大会等への出場・出展（予選会等

       を経たものに限る） 

【その他の項目の得点（２５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。 

○資格取得等  英語検定準２級以上またはそれに相当する資格、漢字検定準２級以上、数学検定準２級以上

○学校外の活動 地域のクラブチームでの活動等における大会・コンクールの成績等 

  第２志望   

 普通科と理数科の間で、相互に第２志望を認める。 

  その他   

 なし 

 

 

 



  全日制 県立熊谷農業高等学校（食品科学科・生物生産工学科・ 

生活技術科・生物生産技術科共通） 

     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をバランスよく評価する。 

（２）面接を重視し、農業や専門学科に関する考え方、本校での学習意欲・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・部活動やその他の項目における資格取得等の積極的な

取り組みを評価する。 

  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 ……… （ ７０点） …… [３７０点]  

  その他の項目の得点 ……… （ ３０点）

 

   

 ○その他の資料 面接    ………… [ ８０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 ３７０点 ８０点 ９５０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 ３７０点 １６０点 １０３０点  

  

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（７０点）】 

○学級活動・生徒会活動・学校行事 ・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、委員会副委員長など 

                 ・学級委員長又はこれに準ずるもの 

                 ・その他活動が顕著で評価できるもの 

○部活動             ・全国大会、関東大会への出場など 

                 ・県大会レベルの大会への出場又は出展など 

                 ・郡市大会又はこれに準ずる大会での上位入賞など 

                 ・剣道２段以上など 

【その他の項目の得点（３０点）】 

○資格取得等 ・英語検定、漢字検定、数学検定、硬筆・毛筆検定各３級以上、珠算・暗算検定２級以上など

       ・学校外活動が特に顕著で評価できるもの 

  第２志望   

 全ての学科において、相互に第２志望を認める。 

  その他   

 なし 

 

 



  全日制 県立栗橋北彩高等学校（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ついては、ほぼ同等に評価する。 

（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）中学校における各大会・展覧会等における実績を選抜に配慮する。 

 

  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） …… [３７５点]   

  その他の項目の得点 ……… （ ５０点）

 

    

 ○その他の資料 面接    ………… [ ５０点]   

  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面 接 ④合  計   

  ５００点 ５２５点 ２００点 １２２５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 ７５０点 ２００点 １４５０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、調査書の特別活動等の記録の得点、その他の項目

の得点、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 以下の項目により得点を加算する。 

・生徒会長、生徒会副会長、各種委員会委員長、生徒会本部役員、学級委員など 

・学校行事等で評価できるもの 

○部活動 以下の区分により得点を加算する。 

 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、郡市大会またはこれに準ずる大

会に出場した場合など。全国大会、関東大会または県大会で入賞した場合は得点を加算する。 

 文化部 全国大会、関東大会への出場・出展、県大会等（予選会等を経たものに限る）への出場・出展など。

全国大会、関東大会または県大会で入賞した場合は得点を加算する。 

 部長、副部長 

【その他の項目の得点（５０点）】 

○資格取得  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・暗算４級以上、柔剣道等の日本スポーツ協

会加盟団体が認定する検定・資格 など 

 

  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。 

外国人特別選抜を実施する。 
 

 



  全日制 県立芸術総合高等学校（美術科） 

     令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）学力検査、調査書の記録、実技検査の結果をバランスよくみる。 

（２）第２次選抜では、実技検査の結果を重視する。 

  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 （２：２：３） ……… （３１５点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （ ２５点） …… [３４５点]  

  その他の項目の得点 ……… （  ５点）

 

   

 ○その他の資料 実技検査    ………… [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実技検査 ④合  計  

  ５００点 ３４５点 １００点 ９４５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実技検査 ⑧合  計  

  ５００点 ３４５点 ３００点 １１４５点  

  

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（２５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 
 ・区分Ｂ  上記以外の生徒会役員、各種委員会委員長、委員会副委員長、各種行事の委員長、 
            行事の副委員長、学級委員長又はこれに準ずるもの 
 ・区分Ｃ その他評価できるもの 
○部活動（運動部）  以下の区分により得点を加算する。 
 ・区分Ａ 全国大会出場、関東大会出場 
 ・区分Ｂ 県大会出場、部長 
○部活動（文化部）  以下の区分により得点を加算する。 
 ・区分Ａ 全国大会等への出展・出場、関東大会等への出展・出場 
 ・区分Ｂ 県大会等への出展・出場、部長 
○中学校における美術関係の実績  以下の展覧会等での実績に応じて得点を加算する。 
 ・身体障害者福祉のための埼玉県児童生徒美術展 ・郷土を描く児童生徒美術展 ・全国教育美術展 
 ・その他評価できるもの 
○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（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２級以上、数学検定２級以上など  

  第２志望   

 映像芸術科・舞台芸術科への第２志望に準ずる志望を認める。 

  その他   

 なし 

 

 



  全日制 県立芸術総合高等学校（音楽科） 

     令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）学力検査、調査書の記録、実技検査の結果をバランスよくみる。 

（２）第２次選抜では、実技検査の結果を重視する。 

  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 （２：２：３） ……… （３１５点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （ ２５点） …… [３４５点]  

  その他の項目の得点 ……… （  ５点）

 

   

 ○その他の資料 実技検査    ………… [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実技検査 ④合  計  

  ５００点 ３４５点 ３００点 １１４５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実技検査 ⑧合  計  

  ５００点 ３４５点 ５００点 １３４５点  

  

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（２５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 

 ・区分Ｂ  上記以外の生徒会役員、各種委員会委員長、委員会副委員長、各種行事の委員長、 

            行事の副委員長、学級委員長又はこれに準ずるもの 

 ・区分Ｃ その他評価できるもの 

○部活動（運動部）  以下の区分により得点を加算する。 

 ・区分Ａ 全国大会出場、関東大会出場 

 ・区分Ｂ 県大会出場、部長 

○部活動（文化部）  以下の区分により得点を加算する。 

 ・区分Ａ 全国大会等への出展・出場、関東大会等への出展・出場 

 ・区分Ｂ 県大会等への出展・出場、部長 

○中学校における音楽関係の実績  実績に応じて得点を加算する。 

○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（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２級以上、数学検定２級以上など 

  第２志望   

 映像芸術科・舞台芸術科への第２志望に準ずる志望を認める。 

  その他   

 なし 

 

 



  全日制 県立芸術総合高等学校（映像芸術科） 

     令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）学力検査、調査書の記録、実技検査の結果をバランスよくみる。 

（２）第２次選抜では、実技検査の結果を重視する。 

  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 （２：２：３） ……… （３１５点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （ ２５点） …… [３４５点]  

  その他の項目の得点 ……… （  ５点）

 

   

 ○その他の資料 実技検査    ………… [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実技検査 ④合  計  

  ５００点 ３４５点 １００点 ９４５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実技検査 ⑧合  計  

  ５００点 ３４５点 ２００点 １０４５点  

  

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（２５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 

 ・区分Ｂ  上記以外の生徒会役員、各種委員会委員長、委員会副委員長、各種行事の委員長、 

            行事の副委員長、学級委員長又はこれに準ずるもの 

 ・区分Ｃ その他評価できるもの 

○部活動（運動部）  以下の区分により得点を加算する。 

 ・区分Ａ 全国大会出場、関東大会出場 

 ・区分Ｂ 県大会出場、部長 

○部活動（文化部）  以下の区分により得点を加算する。 

 ・区分Ａ 全国大会等への出展・出場、関東大会等への出展・出場 

 ・区分Ｂ 県大会等への出展・出場、部長 

○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（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２級以上、数学検定２級以上など 

  第２志望   

 美術科・舞台芸術科への第２志望に準ずる志望を認める。 

  その他   

 なし 

 

 



  全日制 県立芸術総合高等学校（舞台芸術科） 

     令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）学力検査、調査書の記録、実技検査の結果をバランスよくみる。 

（２）第２次選抜では、実技検査の結果を重視する。 

  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 （２：２：３） ……… （３１５点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （ ２５点） …… [３４５点]  

  その他の項目の得点 ……… （  ５点）

 

   

 ○その他の資料 実技検査    ………… [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実技検査 ④合  計  

  ５００点 ３４５点 １００点 ９４５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実技検査 ⑧合  計  

  ５００点 ３４５点 ２００点 １０４５点  

  

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（２５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 

 ・区分Ｂ  上記以外の生徒会役員、各種委員会委員長、委員会副委員長、各種行事の委員長、 

            行事の副委員長、学級委員長又はこれに準ずるもの 

 ・区分Ｃ その他評価できるもの 

○部活動（運動部）  以下の区分により得点を加算する。 

 ・区分Ａ 全国大会出場、関東大会出場 

 ・区分Ｂ 県大会出場、部長 

○部活動（文化部）  以下の区分により得点を加算する。 

 ・区分Ａ 全国大会等への出展・出場、関東大会等への出展・出場 

 ・区分Ｂ 県大会等への出展・出場、部長 

○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（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２級以上、数学検定２級以上など 

  第２志望   

 映像芸術科への第２志望に準ずる志望を認める。 

  その他   

 なし 

 

 



  全日制 県立鴻巣高等学校（普通科・商業科共通） 

     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に差を設けて選抜することとする。 

（２）調査書の「特別活動等の記録」「その他の項目」に積極的な取り組みがある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 ……… （ ４０点） …… [２５０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（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 ７５０点 実施しない １２５０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 ３３５点 実施しない ８３５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」「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（４０点）】 

○学級活動・生徒会活動・学校行事     

＊ 以下の場合に得点を与える。 

         学 級 活 動：学級委員長など 

         生徒会活動：生徒会長、生徒会副会長、その他生徒会役員、各種委員会委員長など 

         学 校 行 事：各種実行委員会委員長など 

○部活動   ＊ 以下の場合に得点を与える。 

         部長 

         運動部：郡市大会以上の入賞、ブロック（地区）以上の選抜選手など 

         文化部：郡市大会以上の入賞など 

○表彰    ＊ 中学校の教育活動において優れた表彰を受けている場合に得点を与える。         

【その他の項目の得点（３０点）】 

○資格取得  ＊ 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３級以上、数学検定３級以上、漢字検定３級以上など 

○表彰（校外）＊ 中学校の教育活動以外で優れた表彰を受けている場合に得点を与える。 

○その他   ＊ 以下の場合に得点を与える。 

         ボランティア活動・スポーツ活動等校外での活動において、顕著な実績をあげた場合 

 

 

  第２志望   

 普通科と商業科の間で、相互に第２志望を認める。 

  その他   

 なし 

 



  全日制 県立鴻巣女子高等学校（普通科・保育科・家政科学科共通） 

   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に大きな差を設けずに評価する。 

（２）部活動・生徒会活動等の実績を重視する。 

（３）面接を実施し、受検生の意欲・態度を積極的に評価する。 

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）

 

…… [３００点] 

その他の項目の得点 ……… （ ２０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 ４００点 １００点 １０００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 ５００点 １００点 １１００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・生徒会活動 

   ※例えば以下の区分により得点を加算する。 

     区分Ａ 中央委員会・学級委員会などのクラスの代表 

     区分Ｂ 生徒会長、生徒会本部役員、各委員会委員長・副委員長など 

     区分Ｃ 学校行事の実行委員長、マラソン大会などの上位入賞者 

○部活動・その他 

  ※例えば以下の区分により得点を加算する。 

     区分Ｄ 部長・副部長、全国大会・関東大会への出場・出展、県大会・県展入選、 

         県大会への出場・出展、地区大会上位入賞まで 

  【その他の項目の得点（２０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。 

○学校以外での文化・芸術・スポーツ・奉仕活動等 

   ※学校以外での上記活動等に対する優れた活動や実績に得点を与える。 

○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級程度以上、漢字検定４級以上、数学検定４級以上など 

第２志望  

全ての学科において、相互に第２志望を認める。 

その他  

なし 

 



  全日制 県立越ケ谷高等学校（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ついては、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」、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）受検生の能力をより適正に測るため、数学と英語の学力検査は学校選択問題で実施する。 

  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 ……… （ ８０点） …… [３２５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（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その他 ④合  計  

  ５００点 ３３５点 実施しない ８３５点  

 ●第２次選抜（４０％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  

       

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（８０点）】 

○部活動（運動部） 

 大会に正選手・レギュラーまたは補欠選手として出場した場合は得点を加算する。 

 全国・関東大会で上位の成績、全国・関東大会出場、県大会で上位の成績、県大会出場、県・支部・市郡 

 の選抜選手、部長、以上の区分により、種目別に評価し得点を加算する。 

○部活動（文化部） 

 全国・関東大会出場、県主催の展覧会で入賞、部長、以上の区分により、得点を加算する。 

○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は同様に評価

する。 

○学級活動・生徒会活動・学校行事 

 生徒会長・実行委員長などで顕著な活動がある、学級委員長・評議委員・中央委員・代議委員など、以上 

 の区分により、得点を加算する。 

【その他の項目の得点（２０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は得点を加算する。 

○資格取得など  

  実用英語技能検定、実用数学技能検定、日本漢字能力検定の準２級以上の場合は得点を加算する。 

  なお、英検準２級以上に相当する外部検定試験も加算する。 

○ボランティア活動、コンテスト、表彰などで特に顕著な活動のある場合は得点を加算する。 

  第２志望   

 なし 

  その他   

 なし 

 



  全日制 県立越谷北高等学校（普通科・理数科共通） 

     令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）学力検査を重視した選抜を行う。 

（２）受検生の能力をより適正に測るため、数学と英語の学力検査は学校選択問題で実施する。 

（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 （１：１：２） ……… （１８０点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （ ７０点） …… [２７０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（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その他 ④合  計  

  ５００点 ３３５点 実施しない ８３５点  

 ●第２次選抜（４０％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 ２１６点 実施しない ７１６点  

  

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（７０点）】 

○学級活動・生徒会活動・学校行事について  以下の区分により得点を加算する。 

・区分Ａ 学級活動における顕著な取り組み 

・区分Ｂ 生徒会活動における顕著な取り組み 

・区分Ｃ 学校行事における顕著な取り組み 

○部活動等  以下により得点を加算する。 

・実績（大会・コンクールへの出場・出展、ただし団体種目においては登録メンバーについて加算する） 

・部長、副部長などの役員 

・選抜選手等 

○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 

以下の活動で特に顕著な実績がある場合に得点を与える。 

・スポーツ活動や文化活動等 

・公的機関主催の国際交流活動 

【その他の項目の得点（２０点）】 

○資格取得          英検準２級以上・数検準２級以上・漢検準２級以上 

○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。 

  第２志望   

 普通科と理数科の間で、相互に第２志望を認める。 

  その他   

 なし 

 



  全日制 県立越谷総合技術高等学校（電子機械科・情報技術科・ 

流通経済科・情報処理科・服飾デザイン科・食物調理科共通） 

     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、学力検査と調査書を同等に評価する。 

（２）第２次選抜においては、調査書の記録を重視する。 

（３）面接においては、学科に関する理解と受検生の意欲や態度を評価する。 

  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 ……… （ ５０点） …… [２５０点]  

  その他の項目の得点 ……… （ ２０点）

 

   

 ○その他の資料 面接    ………… [ ５０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 ５０点 １０５０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）】 

以下に該当する場合は得点を加算する。 

○部活動 運動部・文化部 ・部活動の部長、副部長 

             ・全国大会レベルの出場、県大会入賞・関東大会レベルの出場、 

              県大会、郡・市大会出場など 

○生徒会・学級会活動 ・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、各種委員会副委員長、学級委員長、その他委員など 

○学校行事      ・学校行事等の委員長など 

○調査書の「５その他」欄に記載された活動のうち、学校外のスポーツ・文化的活動における実績は特別活動 

 等の記録の運動部・文化部に準じて得点を加算する。 

【その他の項目の得点（２０点）】 

以下に該当する場合は得点を加算する。 

○資格取得・技能取得等 

 ※各種資格等を取得している場合に得点を与える。 

 例 英語検定４級以上、漢字検定４級以上、数学検定４級以上、その他検定３級以上 

○各種コンテスト等の入賞、ボランティア活動、その他  

 ※特に評価できる優れた点がある場合に得点を与える。 

 例 発明創意くふう展の県展への出品・入賞、ロボチャンコンテストでの入賞、顕著なボランティア活動など

  第２志望   

 全ての学科において、相互に第２志望を認める。 

  その他   

 なし 

 

 



  全日制 県立越谷西高等学校（普通科） 

     令和５年度入学者選抜 

  選抜の基本方針   

（１）文武両道の精神に基づいた３種類の選抜を行う。 

（学力検査重視の選抜、調査書重視の選抜、部活動等の実績を重視した選抜） 

（２）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を評価する。 

（３）地域に根ざした学校づくりを目指した選抜を行う。 

  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 ……… （ ６０点） …… [２５０点]  

  その他の項目の得点 ……… （ １０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 ３７５点 実施しない ８７５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 ７５０点 実施しない １２５０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・学校行事・その他 

  ・生徒会長、生徒会副会長、生徒会役員など  ・各種委員会委員長、委員会副委員長など 

  ・学級活動、学校行事、その他評価できるもの 

○部活動等 

 ＊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を含む。 

  ・運動部関係：全国大会出場、関東大会出場、県大会出場 

         郡市大会又はこれに準ずる大会出場など 

         部長など        その他評価できるもの 

  ・文化部関係：全国大会出場・出展、関東大会出場・出展 

         県大会又はこれに準ずる大会等への出場・出展など 

         部長など        その他評価できるもの 

【その他の項目の得点（１０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３級以上、漢字検定準２級以上、数学検定準２級以上 

○その他評価できるもの 

  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 県立越谷東高等学校（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をバランスよくみて選抜する。 

（２）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 （１：１：２） ……… （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 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 ３６０点 実施しない ８６０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 ６００点 実施しない １１００点  

  

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（９０点）】 

○学級活動・生徒会活動・部活動等の役職   ※例えば、以下の区分により得点を加算する。 

  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、委員会副委員長など 

  学級委員長又はこれに準ずるもの 

  部活動の部長、副部長 

○部活動等の実績    ※例えば、以下の区分により得点を加算する。 

  運動部:全国大会出場、関東大会出場、県大会ベスト８以上、県大会出場、 

      郡市大会又はこれに準ずる大会に出場した場合など 

  文化部:全国大会等への出場・出展、関東大会等への出場・出展、 

      県大会等(予選会等を経たものに限る)への出場・出展など 

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

【その他の項目の得点（３０点）】 

○資格取得等   ※以下の資格を取得している場合は段階的に得点を与える。 

  英語検定３級以上、漢字検定３級以上、数学検定３級以上、  

硬筆・毛筆検定３級以上（文部科学省後援硬筆・毛筆書写技能検定に限る）など 

  剣道初段以上、柔道初段以上など 

 ※資格取得については、認定団体を考慮する。 

  第２志望   

 なし 

  その他   

 なし 

 

 



  全日制 県立越谷南高等学校（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の得点に重きをおき、第２次選抜では学力検査の得点と調査書の得点を同等に評

価し、第３次選抜では調査書の得点に重きをおいて選抜する。 

（２）調査書の「特別活動等の記録」、特に中学校での部活動における各大会等の実績および生徒会活動への取

り組みについて積極的に評価する。 

  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 ……… （ ７０点） …… [２７０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 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 ５００点 実施しない １０００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（７０点）】 

○学級活動・生徒会活動  ※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 

   区分Ｂ 生徒会本部役員（副会長・書記・会計等）、行事実行委員会または専門委員会の委員長 

   区分Ｃ 行事実行委員会または専門委員会の副委員長、学級委員 

○部活動  ※以下の区分を目安として、レギュラーや登録メンバーとしての活動実績を評価し、実績に 

応じて得点を与える。 

  運動部 全国大会出場、関東大会出場、県大会ベスト４入賞、県選抜、県大会出場、地区３位以上、 

      地区選抜（地区とは、県大会出場のための予選地区を指す）、部活動部長など 

  文化部 全国大会での出場・入賞、関東大会での入賞、県大会での入賞、部活動部長など（原則として 

      予選会を経たもの。入賞とは、金銀銅賞・推薦賞・特別賞・県知事賞・議長賞等を指す） 

      ※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 

       には得点を与える。 

【その他の項目の得点（２０点）】 

○資格取得等 日本漢字能力検定、実用数学技能検定及び実用英語技能検定３級以上を取得した者、または 

       他の英語関係の検定試験でそれに相当する得点または級を取得した者に得点を与える。 

  第２志望   

 普通科と外国語科の間で相互に第２志望を認める。 

  その他   

 なし 

 

 



   全日制 県立越谷南高等学校（外国語科） 

     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の得点に重きをおき、第２次選抜では学力検査の得点と調査書の得点を同等に評

価する。 

（２）学力検査の英語の得点について傾斜配点する。 

（３）調査書の「特別活動等の記録」、特に中学校での部活動における各大会等の実績および生徒会活動への取

り組みについて積極的に評価する。 

（４）英語及び数学・漢字に関する資格、並びに英語を使った活動の実績について積極的に評価する。 

  選抜資料   

 ○学力検査の扱い 傾斜配点（英語） ………… [６００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 ……… （ ７０点） …… [２８０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（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  

  ６００点 ４００点 実施しない １０００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  

  ６００点 ６００点 実施しない １２００点  

  

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（７０点）】 

○学級活動・生徒会活動  ※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 

  区分Ｂ  生徒会本部役員（副会長・書記・会計等）、行事実行委員会または専門委員会の委員長 

  区分Ｃ  行事実行委員会または専門委員会の副委員長、学級委員 

○部活動  ※以下の区分を目安として、レギュラーや登録メンバーとしての活動実績を評価し、実績に 

応じて得点を与える。 

  運動部 全国大会出場、関東大会出場、県大会ベスト４入賞、県選抜、県大会出場、地区３位以上、 

      地区選抜（地区とは、県大会出場のための予選地区を指す）、部活動部長など 

  文化部 全国大会での出場・入賞、関東大会での入賞、県大会での入賞、部活動部長など（原則として 

      予選会を経たもの。入賞とは、金銀銅賞・推薦賞・特別賞・県知事賞・議長賞等を指す） 

      ※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 

       には得点を与える。 

【その他の項目の得点（３０点）】 

○資格取得等 日本漢字能力検定、実用数学技能検定及び実用英語技能検定３級以上を取得した者、または 

       他の英語関係の検定試験でそれに相当する得点または級を取得した者に得点を与える。 

       英語を使った活動（スピーチコンテスト、海外派遣など）の実績について評価する。 

  第２志望   

 普通科と外国語科の間で相互に第２志望を認める。 

  その他   

 なし 

 

 



  全日制 県立児玉高等学校（普通科・生物資源科・環境デザイン科・ 

  機械科・電子機械科共通） 
     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に大きな差を設けずに選抜をすることとする。 

（２）調査書の「特別活動等の記録」「その他の項目」で、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 （１：１：２） ……… （１８０点）    

  特別活動等の記録の得点 ……… （ ４５点） …… [２５０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（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（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 ７５０点 実施しない １２５０点  

  

  調査書の扱いの詳細  

 【特別活動等の記録の得点（４５点）】 

○学級活動・生徒会活動  以下の区分により得点を加算する。 

・区分Ａ 生徒会会長、生徒会副会長 

・区分Ｂ 各種委員会委員長 

・区分Ｃ その他評価できるもの 

○部活動  以下の区分により得点を加算する。 

・運動部 全国大会出場、関東大会出場、県大会出場、県大会ベスト１６以上、郡市大会またはこれに準 

じる大会に出場、部活動部長、副部長 

・文化部 全国大会出場・出展、関東大会出場・出展、県大会出場・出展など、部活動部長、副部長 

【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、漢字検定４級、数学検定４級以上など、柔道初段、剣道初段、 

硬筆書写技能検定３級、毛筆書写技能検定３級以上など。 

〇その他、特に顕著な活動がある場合に得点を与える。 

  第２志望   

 全ての学科において、相互に第２志望を認める。 

  その他   

 なし 

 

 


