学校名

市立高校
名称
第1回学校説明会

川口
市立

川越
市立
川越

さい
たま
市立
浦和

第2回学校説明会
第3回学校説明会
第4回学校説明会
第5回学校説明会
第6回学校説明会
体験授業

実施日

実施時間
申込締切日
申込方法
備考
10:00 ～ 10:50
11:40 ～ 12:30
SKIPシティ映像ホール
7月8日 (土)
本校HP
7月4日 (火)
各回とも先着300名
13:20 ～ 14:10
15:00 ～ 15:50
10:00 ～ 11:30
8月4日 (金)
本校HP
8月1日 (火) 川口リリアメインホール
14:00 ～ 15:30
10月14日 (土) 10:00 ～ 11:30 本校HP
10月10日 (火) 川口市立川口総合高校 体育館
11月18日 (土) 10:00 ～ 11:30 本校HP
11月14日 (火) 川口市立川口総合高校 体育館
12月16日 (土) 10:00 ～ 11:30 本校HP
12月12日 (火) 川口市立川口総合高校 体育館
1月13日 (土) 10:00 ～ 11:30 本校HP
1月9日 (火) 川口市立川口総合高校 体育館
9月16日 (土)
9:50 ～ 11:45 本校HP
9月12日 (火) 川口市立川口高校 各講座先着30名
※ 各回とも、会場の定員に達し次第、締切日前でも受付を終了することがございます。ご了承ください。

第１回学校説明会

7月26日 (水)

10:00 ～ 12:00

第２回学校説明会

11月18日 (土)

10:00 ～ 12:00

第３回学校説明会

12月9日 (土)

10:00 ～ 12:00

学校説明会
学校説明会
学校説明会
学校説明会
学校説明会
学校説明会

学校紹介・質問
コーナー
さい 学校紹介・質問
たま コーナー
市立 学校説明会
浦和南 学校説明会
学校説明会

中学校を通して申し込む、または
個人の場合はハガキで申し込む
中学校を通して申し込む、または
個人の場合はハガキで申し込む
中学校を通して申し込む、または
個人の場合はハガキで申し込む

7月14日 (金) 本校
11月13日 (月) 本校
12月4日 (月) 本校

※ 学校見学は随時実施しております。事前に連絡をお願いします。（担当：教頭）
定員になり次第 ###
8月18日 (金)
9:00 ～ 15:30 本校HP
定員になり次第 ###
8月19日 (土)
9:00 ～ 15:30 本校HP
定員になり次第 ###
10月28日 (土) 13:00 ～ 15:30 本校HP
定員になり次第 ###
11月11日 (土) 13:00 ～ 15:30 本校HP
定員になり次第 ###
12月16日 (土) 13:00 ～ 15:30 本校HP
※ 詳細については本校ホームページ、学校案内に掲載する予定です。

午前２回・午後２回
午前２回・午後２回
午後２回・午前中は授業公開
午後２回・午前中は授業公開
午後２回・午前中は授業公開

受付時間 13：00～13：30
場所 さいたま市文化センター
文化祭一般公開日です。学校紹介・質問コーナーを設け
9月9日 (土) 11:00 ～ 15:00 事前申込の必要なし
ています。
文化祭一般公開日です。学校紹介・質問コーナーを設け
9月10日 (日)
9:30 ～ 15:00 事前申込の必要なし
ています。
10月7日 (土) 13:30 ～ 14:30 事前申込の必要なし
受付時間は13:00～13:30です。
11月11日 (土) 13:30 ～ 14:30 事前申込の必要なし
受付時間は13:00～13:30です。
12月16日 (土)
9:00 ～ 10:30 事前申込の必要なし
左記の「実施時間」は受付時間です。
※ ８月１2日の学校説明会は、さいたま市文化センターで行います。その他の学校説明会等の会場は本校です。
※ 12月16日の学校説明会の「実施時間」は受付時間です。受付時間内ならいつ来校されても結構です。
8月12日 (土)

13:00 ～ 15:15

事前申込の必要なし

学校名

名称
第１回学校説明会
理数科体験入学
さい 第2回学校説明会
たま 第3回学校説明会
市立 第4回学校説明会
大宮北 第5回学校説明会
第6回学校説明会

実施日
実施時間
申込方法
8月5日 (土) 13:00 ～ 17:00 申し込み不要
8月21日 (月) 10:00 ～ 12:40 本校HP
9月30日 (土) 14:00 ～ 16:40 理数科体験授業のみ要申込
10月28日 (土) 14:00 ～ 16:40 理数科体験授業のみ要申込
11月25日 (土) 10:00 ～ 12:40 体験授業のみ申込が必要
12月16日 (土) 14:00
16:40 理数科体験授業のみ要申込
2月3日 (土) 10:00 ～ 12:20 申し込み不要
※ 学校見学は随時受け付けています。事前に連絡をしてください。

申込締切日

備考
市民会館おおみやで実施。

8月16日 (水)
８月下旬に、締め切り日をHP公表。
９月下旬に、締め切り日をHP公表。
１０月下旬に、締め切り日をHP公表。
１１月下旬に、締め切り日をHP公表。

