
令和４年度埼玉県公立高等学校入学者選抜実施状況

１　令和４年３月埼玉県内国・公・私立中学校等卒業予定者数

  62,799人　〔昨年同期　  61,182人〕

２　令和４年度埼玉県公立高等学校生徒募集人員
【第１表】

普 通 科 27,541 (181) 26,820 (181)
専門学科 7,820 (45) 7,900 (44)
総合学科 1,760 (14) 1,720 (15)

計 37,121 (240) 36,440 (240)
普 通 科 920 (40) 920 (40)
専門学科 280 － 280 －
総合学科 940 (22) 960 (22)

計 2,140 (62) 2,160 (62)
普 通 科 28,461 (221) 27,740 (221)
専門学科 8,100 (45) 8,180 (44)
総合学科 2,700 (36) 2,680 (37)

計 39,261 (302) 38,600 (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
(R4.2.18)

実
受検者数

(B)

入学許可
候補者数

(C)

競争率
(B/C)

普通科 27,061 (181) 26,880 30,747 30,609 26,389 1.16
コース 320 (0) 320 257 256 248 1.03

計 27,381 (181) 27,200 31,004 30,865 26,637 1.16
農業 800 (5) 795 736 735 727 1.01
工業 2,600 (20) 2,580 2,412 2,400 2,341 1.03
商業 2,500 (16) 2,484 2,396 2,395 2,281 1.05
家庭 320 (1) 319 291 290 287 1.01
看護 80 (0) 80 95 95 80 1.19
外国語 320 (1) 319 398 397 323 1.23
美術 120 (0) 120 128 127 120 1.06
音楽 120 (0) 120 62 62 62 1.00
書道 40 (0) 40 24 24 26 0.92
体育 160 (0) 160 157 157 156 1.01
理数 280 (0) 280 513 497 284 1.75
福祉 80 (0) 80 39 39 39 1.00
人文 40 (0) 40 20 20 28 0.71
国際文化 40 (0) 40 31 31 31 1.00
映像芸術 40 (0) 40 54 54 40 1.35
舞台芸術 40 (0) 40 38 38 39 0.97
生物・環境系 240 (2) 238 248 248 240 1.03

計 7,820 (45) 7,775 7,642 7,609 7,104 1.07
1,760 (14) 1,746 1,619 1,615 1,548 1.04

36,961 (240) 36,721 40,265 40,089 35,289 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。

○＊追検査における実受検者数及び入学許可候補者数を含む。

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。

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

４年度 ３年度

全日制
の課程



(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

４年度 294 287 234
３年度 256 250 195
４年度 152 139 114
３年度 156 155 144
４年度 446 426 348
３年度 412 405 339

(3)　欠員補充を実施した学校数等【第４表】

４年度 ３年度 ４年度 ３年度 ４年度 ３年度 ４年度 ３年度
学校数 32 28 33 32 6 5 63 59
欠員数 748 608 720 713 214 137 1682 1458

(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

４年度 63 1682 209 209 1473
３年度 59 1458 228 228 1236

(5)　募集人員の充足しない学校数（欠員補充後）
59 校

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。

計
81.7%
83.7%

普通科 専門学科 総合学科

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

81.5%
78.0%

定時制の
課程

82.0%
92.9%



(6)　総入学許可候補者数【第６表】

一般募集 欠員補充 合計

〔27,061〕 （181） 〔26,880〕 〔26,389〕 〔132〕 〔26,521〕

〔26,340〕 （181） 〔26,159〕 〔25,697〕 〔153〕 〔25,850〕
〔320〕 　 （0） 〔320〕 〔248〕 〔7〕 〔255〕
〔320〕 　 （0） 〔320〕 〔252〕 〔8〕 〔260〕

〔27,381〕 (181） 〔27,200〕 〔26,637〕 〔139〕 〔26,776〕
〔26,660〕 (181） 〔26,479〕 〔25,949〕 〔161〕 〔26,110〕

〔800〕 　 （5） 〔795〕 〔727〕 〔4〕 〔731〕
〔800〕 　 （5） 〔795〕 〔740〕 〔0〕 〔740〕

〔2,600〕 　（20） 〔2,580〕 〔2,341〕 〔13〕 〔2,354〕
〔2,600〕 　（20） 〔2,580〕 〔2,321〕 〔16〕 〔2,337〕
〔2,500〕 　（16） 〔2,484〕 〔2,281〕 〔26〕 〔2,307〕
〔2,540〕 　（15） 〔2,525〕 〔2,256〕 〔37〕 〔2,293〕

〔320〕 　 （1） 〔319〕 〔287〕 〔4〕 〔291〕
〔320〕 　 （1） 〔319〕 〔292〕 〔0〕 〔292〕
〔80〕 　 （0） 〔80〕 〔80〕 -  〔80〕
〔80〕 　 （0） 〔80〕 〔80〕 -  〔80〕

〔320〕 　 （1） 〔319〕 〔323〕 -  〔323〕
〔360〕 　 （1） 〔359〕 〔351〕 〔3〕 〔354〕
〔120〕 　 （0） 〔120〕 〔120〕 -  〔120〕
〔120〕 　 （0） 〔120〕 〔120〕 -  〔120〕
〔120〕 　 （0） 〔120〕 〔62〕 〔0〕 〔62〕
〔120〕 　 （0） 〔120〕 〔77〕 〔0〕 〔77〕
〔40〕 　 （0） 〔40〕 〔26〕 〔5〕 〔31〕
〔40〕 　 （0） 〔40〕 〔32〕 〔2〕 〔34〕

〔160〕 　 （0） 〔160〕 〔156〕 〔4〕 〔160〕
〔160〕 　 （0） 〔160〕 〔157〕 〔1〕 〔158〕
〔280〕 　 （0） 〔280〕 〔284〕 -  〔284〕
〔280〕 　 （0） 〔280〕 〔281〕 -  〔281〕
〔80〕 　 （0） 〔80〕 〔39〕 〔0〕 〔39〕
〔80〕 　 （0） 〔80〕 〔50〕 〔0〕 〔50〕
〔40〕 　 （0） 〔40〕 〔28〕 〔4〕 〔32〕
〔40〕 　 （0） 〔40〕 〔40〕 -  〔40〕
〔40〕 　 （0） 〔40〕 〔31〕 〔0〕 〔31〕
〔40〕 　 （0） 〔40〕 〔40〕 -  〔40〕
〔40〕 　 （0） 〔40〕 〔40〕 -  〔40〕
〔40〕 　 （0） 〔40〕 〔40〕 -  〔40〕
〔40〕 　 （0） 〔40〕 〔39〕 〔0〕 〔39〕
〔40〕 　 （0） 〔40〕 〔36〕 〔0〕 〔36〕

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

〔7,820〕 　（45） 〔7,775〕 〔7,104〕 〔60〕 〔7,164〕
〔7,900〕 　（44） 〔7,856〕 〔7,151〕 〔59〕 〔7,210〕
〔1,760〕 　（14） 〔1,746〕 〔1,548〕 〔10〕 〔1,558〕
〔1,720〕 　（15） 〔1,705〕 〔1,581〕 〔8〕 〔1,589〕

〔36,961〕 　（240） 〔36,721〕 〔35,289〕 〔209〕 〔35,498〕
〔36,280〕 　（240） 〔36,040〕 〔34,681〕 〔228〕 〔34,909〕

○＊追検査における入学許可候補者数を含む。

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。

福祉

人文

国際文化

映像芸術

舞台芸術

生物・環境系

外国語

美術

音楽

書道

体育

理数

普 通 科

普通科

コース

計

専門学科

農業

工業

商業

家庭

看護

募集人員
入学許可
予定者数

入学許可候補者数



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
(R4.2.18)

実受検者
数
(B)

入学許可
候補者数

(C)

競争率
(B/C)

普通科 920 (40) 880 320 315 316 1.00
工業科 240 － 240 35 34 34 1.00
商業科 40 － 40 7 7 7 1.00

総合学科 916 (16) 900 708 698 681 1.02
全体 2,116 (56) 2,060 1,070 1,054 1,038 1.02

○＊総合学科には、吹上秋桜高等学校の秋季募集人員２４人を含まない。
○＊追検査における実受検者数及び入学許可候補者数を含む。

(2)　総入学許可候補者数【第８表】

欠員補充 合計

〔920〕 (40) 〔316〕 〔＊12〕 〔26〕 〔342〕
〔920〕 〔40〕 〔326〕 〔＊6〕 〔9〕 〔335〕
〔240〕 － 〔34〕 〔＊1〕 〔4〕 〔38〕
〔240〕 － 〔47〕 〔＊0〕 〔0〕 〔47〕
〔40〕 － 〔7〕 〔＊2〕 〔0〕 〔7〕
〔40〕 － 〔9〕 〔＊3〕 〔0〕 〔9〕

〔916〕 (16) 〔681〕 〔＊6〕 〔18〕 〔699〕
〔936〕 〔16〕 〔671〕 〔＊3〕 〔1〕 〔672〕

〔2,116〕 (56) 〔1,038〕 〔＊21〕 〔48〕 〔1,086〕
〔2,136〕 〔56〕 〔1,053〕 〔＊12〕 〔10〕 〔1,063〕

○＊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。
○＊追検査における入学許可候補者数を含む。

(3)　募集人員の充足しない学校数
24 校

５　令和４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
４年度 62.9 52.9 48.0 52.5 52.6 42.6 58.3

受検者数 39,805 39,805 29,331 39,805 29,331 10,474 10,474
３年度 68.7 62.6 62.2 56.2 51.4 56.0 61.6

受検者数 39,035 39,035 29,376 39,035 29,376 9,659 9,659

○＊各教科１００点を満点とする。

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

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


