
(平成３０年８月１３日現在）

実施日 曜日 時間 実施校 実施教科等(予定）

9月18日 火 10：55-14：25 狭山経済高等学校 家庭

9月25日 火 18：40-21：00 大宮工業高等学校(定) 数学

9月26日 水 13：30-16：45 与野高等学校 地歴・理科

9月28日 金 10：55-15：40 和光国際高等学校 外国語

9月29日 土 9：50-12：40 さいたま市立浦和高等学校 国語・数学・外国語

10月1日 月 13：15-16：40 戸田翔陽高等学校 国語・地歴・理科・外国語・商業

10月3日 水 10：50-14：45 羽生高等学校 国語・地歴・数学・保体・外国語

10月3日 水 13：35-16：30 桶川高等学校 数学

10月5日 金 9：50-12：40 大宮光陵高等学校 国語・数学

10月5日 金 14：25-16：45 大宮工業高等学校 理科

10月6日 土 8：55-11：45 春日部女子高等学校 国語・地歴・理科

10月10日 水 13：25-16：30 熊谷高等学校 未定

10月10日 水 17：25-18：10 熊谷高等学校（定） 国語・数学

10月10日 水 13：25-16：45 皆野高等学校 数学・理科・保体・外国語・商業

10月12日 金 11：20-16：30 所沢北高等学校 国語・数学・理科・美術

10月17日 水 13：25-15：15 三郷高等学校 地歴・数学・外国語

10月23日 火 9：55-12：45 羽生実業高等学校 地歴・農業

10月24日 水 9：55-12：30 滑川総合高等学校 国語・理科

10月26日 金 8：50-16：45 秩父高等学校 地歴・数学・理科・外国語

10月29日 月 9：00-14：10 いずみ高等学校 公民・数学・外国語・農業・工業

10月29日 月 13：30-15：20 久喜北陽高等学校
国語・地歴・数学・理科・音楽・
外国語・情報

10月29日 月 13：25-16：45 上尾南高等学校
国語・地歴・数学・保体・書道・
外国語

10月30日 火 9：10-12：40 常盤高等学校 保体・看護

10月30日 火 12：30-16：40 新座総合技術高等学校 数学・理科・保体・工業

10月30日 火 14：25-16：30 浦和西高等学校 国語・公民・理科

10月31日 水 11：50-16：45 浦和工業高等学校 地歴・数学・理科・工業

10月31日 水 13：15-16：45 川口東高等学校 地歴・数学・理科・音楽・外国語

10月31日 水 17：30-20：30 吉川美南高等学校(Ⅱ定） 国語・理科・保体・家庭・商業

11月2日 金 8：50-16：40 南稜高等学校 国語・地歴・保体・外国語

11月2日 金 13：25-16：45 新座柳瀬高等学校 地歴・公民・数学・理科

11月2日 金 13：25-16：45 ふじみ野高等学校 地歴・公民・理科・外国語

11月2日 金 14：25-16：45 狭山清陵高等学校 国語

11月2日 金 18：00-19：40 浦和高等学校(定) 国語・数学・理科
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11月5日 月 9：20-13：00 岩槻北陵高等学校 美術

11月5日 月 13：25-16：45 浦和第一女子高等学校 国語・地歴・情報

11月5日 月 13：25-16：45 川口青陵高等学校 公民・数学・外国語

11月5日 月 13：35-16：45 越谷西高等学校 国語・地歴・理科

11月5日 月 13：35-16：40 児玉白楊高等学校 国語・外国語・農業

11月5日 月 13：35-15：25 鳩ヶ谷高等学校 地歴・数学・商業

11月6日 火 8：25-16：45 越ヶ谷高等学校 地歴・公民・数学・外国語

11月6日 火 13：10-16：50 川口北高等学校 数学・理科・保体

11月6日 火 13：25-16：45 富士見高等学校 国語・地歴・数学・理科・外国語

11月6日 火 14：00-16：45 川越女子高等学校 国語・数学・理科

11月7日 水 9：50-16：45 草加南高等学校 地歴・公民・数学

11月7日 水 10：55-12：45 白岡高等学校 理科・情報

11月7日 水 13：20-16：45 桶川西高等学校 国語・外国語

11月7日 水 13：25-16：45 所沢商業高等学校 公民・商業

11月7日 水 13：30-16：45 栗橋北彩高等学校 地歴・数学・理科・外国語

11月9日 金 8：45-12：45 浦和北高等学校 国語・情報

11月9日 金 8：50-15：00 入間向陽高等学校 国語・家庭

11月9日 金 12：50-16：30 吉川美南高等学校(全,Ⅰ定）
国語・地歴・数学・理科・保体・
外国語・商業

11月9日 金 13：25-16：45 川口市立高等学校 未定

11月9日 金 13：30-16：45 幸手桜高等学校 地歴・数学・保体・音楽・美術・商業

11月10日 土 10：55-16：45 伊奈学園総合高等学校 国語・地歴・保体

11月12日 月 11：00-11：50 鴻巣高等学校 数学

11月12日 月 13：20-16：30 庄和高等学校 国語・地歴・数学・保体・外国語

11月12日 月 13：25-16：45 松山女子高等学校 地歴・理科

11月13日 火 13：00-16：30 蕨高等学校 地歴・理科

11月13日 火 13：05-15：05 新座高等学校 国語・理科

11月13日 火 13：25-16：45 宮代高等学校 国語・数学・外国語

11月13日 火 13：35-16：50 上尾鷹の台高等学校 国語・地歴・美術・外国語

11月13日 火 未定 越谷総合技術高等学校 音楽・外国語・工業　他

11月16日 金 9：40-11：50 児玉高等学校 地歴・数学・理科

11月16日 金 10：10-12：45 狭山緑陽高等学校(Ⅰ部） 国語・地歴

11月16日 金 18：30-19：15 狭山緑陽高等学校(Ⅱ部） 数学

11月16日 金 10：50-16：45 松山高等学校
国語・地歴・公民・数学・
理科・外国語

11月16日 金 13：35-16：30 狭山経済高等学校 外国語・商業

11月16日 金 18：40-20：00 川口市立高等学校（定） 国語・理科・保体

11月19日 月 13：25-16：45 三郷北高等学校 地歴・数学

11月19日 月 17：20-20：05 久喜高等学校（定） 保体・書道

11月20日 火 9：50-16：45 春日部工業高等学校 理科・工業

11月20日 火 11：55-16：50 日高高等学校 地歴・理科・外国語

11月20日 火 13：25-16：45 上尾高等学校 公民・数学

11月20日 火 13：35-16：45 鴻巣女子高等学校 数学・保体・家庭

11月21日 水 13：00-16：30 浦和高等学校 未定

11月26日 月 13：25-16：55 羽生第一高等学校 国語・数学・理科・外国語

11月29日 木 13：00-16：45 伊奈学園中学校 外国語


