
調査：声の教育社 ※試験日等は11月１日現在の予定です。必ず学校発行の募集要項をご参照ください。

※●印は単願者または第一志望者向けの試験，〇印は公立高校の発表まで手続きを延期できる試験を示しています。

1月25日 水 ●〇開智未来 〇川越東 〇埼玉栄 〇東京成徳大深谷 ●〇武南 〇星野
1月26日 木 ●〇聖望学園 〇星野
1月27日 金
1月28日 土 ●〇花咲徳栄
1月29日 日 〇栄東
1月30日 月 ○浦和学院 ●〇栄北 ●〇山村国際
1月31日 火 ●〇昌平 ●〇東京農業大第三 
2月1日 水 ○春日部共栄 ●○武蔵越生 ●立教新座
2月2日 木
2月3日 金 ●〇秋草学園 ●〇自由の森学園 ●○聖望学園 
2月4日 土 ●〇浦和ルーテル学院 ●〇浦和麗明 ●〇国際学院 〇秀明 ●○秀明英光 ●○淑徳与野 ○西武台
2月5日 日 ●〇大妻嵐山
2月6日 月 ●〇狭山ヶ丘
2月7日 火 ●慶應義塾志木(２次は11日)
2月8日 水 ●〇東野 
2月9日 木 ●早稲田大本庄学院(２次は男子14日女子15日)
2月10日 金 ●〇武蔵野音大附属
2月11日 祝 〇城西大付属川越 
2月12日 日 ○武南
2月13日 月 ○東邦音大東邦第二
2月14日 火
2月15日 水
2月16日 木 ●〇東京成徳大深谷
2月17日 金
2月18日 土 ○正智深谷 ●○本庄第一
2月19日 日 ●〇埼玉平成 ●○自由の森学園  
2月20日 月
2月21日 火
2月22日 水
2月23日 木
2月24日 金
2月25日 土       
2月26日 日
2月27日 月
2月28日 火
3月1日 水
3月2日 木 　3/2　学力検査
3月3日 金 　3/3面接・実技(一部)
3月4日 土
3月5日 日
3月6日 月  
3月7日 火
3月8日 水
3月9日 木
3月10日 金 3/10　合格発表
3月11日 土
3月12日 日
3月13日 月 ●浦和麗明
3月14日 火 ●秋草学園 ●武蔵越生
3月15日 水 ●東邦音大東邦第二
3月16日 木 ●武蔵野音大附属
3月17日 金
3月18日 土

※詳しい入試日程は声の教育社刊『高校合格資料集』(1300円＋税)をご覧ください。

●埼玉平成 ●正智深谷 ●自由の森学園

●〇秋草学園 ●〇浦和学院 ●〇浦和実業学園 ●〇浦和麗明 ●〇叡明 ●〇大妻嵐山 ●大宮開成 ●〇開智 ●〇開智未来
●〇春日部共栄 ●〇川越東 ●〇国際学院 ●〇埼玉栄 ●〇埼玉平成 ●〇栄北 ●〇栄東 ●○狭山ヶ丘 ●〇自由の森学園
●〇秀明 ●秀明英光 ●〇城西大付属川越 ●〇正智深谷 ●〇昌平 〇城北埼玉 ●〇西武学園文理 ●西武台 ●〇聖望学園
●〇東京成徳大深谷 ●〇東京農業大第三 ●〇獨協埼玉 ●〇花咲徳栄 ●東野 ●武南 ●星野 ●〇細田学園 ●〇本庄第一
●〇本庄東 ●〇武蔵越生 ●武蔵野音大附属 ●〇山村学園 ●〇山村国際 ●立教新座 ●早稲田大本庄学院

〇秋草学園 〇浦和学院 〇浦和実業学園 ●〇浦和ルーテル学院 〇浦和麗明 〇叡明 〇大妻嵐山 〇大宮開成 ●〇開智
●〇開智未来 ●慶應義塾志木(２次) 〇国際学院 〇埼玉栄 〇埼玉平成 〇栄北 ●〇狭山ヶ丘 ●自由の森学園 〇秀明
〇秀明英光 ●〇淑徳与野 〇城西大付属川越 〇正智深谷 〇昌平 〇城北埼玉 ●〇西武学園文理 ○西武台 ●〇聖望学園
〇東京農業大第三 ●東邦音大東邦第二 〇獨協埼玉 〇花咲徳栄 ○東野 ○武南 〇本庄東 〇武蔵越生 〇山村学園
●〇山村国際

〇浦和学院 〇浦和実業学園 〇叡明 〇大宮開成 ●〇開智 〇春日部共栄 〇川越東 〇栄東 ●〇狭山ヶ丘 〇秀明英光
●〇西武学園文理 〇西武台 ○東野 〇細田学園 〇本庄第一 〇本庄東 〇山村学園

●浦和実業学園 ●東京成徳大深谷 ●本庄第一

  願書提出   2/20・21

  志願先変更2/23・24

埼玉公立入試日程

火1月24日

平成29年度  埼玉県内私立・公立高校入試日程一覧表（予定）

1月23日

1月22日 日

月



調査：声の教育社 ※試験日等は10月１日現在の予定です。必ず学校発行の募集要項をご参照ください。

□は２科(算国)，■は４科(算国社理)，▲は適性検査型，※はそれ以外の試験科目を示しています。

≪午前≫ ≪午後≫ 国公立中学校

12月3日 土 □※大妻嵐山・帰国①

12月4日 日 ※秀明・ＡＯ

12月22日 木 □※昌平・帰国

1月10日 火

1月12日

1月16日 月

1月17日 火

1月19日 木

1月20日 金

1月21日 土 ■浦和実業学園③　□■国際学院⑤
市立浦和・
２次(作文)

1月22日 日 ▲自由の森学園･×・Ｃ①　□西武学園文理・特選④

1月23日 月

1月24日 火

1月25日 水

1月26日 木

1月27日 金

1月28日 土
伊奈学園・
２次(面接)

1月29日 日

1月30日 月

1月31日 火

2月1日 水 埼玉大附属

2月2日 木 　

2月3日 金 ■埼玉栄・医学難関大Ⅴ　□自由の森学園Ｃ②　■立教新座②     都内国公立

2月5日 日

2月6日 月

2月7日 火

2月11日 土 □■本庄第一③

2月19日 日 □自由の森学園Ｃ③

3月12日 日 □自由の森学園Ｃ④

水

□浦和実業学園②・特待　■※開智
未来・未来Ｂ  □■聖望学園②・奨
学生

■浦和実業学園②・特待　■大妻嵐山・奨学生　■大宮開成・特待
①  ■開智②　▲開智未来・未来型　▲国際学院④　■栄東・東大
特待Ⅰ　■狭山ケ丘②　■昌平・Ｔ②　■城北埼玉①　■※西武学
園文理②・特選②　■獨協埼玉②　□■武南②

□■埼玉栄・進学③　■淑徳与野①　□■昌平③　□■▲聖望学園
③

■開智未来・未来Ａ  ■春日部共栄
②　□埼玉栄・医学難関大Ⅳ　□城
西川越②　▲昌平　□■西武台新
座・特待　□星野学園・進学②

平成29年度  埼玉県内私立中学入試日程（教科別）一覧表

□浦和実業学園①・特待　▲大妻嵐
山　□開智未来・特選①　■春日部
共栄①　□国際学院②　□埼玉栄・
医学難関大Ⅱ　▲埼玉平成　■城西
川越・特選①　■昌平・Ｔ①　※城
北埼玉・特待　□西武学園文理・特
選特待　□■西武台新座・特選①
※東京農業大学第三②　□■武南①
※星野学園・理数選抜①

□■大妻嵐山① ■開智・先端Ａ　□■春日部共栄②  □■国際学院
③　□■埼玉栄・進学②　■埼玉栄・医学難関大Ⅲ　■城西川越・
特選②　□■※昌平②　□■西武台新座・特進②　□■東京成徳大
学深谷②　□■東京農業大学第三③　■獨協埼玉①　■星野学園・
理数選抜②

1月13日 金

土

■浦和実業学園①・特待　※▲浦和ルーテル学院①　※大妻嵐山
□※大妻嵐山・帰国②　■大宮開成・英数特科①・特進①  ■開智
①　■春日部共栄①　□■国際学院①　□■埼玉栄・進学①　■埼
玉栄・医学難関大Ⅰ　□■埼玉平成①　※埼玉平成・英語　■栄東
Ａ　※栄東・帰国Ａ　■狭山ケ丘①　□※秀明Ⅰ　□■城西川越①
□城西川越・帰国　□■※昌平①　■※西武学園文理①・特選①
□■西武台新座・特進①　□■聖望学園・専･①・奨学生　□■東京
成徳大学深谷①　□■東京農業大学第三①　□■武南①　□星野学
園・進学①　※▲本庄第一①　□■本庄東①

1月14日

木

■狭山ケ丘④

□■西武台新座・チャレンジ　■立教新座①　□立教新座・帰国

■浦和明の星女子②  ■浦和実業学園④　□浦和ルーテル学院④
■大宮開成・特待②・特進③  ■春日部共栄④　□■国際学院⑥
□埼玉平成③　■栄東・東大Ⅲ　■淑徳与野②

□■大妻嵐山②  □※秀明Ⅱ　□■昌平④　□■武南④

2月4日

1月11日

■開智・先端Ｂ

■※開智未来・特選②

□城西川越④　□■聖望学園⑤

土

1月15日 日
▲浦和実業学園　□春日部共栄③  ■城北埼玉②　□■武南③
□■本庄第一②

■獨協埼玉③

□■浦和ルーテル学院③　□■東京成徳大学深谷④　□■本庄東③

市立浦和・
１次(適性)

伊奈学園・
１次(作文)

■浦和明の星女子①　□■※浦和ルーテル学院②　■大宮開成・英
数②・特進②　□■埼玉栄・進学④  □■埼玉平成②　□※自由の
森学園･ＡＢ　□■城西川越③　□■西武台新座・特選③　□■東京
成徳大学深谷③　□■東京農業大学第三④　□■星野学園・総合選
抜　□■本庄東②

1月18日 水
■栄東･東大Ⅱ　■城北埼玉③　□■西武学園文理③　■西武学園文
理・特選③　□■聖望学園④・奨学生

■栄東Ｂ　※栄東・帰国Ｂ　■狭山ケ丘③



浦 和 麗 明 福祉進学とペットマネジメントコースを募集停止，特選，特進Ⅰ・Ⅱ，進学α，進学，保育進学，

調理パテシエの６コース制となる。

大 妻 嵐 山 選抜αと選抜βを１本化する。

大 宮 開 成 特進ＳⅡ類を募集停止，特進選抜先進，特進選抜Ⅰ類，特進選抜Ⅱ類，特進選抜Ｓの４コース制

となる。

埼 玉 栄 普通科総合進学コースを募集停止，α，Ｓ，特進の３コースと保健体育科の募集となる。

狭 山 ヶ 丘 推薦専願・併願とも３日間設定する。

秀 明 通学生の募集を開始する。

城 西 大 付 属 川 越 特選コースを新設，特進，進学コースを併せ３コース制となる。

昌 平 奨学生Ⅲ（入学金全額支給）を新設する。

獨 協 埼 玉 ２日間行っていた単願を1/22のみとする。

星 野 女子部に国際教養コースを新設する。

本 庄 第 一 2/18単願②併願③入試を午後に実施する。

武 蔵 越 生 コースを改編，Ｓ特進，選抜Ⅰ，選抜Ⅱ，アスリート選抜の４コース制となる。

山 村 学 園 特進ＳＡコースをＳＡクラスに，特進文理コースを特進文理クラスに変更する。

山 村 国 際 特進コースをＡ・Ｂの２コースに改編する。

早 稲 田 大 本 庄 募集定員でα推薦と帰国生の女子を増やし，α推薦と一般の男子を減らす。

＜ 埼 玉 県 公 立 ＞ 社会･理科を40分から50分へ。

以下20校で数学･英語の問題一部に応用的な問題を含む(学校選択問題)を実施。

★募集定員を増加する学校(募集合計)

城北埼玉(240名→280名，期間限定，内進を含む)，細田学園(320→440名，期間限定)

★募集定員を削減する学校(募集合計)

自由の森学園(210→160名)

★入試日程

＜入試回数減少校＞ 浦和ルーテル学院，国際学院，東野，細田学園

＜入試回数増加校＞ 秋草学園，栄北，武蔵野音楽大附属，本庄第一

＜web出願を行う学校＞

　 浦和ルーテル学院，大妻嵐山，開智未来，春日部共栄，栄東，狭山ヶ丘，城西大附属川越，

西武学園文理，獨協埼玉，東野，山村学園

＜１月26日までに入試を終了する学校＞

　 叡明，大宮開成，開智，開智未来，川越東，埼玉栄，城北埼玉，西武学園文理，獨協埼玉，星野，

細田学園，本庄東，山村学園

＜公立合格発表後(3/10以降)に入試を行う学校＞

秋草学園，浦和実業学園，浦和麗明，埼玉平成，自由の森学園，正智深谷，東京成徳大深谷，

東邦音楽大附属東邦第二，本庄第一，武蔵越生，武蔵野音楽大附属

★入学手続金制度

＜公立発表(3/10)まで入学手続金が必要ない併願試験＞

浦和学院(1/30)，浦和麗明(2/4)，開智(1/22,23,24)，開智未来(1/22,23,25)，

春日部共栄(1/22,24,2/1)，川越東(1/22,24,25)，国際学院(2/4)，自由の森学園(1/22,2/3,2/19)，

秀明(1/22,23,2/4)，秀明英光(1/23,24,2/4)，淑徳与野(1/23,2/4)，正智深谷(1/22,23,2/18)，

城北埼玉(1/22,23)，西武学園文理(1/24)，西武台(1/23,1/24,2/4)，聖望学園(2/3)，

東京成徳大深谷(1/22,25,2/16)，東京農業大第三(1/22,23,31)，東野(1/23,24,2/8)，武南(2/12)，

星野(1/25,26)，細田学園(1/22,24)，本庄第一(1/22,24,2/18)，本庄東(1/22,23,24)，

山村学園(1/22奨学生)

平成29年度 埼玉県内　私立高校のおもな変更点(予定)

浦和,浦和第一女子,浦和西,大宮,春日部,川口北,川越,川越女子,川越南,熊谷,熊谷女子,熊谷西,越ヶ谷,
越谷北,所沢,所沢北,不動岡,和光国際,蕨,さいたま市立浦和



学校名 試験の名称 試験日 併願の許容範囲 延納手続きなどの条件

第１回併願 1/22

第２回併願 1/23

第３回併願 2/3 ２月８日までに入学手続金２万円

併願推薦① 1/22

併願推薦② 1/23 ２月３日までに延納金１万円

併願推薦③ 1/24

一般 1/30 なし

第１回併願 1/22

浦和実業学園 第２回併願 1/23

第３回併願 1/24

第１回一般併願 1/23 １月27日までに入学延納手続金１万円

第２回一般併願 2/4 ２月10日までに入学延納手続金１万円

推薦併願１回目 1/22

推薦併願２回目 1/23

一般併願 2/4 3月13日 なし

推薦併願１回目 1/22

推薦併願２回目 1/23

推薦併願３回目 1/24

第１回併願 1/22

大妻嵐山 第２回併願 1/23 3月11日

第３回併願 2/5 ２月９日までに延期手続金１万円

併願Ａ 1/23

併願Ｂ 1/24

１回併願 1/22

開智 ２回併願 1/23 3月11日 なし

３回併願 1/24

第１回併願 1/22

開智未来 第２回併願 1/23 3月10日 なし

第３回併願 1/25

１回併願 1/22

春日部共栄 ２回併願 1/24 3月11日 なし

３回併願 2/1

併願Ⅰ 1/22

川越東 特待生 1/24 3月10日 なし

併願Ⅱ 1/25

推薦第１回併願 1/22

国際学院 推薦第２回併願 1/23 3月11日

一般併願 2/4 なし

併願Ⅰ 1/22

併願Ⅱ 1/23 3月11日

併願Ⅲ 1/25

推薦併願Ｂ１ 1/22 １月30日までに入学金の一部１万円

推薦併願Ｂ２ 1/23 １月31日までに入学金の一部１万円

一般オープン併願Ｂ３ 2/19 ２月22日までに入学金の一部１万円

第１回併願 1/22

第２回併願 1/23

第３回併願 1/30 ２月３日までに延期手続金１万円

第１回併願 1/22

栄東 第２回併願 1/24 ２月３日までに入学金の一部２万円

特待生選抜 1/29

併願① 1/22

狭山ヶ丘 併願② 1/23

併願③ 1/24

一般併願 2/6 ２月10日までに延納手続金２万円

併願推薦①・一般① 1/22

併願推薦②・一般② 2/3

一般③ 2/19

併願① 1/22

秀明 併願② 1/23 3月10日

一般 2/4

併願① 1/23

秀明英光 併願② 1/24

一般 2/4

自由の森学園 3月14日 なし

3/16（入学希望者は3/10に電
話連絡）

秋草学園

叡明 １月31日までに延納手続金１万円

3月11日

埼玉県内私立高校入試

１月30日までに入学手続金２万円

3月11日

２月10日までに延納手続願ハガキを提出

平成２９年度 公立併願が可能な入試を実施する高校（予定）

浦和学院 3月13日

なし

大宮開成

浦和ルーテル学院

3月11日

１月27日までに延期手続金１万円

２月１日までに入学予約金１万円

栄北 3月11日

１月30日までに延納手続金２万円

3月10日 ２月３日までに手数料２万円

１月30日までに延納手続金１万円

１月27日までに延納手続金１万円

１月31日までに延期手続料５千円

3月11日

3月11日

１月28日までに延期手続金１万円

併願校合格発表日

3月11日

3月13日

浦和麗明

埼玉栄

埼玉平成



学校名 試験の名称 試験日 併願の許容範囲 延納手続きなどの条件

第１回併願 1/23

第２回併願 2/4

併願① 1/22

併願② 1/23

併願第１回 1/22

正智深谷 併願第２回 1/23 3/11(群馬は3/16) なし

併願第３回 2/18

推薦併願① 1/22

昌平 推薦併願② 1/23 3月11日

一般併願 1/31

併願Ⅰ 1/22

併願Ⅱ 1/23

推薦併願① 1/22

推薦併願② 1/23

推薦併願③ 1/24

一般併願 1/24 なし

推薦併願Ⅰ 1/23

推薦併願Ⅱ 1/24

一般 2/4

推薦１回(併願) 1/22

推薦２回(併願) 1/23

推薦３回(併願) 1/26 ２月３日までに入学手続金２万円

一般(併願) 2/3 なし

併願(私立本校第一希望) 1/22

東京成徳大深谷 一般 1/25 3月11日 なし

２月一般 2/16

推薦Ⅰ併願 1/22

東京農大第三 推薦Ⅱ併願 1/23 3月13日 なし

一般併願 1/31

第１回併願 1/22

第２回併願 1/23

第１回併願 1/22

第２回併願 1/23

第３回併願 1/28 ２月３日までに入学予約金１万円

前期推薦併願① 1/23

東野 前期推薦併願②・一般併願 1/24 埼玉3/11　東京3/3 なし

後期一般併願 2/8

併願１ 1/23

武南 併願２ 1/25

併願３ 2/12 なし

併願① 1/25

併願② 1/26

推薦１回併願 1/22

推薦２回併願 1/24

併願推薦① 1/22

本庄第一 併願推薦② 1/24 なし

併願推薦③ 2/18

併願第１回 1/22

本庄東 併願第２回 1/23

併願第３回 1/24

推薦併願① 1/22

推薦併願② 1/23

一般Ⅰ併願 2/1 ２月７日までに延納手続金１万円

奨学生（併願） 1/22 なし

併願① 1/22

併願② 1/23 3月11日

併願③ 1/24

第１回(併願) 1/22

山村国際 第２回(併願) 1/23

第３回(併願) 1/30 ２月６日までに延納手続金１万５千円

学校によって未確定部分があります。必ず学校発行の募集要項でご確認ください。

3月10日（群馬は3/15）

２月４日までに入学金の一部１万円

細田学園 3月11日 なし

3月13日

城西大付川越

花咲徳栄

山村学園

なし

１月24日までに入学手続金３万円

１月30日までに入学予約金１万円

3月10日

なし

なし

２月２日までに延納手続金２万円上位志望校発表翌日

3月10日

(11月１日現在の予定)

武蔵越生

１月30日までに延納手続金１万５千円
3月13日

１月30日までに延納手続金１万円
3月11日

２月５日までに延納手続金１万５千円

西武学園文理

西武台

２月１日までに入学手続金２万円

なし

２月18日までに入学金の一部２万円

なし

淑徳与野

埼玉3/10　東京3/2

3月10日

獨協埼玉

3月11日（群馬は3/16）

3月11日星野

3月11日

２月６日までに延納手続金２万円

城北埼玉

3月10日

3月10日

聖望学園



浦 和 実 業 学 園 適性検査型入試(1/15)を午後から午前に変更。

浦 和 ル ー テ ル 学院 Ｅ２(英国算面）やＧ２(国算自己アピール）などの入試を増設する。

大 妻 嵐 山 1/10午前にまなび力入試（国算英から２科)，午後にみらい力入試（総合記述)を新設。

開 智 未 来 未来Ａ(1/11)は４科に，未来Ｂ(1/12)と特選②(1/19)は４科か国算英を選択。

春 日 部 共 栄 １回午後を４科，２回午前を２科４科選択，３回を２科入試とする。

また，国語に思考力・表現力を問う問題を１題導入する。

埼 玉 栄 医学クラスと難関大クラスはすべて午前４科，午後２科となる。

埼 玉 平 成 Ａ・Ｓの募集を取り止め，専願・一般の募集となる。

栄 東 東大Ⅲ(2/4)を４科に変更し，本校とスーパーアリーナで実施する。

自 由 の 森 学 園 Ｃ入試第４回(3/12)を新設。

淑 徳 与 野 各科10分試験時間を延長し，思考力・判断力・表現力を問う問題を増やす。

昌 平 ①1/10と②1/11で国算英受験を追加すろ。

西 武 学 園 文 理 1/10午前と1/12に英語型入試を導入，国・英と英語の質疑で選抜する。

また，第３回一貫クラス(1/18)を２・４科選択入試とする。

東 京 農 大 第 三 高附 1/10の総合理科を午後へ，２・４科の特待入試を午前に行う。

本 庄 第 一 1/10一般入試に英語型(作文と英語で選抜)入試を新設。別会場入試を取り止め。

◆募集定員変更

＜減＞東京農大第三高附90名→70名

◆web出願を行う学校

城北埼玉，西武学園文理，西武台新座，獨協埼玉

◆英語入試実施校(帰国生入試を除く)

秀明(12/4,1/10,2/5ＳＥ)，西武学園文理(1/10・12英語型)，本庄第一(1/10英語型)

◆適性検査・総合問題等の入試実施校

東京農大第三高附(1/10ＰＭ総合理科)，本庄第一(1/10適性検査)

★入試日程〈１月中に入試を終了する学校〉

開智，開智未来，城北埼玉，西武学園文理，西武台新座，東京成徳大深谷，東京農大第三高附，獨協埼玉，

星野学園，本庄東高附

◆午後入試実施校

浦和実業学園[1/10,12]，大妻嵐山[1/10]，開智未来[1/10,11,12]，春日部共栄[１/10,11]，国際学院[１/10]，

埼玉栄[１/10,11]，埼玉平成[1/10]，城西川越[1/10,11]，昌平[1/10,11]，城北埼玉［1/10］，

西武学園文理［1/10］，西武台新座[1/10,11]，聖望学園[1/12]，東京農大第三高附[1/10]，武南[1/10]，

星野学園[1/10,11]

自由の森学園(1/22算理社の総合)，昌平(1/11ＰＭ適性検査)，聖望学園(1/13適性検査)，

平成29年度 埼玉県内　私立中学校のおもな変更点(予定)

浦和ルーテル学院(1/10Ｅ２)，大妻嵐山(1/10選択)，埼玉栄(1/10・11ＳＥ)，埼玉平成(1/10英語)，

浦和実業学園(1/15適性検査型ⅠⅡ)，浦和ルーテル学院(1/10適性検査ⅠⅡ)，大妻嵐山(1/10ＰＭ総合記述)，

開智未来(1/12計算・読解・課題総合)，国際学院(1/12 ４科複合)，埼玉平成(1/10ＰＭ適性検査)，

浦和ルーテル学院，大妻嵐山，開智未来，春日部共栄，埼玉栄，栄東，狭山ヶ丘高付，城西川越，昌平，



◆別会場入試実施校

大妻嵐山[1/10・11・12大宮]，開智[1/10・11・12さいたま新都心]，開智未来[1/10・11・12さいたま新都心・岩槻]，

国際学院[1/10・11大宮]，埼玉栄[1/10・11大宮]，埼玉平成[1/10大宮・所沢]，栄東[1/10西大宮,2/4さいたま新都心]，

城西川越[1/10大宮・川越・所沢，1/11志木・所沢]，昌平[1/10大宮・越谷，1/11大宮]，

城北埼玉[1/10さいたま新都心，12所沢]，西武学園文理[1/10さいたま新都心]，聖望学園[1/12・13所沢]，

東京農大第三高附[1/10大宮・川越]，獨協埼玉[1/11川口]，星野学園[1/10・11大宮]

◆１月入試の延納制度(２月まで延納できる学校)

・浦和明の星女子(書類提出により2/3まで)　・浦和実業学園(2/9まで)　・浦和ルーテル学院(一般入試は2/5まで)　

・大妻嵐山(2/7まで,みらい力は2/10まで)　・大宮開成(2/4まで)　・開智(2/10まで)　・開智未来(2/8まで)　

・春日部共栄(2/3まで)　・国際学院(2/6まで)　・埼玉栄(2/6まで，医学と難関大は2/10まで)　

・埼玉平成(2/6まで，適性検査は2/13まで)　・栄東(2/6まで)　・狭山ケ丘高付(2/5まで)　

・自由の森学園(延納希望者は2/3まで)　・淑徳与野(2/4まで)　・城西川越(2/6まで)　・昌平(2/5まで)　

・城北埼玉(2/6まで)　・西武学園文理(2/4まで)　・西武台新座(2/9まで)　・聖望学園(2/13まで)　

・東京成徳大深谷④(2/3まで)　・東京農大第三高附(2/6まで)　・獨協埼玉(2/5まで延納可，手続金50,000円)

・武南(2/6まで)　・星野学園(2/6まで)　・本庄第一(2/14まで)　・本庄東高附(延納願提出により2/3まで延納可)　

・立教新座(2/2まで)



平成29年度埼玉県内私立中学校　別会場入試一覧
1月10日 1月11日 1月12日 1月13日 2月4日

火 水 木 金 土

午前 埼玉栄 埼玉栄 大妻嵐山

昌平 昌平

大妻嵐山 大妻嵐山

埼玉平成

大宮ソニック 午後 埼玉栄 埼玉栄

昌平 昌平

大妻嵐山

埼玉平成

大宮 午前 城西川越

午後 城西川越

午前 東京農業大第三

午後 東京農業大第三

午前 星野学園 星野学園

午後 星野学園 星野学園

午前 国際学院 国際学院

午後 国際学院

西大宮 埼玉栄中学高校 午前 栄東

東岩槻 開智中学高校 午後 開智未来 開智未来 開智未来

午前 開智 開智 開智 栄東

スーパーアリーナ 午後 開智未来 開智未来 開智未来

城北埼玉

ラフレさいたま 午後 西武学園文理

川口 キュポ・ラ川口 午前 獨協埼玉

午前 東京農業大第三

川越 午後 東京農業大第三

川越東上パールビルヂング 午後 城西川越

午前 埼玉平成 城西川越 城北埼玉 聖望学園

午後 埼玉平成 聖望学園

午前 城西川越

午後 城西川越

志木 ベルセゾン 午前 城西川越

午前 昌平

午後 昌平
越谷 越谷コミュニティセンター

日東会館

さいたま
新都心

河合塾現役館

所沢くすのきホール

最寄駅 会場

所沢

TKP大宮カンファレン
スセンター

大宮サポートセンター

JA共済埼玉ビル

国際学院埼玉短大
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