
 

 

令和５年度入試 

高 校 募 集 要 項 
〔令和４年７月現在〕 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大宮開成高等学校 

令和４年７月 31 日現在のものであり、社会情勢等でやむを得ず重要な変更

があった場合には、本校ホームページにてお知らせいたします。 



１ 募集定員・入学試験概要 

募集定員 

普通科 定員３８０名 

特進選抜先進コース  ８０名 

                特進選抜Ⅰ類コース １５０名 

                特進選抜Ⅱ類コース １５０名 

試験日 令和５年１月 22 日（日） 令和５年１月 23 日（月） 令和５年１月 24 日（火） 

入試区分 単願入試 併願入試Ａ 併願入試Ｂ 

受験資格 
令和５年３月中学校卒業見込みの者 

中学校卒業程度の学力がある者 

出願条件 
本校を第一志望校とし 

合格後入学手続をおこなう者 
本校を併願する者 

出願手続 

Web出願のみとなります。 

 

令和４年 12月１日（木）9:00 ～ 令和５年１月７日（土）23:00 

出願書類 

出願期限 

【提出書類】  入学志願者調査書（県公立提出用調査書様式）、及び写真票 

 

【出願期限】  １月 10日（火）（消印有効） 

 

※複数回受験する場合は、受験回数分の入学志願者調査書・写真票が必要です。 

受 験 料 ２２，０００円 ２２，０００円 ２２，０００円 

試験会場 本 校 

集合時間 ８：３０ 

試験科目等 

【試験科目】  国語・英語・数学   【試験時間】各 50分 

 

【科目配点】  各 100点       【解答形式】全問マークシート形式 

合格発表 令和５年１月 26日（木）9:00 本校ホームページ「合格発表サイト」にて発表 

 

  



２ 出願手続 

〇出願期間内は、平日・土日・祝日の 24時間出願手続が可能です。 

〇ご自宅で PC・スマートフォン・タブレット端末などで出願手続きができます。 

〇受験料についてはサイト内「お支払い方法の選択」より選択しお支払いください。 

※お支払いには別途手数料がかかりますのであらかじめご了承ください。 

 

【出願手順】 

 

 

 

 

 

１ 本校ホームページ 
令和４年 12 月１日（木）9:00 に本校ホームページに「出願サイト」のバナーを

設置します。 

２ 出願サイトへのアクセス  パソコン・スマートフォン・タブレット端末のいずれかをご利用ください。 

３ ID（メールアドレス）登録  

メールアドレスを ID として登録してください。なお、出願後の連絡のため、緊

急時にもすぐご確認いただけるメールアドレスをご登録ください。 

入試説明会予約・オープンスクール予約・個別相談予約・ミニ説明会予約を行っ

た方はすでに登録が完了しています。 

４ 出願情報入力          志願者情報、出願入試日程、受験コース等を入力してください。 

５ 写真データアップロード     

デジタルカメラ・スマートフォン・タブレット端末などで撮影した受験生の顔写

真データ（正面脱帽、スナップ写真でないもの）をアップロードしてください。

アップロードしない場合は、受験票印刷後、「受験票」と「写真票」の両方に受験

生の写真（４ｃｍ×３ｃｍ）を貼付してください。（白黒・カラーどちらでも可） 

６ 受験料の支払い方法選択     

受験料のお支払いは、「お支払い方法の入力」画面より、お支払い方法【クレジッ

トカード、コンビニエンスストア、金融機関 ATM（ペイジー）、インターネットバ

ンキング】をお選びください。本校窓口でのお支払いはできません。お支払いに

は別途手数料がかかりますのであらかじめご了承ください。 

７ 

「受験票」「写真票」 

「調査書送付用宛名ラベル」の

プリントアウト          

受験料のお支払い完了後、支払い完了メールが届き、出願サイトから「受験票」・

「写真票」・「調査書送付用宛名ラベル」のプリントアウトが可能となります。ご

自宅やコンビニエンスストア等でプリントアウト（Ａ４版・白色の普通紙）して

ください。 

８ 入学志願者調査書の送付         

「受験票」と同時にプリントアウトされる「調査書送付用宛名ラベル」を各自用

意した封筒に貼付し、同時にプリントアウトされる「写真票」と「入学志願者調

査書（埼玉県公立提出用調査書様式）」を入れて『簡易書留』で郵送してくださ

い。なお、入学志願者調査書には中学２年次・３年次の欠席日数の記入が必要で

す。（特に埼玉県外在住の方はご注意ください。）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



３ 入試当日 

持ち物 
受験票・HBの黒鉛筆(シャープペンシル可)・消しゴム・上履き・下足入れ（ビニール袋など）・マスク 

※定規・コンパスは使用不可。 

注意事項 

１ 8:30までに集合場所（受験教室）に入室してください。 

２ 試験当日、発熱等により体調不良の場合には、追試験を受験してください。 

   ※「６ 追試験」参照 

３ 新型コロナ感染防止のため、登校時に体温を計測しています。 

４ 試験中に体調が悪くなった場合は、試験監督に申し出てください。その上で、発熱等があった場合、 

  受験を中止し帰宅していただくことがあります。 

５ 当日、天候や事故等によって交通機関が乱れている場合は、登録されたアドレスにメールで 

お知らせします。同時に本校のホームページでもご確認ください。 

時間割 

集 合 時 間 8:30 

受験上の注意 8:40 

国    語 8:50 ～  9:40 

英    語 10:00 ～ 10:50 

数    学 11:10 ～ 12:00 

４ 合格発表 

発表日時 令和５年１月 26日（木） 9:00 

発表方法 本校ホームページ「合格発表サイト」にて発表。※ID・パスワードの入力が必要です。 

５ 入学手続 

単願入試 

１ 銀行振込用紙（合格後に「合格発表サイト」からプリントアウト）を用いて、銀行窓口にて入学金・

施設費（360,000円）をお振込ください。 

２ １による振込済証明書を以下の入学手続期間に本校窓口へご持参ください。 

（入学手続期間） 令和５年１月 26日（木）・27日（金）9:00 ～ 15:00 

１月 28日（土）       9:00 ～ 12:00 

３ 入学手続者には、窓口で「入学許可証」・「入学の手引き」・本校への提出書類等をお渡しいたします。 

併願入試Ａ 

併願入試Ｂ 

入学手続を 

延期しない場合 

単願と同様（上記）の手続きを行ってください。 

（手続期限を過ぎた場合、合格は無効になります。） 

入学手続を 

延期する場合 

（延期手続期間） 

令和５年１月 26日(木) 9:00 ～ １月 28日(土) 23:00 

延期手続期間内に、クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関 ATM 

(ペイジー)、インターネットバンキングにより、延期手続料（5,000円）をお支払 

いいただくことで、延期手続は完了します。 

延期後の 

入学手続 

１ 銀行振込用紙（合格後に「合格発表サイト」からプリントアウト）を用いて、 

銀行窓口にて入学金・施設費（355,000円※）をお振込ください。 
   ※所定の 360,000円から延期手続料 5,000円を差引いた額 

２ １による振込済証明書を以下の入学手続期間に本校窓口へご持参ください。 

（入学手続期限） 令和５年３月４日（土）12:00 

（窓口受付時間） 月〜金曜 9:00 ～ 15:00  

土曜   9:00 ～ 12:00  

※日曜・祝日は受付いたしません。 

３ 入学手続者には、窓口で「入学許可証」・「入学の手引き」・本校への提出書類等

をお渡しいたします。 

４ 埼玉県公立高校合格発表後の入学手続については上記１～３に準じるととも

に、次の点にご注意ください。 

  （手続期限）令和５年３月４日（土）正午 12:00 

  （ご注意） ①入学金・施設費のお振込みは銀行窓口のみの取扱いのため、 

お振込みは３月３日（金）15:00までにお済ませください。 

        ②ATM振込による振込明細書では入学手続はできませんので 

ご了承ください。 

※埼玉県外の公立高校を受験し、令和５年３月４日（土）以降に合格発表がある場合

は、直接本校へお問い合わせください。 

※ 入学金・施設費の振込は、銀行窓口のみの取扱いとなります（ATM 利用による明細書では、入学手続不可）ので、 

ご注意ください。 

※ 単願・併願のいずれにおいても、手続期限は土曜日ですが、銀行振込は前日の金曜日までにお済ませください。 



６ 追試験 

（１）日  時  令和５年２月９日（木） 集合時間 8:30 

（２）会  場  本校 

（３）受験資格  単願入試（１月 22日）・併願入試Ａ（１月 23日）・併願入試Ｂ（１月 24日)のいずれかに 

出願した者のうち、試験当日において以下①～⑤のいずれかに該当する者。 

① コロナ陽性者及び濃厚接触者 

② PCR検査を受検した後、結果が出ていない者 

③ 37.5℃以上の発熱がある者 

④ インフルエンザ・ウイルス性胃腸炎など、その他感染症に罹患している者 

⑤ その他、何らかの理由で体調が優れない者 

（４）合格発表  令和５年２月 10日（金） 9:00 インターネットによる合格発表 

（５）入学手続  ①単願入試の方は２月 10 日（金）合格発表当日 15:00 までに、銀行振込用紙（合格後に「合格発表

サイト」 

からプリントアウト）を用いて、銀行窓口にて入学金・施設費（360,000円）をお振込くだ 

さい。そのうえで振込済証明書を２月 11日（土祝）15:00までに本校窓口へご持参ください。 

②併願入試Ａ・併願入試Ｂの方で入学手続を延期しない場合は、①と同様です。 

③併願入試Ａ・併願入試Ｂの方で入学手続を延期する場合は、２月 11日（土祝）23:00までに 

クレジットカード、コンビニエンスストア、金融機関 ATM(ペイジー)、インターネットバンキング 

により、延期手続料（5,000円）をお支払いいただくことで、延期手続は完了します。 

          

入学を希望する場合は「５ 入学手続」の併願入試合格者と同じ手順になります。 

         

７ 帰国子女生徒募集 

（１）募集条件  海外全日制日本人学校出身者（男女） 

（２）募集定員  若干名（男女） 

（３）受験資格 

2008年４月１日以前に生まれた者で、下記の①、②、③のすべてに該当する者 

① a 文部科学大臣の指定を受けた海外日本人学校中学部卒業または、2023年３月卒業見込の者 

b 国内中学校卒業または、2023年３月卒業見込の者 

  ②本校を第一志望校とし、合格後入学手続をおこなう者 

  ③１年以上の海外在留期間を有する者 

（４）出願手続  原則として、２ 出願手続 に準じる。ただし、出願書類については、以下のとおりとする。 

【出願書類】 

①帰国生徒調査書（本校所定の用紙） 

出願手続後、本校指定の URLより「帰国生徒調査書」をダウンロードし、必要事項を記入 

②入学志願者調査書 

 入学志願者調査書は、以下の a b のいずれか。 

a 海外日本人学校中学部卒業または卒業見込の者の場合 

当該日本人学校が発行した入学志願者調査書または成績証明書 ※２年次・３年次の欠席日数の記載が必要 

b 帰国後、国内中学校に在籍した者 

当該国内中学校の入学志願者調査書 

（５）選考方法 

   次の①～③について、総合的に判断して選考する。 

   ①書類審査           ※出願時の提出資料の審査 

   ②国語・数学・英語の学力試験  ※単願入試と同様 

   ③面接（本人のみ）       ※時間帯については、折り返しご連絡します。 

（６）その他 

   入学試験日・会場・合格発表・入学手続等については、（３）受験資格 ② より、単願入試と同様となります。 



８ 今後のイベントについて 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、変更の可能性があります。最新の情報を本校ホームページで随時ご確認ください。  

 

※下記のイベント等参加に際して予約が必要な場合、本校ホームページより IDを登録する流れとなります。 

 IDは入試出願時にも利用しますので、お忘れの無いようにお控えください。 

 また、ID はメールアドレスによる登録となりますが、緊急時のご連絡にも使用いたしますので、日頃お使いのアドレスを指定頂きますよう

お願いいたします。 

 

入試説明会・オープンスクール（本校ホームページにて要予約）※各イベントの約１カ月前から予約開始 

令和４年 ７月 30日（土） 

     ７月 31日（日） 

第１回入試説明会（30日）10:00開始・13:00開始 

（31日）10:00開始 

 学校概要／入試概要  

     ８月 20日（土） 

        21日（日） 

第１回・第２回 オープンスクール  9:00開始 

 国・英・数の授業体験会 （終了後、一部部活動の発表があります。） 

      ８月 20日（土） 

         21日（日） 

オープンスクール同時開催 入試説明会(第 1回と同内容)9:00開始 

 学校概要／入試概要  

     ９月 24日（土） 
第２回入試説明会    10:00開始 

  学校概要／入試概要 

     10月 22日（土） 
第３回入試説明会    13:30開始 

  学校概要／入試概要 

11月 23日（水祝） 
第４回入試説明会    13:30開始 

 入試問題解説／学校概要／入試概要 

 

 

 

文化祭「開成祭」 ※一般公開の可否・予約要/不要について本校ホームページに記載。 

令和４年 10月 29日（土）・30日（日） 

個別相談会  受験生と保護者同伴でご参加いただきます。（９月１日（木）から本校ホームページにて予約受付）  

〇個別相談のみの実施 

  令和４年 10月 10日（月祝）、15日（土）、16日（日) 

11月 20日（日）、 27日（日） 

12月 18日（日） 

 

9:00 ～ 15:00 

 

〇入試説明会と同時開催日    

令和４年 10月 22日（土）、11月 23日(水祝） 

 

10:00 〜 16:30 

 

〇ご注意 

 ・出願を希望される方は、原則として個別相談にお申し込みください。 

 ・事前に説明会、またはミニ説明会への参加をお薦めします。 

 ・予約は本校ホームページ「個別相談予約サイト」のバナーより受け付けております。 

 ※個別相談の予約枠は限られています。複数日程及び時間帯への予約はお控えください。 

ミニ説明会  入試概要説明  （９月１日（木）から本校ホームページにて予約受付） 

○開始時間  9:00、10:30、13:30                                                                
令和４年 10月 16日（日）、11月 20日（日)、 

11月 27日（日）、12月 18日（日） 



９ 学費（令和３年度参考） 

 

１ 入学年次学費                                      

区分 種 類 月 額 年 額 納入方法 

入学金等 

入学金   210,000円 

入学手続き時に銀行振込 施設費   150,000円 

小 計   360,000円 

授業料等 

授業料 30,000円 360,000円 

年 10回銀行引落し（毎月 13日） 

４・５月は５月、２・３月は２月にそれぞれ２ヶ月分引落し 
施設設備維持費 8,500円 102,000円 

小 計 38,500円 462,000円 

 合 計  822,000円  

※令和５年３月 31日（金）15:00までに入学辞退の申し出があった場合は、上記のうち施設費を返金いたします。 
 

 
２ 会費等 

会 費 

生徒会入会費 1,000円 「一括預かり金」で納入(入学年次のみ) 

生徒会費 6,000円 「一括預かり金」で納入(年額) 

父母の会入会費 2,000円 ５月に銀行引落し（入学年次のみ） 

父母の会費 8,000円 

５月に銀行引落し(年額) 

後援会費 6,000円 

小計 23,000円   

 
 

１０ 令和５年度入試 特待生特典（特進選抜 先進コースのみ適用） 

 特 典 

単願Ⅰ特待 入学金相当額及び原則３年間の授業料相当額給付 

単願Ⅱ特待 入学金相当額及び原則１年次の授業料相当額給付 

併願Ⅰ特待 原則３年間の授業料相当額給付 

併願Ⅱ特待 原則１年次の授業料相当額給付 

※奨学金の給付額は、上記給付金より「埼玉県父母負担軽減補助金」総額を差し引いた額となります。 

 

 

 

 

 

 

 



１１ 就学支援金等について 

【埼玉県内在住の場合】上記補助金は 4人家族、（保護者のうちどちらか一方が働き、高校生 1人、中学生 1人）の目安 

【県外在住の場合】  上記就学支援金のみ支給されます。（埼玉県授業料軽減補助金及び、入学金県補助は支給されません。） 

（１）特待生の場合でも、就学支援金の申請をしていただけます。 

（２）本校では、寄付金及び学債は一切お願いしておりません。 

 

１２ その他 

  ○個人情報保護について 

出願に関する各書類に記載された個人情報については、それぞれ本校内での円滑な処理のために使用します。 

個人情報を使用する際は取り扱いに十分留意し、目的以外の使用はいたしません。 

 

 

 公的補助（年額） 

実質授業料 

（年額） 

埼玉県支給 

年 収 
就学支援金 

（国支給） 

埼玉県父母負担

軽減補助金 

（県支給） 

軽減補助金 

合 計 
施設費等 

納付金補助 
入学金県補助 

500万未満 360,000円 0円 360,000円 0円 200,000円 100,000円 

590万未満 360,000円 0円 360,000円 0円 0円 100,000円 

609万未満 118,800円 241,200円 360,000円 0円 0円 100,000円 

720万未満 118,800円 241,200円 360,000円 0円 0円 0円 

910万未満 118,800円  0円 118,800円 241,200円 0円 0円 


