令和 3 年度

生徒募集要項

〜⼈間形成と⼤学進学指導〜

城北埼玉高等学校
埼玉県川越市古市場 585-1
〒350－0014 TEL.049(235)3222㈹
ＵＲＬ httpｓ://www.johokusaitama.ac.jp

城北埼玉高等学校
入試区分

単願入試

試験日

併願入試Ⅰ

令和3年1月22日（金）
○本科コース

併願入試Ⅱ
令和3年1月23日（土）

普通科男子 200 名(城北埼玉中学校よりの内部進学者含む)
※入学試験成績による選抜クラスを設置

募集定員
○フロンティアコース
出願資格

令和 3 年度入学試験要項

普通科男子 40 名 (城北埼玉中学校よりの内部進学者含む)

令和3年3月中学校卒業見込みの男子

令和3年3月中学校卒業見込みの男子
及び令和2年3月中学校卒業の男子

3年次12月末までの欠席日数が10日以内であること
○本科コース
調査書及び国語・数学・英語の筆記試験
（各科50分／各100点）による総合判定
選抜方法

○フロンティアコース
調査書及び国語・数学・英語の筆記試験
（各科50分／各100点）及び面接による総合判定

受験料
Web

○本科コース
調査書及び国語・数学・英語の3科もしくは
国語・数学・英語・理科・社会の５科の筆記試験
（各科50分／各100点）による総合判定
○フロンティアコース
調査書及び国語・数学・英語の3科もしくは
国語・数学・英語・理科・社会の５科の筆記試験
（各科50分／各100点）及び面接による総合判定

26,000円(同時に22日と23日両方の出願をする場合は36,000円)
令和2年12月25日（金）～令和3年1月15日（金） 14：00までに決済完了し、令和3年1月18日(月)までに、調査
書と写真票を簡易書留にて郵送 （右記 出願時の注意参照）

出
1月22日（金） 8:00～ 8:30
1月23日（土） 8:00～ 8:30
願
方 窓 口 受験日当日に、受験料（26,000円）、願書貼付用写真1枚（たて4cm、横3cm）、調査書、願書（当日記入）
法
、切手84円（1枚、合否通知書返送用）を窓口に提出してください
※決済完了後の受験日・受験種別の変更は一切できませんのでご注意ください
試験会場

城北埼玉高等学校
東武東上線上福岡駅・ＪＲ川越線南古谷駅・西武新宿線本川越駅よりスクールバスを運行します
※自家用車による来校はご遠慮ください
8時50分

試験科目

試験会場入室完了

第1時限

国語

9:00～ 9:50

第2時限

数学

10:10～11:00

第3時限

英語 11:20～12:10
（リスニングなし）

時間割
※フロンティアコース受験者は、昼休み後に
面接試験があります。（12:50～）

8時50分 試験会場入室完了
※3教科入試の時間割は併願Ⅰと同じ
※5教科入試時間割
第1時限 国語
9:00～ 9:50
第2時限 数学 10:10～11:00
第3時限 社会 11:20～12:10
昼休み
12:10～12:50
第4時限 理科 12:50～13:40
第5時限 英語 14:00～14:50
（リスニング含む）
※フロンティアコース受験者は、筆記試験後に面接
試験があります。
（3教科受験：12：50～，5教科受験15：20～）

合格発表

インターネット発表

1月25日（月）11:00（予定） ※窓口出願の場合は、合否通知書を郵送

1月30日（土）16:00まで

3月8日（月）16:00まで

入学手続 合格発表サイト（Web出願）、または合否通知に同封の書類（窓口出願）の説明にしたがい、手続き費用につ
きましては上記期限までに決済を完了してください
※別途、本校が指定する中学校を対象とした「指定校入試」を実施します。要項は対象校に配布いたします。
※提出された個人情報は、入試処理以外には使用しません。

出願時の注意
◎本校ホームページから、出願用サイトに入り、画面の指示に従って出願手続きを行ってください。
◎出願用サイトにある調査書送付用の宛名をプリントアウトし、角形 2 号の封筒で中学校が発行する調査書（厳封され
たもの）と写真票を、簡易書留にて令和 3 年 1 月 18 日（月）までに本校宛に郵送してください。（当日消印有効）
※受験票・写真票・宛名は、必ず A4 サイズでプリントアウトしてください。

入試当日の注意
◎当日は、プリントアウトした受験票・上履き・筆記用具を持参してください。なお、定規(三角定規)・コンパスは使用でき
ますが、下敷き・分度器・英単語表示機能・計算機能付き時計等の使用は禁止します。また、携帯電話は試験終了ま
で電源を切っておいてください。
◎本科コースの併願入試Ⅱで 5 教科入試を選択した受験生、及びフロンティアコースを受験する受験生は昼食を用意
してください。なお、休み時間に軽食をとることは可能です。
◎校舎入り口で受験教室を確認し、受験生のみ入室してください。保護者の方の校舎内への立ち入りは一切できませ
ん。休み時間における面会等もできませんのでご了承ください。
◎試験当日、天候や交通機関の乱れ等によって入試実施状況に変更が生じる場合は、出願サイトに登録したメールア
ドレス宛にお送りするメール、および本校ホームページにてお知らせいたします。
◎公共交通機関の遅れ等を含め、集合時間に間に合わないと判断されるときは、本校までご連絡ください。
◎体調が思わしくない場合は、保健室で受験することができます。また、試験途中で保健室に移動することもできます。
そのような事態が予想される場合は事前にご連絡ください。
◎新型コロナウイルス感染症の影響により、試験日程などを変更する可能性があります。変更する場合は本校ホームページ
にて発表いたします。ご承知おきください。

合格発表について
◎Web 出願の場合は、インターネット（発表サイト）で行います。窓口出願の場合は、合否通知書を郵送いたします。
※インターネット発表：令和 3 年 1 月 25 日（月）午前 11:00 頃 郵送：令和 3 年 1 月 25 日（月）午前中に発送。

特待生制度
◎A 特待

候補者：入学試験において特に優秀な成績をおさめた者に対して、調査書を加味して判定。
特 典：入学金免除・授業料相当額（3 年間）給付。（合格者には、1 月 25 日に別途通知を郵送）

◎B 特待

入学試験において優秀な成績をおさめた者を B 特待生（授業料相当額 1 年間給付）とします。
該当者は全入試それぞれ上位 10％程度です。

◎C 特待

入学試験において優秀な成績をおさめた者を C 特待生（授業料半額相当額 1 年間給付）とします。
該当者は全入試それぞれ上位 20％程度です。

入学手続および学費
入学手続きは、合格発表サイトにて各種手続き書類をダウンロードの上、単願は令和 3 年 1 月 30 日（土）16:00、
併願は令和 3 年 3 月 8 日（月）16:00 までに決済を完了してください。なお、延納手続きは必要ありません。
手続き書類は、単願合格者には 2 月 1 日(月)以降、併願合格者には 3 月 9 日（火）以降に郵送いたします。
入学手続き時納入費用：入学金 260,000 円
※一度納入された入学金の返金はできかねますので、ご承知おきください。
その他学費（入学後に納入する費用）
・授業料
408,000 円
・施設費
150,000 円
・維持費
46,000 円
・父母の会入会金 15,000 円
・生徒会入会金
5,000 円
・生徒会費
12,000 円
・父母の会費
24,000 円
・教育振興費
20,000 円
※教材費、副教材費、修学旅行積立金等は入学後お知らせします。
※入学後寄付金（任意）のご案内がございます。

城北埼⽟⾼等学校案内

【上福岡駅・南古⾕駅から徒歩 25 分】

スクールバス発着所【ふじみ野駅・南古⾕駅・本川越駅】

改札を出て左に進み、東口の
階段を降りて、左方向にロータリー
に沿って進む。ロータリーの出口
付近。

改札を出て右方向。
埼玉県信用金庫前付近。

ロータリーを横断して左に進み、
埼玉りそな銀行の先。

⼊試当⽇スクールバス
◎スクールバスは下記のダイヤで運行します。ただし、交通状況や混雑状況により発車時刻が前後することがあります
ので、予めご承知おきください。
発着所

所要時間

1 月 22 日

1 月 23 日

ふじみ野

15 分

7:40 7:55 8:10 8:20

7:40 7:55 8:10 8:20

南古谷

10 分

8:00 8:15 8:30

7:55

8:15

本川越

25 分

7:40 8:00 8:10

7:45

8:05

8:12

自家用車による来場はご遠慮ください。また、周辺施設の駐車場の
利用についてもご遠慮ください。

