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埼玉県公立高校2015年度入試結果（速報） 
 
●	 応募状況の概況	 

	 	 全日制の募集定員は 39,520 名で昨年より 321 名減少です。転編入枠を除いた募集枠は 39,280 名で

やはり 321 名減少しています。当初の応募者数は 46,638 名で昨年より 377 名の減少、応募倍率 1.19

倍は昨年と変わりません。今年から志願変更が 1 回となりましたが、 終の応募者数は昨年より 374

名少ない 46,571 名で、応募倍率 1.19 倍は変わっていません。昼間定時制の各校は、比較的入り易い

のに全日制感覚で通学できることから、定時制の中では高い人気で、今年は戸田翔陽のⅡ部（午後）

の実質倍率が 1.35 倍と昨年に続く高水準、一番低い吉川美南・１部（午前）が 1.04 倍と、1 倍を切

った入試はありませんでした。	 

順

位	 	 

2015 年応募者数トップ 10・同順位あり	  

順

位	 	 

2014 年応募者数トップ 10・同順位あり	 

普通科	 総合・専門学科、コース	  普通科	 総合・専門学科、コース	 

学校名	 
応募	 

者数	 
学校名	 

課程	 応募

者数	 

 
学校名	 

応募

者数	 
学校名	 

課程	 応募

者数	 コース	  コース	 

1	 伊奈学園	 873	 久喜北陽	 総合	 344	  1	 伊奈学園	 1006	 滑川総合	 総合	 363	 

2	 浦和	 586	 滑川総合	 総合	 309	  2	 浦和西	 602	 久喜北陽	 総合	 339	 

3	 所沢北	 574	 川口総合	 総合	 284	  3	 川越	 581	 川口総合	 総合	 320	 

4	 川口北	 568	 川越総合	 総合	 274	  4	 所沢北	 554	 川越総合	 総合	 291	 

5	 川越女子	 563	 寄居城北	 総合	 242	  5	 春日部	 550	 大宮商業	 商業	 261	 

6	 浦和西	 559	 大宮商業	 商業	 236	  6	 浦和一女	 542	 寄居城北	 総合	 245	 

7	 春日部	 552	 幸手桜	 総合	 231	  7	 浦和	 540	 幸手桜	 総合	 241	 

8	 川越	 548	 浦和商業	 商業	 186	  8	 川口北	 540	 進修館	 総合	 194	 

9	 蕨	 538	 深谷商業	 商業	 181	  9	 川越女子	 540	 浦和商業	 商業	 183	 

10	 
浦和一女	 521	 進修館	 総合	 170	  10	 川越南	 495	 熊谷商業	 商業	 172	 

越谷南	 521	      	    

表は普通科と総合・専門学科・コース等に分けた応募者数のトップ 10 を昨年と比較したものです。

総合・専門学科等には昼間部定時制を含めました。今年の普通科は同数で 10 位が２校です。規模が大

きい分、今年も伊奈学園がトップですが、昨年 1,000 名を超えていた応募者が 873 名に減少しました。

現行の制度になった 2012 年は 905 名、一昨年は 956 名、昨年は表のように 1,006 名と増加を続けてい

ましたが、増加＝倍率アップですから、今年は人気が反転、敬遠傾向が出てきたようです。２位は昨

年の７位から上がった浦和で、現行の制度になってから隔年的に応募者が増減するようになってきて

います。今年は増える年でした。３位の所沢北、４位の川口北、５位の川越女子はいずれも昨年より

応募者が増えていて順位も上がりました。７位の春日部は昨年の５位から下がっていますが、応募者

数はほぼ昨年並みで、６位の浦和西、８位の川越、10 位の浦和一女は昨年よりも応募者が減っていま

すが、トップ 10 には今年も入りました。さて、今年のトップ 10 は 11 校ですが、11 校中９校が昨年

と同じ顔ぶれです。昨年はトップ 10 に入らなかった蕨・普通と越谷南・普通も昨年は 20 位までに入

っていて、今年トップ 10 から外れた川越南も 15 位ですから、多くの応募者が集まる人気校は固定化

しています。また、昨年の 10 位は 495 名の応募者でしたが、今年は 521 名で、昨年の水準ではトップ
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10 に入れなかった学校も出ました。今年外れた川越南は 503 名と、昨年より多い応募者数ですが、順

位は下げています。伊奈学園のように応募者の減少が目立った学校はありますが、全体的には人気校	 

集中傾向が昨年よりもやや強くなった、と言えるでしょう。	 

総合・専門学科やコース制等は募集定員が小さい学科・コースが多いため、どうしても応募者数で

は登場校が固定化し、募集定員の大きい学校・学科に偏ります。今年は昨年２位の久喜北陽がトップ、

昨年トップの滑川総合は２位でした。一昨年は久喜北陽がトップで、隔年現象のように見えますが、

現在の制度になった 2012 年以降、この両校に 3 位の川口総合を加えた３校で１～３位を独占する状態

が続いていて、こうした傾向の中での隔年現象です。４位の川越総合はこの４年間ずっと４位、大宮

商業・商業は５～７位、寄居城北は５～６位、幸手桜は５～７位が続いています。進修館・総合も７

～10 位、浦和商業・商業は８～10 位が続いていて、普通科以上にそれぞれの学校の人気度が固定化し

ています。深谷商業・商業は、昨年はトップ 10 から外れましたが、一昨年は入っていて、隔年現象で

す。	 

順

位	 	 

2015 年応募倍率トップ 10・同順位あり	  

順

位	 	 

2014 年応募倍率トップ 10・同順位あり	 

普通科	 総合・専門学科、コース	  普通科	 総合・専門学科、コース	 

学校名	 倍率	 学校名	 
課程	 

倍率	 
 

学校名	 倍率	 学校名	 
課程	 

倍率	 
コース	  コース	 

1	 市立浦和	 1.69	 	 大宮	 理数	 2.93	 	  1	 市立浦和	 1.75	 	 大宮	 理数	 2.45	 	 

2	 浦和	 1.64	 	 松山	 理数	 1.90	 	  2	 川越	 1.62	 	 松山	 理数	 1.98	 	 

3	 南稜	 1.63	 	 市立川越	 国際経済	 1.77	 	  3	 所沢北	 1.55	 	 市大宮北	 理数	 1.83	 	 

4	 越ケ谷	 1.61	 	 市大宮北	 理数	 1.73	 	  4	 浦和西	 1.5164	 市立川越	 国際経済	 1.73	 	 

5	 所沢北	 1.603	 	 蕨	 外国語	 1.70	 	  5	 越ケ谷	 1.5157	 和光国際	 外国語	 1.70	 	 

6	 市浦和南	 1.597	 	 不動岡	 外国語	 1.60	 	  6	 浦和一女	 1.514	 	 越谷北	 理数	 1.60	 	 

7	 川口北	 1.59	 	 和光国際	 外国語	 1.58	 	  7	 浦和	 1.508	 	 坂戸	 外国語	 1.58	 	 

8	 浦和西	 1.56	 	 春日部女子	 外国語	 1.55	 	  8	 川口北	 1.508	 	 越生	 美術	 1.58	 	 

9	 春日部	 1.542	 	 越谷南	 外国語	 1.55	 	  9	 川越女子	 1.508	 	 鴻巣女子	 保育	 1.55	 	 

10	 市立川越	 1.536	 	 南稜	 外国語	 1.48	 	  10	 蕨	 1.506	 	 越谷総技	 食物調理	 1.55	 	 

今度は 終応募倍率を昨年と比較します。普通科では前ページの応募者数の表よりはトップ 10 に登

場する顔ぶれに変化が見られますが、トップは今年も市立浦和でした。現行の制度になって４年目で

すが、一昨年以外は市立浦和がトップを続けています。浦和、越ヶ谷、所沢北、川口北は昨年に続い

てのトップ 10 入りです。応募者数のトップ 10 ではほとんど顔ぶれが変わらないのに対して、応募倍

率では半数が入れ替わるのは、募集定員の変更が影響しています。昨年のトップ 10 に入っていた学校

で、今年は外れた川越と川越女子は、今年募集定員が１クラス拡大していて倍率が緩和しました。逆

に、昨年はトップ 10 に入らなかった春日部は、今年募集定員を１クラス削減していて倍率がアップし

ています。応募者数の増減が募集定員の変更に対応しきれていないためにこうした現象が起こります。

その分、固定人気の受験生を多く抱えている学校と言えます。もっとも、市立浦和は募集定員が削減

されていて、トップは維持していますが、やや倍率が下がっていますし、浦和西は募集定員が拡大し

ていますが、順位は下がったものの倍率そのものは上がっていますから、募集定員の変更だけでなく、

受験生の複雑な動きが現れています。	 
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	 総合学科、専門学科、コース制等では、トップは今年も大宮・理数で、前後期制のときから不動の

人気です。一昨年は３倍を超えていて、昨年は応募者が減って２倍台の倍率でしたが、今年は再び応

募者が増加、ギリギリで３倍は下回って、突出した高倍率です。松山・理数は昨年に続く２位、昨年

４位の市立川越・国際経済は３位、昨年新設でいきなり３位に入った市立大宮北・理数は４位の人気

ぶりです。和光国際・外国語は昨年の５位から倍率が下がって７位ですが、トップ 10 に入りますから

人気は健在です。さて、このグループはもともと小規模定員が多く、ちょっとした応募者の増減で順

位が大きく変わります。そのため、蕨、不動岡、春日部女子、越谷南、南稜のそれぞれ外国語は、昨

年はトップ 10 に入りませんでしたが、今年は入っています。蕨と南稜の外国語は、一昨年はトップ

10 に入っていて、隔年的な応募者数の変化です。	 

	 さて、今年のトップ 10 の 10 校のうち、市立川越・国際経済は商業系の学科ですが、商業カラーが

弱く、他の９校は理数か外国語で、いずれも普通科系の専門学科です。現行の制度になった 2012 年に

は、浦和商業の情報処理など、職業系専門学科が登場していましたが一昨年、昨年、今年とその数を

減らしていて、代わりに普通科系が増えてきました。その中でも理数はこの４年間、少々変化があっ

ても各校がトップ 10 に登場することが多かったのに対し、外国語は２～３校しか登場しなかったのが、

今年は一気に６校になりました。職業系専門学科の人気が低下傾向、特に今年は外国語が人気上昇、

がこのグループの特徴です。外国語については、社会のグローバル化の話題が増えていることが影響

しているのでしょう。	 

	 

●	 受検状況について	 

全日制の受検者総数は 46,481 名と、昨年より 362 減少していて、事前取り消しと当日欠席は合計

95 名と、昨年の 111 名より減少しました。以前の前後期制での事前取り消しは、多くが浦和高校、浦

和第一女子などのトップレベル校と 2 番手校で、東京の国立高校や難関私立高校の併願受験生でした

が、現行の制度になって日程が後送りとなったため、東京の国立高校や難関私立高校の合格者は応募

しなくなって、大きく減りました。今年は浦和が 5 名、大宮・普通と伊奈学園総合が各 4 名、越谷総

合技術・情報技術が 3 名、浦和一女、大宮武蔵野、春日部、川口、川口北、熊谷、越谷西、児玉、鳩

山、宮代、市立川口、市立大宮北(いずれも普通)、大宮・理数、熊谷農業・生物生産技術が各 2 名な

どで、都内国立や難関私立高校の繰上げ合格者も見られるものの、結局公立入試を辞退し、併願で合

格している県内の私立高校への進学を決めたケースも県内の広い地域で散見されました。	 

	 

●	 合格状況と欠員補充について	 

全日制の合格者総数は、昨年より 291 名少ない 39,478 名で、実質倍率は昨年同様の 1.18 倍でした。

定員割れによる欠員補充は、現行の制度になった 2012 年は 361 名、一昨年は 240 名、昨年は大きく増

えて 451 名、今年は少し減って 404 名と推移しています。目立つところでは皆野 77 名、飯能南・体育

27 名、鳩山・情報管理 21 名、上尾南 20 名、庄和 19 名、鳩山・普通 18 名、越生・普通 17 名、熊谷

商業・情報処理 15 名、羽生第一、小鹿野、狭山工業・電気各 14 名、越谷東、狭山工業・電子機械各

13 名、熊谷農業・生活技術 12 名、飯能南・普通、浦和商業・商業各 11 名、所沢商業・ビジネス会計

10 名などで、地域的には秩父やその隣接地域など、学科では商業系が多くなっています。	 

	 さて、合格者総数 39,478 名は募集枠 39,280 名よりも多く、さらに 400 名も欠員が出ています。こ

のことは、合格発表時点で募集枠よりも多く発表している学校があるわけです。今年は高倍率校を中
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心に、全日制全体で 137 校・課程で募集枠よりも多く合格を発表しています。半数以上は１～３名で

すが、伊奈学園 20 名、浦和 18 名、浦和第一女子、越谷西、本庄各 11 名、上尾・普通、川口北、熊谷

女子、越ヶ谷、市立川口総合各 10 名などが目立ちます。転編入枠よりも多く、定員超過状態です。ト

ップレベル校や人気校が中心です。	 

	 

●	 地域別公立入試の状況	 

《南部地区（岩槻地区を含む、旧第１通学区南部・北部）普通科系》	 

	 男子のトップ校浦和は、昨年は募集定員を削減した影響で応募者が減りましたが今年は増加、募集

定員より 18 名多く合格者を発表していますが、少し難化したようです。女子のトップ校、浦和第一

女子は、昨年は募集定員を削減したのに応募者がやや増加し、厳しい入試になりましたが、今年はや

や減少しました。やはり募集定員より 11 名多く合格者を発表したこともあり、倍率は昨年並みで、難

度にも影響がなかったようです。共学のトップ校、大宮・普通は昨年、応募者が 120 名も減少し、人

気に陰りが出ていましたが、今年は昨年並みの応募者数で、人気は回復していません。難度も昨年と

変わっていないようです。浦和、浦和第一女子、大宮は人気の面でも難度の面でも全県のトップ３

ですが、浦和と浦和第一女子は都内国立・難関私立高校との併願受験生が多いのに対し、大宮はあ

まり多くありません。県内志向受験生のトップ校です。同校・普通の応募者数が以前の水準に回復し

ていないのは、県内受験生の安全志向でしょう。	 

	 他校では、市立浦和、蕨・普通、市立浦和南、市立大宮北・普通、南稜・普通、鳩ヶ谷・普

通、岩槻、市立県陽、川口青陵、鴻巣の応募者の増加が目立ちました。このうち鳩ヶ谷・普通は

昨年に続く応募者の増加で人気が上がっています。同校は募集定員が拡大されていませんので、募集

定員よりやや多く合格を発表していますが、実質倍率は上昇、少し難化したようです。市立浦和も昨

年が小幅な増加で、やはり人気が上がっています。同校は募集定員が拡大されていて、実質倍率は逆

にややダウンしています。若干ですが入り易くなったかもしれません。蕨・普通、市立浦和南、市

立大宮北・普通、岩槻、川口青陵、鴻巣は、昨年は応募者の減少が目立っていましたが、今年は増

加に転じています。隔年現象的な変化ですが、蕨・普通、市立大宮北・普通、川口青陵は募集定員

が拡大していることから、これをあてにした受験生も多かったようです。この３校とも募集定員の拡

大と、合格者を増やしたことから、実質倍率は昨年並み、難度にも変化はなかったようです。市立県

陽も、昨年は小幅ですが応募者が減っていて、今年は反転しました。募集定員は拡大していませんか

ら、実質倍率は上昇、難化しています。南稜・普通は、昨年が前年並みの応募者数で、人気が上向い

ています。やはり難化しています。	 

	 川口北、桶川、鴻巣女子・普通も応募者がやや増えています。川口北は昨年も増えていて、人気

が上がっています。募集定員の拡大はなく、少し難化したかもしれません。桶川は、昨年は応募者が

少し減っていて、今年は人気が反転しました。やはり少し難化したかもしれません。鴻巣女子・普

通は人気に陰りが出ているようです。定員割れでした。	 

	 一方、浦和北、大宮光陵・普通、市立大宮西、大宮武蔵野、川口東、伊奈学園、上尾南は応募

者の減少が目立ちます。市立大宮西は募集定員が２クラスも減ったため、敬遠する受験生が出たこと

が理由ですが、応募者の減少幅は定員の削減分よりも小さく、実質倍率は上がって、難化しています。

伊奈学園は昨年まで応募者の増加が続いていましたが、今年は 133 名も減少しました。同校と上尾

南は、昨年は応募者が増えていて、今年は人気が反転しています。伊奈学園は倍率アップが進みすぎ
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たのかもしれません。少し入り易くなっているようです。上尾南は定員割れになりました。浦和北、

大宮光陵・普通、大宮武蔵野、川口東も、昨年は応募者が少し増えていて、隔年現象的な変化です。

このうち、大宮光陵・普通と川口東は募集定員が削減されていて、難度に大きな変化はなく、川口

東は若干ですが入り易くなったかもしれません。浦和北と大宮武蔵野は実質倍率がダウン、入り易

くなったようです。	 

	 浦和西、与野、市立川口、浦和東、上尾橘も応募者がやや減っています。浦和西と与野は昨年、

応募者が増えていましたから、隔年現象的な変化です。市立川口と浦和東も若干増えていましたが、

昨年が前年並みの応募者数だった上尾橘ともども、少し人気に陰りが出てきたと考えた方が良さそう

です。浦和西は募集定員が削減されていますので、難度面ではあまり変化は見られませんでしたが、

他校は少し入り易くなっていて、特に上尾橘は定員割れでした。川口や上尾・普通など、この他の

各校は昨年並みの応募者数ですが、大宮東・普通は募集定員が拡大されていて、その分実質倍率がダ

ウン、入り易くなっています。北本は募集定員を削減していますが、昨年に続く定員割れで、定員割

れの幅が小さくなっています。岩槻北陵など、それ以外は昨年並みの難度でしょう。	 

	 少定員の学科・コースでは、大宮・理数は、昨年は同・普通科と同様に応募者が減っていましたが、

今年は増加が目立っています。もともと高倍率校ですが、やや難化したようです。蕨・外国語、大

宮光陵・外国語、同・音楽、岩槻・国際文化も応募者が増加、厳しい入試になりました。南稜の

外国語も応募者がやや増えて、やや厳しくなったようです。昨年新設の市立大宮北・理数は応募者

がやや減ったものの、相変わらずの高倍率で入り易くなっていません。大宮東・体育と大宮光陵・

書道は応募者の減少が目立ちました。大宮光陵・美術は昨年並みの入試でした。	 

	 

《西部地区（旧第２通学区東部・中部・西部）普通科系》	 

	 男子のトップ校、川越と女子のトップ校、川越女子は、両校とも募集定員が拡大されましたが、

川越は応募者が少し減少、川越女子はやや増加しました。昨年は川越の応募者が少し増えて川越女

子は減っていましたので、定員拡大よりも隔年現象の影響の方が強いようです。定員拡大の効果と、

特に川越女子は募集定員よりも８名多く合格を発表（川越は３人）したこともあって、両校とも実質

倍率が低下しています。もともと高倍率校ですが、若干入り易くなったかもしれません。	 

	 他校では坂戸・普通と市立川越・普通の応募者の増加が目立ちます。両校とも昨年は前年並みの

応募者数で、人気が上向きました。両校とも合格者を募集定員より８名多く発表しましたが、実質倍

率は上昇、難化した入試でした。和光、川越西、鶴ヶ島清風も応募者がやや増えています。和光と

鶴ヶ島清風は昨年減っていましたので隔年現象、川越西は前年並みだったので、人気が上向いてき

ました。３校とも募集定員は変化していませんので、少し難化したかもしれません。	 

	 一方、所沢中央、新座、飯能南・普通は応募者の減少が目立ちます。新座は昨年が応募者増加で

したから隔年現象ですが、所沢中央と飯能南・普通は人気に陰りが見られます。３校とも入り易く

なっていて、新座は不合格者大幅減。所沢中央は不合格者が出ず、飯能南・普通は定員割れです。

和光国際・普通、所沢西、朝霞西、狭山清陵、ふじみ野・普通、川越初雁、豊岡も応募者がやや

減っています。狭山清陵と川越初雁は昨年応募者が増えていましたので隔年現象ですが、狭山清陵

は募集定員削減の影響も見られます。朝霞西は昨年に続く減少ですが、同校も募集定員が削減された

ため、受験生に敬遠ムードが起きたようです。川越初雁は少し入り易くなったようですが、狭山清

陵と朝霞西は実質倍率が逆に上昇、少し難化したかもしれません。和光国際・普通、所沢西、ふじ
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み野・普通、豊岡は、昨年が前年並みの応募者数だったので、人気に陰りが出てきたようです。和

光国際・普通と所沢西はやや入り易くなったかもしれません。ふじみ野・普通と豊岡は不合格者が

大きく減って入り易くなっています。	 

	 所沢北、所沢、朝霞など、これ以外の各校は昨年並みの応募者数で、募集定員を削減した入間向

陽は難化していますが、他校は難度も特に変化はなかったようです。少定員の学科・コースでは、芸

術総合・映像芸術とふじみ野・スポーツサイエンスの応募者の増加が目立ちます。少し難化した

ようです。坂戸・外国語、芸術総合・舞台芸術、同・美術、同・音楽、越生・美術、飯能南・

体育は応募者の減少が目立ちます。少し入り易くなったようで、越生・美術は定員割れでした。和

光国際・外国語もやや減っていますが、高倍率校ですからあまり入り易くなった印象はありません。	 

 
《北部地区（旧第３～第７通学区）普通科系》	 

	 熊谷、不動岡・普通、松山・普通、本庄、小川、妻沼と昼間定時制の羽生の応募者増加が目立

ちました。熊谷、松山・普通、本庄、小川、羽生は昨年応募者が減っていたので隔年現象です。不

動岡・普通と妻沼は昨年が前年並みの応募者数で、人気が上がっています。このうち松山・普通は

募集定員が削減されたため、実質倍率は大きく上昇しました。昨年はほとんど不合格者が出ていませ

んが、今年は難化して不合格者が出ています。小川は昨年が定員割れで、今年は応募者が増えました

が、やはりほとんど不合格は発生せず、難度に変化はありません。他校は難化しています。また、鳩

山・普通も応募者がやや増えていますが、同校は昨年、今年と定員割れが続いています。	 

	 一方、羽生第一は応募者の減少が目立ちます。熊谷女子もやや減りました。羽生第一は昨年が前

年並みの応募者数で、人気に陰りが見られますが、地域の生徒数も影響しています。熊谷女子は昨年

が応募者増加でしたので、隔年現象です。両校とも少し入り易くなったかもしれません。熊谷西・普

通や深谷第一など、他の各校は昨年並みの応募者数でした。児玉・普通は昨年が定員割れで、今年

は募集定員が削減されているため不合格者が出ていますが、それ以外の各校は昨年並みの難度だった

ようです。少定員の学科・コースでは不動岡・外国語の応募者が大きく増えて一気に難化しました。

児玉・体育もやや増えていますが、こちらは昨年が定員割れで、今年も不合格は発生していません。

熊谷西・理数は応募者が減少、不合格者が減って入り易くなったようです。松山・理数も応募者が

やや減って少し入り易くなったかもしれません。	 

 
《東部地区（岩槻地区を除く、旧第８通学区南部・北部）普通科系》	 

男子のトップ校、春日部は昨年まで続いていた応募者の増加が止まり、昨年並みの応募者数でした。

昨年拡大した募集定員が、今年は削減されたことも影響しています。募集定員より９名多く合格者を

発表していますが、実質倍率は上昇、難化した厳しい入試でした。越谷北・普通も昨年に続いて前年

並みの応募者数で、人気は安定しています。募集定員に変化はなく、難度も昨年並みです。	 

	 他校では越谷南、越谷西、蓮田松韻の応募者の増加が目立ちます。越谷南・普通は昨年に続く増

加で人気が上がっています。難化した厳しい入試でした。越谷西は、昨年が前年並みの応募者数でし

たから、人気が上向いています。同校は募集定員が拡大していて、あてにした受験生もいたでしょう。

実質倍率は昨年並みで、難化はしていません。蓮田松韻は、昨年が定員割れで、今年は応募者が増え

ましたが不合格者は出ず、難化していません。越ヶ谷、草加、草加西、春日部女子・普通、宮代、

杉戸、白岡、八潮南・普通も応募者がやや増えています。草加西、杉戸、八潮南・普通は昨年応
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募者が減っていましたので、隔年現象です。他の４校は、昨年が前年並みの応募者数だったので、人

気が上向いています。宮代以外の各校は少し難化したかもしれません。宮代は昨年が定員割れで、今

年は不合格者が出ていますが、極めて少ない結果で、難度はあまり変わっていません。	 

	 一方、春日部東・普通は 77 名も応募者が減りました。昨年は増加していましたから隔年現象です

が、入り易くなっています。越谷東、庄和、鷲宮も応募者の減少が目立ちました。越谷東と鷲宮は

昨年が増えていましたので隔年現象です。庄和は昨年が前年並みでしたから、人気に陰りが出ている

ようです。３校とも少し入り易くなったようです。草加東、草加南・普通、八潮・普通、三郷・普

通、三郷北、松伏・普通、久喜、栗橋北彩もやや応募者が減っています。このうち栗橋北彩の昨

年は、前年並みの応募者数で、人気に少し陰りが出ているようです。それ以外の各校は昨年、応募者

が増えていましたから隔年現象です。各校とも少し入り易くなったかもしれません。少定員の学科・

コースでは、春日部女子・外国語、越谷南・外国語、松伏・音楽の応募者の増加が目立ちます。

少し難化したようです。越谷北・理数、草加西・外国語、八潮・体育は応募者が少し減っています。

やや入り易くなったようです。春日部東・人文は昨年並みの入試でした。	 

	 

《総合学科・専門系・パレットスクール》	 

	 総合学科では小鹿野の応募者増加が目立ちますが、例年定員割れで、今年も定員割れでした。難度

は変わっていません。市立川口総合、進修館、滑川総合は応募者の減少が目立ちますが、いずれも

募集定員削減校です。滑川総合は昨年応募者が大きく増えましたが、募集定員の動きが反映していま

す。同校の難度は昨年並みですが、市立川口総合と進修館は逆に実質倍率が上昇、少し難化したよ

うです。川越総合、幸手桜、吉川美南・全日制も応募者が少し減っていて、少し入り易くなったよ

うです。幸手桜は定員割れでした。久喜北陽、寄居城北、誠和福祉は昨年並みの応募者数で人気に

特に変化はなさそうです。パレットスクールでは狭山緑陽Ⅰ部と戸田翔陽・Ⅱ部の応募者がやや増

えて少し難化したようです。戸田翔陽Ⅰ部、吹上秋桜Ⅰ部、吉川美南Ⅰ部は応募者が減って、少し

入り易くなったかもしれません。	 

専門学科では常盤と浦和工業・電気の応募者が増加、少し難化したようです。いずみ・環境系、

川口工業・電気、同・情報通信、川越工業・デザイン、進修館・情報メディア、同・電気シス

テム、熊谷工業・情報技術、春日部工業・機械、鳩ヶ谷・情報処理、鳩山・情報管理、越谷総

合技術・流通経済なども増加が目立ちました。	 


