
生徒募集要項
2023年度入試

募 集 定 員
募 集 区 分 入 試 区 分

類　型 募集定員 コ ー ス 単 願 推 薦 併願推薦・一般

普 通 科
800名

男女共学

国　際 20名 グローバル（国際）

募集定員の
50％

（400名）

募集定員の
50％

（400名）

特　進 120名

Ｔ　特

Ｓ　特

特　進

進　学 660名

文 理 選 抜

文 理 進 学

総 合 進 学

アスリート選抜

保 健 医 療

アート（美術）

＊国際類型グローバルコースの入試実施日は推薦入試（単願・併願）のみとなります。
＊特進類型Ｔ特・Ｓ特コースでは、特別講座が必修となっているため、原則として部活動への入部はできません。
　特進コースは学校案内に入部可能な部活動を表記しています。
＊複数受験（推薦入試と一般入試）を希望する場合は、それぞれの提出書類と受験料が必要となります。
　但し、一般入試で再受験する場合は、調査書を提出する必要はございません。
＊２年進級時に一部のコースではコースの変更ができます。
＊アスリート選抜コースは、野球部およびサッカー部入部希望者が対象となります。
　事前に本校の各部活動顧問との相談が必要となります。

推薦と一般、単願と併願、中学校推薦と保護者推薦の違いをしっかりと知っておきましょう‼
いずれの場合でも、個別相談会への参加をお勧めします。

生徒募集要項

初年度に必要な諸費用

浦和学院高校へのアクセス

●入学手続時に必要な費用

●毎月必要な費用の内訳（全類型共通）

JR・埼玉高速鉄道 東川口駅 より JR・東武・ニューシャトル 大宮駅 より
スクールバスで学校直行 国際興業バス直通便

●毎年必要な費用

 入　学　金 ２50,000円 
 施　設　費 100,000円 
　 合　計 350,000円 

授　業　料 30,000円
設備維持費 5,000円
施設管理費 5,000円
保護者の会費 ２,000円
後 援 会 費  ２,000円
旅行積立金 実　　費 

 施　設　費 100,000円

※ 別途諸費用として、制服等用品代、教科書・副教材代
が入学時に必要となります。

　個人、または類型によって諸費用は多少異なります。
※寄付金はありません。
※学債はありません。

※ 施設費は２年次・3年次それぞれの各年度で必要とな
ります。年４回に分けて銀行引落しを行います。

※学費等は、年４回に分けて銀行引落しを行います。
※各学年ごとに業者テスト代金がかかります。
※各類型ごとに別途費用を要します。

〔スクールバス約20分〕
北口「埼玉りそな銀行」向い側に、
スクールバス乗り場有り。
＊入試時期は臨時便があります。

〔国際興業バス〕
北口に国際興業バス2番乗り場有り。
「さいたま東営業所」行に乗車、
「浦和学院高校入口」下車。

〔国際興業バス約30分〕
東口「高島屋」向い側に、
国際興業バス７番乗り場有り。
「浦和学院高校」行で終点下車。
または「浦和美園駅西口」行に乗車、
「浦和学院高校入口」下車。

〒336-0975　さいたま市緑区代山172番地
TEL.048-878-2101　　 FAX.048-878-3335

https://uragaku.ac.jp



中学校推薦とは

保護者推薦とは

チャレンジ受験（保護者推薦のみ適用）

部活動推薦（若干名）

中学校推薦基準（参考） 特待生制度〔入学時に決定〕

奨学生制度〔入学後に決定〕

1． 中学校推薦での出願は、中学校の判断によるものとしま
す。（中学校推薦基準を参照してください。）

２． 3年次1・２学期（前期）または3年次学年評定の、3
教科・5教科・９教科のいずれかが「中学校推薦基準」
をみたしていること。「中学校推薦・保護者推薦共通の
留意点」において問題がないこととします。※個別相談
なしでも出願できます。

3． 中学校推薦書は本校ホームページ「入試情報」よりダウ
ンロードして中学校の先生にお渡しください。

　　https://uragaku.ac.jp/

1． ① 3年間の欠席日数が20日以内であること。但し、今後の学校生活に支障
がない場合は40日を限度とします。（推薦書に欠席理由、状況等を記入し、
出願時に提出してください）

　　② 3年次９教科に「1」がないこと。（2学期または学年評定で「1」がな
ければ相談可）

２． 相談時に推薦基準を満たしていて受験された場合でも、出願後の調査書に
て3年次９教科に「1」がある場合や欠席日数が41日以上あった場合、ま
た入試当日の受験態度が本校生徒として相応しくないと判断された場合は、
選考時に推薦対象とはなりません。

3． 中学校推薦での特進類型各コースへの出願者は、試験結果によって特進コー
スまでのスライド合格が適用されます。（保護者推薦にて評定値で相談の場
合も同様）

　単願推薦・併願推薦で出願する生徒のうち、スポーツや文化活動においてそ
の能力が秀でていると認められた者が受験できます。中学校の先生を経由して
本校顧問にお申しつけください。＊セレクションは実施していません。

1． 保護者推薦での出願は、保護者の方の判断によるものと
します。

２． 個別相談会に親子で参加していただき、成績関係等の資
料で、本校の教育に適応できるかどうかを含め、合格の
可能性について相談致します。但し、「中学校推薦・保
護者推薦共通の留意点」と、以下の留意点において問題
がないこととします。

3． Ｓ特・特進コース希望者の英検準２級以上取得、特進コー
スの単願希望については、個別相談会にて相談のうえ考
慮します。

４．【自己ＰＲ・単願特例・作品推薦】について
　　個別相談会にて相談のうえ考慮します。
　　「自己ＰＲ」
　　　対象：進学類型６コースの単願および併願希望者
　　　条件：自己ＰＲ項目に1つ以上該当すること。
　　　　　　ＰＲ項目
　　　　　　　1．中1から中3相談時で欠席10日以内
　　　　　　　２．生徒会活動で会長または副会長を務めた
　　　　　　　3．委員会活動で委員長を務めた
　　　　　　　４． 英検・漢検・数検のいずれか3級以上を

取得した
　　　　　　　5．中学3年間部活動を継続した
　　　　　　　６．ボランティア活動の経験がある
　　　　　　　７． 本校卒業生の子女・弟妹または在校生の

弟妹である
　　　　　　　８．その他に自分をＰＲできることがある
　　　　　　　　　 （証明書の提出は必要ありません。賞状

等コピーを持参してください）
　　　　　　※ 自己ＰＲを用いた保健医療コース・アートコースへ

の出願者は、試験結果により他コースへのスライ
ド合格が適用される場合があります。

　　「単願特例」
　　　対象：進学類型６コースの単願希望者
　　　条件：①3年間欠席が10日以内であること。但し、
　　　　　　　理由がある場合は20日以内とする。
　　　　　　② スポーツ活動または文化活動などで顕著な活

躍をした者。
　　　　　　　※該当者は評定値で考慮します。
　　「作品推薦」
　　　対象：アート（美術）コースの単願および併願希望者
　　　　　　※本校開催の個別相談会に限る。
　　　条件：①3年間欠席が20日以内（最大40日）であること。
　　　　　　② デッサン・水彩画等Ｂ４サイズ以上の作品 

3点を提示。

　相談コース以外のチャレンジ可能コースで受験をした場合、受験コースから相談コースまでの合否について、段階的に審査する制度です。チャレ
ンジ受験を希望する場合は、希望コースを受験コースとして選択してください。※○印…チャレンジ可能コース

※ グローバル・Ｔ特・アスリート選抜・保健医
療・アートの各コースで相談した場合、チャ
レンジ受験は適用されません。相談コースで
の出願が原則となります。

※ 「中学校推薦」の場合、チャレンジ受験は適
用されません。推薦基準を満たしたコースで
の受験となります。

※ 評定値は、3年次1・２学期（前期）通知表、
3年次学年評定を使用する。

※5科 － 国・数・英・社・理とする。
　3科 － 上記5科のうち上位3教科とする。

1．特待生の種類
　　Ａ特：�在学中の学費（入学金・施設費・授業料・施設

維持費・施設管理費）相当額の奨学金を支給
［年次審査有］

　　Ｂ特：�入学金の全額。各年度の施設費・毎月の授業料
の半額相当額の奨学金を支給［年次審査有］

　　Ｃ特：入学金・初年度施設費相当額の奨学金を支給
　　Ｆ特：Ａ特に「寮費免除」を加える

２．推薦入試受験者の特待生選抜方法
　　①�特進類型の推薦入試受験者で成績上位者であり、大

学進学の意志堅固な者であること。
　　②�個別相談会に参加し、特待生登録をすること。
　　③�入試結果によって特待生の種類を決定し、選考通知

にて知らせる。

1．奨学生
　　�入学後の学業成績が優秀で他の模範となる者へ、授業

料の半額相当を奨学金として支給する。各学年10名程
度とする。［年次審査にて決定］

２．グローバル奨学生
　　�グローバルコース在籍者で、長期留学選択者に限り留

学期間の学費（授業料）の半額相当を奨学金として支
給する。

※1 インターネットの確認方法は受験票の控えに記載されます。

【出　願　資　格】　推薦：2023年3月中学校卒業見込みの者。
　　　　　　　　　一般：2023年3月中学校卒業見込みの者及び中学校を2022年3月以降卒業した者。

【受　　験　　料】　一律25,000円
【提　出　書　類】　①入学願書
　　　　　　　　　②写真票（写真２枚　縦４㎝×横3㎝　※内1枚は後日受験票へ貼付）
　　　　　　　　　③調査書（公立高校書式可）
　　　　　　　　　④推薦書（入学願書で選択した推薦区分の推薦書／中学校推薦書または保護者推薦書）※中学校推薦書は本校ホームページよりダウンロードしてください。
　　　　　　　　　◆一般入試（1月30日受験）の場合、上記書類①②③を提出してください。 ＊日程は全て、原則として2023年を表す。

2023年度入試生徒募集要項
新型コロナウイルス感染症への対応について

推薦入試受験者で、新型コロナウイルス感染症に罹患または濃厚接触者と診断され
受験できなくなった場合は、別途対応いたします。

中学校推薦・保護者推薦共通の留意点

チ
ャ
レ
ン
ジ
コ
ー
ス
←

Ｔ特 〇 〇 〇 〇 〇
Ｓ特 相談 〇 〇 〇 〇
特進 相談 〇 〇 〇
文理選抜 相談 〇 〇
保健医療 〇 〇
文理進学 相談 〇 〇
アート 〇
総合進学 相談

相談時確認コース Ｓ特 特進 文理選抜 文理進学 総合進学

→
審
査
方
向

類型・コース 単願推薦 併願推薦
評　　定 評　　定

国 

際 グローバル
5　科 21 5　科 23
９　科 40 ９　科 42

特 

進

Ｔ　　　特 5　科 22 5　科 22
Ｓ　　　特 5　科 22 5　科 22
特　　　進 5　科 20 5　科 22

進 

学

文理選抜
3　科 11 3　科 12
5　科 18 5　科 19
９　科 33 ９　科 34

文理進学
3　科 10 3　科 11
5　科 17 5　科 18
９　科 31 ９　科 32

総合進学
3　科 9 3　科 10
5　科 16 5　科 17
９　科 29 ９　科 30

アスリート選抜
5　科 16 5　科 17
９　科 30 ９　科 31

保健医療
5　科 17 5　科 18
９　科 31 ９　科 32

ア　ー　ト
5　科 16 5　科 17
９　科 28 ９　科 30

受 験 区 分 出願できる条件 試 験 日 出願期日 試験方法 合格発表 入学手続（延納手続）

単
願
推
薦

中学校推薦
本校を第一希望とし、推薦
基準を満たしており、中学
校から推薦される生徒。

１月22日（日）

ネット出願

12月1日（木）～
1月11日（水）　　

出願書類郵送期間
12月1日（木）～
1月11日（水）　　
【1/11消印有効】

◦英語・国語・数学・面接
（マークシート式）

各50分各100点で300点満点
＊国際類型グローバルコースは、
　英語・国語・数学　各100点
　（各50分）・英語面接

＊進学類型アートコースは、
　英語100点（50分）・デッサン200点
　（100分）で300点満点

インターネット発表
※1

1月25日（水）
10：00～

２月3日（金）　２月４日（土）

午前10時～午後４時

銀行にて2月3日（金）までに入学金等の払込みを行う。

保護者推薦
本校を第一希望とし、保護
者から推薦される生徒。本
校の個別相談会に参加して
いること。

併
願
推
薦

中学校推薦 推薦基準を満たしており、
中学校から推薦される生徒。 １月22日（日）

１月23日（月）
１月24日（火）
＊いずれかを選択

ネット出願

12月1日（木）～
1月11日（水）　　

出願書類郵送期間
12月1日（木）～
1月11日（水）　　
【1/11消印有効】

◦英語・国語・数学
（マークシート式）

各50分各100点で300点満点
＊国際類型グローバルコースは、
　英語・国語・数学　各100点
　（各50分）・英語面接

＊進学類型アートコースは、
　英語100点（50分）・デッサン200点
　（100分）で300点満点

インターネット発表
※110：00～

22日受験者
1月25日（水）

23日受験者
1月26日（木）

24日受験者
1月27日（金）

延納手続き
合格発表から２月 3 日（金） 
までに、延納手続きを完了
した場合、入学手続き期限
を延期する。

＊延納書類は不要、延納金 1 万円
（クレジット・ペイジー・コンビニ払い）

延納手続きした場合のみ、
3月3日（金）４日（土）６日（月）

事前に銀行にて入学金等振込後
午前10～午後４時

受付窓口で手続きする。

＊3月６日（月）は12時まで
＊ 延納金1万円は、入学金の一部

に充当されます。入学辞退さ
れた場合は、返金されません。

＊ 3月６日（月）以降発表の他県
併願者は、公立合格発表日の
翌営業日までとする。

保護者推薦
保護者から推薦される生
徒。本校の個別相談会に参
加していること。

一　　　般
出願資格以外の条件は、特
になし。
尚、国際類型グローバルコー
スの試験はありません。

１月30日（月）
ネット出願

1月13日（金）～17日（火）
出願書類郵送期間

1月13日㈮～17日㈫
【1/17消印有効】

インターネット発表
※110：00～

２月1日（水）

延納手続き不要
＊ 入学手続きは、合格発表後 

から3月 6 日（月）正午まで。
　時間については、右欄参照。


