
取組の名称 実施(公開)期日
教育

週間該当
分類 取組の内容 学校名 課程

体育祭 10月27日（木） ⑤運動会・持久走大会等 本校生徒の保護者及び一般の方を対象に、体育祭を公開し、自由に見学をしても
らった。

県立上尾高等学校 全日制

第１回学校説明会 10月9日（日） ③学校説明会・体験入学等 中学３年生及びその保護者を対象として、本校の概要や入学者選抜基準等の説明
を行った。全体会終了後に、個別相談や校舎内の各施設や部活動の見学を行っ
た。 県立上尾高等学校 全日制

商業科体験入学 10月9日（日） ③学校説明会・体験入学等 商業科の簿記会計やＰＣ操作等の操作を体験してもらい、授業内容等をよりよく
知ってもらう取組を行った。

県立上尾高等学校 全日制

学校公開日 11月10日（木） ②授業公開・懇談会等 本校生徒の保護者対象に、授業を公開し、自由に見学をしてもらった。

県立上尾高等学校 全日制

第２回学校説明会 11月12日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学３年生及びその保護者を対象として、本校の概要や入学者選抜、生徒の学校
紹介等の説明を行った。全大会終了後に、校舎内の各施設や部活動の見学を行っ
た。 県立上尾高等学校 全日制

学校見学・相談会 10/13, 10/24,
10/31, 11/21

○

③学校説明会・体験入学等 １２月、１月の学校説明会に参加できない生徒・保護者・学校関係者を対象とし
た学校見学・相談会。学校行事に支障のない限り、希望日に実施。

県立上尾高等学校 定時制

体育祭 11/10

○

⑤運動会・持久走大会等

県立上尾高等学校 定時制

教育懇談会 11/15

○

①講座・講演会等 授業公開。給食試食会に続き学校カウンセラーによる教育講演及び懇談。

県立上尾高等学校 定時制

第１回学校説明会 10月8日（土）午前 ③学校説明会・体験入学等 中学生及びその保護者を対象に、本校の概要説明を行いました。希望者には部活
動見学及び個別説明の時間も設けています。

県立上尾鷹の台高校 全日制

学校公開 11月4日（金）午前

○

②授業公開・懇談会等

県立上尾鷹の台高校 全日制

教育相談研修会 11月7日（月）

○

⑦研究発表・研修会

県立上尾鷹の台高校 全日制

ロードレース大会 11月11日（金）

○

⑤運動会・持久走大会等

県立上尾鷹の台高校 全日制

第２回学校説明会 11月19日（土）午前

○

③学校説明会・体験入学等 中学生及びその保護者を対象に、本校の概要説明を行いました。希望者には部活
動見学及び個別説明の時間も設けています。

県立上尾鷹の台高校 全日制

橘祭（文化祭） １０月１日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 創立４０周年事業「打ち上げ花火」実施　中学生とその保護者も参加可能

県立上尾橘高等学校 全日制

授業研究週間・公開授業 １１月８日（火）～
１１月１５日（火）

②授業公開・懇談会等

県立上尾橘高等学校 全日制

令和４年１０・１１月における「彩の国教育の日」に係る取組実施状況(県立学校)



第１回学校説明会 10月1日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生及びその保護者を対象とした、学校説明会。希望者には、部活動見学およ
び個別説明を実施。

県立上尾南高等学校 全日制

保護者対象進路講演会 10月8日（土） ①講座・講演会等

県立上尾南高等学校 全日制

芸術鑑賞会 10月25日（火） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立上尾南高等学校 全日制

上尾かしの木特別支援学校との交流会 10月27日（木） ⑨交流事業

県立上尾南高等学校 全日制

授業公開週間 11月1日（火）～
11月８日（火）

○

②授業公開・懇談会等

県立上尾南高等学校 全日制

学校公開・第２回学校説明会 11月5日（土）

○

②授業公開・懇談会等 中学生及びその保護者を対象に、授業公開と本校の学校説明、施設見学、部活動
見学を実施。

県立上尾南高等学校 全日制

ＰＴＡ進路研修会 11月9日(水） ①講座・講演会等

県立上尾南高等学校 全日制

長距離走大会 11月10日（木）
11月11日（金）

⑤運動会・持久走大会等

県立上尾南高等学校 全日制

第１回学校見学会 10月8日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学校の生徒、保護者を対象に学校の概要の説明、見学会を行います。午前１０
時から１１時までです。

県立朝霞高等学校 全日制

学校公開日 11月12日（土）

○

②授業公開・懇談会等 保護者、中学生及びその保護者に授業及び部活動を公開し、学校の取組、生徒の
様子等を参観していただき、本校の教育活動についての理解を深めていただきま
す。 県立朝霞高等学校 全日制

降夜祭（文化祭） 11月26日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 クラスごとの企画、全校大喜利大会等を行い、保護者・中学生・地域の方々に公
開した。地域で活動するボランティアによるミニ博物館も展示した。

県立朝霞高等学校 定時制

個人面談 11月8日（火）～10
日（木）

⑩相談・三者面談等

県立朝霞高等学校 定時制

学校見学 10月27日（木）
11月2日（木）、15
日（火）、16日
（水）

○

③学校説明会・体験入学等 本校に興味を持つ中学生と保護者に来校していただき、１日１組限定で学校概要
の説明、授業見学、施設見学を行った。

県立朝霞高等学校 定時制

ロードレース大会 11月2日（水）

○

⑤運動会・持久走大会等

県立朝霞西高等学校 全日制

第3回朝西見学会 10月29日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象に、学校説明会において、本校の概要や入学者選抜につ
いての説明と個別相談を実施します。

県立朝霞西高等学校 全日制

湧泉祭(文化祭) 10月1日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立いずみ高等学校 全日制



まちたんけん（さいたま市立上小小学
校）

10月21日（金） ⑨交流事業

県立いずみ高等学校 全日制

第３回学校説明会 10月22日（土） ③学校説明会・体験入学等 　中学生やその保護者を対象に、学校概要説明及び各学科の体験授業を行いまし
た。本校ならではの特色ある学びを多くの方に知っていただくことができまし
た。 県立いずみ高等学校 全日制

第４回学校説明会 10月29日（土） ③学校説明会・体験入学等 　中学生やその保護者を対象に、学校概要説明及び各学科の体験授業を行いまし
た。本校ならではの特色ある学びを多くの方に知っていただくことができまし
た。 県立いずみ高等学校 全日制

授業公開 11月1日（火）

○

②授業公開・懇談会等

県立いずみ高等学校 全日制

PTA研修会（染色体験） 11月19日（土） ①講座・講演会等

県立いずみ高等学校 全日制

第５回学校説明会 11月26日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生やその保護者を対象に、学校概要説明及び各学科の展示物見学やミニ体験
を行いました。本校ならではの特色ある学びを多くの方に知っていただくことが
できました。 県立いずみ高等学校 全日制

学校説明会 １０月８日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生、保護者を対象に学校説明会を実施した。３会場での全体説明後、７会場
に分かれ、学系ごとの説明、体験授業を行った。中学生とその保護者計約１１０
０人が来校した。 県立伊奈学園総合高等学校 全日制

授業公開 １０月２９日（土） ②授業公開・懇談会等 ３・４限目の授業を中学生、保護者に公開し、本校の教育活動を広く発信した。
当日は、保護者・生徒計約３００人が来校した。例年は本校保護者、地域の方々
にも公開していたが、今年度は、新型コロナウイルス感染防止の観点から中学生
とその保護者のみとした。

県立伊奈学園総合高等学校 全日制

学校説明会 １１月１９日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生とその保護者を対象に学校説明会を実施した。全体説明後、７会場に分か
れ、学系ごとの説明、体験授業を行った。中学生とその保護者計約９００人が来
校した。 県立伊奈学園総合高等学校 全日制

学校公開・第２回学校説明会 11月5日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 本校を希望する中学生とその保護者を対象に公開授業・学校説明会を行った。同
時にＰＴＡ本部共催として、本校在校生保護者にも呼び掛けて公開授業を行っ
た。 県立入間向陽高等学校 全日制

岩高通信の発行 2学期末 ⑥広報・学校だより等

県立岩槻高等学校 全日制

第２回学校説明会 10月8日（土） ③学校説明会・体験入学等 事前申し込み、２５０組限定ですが、各教室に分かれてオンラインで学校説明会
を実施しました。

県立岩槻高等学校 全日制

校内芸術鑑賞会 11月25日(金） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立岩槻高等学校 全日制

校内マラソン大会 11月18日(金） ⑤運動会・持久走大会等

県立岩槻高等学校 全日制

小高交流事業 9月30日(金)岩槻小
10月4日(火)和土小
10月5日(水)東岩槻
小

⑨交流事業

県立岩槻高等学校 全日制

進路面談 11月 ⑩相談・三者面談等

県立岩槻高等学校 全日制



さいたま市長とのタウンミーティング 10月1日（土） ②授業公開・懇談会等 さいたま市長と本校生徒によるさいたま市や岩槻区の現状や将来について意見交
換を行います。

県立岩槻商業高等学校 全日制

文化祭 10月22日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 生徒及び教職員のみで校内祭を実施します。ＰＴＡ本部役員及び広報委員に取材
していただき、ＰＴＡ広報誌に記事を掲載します。

県立岩槻商業高等学校 全日制

未来アカデミー 11月8日（火）、11
月9日（木）、10日
（木）

①講座・講演会等 武蔵野銀行との連携事業で、将来設計や起業家教育に関する講演や授業を行いま
す。当日の模様を時事通信社の記者が取材し、後日報道される予定です。

県立岩槻商業高等学校 全日制

個別相談会 10月22日（土） ⑩相談・三者面談等 中学生及びその保護者を対象に、個別相談を実施します。希望により校内施設見
学も行います。

県立岩槻商業高等学校 全日制

芸術鑑賞会 11月2日（水）

○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 さいたま市民会館いわつき大ホールにおいて、幾多の名ボクサーを育て上げたエ
ディタウンゼントさんの生涯を題材にしたお芝居を上演します。当日は全校生徒
で見学します。 県立岩槻商業高等学校 全日制

授業公開週間 11月7日（月）～11
日（金）

②授業公開・懇談会等 生徒の保護者（事前に参観を申し込んだ保護者のみ）を対象に、本校の授業をす
べて公開します。

県立岩槻商業高等学校 全日制

第２回学校説明会 11月19日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生及びその保護者を対象に、学校説明会を実施します。本校の概要説明、生
徒の活動紹介動画の上映、希望により校内施設見学や個別相談も行います。

県立岩槻商業高等学校 全日制

公開授業・第2回学校説明会 10月29日(土) ③学校説明会・体験入学等 本校保護者対象の授業公開を実施しました。
中学生及びその保護者を対象として、本校の概要説明及び個別面談を実施しまし
た。生徒会生徒等が本校の様子を説明しました。 県立岩槻北陵高等学校 全日制

あいさつ運動 10月24日(月)～26日
(水)

⑨交流事業

県立岩槻北陵高等学校 全日制

芸術鑑賞会 11月 ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立岩槻北陵高等学校 全日制

インターンシップ事業 11月7日(月)～11日
(金) ○

⑧社会体験・奉仕活動等

県立岩槻北陵高等学校 全日制

土曜公開授業 １０月８日（土）
１０月２２日（土）
１１月１９日（土）

③学校説明会・体験入学等 土曜日の授業を公開します。８時５０分と１０時５０分から３０分程度、学校の
概要についての説明も行います。

県立浦和高等学校 全日制

小学生保護者対象講演会 １０月１６日（日） ①講座・講演会等 小学生の保護者等を対象に、外部講師を招いて本校及び公立高校の教育活動等に
ついての講演を行います。

県立浦和高等学校 全日制

教育活動説明会 １０月２２日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生やその保護者等を対象に、本校の教育活動等の説明を行います。

県立浦和高等学校 全日制

強歩大会 １１月６日（日） ⑤運動会・持久走大会等

県立浦和高等学校 全日制

ＰＴＡ講演会 １１月２６日（土） ①講座・講演会等

県立浦和高等学校 全日制



授業公開 11月1日(火)～7日
(月)

○

②授業公開・懇談会等 授業の様子、休み時間、給食の時間等、日常の学校生活を公開し御覧いただくこ
とにより、学校の教育活動についての理解を深めていただきます。

県立浦和高等学校 定時制

教育面談週間 11月1日(火)～7日
(月)

○

⑩相談・三者面談等

県立浦和高等学校 定時制

健康教室 11月4日（金）

○

①講座・講演会等

県立浦和高等学校 定時制

保護者会 11月4日（金）

○

②授業公開・懇談会等

県立浦和高等学校 定時制

校内授業公開週間 11月1日(火）～11月
18日(金） ○

⑦研究発表・研修会

県立浦和北高等学校 全日制

盆栽づくりの授業 11月8日(火）
11月11日(金）

⑤運動会・持久走大会等 さいたま市大宮盆栽美術館、藤樹園（大宮盆栽村）と連携した盆栽づくりの授業
です。学芸員による盆栽についての講義と、生徒自作の盆器に苗木を植える盆栽
体験を行います。体験では、見所探し、剪定、植え替え、水やりまで、盆栽イン
ストラクターから直接指導していただきます。

県立浦和北高等学校 全日制

「高校生が小学生に教える」VTuberか
ら始まる新たな学びの創造

11月11日(金）
11月16日(水）

①講座・講演会等 埼玉大学教育学部准教授　野村 泰朗（たいろう） 氏の指導のもと、2020年度か
ら必修化されたプログラミングの一環として、人工知能とは何なのか、社会の中
でどのように使っていけばいいのかを考え、VTuberの原理を小学生と高校生が体
験的に学びます。

県立浦和北高等学校 全日制

マラソン大会 11月17日(木） ⑤運動会・持久走大会等

県立浦和北高等学校 全日制

第３回学校説明会 11月19日(土) ③学校説明会・体験入学等 中学生及びその保護者を対象に、本校の概要説明、施設見学、部活動等見学を実
施します。

県立浦和北高等学校 全日制

学校説明会 10月1日

○

③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者と対象として、生徒による活動報告や各学科の学習内容の説明
及び施設見学を実施した。新型コロナウイルス感染症防止対策として、事前申し
込み(３０名)とし、前半・後半の計６０名とした。同時に部活動見学も行った。 県立浦和工業高校 全日制

学校説明会 10月22日

○

③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者と対象として、生徒による活動報告や各学科の学習内容の説明
及び施設見学を実施した。新型コロナウイルス感染症防止対策として、事前申し
込み(３０名)とし、前半・後半の計６０名とした。同時に部活動見学も行った。 県立浦和工業高校 全日制

文化祭 １１月５日(土)

県立浦和工業高校 全日制

機械科
関東自動車大学校主催
「進化する自動車社会について」

１０月２６日(水) ⑧社会体験・奉仕活動等

県立浦和工業高校 全日制

設備システム科
埼玉県空調衛生設備協会主催
「プロフェッショナルに学ぶ」

１０月２６日(水) ⑧社会体験・奉仕活動等

県立浦和工業高校 全日制

学校説明会 10月8日（土） ③学校説明会・体験入学等

県立浦和商業高校 全日制

文化祭 10月1日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立浦和商業高校 全日制



学校公開週間 11月1日（火）から11
月2日（水）

○

②授業公開・懇談会等

県立浦和商業高校 全日制

学校説明会 11月12日（土） ③学校説明会・体験入学等

県立浦和商業高校 全日制

土曜日公開授業 10月8日（土）
10月29日（土）
11月12日（土）
11月26日（土）

②授業公開・懇談会等 中学生及び保護者を対象として本校の授業を公開しました。

県立浦和第一女子高等学校 全日制

学校説明会 10月8日（土）
10月29日（土）
11月12日（土）
11月26日（土）

③学校説明会・体験入学等 中学生やその保護者に本校の教育活動についての説明を行い、理解を深めていた
だきました。また、本校ＯＧと在校生徒によるパネルディスカッションを行い、
一女の魅力をお伝えしました。 県立浦和第一女子高等学校 全日制

浦和コミュニティセンター地域連絡協
議会

10月8日（土） ⑨交流事業 浦和コミュニティセンターで行われた地域連絡協議会に７つの文化部が参加し、
地域の方々へ日ごろの活動成果を披露しました。

県立浦和第一女子高等学校 全日制

スポーツ大会 10月24日（月）
10月25日（火）

⑤運動会・持久走大会等

県立浦和第一女子高等学校 全日制

公開授業 11月2日（水）

○

③学校説明会・体験入学等 中学生、中学生保護者、中学校の先生方へ学校説明会を実施します。また授業を
在校生保護者、中学生及びその保護者、中学校の先生方に公開します。自由に御
覧いただくことにより、本校の教育活動についての理解を深めていただきます。 県立浦和第一女子高等学校 定時制

土曜公開授業 10月8日(土)・29日
(土)・11月5日
(土)・19日(土) ○

②授業公開・懇談会等 授業をを公開して自由に御覧いただくことにより、学校の教育活動についての理
解を深めていただきます。

県立浦和西高等学校 全日制

学校説明会 10月8日(土)・29日
(土)・11月5日(土)・19
日(土) ○

③学校説明会・体験入学等 本校の教育活動の特色を説明し、理解を深めていただきます。

県立浦和西高等学校 全日制

斜面林友の会 10月8日(土)・11月
12日(土)

⑨交流事業 見沼代用水西縁に面する本校の斜面林の復旧に取り組んでいらっる地域の自然保
護団体の皆様と交流させていただきます。

県立浦和西高等学校 全日制

学校通信の発行 10月8日(土)・11月
17日(木)

⑥広報・学校だより等 本校の「今」を切り取り、お知らせいたします。

県立浦和西高等学校 全日制

未来の種講演会 10月28日(金) ①講座・講演会等 各界で活躍されている同窓会会員（本校卒業生）の方をお招きしてお話を伺い、
１年生が進路を考える機会とさせていただきます。

県立浦和西高等学校 全日制

マラソン大会 11月1日(火)

○

⑤運動会・持久走大会等 埼玉スタジアムを会場に持久走大会を実施します。

県立浦和西高等学校 全日制

UNCHR講演会講演会 11月11日(金) ①講座・講演会等 国連高等弁務官事務局及び元弁務官の方をお招きし、２年生が人権を考える機会
とさせていただきます。

県立浦和西高等学校 全日制

バカロレア公開研究授業 11月18日(金) ⑦研究発表・研修会 「国際バカロレア等特色ある教育検討事業」に係る特色ある教育課程編成研究と
して公開研究授業を実施させていただきます。

県立浦和西高等学校 全日制

教育相談職員研修会 11月24日(木) ①講座・講演会等 本校のスクールカウンセラーを講師に、生徒の実態と学校の課題について職員が
学びます。

県立浦和西高等学校 全日制



授業公開 11月12日（土） ②授業公開・懇談会等 在校生の保護者と中学生及びその保護者等に授業を公開して、本校の教育活動に
ついて理解を深めていただきます。

県立浦和東高等学校 全日制

学校説明会 10月8日(土)
11月12日(土)
11月26日（土）

③学校説明会・体験入学等 中学生およびその保護者を対象に、学校の概要説明と入学者選抜基準等について
説明を行いました。

県立大宮高校 全日制

三者面談 11月下旬 ⑩相談・三者面談等 進路希望を含めた学校生活に関する相談を保護者を含めて行いました。

県立大宮高校 全日制

卒業生に学ぶ会 10月15日（土） ②授業公開・懇談会等 在校生の保護者を対象に、卒業生から大学生活や受験に関する話を聞く会を開催
しました。

県立大宮高校 全日制

授業公開 10月22日（土）
11月26日（土）

②授業公開・懇談会等 保護者を対象に授業公開を行いました。

県立大宮高校 全日制

人権教育講演会 11月17日（木） ①講座・講演会等 「ヤングケアラー」について外部講師を招いて講演会を実施しました。

県立大宮高校 全日制

まち探検 10月18日（火） ⑨交流事業 隣接する小学校の2年生がグループごとに探検に来ました。

県立大宮高校 全日制

上級学校訪問 10月5日（水）
10月31日（金）
11月29日（火）

③学校説明会・体験入学等 中学校2年生（5，6名）が3校来校しました。

県立大宮高校 全日制

片柳中学校出張講義 10月3日（月） ①講座・講演会等

県立大宮工業高等学校 全日制

キャリア教育研究協議会 10月7日（金） ②授業公開・懇談会等

県立大宮工業高等学校 全日制

学校説明会 10月8日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生とその保護者を対象に、学校の概要説明や入試の説明を行う。その後、希
望している学科ごとに分かれていただき施設を見て頂きながら説明を行う。

県立大宮工業高等学校 全日制

宮工タイムズダイジェスト版作成 10月8日（土） ⑥広報・学校だより等

県立大宮工業高等学校 全日制

瓦葺中学校出張講義 10月11日（火） ①講座・講演会等

県立大宮工業高等学校 全日制

大谷口中学校上級学校訪問 10月21日（金） ⑨交流事業

県立大宮工業高等学校 全日制

宮工祭 10月29日（土）～10
月30日（日）

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 クラス、工業科、部活動等における発表、展示、工作教室などを行い、中学生と
その保護者及び在校生の保護者、卒業生等に公開しました。中学生等には進路相
談コーナーを設けました。 県立大宮工業高等学校 全日制

彩の国ロボット工房 11月5日（土） ①講座・講演会等 小中学生を対象とし、ロボットプログラミングを体験してもらった。

県立大宮工業高等学校 全日制



授業（実習)公開 11月7日（月）～11
月22日（火）

②授業公開・懇談会等

県立大宮工業高等学校 全日制

大成中学校上級学校訪問 11月15日（火） ⑨交流事業

県立大宮工業高等学校 全日制

インターンシップ 11月16日（水）～11
月18日（金）

⑧社会体験・奉仕活動等

県立大宮工業高等学校 全日制

強歩大会 11月25日（金） ⑤運動会・持久走大会等

県立大宮工業高等学校 全日制

宮工タイムズ11月号作成 11月27日（日） ⑥広報・学校だより等

県立大宮工業高等学校 全日制

STEM教育事業 11月28日（月）～11
月29日（火）

①講座・講演会等

県立大宮工業高等学校 全日制

片柳中学校上級学校訪問 11月29日（火） ⑨交流事業

県立大宮工業高等学校 全日制

令和４年度第１回学校説明会 11/15（火） ③学校説明会・体験入学等 本校定時制の状況を説明するとともに生徒・保護者の皆さまに授業を参観してい
ただきました。

県立大宮工業高等学校 定時制

令和４年度定時制文化祭（宮工祭） 11/26（土）27
（日）

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立大宮工業高等学校 定時制

音楽科定期演奏会 10月1日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 さいたま芸術劇場を会場に、音楽科の生徒が日頃の学習の成果を生かして、演奏
を披露しました。

県立大宮光陵高等学校 全日制

音楽科学校説明会 10月22日（土） ③学校説明会・体験入学等 本校音楽科に関心のある中学生及び保護者を対象に音楽科の説明と、各自の希望
する楽器に関するワンポイントレッスンを行いました。

県立大宮光陵高等学校 全日制

美術科学校説明会 10月22日（土） ③学校説明会・体験入学等 本校美術科に関心のある中学生及び保護者を対象に美術科の説明を行いました。

県立大宮光陵高等学校 全日制

書道科学校説明会 10月22日（土） ③学校説明会・体験入学等 本校書道科に関心のある中学生及び保護者を対象に書道科の説明と、書道の実技
講習を行いました。

県立大宮光陵高等学校 全日制

公開授業 11月4日（金）

○

②授業公開・懇談会等 本校の保護者及び一般の方に、全校の授業を公開しました。

県立大宮光陵高等学校 全日制

普通科学校説明会 11月19日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象に、普通科を中心に本校の教育活動について説明をし、
個別相談を行いました。

県立大宮光陵高等学校 全日制

美術科学校説明会 11月19日（土） ③学校説明会・体験入学等 本校美術科に関心のある中学生及び保護者を対象に美術科の説明を行いました。

県立大宮光陵高等学校 全日制



書道科学校説明会 11月19日（土） ③学校説明会・体験入学等 本校書道科に関心のある中学生及び保護者を対象に書道科の説明と、書道の実技
講習を行いました。

県立大宮光陵高等学校 全日制

音楽科学校説明会 11月26日（土） ③学校説明会・体験入学等 本校音楽科に関心のある中学生及び保護者を対象に音楽科の説明と、各自の希望
する楽器に関するワンポイントレッスンを行いました。

県立大宮光陵高等学校 全日制

外国語コース体験授業 11月26日（土） ③学校説明会・体験入学等 本校外国語コースに関心のある中学生と保護者を対象に外国語コースの説明を
し、中学生対象に英語の体験授業を行いました。

県立大宮光陵高等学校 全日制

宮商祭 １０月１日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立大宮商業高等学校 全日制

第１回　学校説明会・体験授業 １０月２９日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学３年生とその保護者に、本校の概要説明と商業科目の体験授業、施設見学、
相談会を実施した。

県立大宮商業高等学校 全日制

授業公開 １１月２日（水）

○

②授業公開・懇談会等

県立大宮商業高等学校 全日制

第２回　学校説明会 １１月１９日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学３年生とその保護者に、本校の概要説明をおこない、施設見学、相談会を実
施した。

県立大宮商業高等学校 全日制

文化祭 10月1日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立大宮商業高等学校 定時制

三者面談 11月4日（金）～
11月9日（水）

⑩相談・三者面談等

県立大宮商業高等学校 定時制

学校説明会 10月8日(土)　10時
～

③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象として、本校の教育活動の説明と施設見学を実施しまし
た。新型コロナウイルス感染予防対策として事前申し込みで人数制限をして実施
しました。全体説明会終了後は部活動見学・体験も実施しました。 全日制

さいたま市立七里小学校との学び合い
事業

11月28日(月) ⑨交流事業

県立大宮東高等学校 全日制

授業研究週間 11月1日(月)～12日
(土)

○

②授業公開・懇談会等

県立大宮東高等学校 全日制

学校説明会 11月12日(土)　13時
～

③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象として、本校の授業見学、全体説明、施設見学、個別相
談を実施しました。新型コロナウイルス感染予防対策として事前申し込みで人数
制限をし、午後の授業を自由に見学してもらいました。部活動見学・体験も実施
しました。

県立大宮東高等学校 全日制

さいたま市立七里中学校上級学校訪問 11月16日(火)14時～ ③学校説明会・体験入学等

県立大宮東高等学校 全日制

PTA大谷小ふれあいフェスタ出演 11月19日(土)13時～ ⑨交流事業

県立大宮東高等学校 全日制

さいたま市立片柳中学校上級学校訪問 11月29日(火)14時～ ③学校説明会・体験入学等

県立大宮東高等学校 全日制



学校説明会 10月１日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学３年生やその保護者等を対象に、本校の教育活動についての説明を行いま
す。説明会の取組の一環として、校内施設見学、部活動見学を行いました。

県立大宮南高等学校 全日制

授業公開週間 11月１日（火）2日
（水）4日（金）7日
（月）

○

②授業公開・懇談会等

県立大宮南高等学校 全日制

ロードレース大会 11月17日（木） ⑤運動会・持久走大会等

県立大宮南高等学校 全日制

学校説明会 11月12日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学３年生やその保護者等を対象に、本校の教育活動についての説明を行いま
す。説明会の取組の一環として、校内施設見学、部活動見学を行いました。

県立大宮南高等学校 全日制

学校公開 10月29日（土） ②授業公開・懇談会等 中学生とその保護者、学校評議員を対象として授業公開を実施し、本校の教育活
動への理解を深めていただきました。

県立大宮南高等学校 全日制

学校説明会 10月1日(土) ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象として、本校の教育活動の概要説明と施設見学等を実施
しました。

県立大宮武蔵野高等学校 全日制

地域と高等学校による防災学習会 10月8日（土） ①講座・講演会等 地元自治会住民と本校保護者をお招きし、本校生徒と災害時の避難行動及び避難
所運営等に関するワークショップ等を行いました。

県立大宮武蔵野高等学校 全日制

学校説明会 11月5日(土)

○

③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象として、本校の教育活動の概要説明と施設見学等を実施
しました。

県立大宮武蔵野高等学校 全日制

地域懇談会 11月9日(水) ②授業公開・懇談会等 大宮北特別支援学校さいたま西分校、近隣自治会長をお招きし、学校概要の説明
や意見交換等を行いました。

県立大宮武蔵野高等学校 全日制

公開授業週間 11月8日(火)～11月
15日(火)

②授業公開・懇談会等 校内における相互授業見学期間を設定し、本校の教育活動について発信しまし
た。

県立大宮武蔵野高等学校 全日制

校内マラソン大会 11月18日(金) ⑤運動会・持久走大会等 さいたま市西遊馬公園周辺において、全校生徒が１０ｋｍのマラソン大会に取り
組みました。

県立大宮武蔵野高等学校 全日制

第3回学校説明会及び山村留学説明会 10月1日（土） ③学校説明会・体験入学等 学校説明会では、生徒会による学校紹介や、授業見学、部活動見学を行います。
山村留学希望者を対象とした山村留学説明会も行います。

県立小鹿野高等学校 全日制

文化祭 10月7日（金）～8日
（土）

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立小鹿野高等学校 全日制

小鹿野未来塾（漢検チャレンジ） 10月15日（土） ①講座・講演会等 小鹿野町教育委員会と連携し、小中高の児童生徒や一般を対象とした漢字検定対
策講座を実施します。

県立小鹿野高等学校 全日制

地域と連携した漢字検定 10月29日（土） ①講座・講演会等 本校生徒だけでなく、地域の小中高の児童生徒や一般の方を対象に、本校を会場
にした漢字検定を実施します。

県立小鹿野高等学校 全日制

授業公開週間 11月1日（火）～7日
（月）

○

②授業公開・懇談会等

県立小鹿野高等学校 全日制



学校公開 10月8日（土）

○

②授業公開・懇談会等 中学生及び保護者向けに授業公開を行います。また、公開授業後に部活動見学も
可能です。開催場所は小川高校です。

県立小川高等学校 全日制

地区別学校説明会 10月15日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者向けに学校説明会を行います。また、説明会終了後に個別相談
会を行います。開催場所は坂戸市文化施設オルモになります。

県立小川高等学校 全日制

おがわ学フォーラム（公開授業） 11月19日（土）

○

②授業公開・懇談会等 中学生及び保護者、一般向けに授業公開を行います。また、公開授業終了後に部
活動見学も可能です。同時に、おがわ学体験学習に参加することもできます。開
催場所は小川高校です。 県立小川高等学校 全日制

おがわ学フォーラム（研究開発発表
会）

11月26日（土）

○

⑦研究発表・研修会 「おがわ学研究開発発表会」と題して、研究概要説明、児童生徒のプレゼンテー
ション、和紙作品展等を「和紙フェスティバル」と共同開催します。

県立小川高等学校 全日制

体育祭 10月14日（金） ③学校説明会・体験入学等 日頃の生徒の活動を自由に御覧頂き、学校の教育活動について理解を深めて頂き
ます。

県立小川高等学校 定時制

秋季校外学習（東京ディズニーシー） 11月1日（火）

○

⑪その他

県立小川高等学校 定時制

学校関係者向け学校説明会 11月2日（水）

○

③学校説明会・体験入学等 本校定時制の教育活動について理解を深めてもらう。

県立小川高等学校 定時制

自立活動 11月4日（金）

○

①講座・講演会等

県立小川高等学校 定時制

焼き芋会 11月28日（月） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 校内の畑で、環境委員会が栽培したサツマイモを収穫し、協働作業を通じて他者
とのかかわり方を学ぶ。

県立小川高等学校 定時制

PTA理事会 11月28日（月） ⑪その他 保護者に定時制の教育活動の理解を深めて頂くと共に、今後の事業運営の協力を
依頼する。

県立小川高等学校 定時制

学校説明会 10月8日(土) ③学校説明会・体験入学等 中学生及びその保護者を対象として、本校の教育活動の説明と施設見学、部活動
体験を実施します。

県立桶川高等学校 全日制

学校公開 10月8日(土) ②授業公開・懇談会等 授業を中心に日常の学校生活を公開し、保護者はじめ中学生とその保護者の皆様
に御覧いただくことにより、本校の教育活動についての理解を深めていただきま
す。 県立桶川高等学校 全日制

マラソン大会 11月10日（木） ⑤運動会・持久走大会等

県立桶川高等学校 全日制

学校説明会 11月12日(土) ③学校説明会・体験入学等 中学生及びその保護者を対象として、本校の教育活動の説明と施設見学、部活動
体験を実施します。

県立桶川高等学校 全日制

桶高にゅーすの発行 10月初旬 ⑥広報・学校だより等

県立桶川高等学校 全日制

勾玉祭（文化祭） 10月1日（土）

○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 午前は中学３年生及びその保護者、午後は在校生の保護者を対象に公開

県立桶川西高等学校 全日制



第3回学校説明会 10月15日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学３年生及びその保護者を対象に説明会並びに体験授業を実施

県立桶川西高等学校 全日制

ハートフル桶西水族館の一般公開 10､11月随時

○

⑨交流事業 全国に２つしかない高校内水族館を一般公開し、随時見学を受け入れています。
科学部員が魚の説明をします。

県立桶川西高等学校 全日制

第4回学校説明会 11月5日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学３年生及びその保護者を対象に説明会並びに在校生によるパネルディスカッ
ションを実施

県立桶川西高等学校 全日制

坂田秋まつり2022 10月23日（土）

○

⑧社会体験・奉仕活動等 桶川市坂田コミュニティセンターで秋まつりが開催され、科学部が出前水族館と
して校内で飼育している魚や亀などを展示するとともに、魚釣り体験や折り紙教
室を実施 県立桶川西高等学校 全日制

桶西ミニ水族館 in アリオ上尾 11月12日（土）
～11月13日（日）

○

⑧社会体験・奉仕活動等 アリオ上尾１階光の広場で、桶西ミニ水族館のコーナーを設置し、荒川の外来生
物・在来生物の水槽20個の他、亀とのふれあいコーナーや折り紙教室、お魚釣り
ゲームなどのイベントを実施 県立桶川西高等学校 全日制

おけがわスポーツフェスティバル2022 11月13日（日）

○

⑧社会体験・奉仕活動等 桶川サン・アリーナにおいてスポーツフェスティバルが開催され、科学部が出前
水族館として校内で飼育している魚などを展示

県立桶川西高等学校 全日制

第5回学校説明会 11月26日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学３年生及びその保護者を対象に説明会並びに個別相談会を実施

県立桶川西高等学校 全日制

公開授業 11月2日(水)

○

②授業公開・懇談会等

県立越生高等学校 全日制

ロードレース大会 11月10日(木) ⑤運動会・持久走大会等

県立越生高等学校 全日制

第2回学校説明会 11月12日(土) ③学校説明会・体験入学等 中学生やその保護者を対象に、本校の教育活動についての説明を行い、希望者に
は個別相談を実施しました。また、美術科では、ＣＧとデッサンの体験授業と、
希望者にはデッサン指導を行いました。 県立越生高等学校 全日制

50周年記念行事 11月17日(木) ①講座・講演会等

県立越生高等学校 全日制

芸術鑑賞会 11月29日(火) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立越生高等学校 全日制

土曜公開授業 10月1日（土）、10
月22日（土）、11月
5日（土）、11月19
日（土）

○

②授業公開・懇談会等 授業をはじめ、休み時間、部活動等、日常の学校生活を公開し、自由に御覧いた
だくことにより、学校の教育活動についての理解を深めていただきます。

県立春日部高等学校 全日制

学校説明会 10月1日（土）、11月5
日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 中学３年生の生徒・保護者を対象に、授業公開に加え、本校の学校概要・入学者
選抜等についての説明会を行います。

県立春日部高等学校 全日制

１万ｍ走大会 11月9日（水） ⑤運動会・持久走大会等

県立春日部高等学校 全日制

献血 11月16日（水） ⑧社会体験・奉仕活動等

県立春日部高等学校 全日制



上級学校訪問 11月21日（金） ③学校説明会・体験入学等

県立春日部高等学校 全日制

３者面談週間 11月25日（金）～30
日（水）

⑩相談・三者面談等

県立春日部高等学校 全日制

授業公開週間 11月1日(火)～11月7
日(月)

○

②授業公開・懇談会等 　授業をはじめ、給食の時間など日常の学校生活をご覧いただくことによって、
定時制教育への理解を深めていただきます。
　一般参加が可能ですが、事前連絡が必要となります。 県立春日部高等学校 定時制

体育祭 10月11日(火) ⑤運動会・持久走大会等

県立春日部高等学校 定時制

芸術鑑賞会 11月8日(火) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立春日部高等学校 定時制

クラス懇談会 11月10日(木) ②授業公開・懇談会等

県立春日部高等学校 定時制

機械科１学年「自動車大学校見学」 10月6日（木） ②授業公開・懇談会等

県立春日部工業高等学校 全日制

春日部市立豊春中学校「ＰＴＡ高校見
学会」

10月13日（木） ③学校説明会・体験入学等

県立春日部工業高等学校 全日制

機械科２学年「先端技術を学ぶ」 10月20日（木） ②授業公開・懇談会等

県立春日部工業高等学校 全日制

久喜市立栗橋西中学校「上級学校訪
問」

10月21日（金） ③学校説明会・体験入学等

県立春日部工業高等学校 全日制

春日部市立豊春中学校「出前授業」 10月26日（水） ②授業公開・懇談会等

県立春日部工業高等学校 全日制

学校説明会「春工見学会」 10月29日（土） ③学校説明会・体験入学等

県立春日部工業高等学校 全日制

道の駅庄和「わくわく体験イベント」 11月5日（土）、6日
（日）

○

⑨交流事業 道の駅庄和において実施され、ミニ電車乗車体験と電気ゲーム体験及び木工体験
教室を行いました。

県立春日部工業高等学校 全日制

春日部市立春日部中学校「上級学校学
習会」

11月9日（水） ②授業公開・懇談会等

県立春日部工業高等学校 全日制

春日部市立大増中学校「出前授業」 11月11日（金） ②授業公開・懇談会等

県立春日部工業高等学校 全日制

越谷市立西中学校「上級学校訪問」 11月11日（金） ③学校説明会・体験入学等

県立春日部工業高等学校 全日制



加須市立北川辺中学校「上級学校訪
問」

11月16日（水） ③学校説明会・体験入学等

県立春日部工業高等学校 全日制

文化祭「春工祭」 11月20日（日） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立春日部工業高等学校 全日制

久喜市立久喜中学校「出前授業」 11月29日（火） ②授業公開・懇談会等

県立春日部工業高等学校 全日制

学校説明会 10月22日(土) ③学校説明会・体験入学等 外国語科を希望する中学生及びその保護者を対象を対象とした説明会です。学校
説明の後、授業・施設見学、第２外国語（ドイツ語・フランス語・中国語・韓国
語）の授業体験を行います。 県立春日部女子高等学校 全日制

学校説明会 11月19日(土) ③学校説明会・体験入学等 中学生及びその保護者を対象を対象とした説明会及び部活動体験を行います。学
校説明会の前に、授業及び施設見学が可能です。

県立春日部女子高等学校 全日制

上級学校訪問 10月21日(金) ③学校説明会・体験入学等 中学２年生を対象に、高校生活や本校の学校概要・特色を説明するとともに、授
業見学及び施設見学を実施します。

県立春日部女子高等学校 全日制

上級学校学習会（出前授業） 10月26日(水) ③学校説明会・体験入学等 中学校での進路学習の一環として、高校が中学に出向いて、中学２年生を対象に
高校の授業を体験してもらうのと同時に、本校の学校概要・特色の説明を通して
高校生活をイメージしてもらいます。 県立春日部女子高等学校 全日制

文化講演会 10月20日(木) ①講座・講演会等

県立春日部女子高等学校 全日制

持久走大会 11月16日(水) ⑤運動会・持久走大会等

県立春日部女子高等学校 全日制

三者面談 11月22日(火)～28日
(月)

⑩相談・三者面談等

県立春日部女子高等学校 全日制

2学年保護者進路説明会 10月1日（土） ②授業公開・懇談会等

県立春日部東高等学校 全日制

1学年性教育講演会 10月13日（木） ②授業公開・懇談会等

県立春日部東高等学校 全日制

3学年進路講演会 10月13日（木） ②授業公開・懇談会等

県立春日部東高等学校 全日制

PTA合同交通安全指導懇話会 10月17日（月） ⑪その他

県立春日部東高等学校 全日制

1・2学年遠足 10月26日（水） ⑪その他

県立春日部東高等学校 全日制

1学年芸術鑑賞会 10月26日（水） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立春日部東高等学校 全日制



教職員相互の授業観察（チャレンジ授
業）の実施

10月27日（木）、11
月18日（金）

②授業公開・懇談会等

県立春日部東高等学校 全日制

学校説明会 11月5日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象として、本校の概要や入学者選抜基準の説明、授業見学
を行います。全体会終了後は、個別相談会、部活動見学・体験及び人文科フェア
を実施します。 県立春日部東高等学校 全日制

3学年薬物乱用防止教室 11月10日（木） ②授業公開・懇談会等

県立春日部東高等学校 全日制

2学年大学出張講義 11月17日（木） ②授業公開・懇談会等

県立春日部東高等学校 全日制

2学年勉強マラソン 11月26日（土） ⑪その他

県立春日部東高等学校 全日制

地域書店とのコラボレーション企画 9月1日～10月31日 ⑨交流事業 地域の書店と川口高校図書館で相互に本のお薦めを行い未来の本好きを育てる企
画です。書店の展示スペースをレイアウトし、川口高校生徒のお薦め本を紹介し
ました。 県立川口高等学校 全日制

川高書展 10月8日（土）・9日
（日）

⑨交流事業 川口駅キュポラ広場にて川口高校書道部の作品展示と書道パフォーマンスを行い
ました。書道の繊細さと迫力、奥深さを伝えました。

県立川口高等学校 全日制

性の講演会 10月27日（木） ①講座・講演会等

県立川口高等学校 全日制

「わくわく屋台村」参加 11月14日（月） ⑨交流事業 川口市立科学館が主催するイベントわくわく屋台村に川口高校サイエンス部の生
徒が参加しました。工作を通して高校生が来客者に科学の楽しさを伝えました。

県立川口高等学校 全日制

第２回学校説明会 11月19日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学３年生及び保護者を対象に、川口高校の概要や特色について説明し、部活動
や施設見学を実施しました。

県立川口高等学校 全日制

土曜授業公開及び部活動見学会 10月１日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 授業見学、校内施設見学、部活動見学を通じて、本校の教育活動について理解を
深めていただく。

県立川口北高等学校 全日制

土曜授業公開及び第２回学校説明会 10月22日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 学校概要説明、模擬授業体験、施設見学、部活動見学を通じて本校の教育活動に
理解を深めていただく。

県立川口北高等学校 全日制

授業研究週間 10月24日（月）～
10月28日（金）

○

⑦研究発表・研修会

県立川口北高等学校 全日制

土曜授業公開及び第2回部活動見学会 11月5日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 授業見学、校内施設見学、部活動見学を通じて、本校の教育活動について理解を
深めていただく。

県立川口北高等学校 全日制

マラソン大会 11月9日（水） ⑤運動会・持久走大会等

県立川口北高等学校 全日制

土曜授業公開及び第3回学校説明会 11月19日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 学校概要説明、模擬授業体験、施設見学、部活動見学を通じて本校の教育活動に
理解を深めていただく。

県立川口北高等学校 全日制



三者面談 11月28日（月）～
12月2日（金）

○

⑩相談・三者面談等

県立川口北高等学校 全日制

ミニ学校説明会 10月14日(金)・11月
11日(金)・15日
(火)・16日(水)・17
日(木）

③学校説明会・体験入学等 　本校について興味・関心を持つ中学生や保護者等を対象に学校説明と授業見学
を実施し、工業高校ならではの機械・設備等についても説明。
　定時制工業高校についての理解を深めていただきます。 県立川口工業高等学校 定時制

施設見学・個別相談 10月8日（土） ③学校説明会・体験入学等 本校を進学先に考えている中学3年生とその保護者を対象に、校内施設や部活動
の見学等を行い、希望者には個別相談として、教育方針や特色等についてパンフ
レット等を使いながら説明した。 県立川口青陵高等学校 全日制

施設見学・個別相談 11月26日（土） ③学校説明会・体験入学等 本校を進学先に考えている中学3年生とその保護者を対象に、校内施設や部活動
の体験・見学等を行い、希望者には個別相談として、教育方針や特色等について
パンフレット等を使いながら説明した。 県立川口青陵高等学校 全日制

心肺蘇生職員研修会
心肺蘇生生徒研修会

10月19日（水）
10月24日（月）

⑦研究発表・研修会 教職員対象及び各部活代表者を対象に、近隣の消防局の救急隊員を講師として、
心肺蘇生法研修会を実施した。

県立川口青陵高等学校 全日制

自転車マナーアップ伝達講習会 10月6日（木） ①講座・講演会等 夏季休業中に体験した自転車安全乗車に係る講習会に参加した生徒が、資料を使
用しながら放送にて全校生徒に伝達した。

県立川口青陵高等学校 全日制

ふれあいクリーン作戦（清掃活動） 11月21日（月） ⑧社会体験・奉仕活動等 整美委員とボランティア生徒で地域の清掃活動を行った。

県立川口青陵高等学校 全日制

第2回学校説明会 10月29日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生及びその保護者を対象として、本校の概況説明と施設見学及び部活動見学
を実施します。

県立川口東高等学校 全日制

ハートフルデー 11月9日（水）

○

⑨交流事業 希望者が小学校に行き、小学校の先生を１日体験します。授業の補助を行い、教
えることの難しさや、面白さを学ぶことを目的としています。

県立川口東高等学校 全日制

公開授業
学校概要説明会

10月1日(土)、10月
29日(土)、11月12日
(土)、11月26日(土)

③学校説明会・体験入学等 本校の学校概要説明と授業参観。

県立川越高等学校 全日制

全校講演会 11月7日(月) ①講座・講演会等 外部講師をお招きして行う、全校生徒対象の講演会（テーマ：気候変動）

県立川越高等学校 全日制

３学年保護者対象進路学習会 11月12日(土) ②授業公開・懇談会等 外部講師をお招きして行う、３学年保護者を対象とする進路学習会。

県立川越高等学校 全日制

三者面談週間 11月24日(木)
～11月30日(水)

⑩相談・三者面談等 生徒・保護者及び担任による、学校生活・進路相談等の面談。

県立川越高等学校 全日制

中学校３年生対象　学校公開事業 10月1日（土） ③学校説明会・体験入学等

県立川越工業高等学校 全日制

工業祭 10月29日（土）30日
（日）

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立川越工業高等学校 全日制

SDGsアクションフェスタ 11月3日（木）

○

⑨交流事業 「川越から地球を元気に」をテーマにしたSDGsアクションフェスタ実行委員会主
催の「SDGsアクションフェスタ」に参加。SDGsの取組に関係した５学科によるも
のづくり教室や体験コーナーを行い、子供たちや地域の人との交流を行いまし
た。

県立川越工業高等学校 全日制



教育週間授業公開 11月4日（火）～11
月19日（土）

○

②授業公開・懇談会等

県立川越工業高等学校 全日制

Shingashiめぐり・わくわくフェスティ
バル

11月6日（日）

○

⑨交流事業 かつて江戸と川越を結ぶ舟運の拠点である新河岸において、さまざまな事業を通
じ新河岸駅周辺にかつての賑わいを取り戻し新たな活性化を展開するイベント
で、本校は機械科によるミニ電車を走行させ、乗車体験から子供たちや地域の人
との交流を行いました。

県立川越工業高等学校 全日制

保護者実習公開・懇談会 機械科2年11月7日
（月）8日（火）、
機械科1年9日（水）
11日（金）、デザイ
ン科1年・建築科1年
2年・電気科1年11月

②授業公開・懇談会等

県立川越工業高等学校 全日制

埼玉県産業教育フェア 11月12日（土） ⑦研究発表・研修会 埼玉県産業教育フェアは、専門高校等の生徒による学習成果の発表等の活動を通
じて、生徒の技術力・創造性や課題解決能力、コミュニケーション能力等の向上
を図るとともに、広く産業教育の魅力と役割を紹介し、県民の皆様の関心と理解
を高めることを目的に開催いてします。本校は電気科による体験型プロジェク
ションマッピングの体験展示を行いました。

県立川越工業高等学校 全日制

体験入学 11月19日（土） ③学校説明会・体験入学等

県立川越工業高等学校 全日制

かわごえ産業フェスタ 11月26日（土）27日
（日）

⑨交流事業 地元の産業団体が一堂に集い、各出展者による展示、飲食・物販、ステージイベ
ント等、家族で楽しめる各種ものづくり体験ができるイベントで、本校は５学科
によるものづくり教室や体験コーナーを行い、子供たちや地域の人との交流を行
いました。

県立川越工業高等学校 全日制

体育祭 9月30日（金）
予備日：10月４日

⑤運動会・持久走大会等 新型コロナウイルス感染防止対策を鑑みながら、３密にならないように、内容・
種目等を考慮し、本校生徒・教職員・PTA幹事のみで、学年対抗で開催しまし
た。 県立川越工業高等学校 定時制

学校見学・授業公開 随時 ③学校説明会・体験入学等 中学３年生、保護者、中学校の先生方を対象に、学校見学、授業公開を実施しま
す。来年度、本校を受検する希望がある皆様には御参加につきまして、お願いを
申し上げます。 県立川越工業高等学校 定時制

人権教育研修会 10月27日（木） ①講座・講演会等 外部講師を招いてのデートDV教育を通しての講演会を全学年を対象に行いまし
た。

県立川越工業高等学校 定時制

工業祭 10月29日(土)
30日（日）

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 全日制と一緒に、有志団体が作品展示・販売や音楽部の発表を行いました。

県立川越工業高等学校 定時制

ＩＣＴ活用研修会 11月24日（木） ⑦研究発表・研修会 来年から実施される「一人１台端末活用」に向けて、県教委から講師を招いて活
用方法を学ぶことが出来ました。

県立川越工業高等学校 定時制

保護者のための進路勉強会 １０月２２日（土） ①講座・講演会等

県立川越女子高等学校 全日制

中学生対象授業公開 １０月２９日（土） ②授業公開・懇談会等 学校説明会に合わせて、中学生及びその保護者に授業を公開しました。

県立川越女子高等学校 全日制

SSH授業公開 １１月２日（水）

○

②授業公開・懇談会等

県立川越女子高等学校 全日制

中学生対象授業公開 １１月１２日（土） ②授業公開・懇談会等 学校説明会に合わせて、中学生及びその保護者に授業を公開しました。

県立川越女子高等学校 全日制

小学生対象星空観望会 １１月１６日（水） ⑨交流事業 本校の地球天文部の生徒たちが指導し、小学生及びその保護者を対象に、本校の
屋上を開放して星空観望会を実施しました。

県立川越女子高等学校 全日制



体育祭 10月5日（水） ⑤運動会・持久走大会等

県立川越西高等学校 全日制

学校説明会 10月8日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生とその保護者を対象として、本校の概要説明と来年度の入学者選抜につい
ての説明、及び校内見学等を実施。

県立川越西高等学校 全日制

彩の国教育週間公開授業 11月2日（水）

○

②授業公開・懇談会等

県立川越西高等学校 全日制

学校説明会 11月20日（日） ③学校説明会・体験入学等 中学生とその保護者を対象として、本校の概要説明と来年度の入学者選抜につい
ての説明、及び校内見学等を実施。

県立川越西高等学校 全日制

校内マラソン大会 11月10日（木） ⑤運動会・持久走大会等

県立川越西高等学校 全日制

第１回学校説明会 10月1日（土） ③学校説明会・体験入学等 本校への理解を深めていただくために、中学生及びその保護者に対して、本校の
教育活動の概要説明、施設見学、面談等を実施しました。

県立川越初雁高校 全日制

第２回学校説明会 11月5日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 本校への理解を深めていただくために、中学生及びその保護者に対して、本校の
教育活動の概要説明、施設見学、面談等を実施しました。

県立川越初雁高校 全日制

授業公開 11月5日（土）

○

②授業公開・懇談会等 本校の教育活動について理解を深めていただくために、保護者、中学校教員、中
学生及びその保護者、地域の方々に対して、授業を公開しました。

県立川越初雁高校 全日制

高階地区あいさつ運動展 11月8日（火）～
12月5日（月）

⑥広報・学校だより等 本校の生徒会活動（学校行事・ボランティア活動等）について、地域の市民セン
ターに掲示を行い広報を行いました。

県立川越初雁高校 全日制

初雁トライアル２０２２ 11月11日（金） ⑤運動会・持久走大会等 校内に周回コースを設定し、マラソン大会を行いました。

県立川越初雁高校 全日制

三者面談 11月15日（火） ⑩相談・三者面談等 生徒、保護者、教員とが、今後の進路選択や成績について相談等を行いました。

県立川越初雁高校 全日制

進路別バス見学会 11月18日（金） ⑧社会体験・奉仕活動等 ２学年生徒が進路希望別に分かれて、企業見学や学校見学を行いました。

県立川越初雁高校 全日制

芸術鑑賞会 10月6日(木) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立川越南高校 全日制

保健講演会 10月25日(火) ①講座・講演会等

県立川越南高校 全日制

オーストラリアの姉妹校とのオンライ
ン交流会

10月26日(水) ⑨交流事業

県立川越南高校 全日制

尚美学園大学留学生との交流会 10月27日(木) ⑨交流事業

県立川越南高校 全日制



学校見学会 10月29日(土)
11月19日(土)

③学校説明会・体験入学等

県立川越南高校 全日制

3学年三者面談 11月25日(金)
～12月1日(木)

⑩相談・三者面談等

県立川越南高校 全日制

体育祭 １０月５日（水） ⑤運動会・持久走大会等

県立北本高等学校 全日制

第２回学校説明会 １０月８日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象とし、本校の概要説明、入試関係、部活動紹介、校内見
学、個別相談等を実施しました。

県立北本高等学校 全日制

文化祭 １０月２８日（金）
～２９日（土）

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 在校生の同居家族及び中学３年生を公開対象者とし、クラスや文化部の企画・出
し物等を実施しました。

県立北本高等学校 全日制

ＫＩＳＥＰあいさつ運動 １１月９日（水） ⑨交流事業

県立北本高等学校 全日制

ＫＩＳＥＰまなびあい １１月９日（水） ⑨交流事業

県立北本高等学校 全日制

第３回学校説明会 １１月１２日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象とし、本校の概要説明、入試関係、部活動紹介、校内見
学、個別相談等を実施しました。

県立北本高等学校 全日制

第2回学校説明会 10月8日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生、保護者を対象に、本校の概要を説明した。生徒会による学校紹介、卒業
生による体験談、個別相談を実施した。

県立久喜高等学校 全日制

第3回学校説明会 11月5日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 土曜日を課業日とし、授業公開を行い、その後上記と同様の内容の学校説明会を
実施した。

県立久喜高等学校 全日制

公開授業週間 １１月１日（火）～
１１月７日（月）

○

②授業公開・懇談会等 保護者、および中学校等に公開する目的で期間を設けたが、来校者は０である。

県立久喜高等学校 定時制

第1回学校説明会 １１月１６日（水）

○

③学校説明会・体験入学等 今回１０組の保護者及び中学生が参加した。全体会の後、個別相談を行った。

県立久喜高等学校 定時制

久工祭（文化祭） １０月２９日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 工業高校の特色を活かし、各ホームルームにおける展示、文化部の発表などを行
い、保護者をはじめ、地域の方々に広く公開した。

県立久喜工業高等学校 全日制

学校説明会 １０月２９日（土） ③学校説明会・体験入学等

県立久喜工業高等学校 全日制

トワイライト説明会 １０月１２日
（水）、１１月２５
日（金）

③学校説明会・体験入学等

県立久喜工業高等学校 全日制

体験入学 １１月１４日（月） ③学校説明会・体験入学等

県立久喜工業高等学校 全日制



実習公開週間 １１月７日（月）～
１１日（金）

○

②授業公開・懇談会等

県立久喜工業高等学校 全日制

学校説明会 10月1日 ③学校説明会・体験入学等 中学生と保護者に本校の特色を説明し、部活動を公開し、学校の教育活動につい
ての理解を深めていただきます。

県立久喜北陽高校 全日制

久喜北小学校との交流 11月7日、15日

○

⑨交流事業

県立久喜北陽高校 全日制

清久小学校との交流 11月22,24,25,28日 ⑨交流事業

県立久喜北陽高校 全日制

三箇小学校との交流 11月17日 ⑨交流事業

県立久喜北陽高校 全日制

第８回土曜日授業・授業体験会 10月1日（土） ②授業公開・懇談会等 高校の授業体験をはじめ、施設を自由に御覧いただくことにより、学校の教育活
動についての理解を深めていただきました。

県立熊谷高等学校 全日制

埼玉の子ども７０万人体験活動
（熊谷市立石原小学校との交流）

10月7日（金） ⑨交流事業 本校バレーボール部の生徒が近隣の小学校の児童をバレーボールの交流を行いま
した。

県立熊谷高等学校 全日制

第９回土曜日授業 10月15日（土） ②授業公開・懇談会等 授業をはじめ、施設を自由に御覧いただくことにより、学校の教育活動について
の理解を深めていただきました。

県立熊谷高等学校 全日制

芸術鑑賞会 10月21日（金） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 全校生徒がシェイクスピアの演劇鑑賞を行いました。

県立熊谷高等学校 全日制

第10回土曜日授業・第１回学校見学会 10月29日（土） ②授業公開・懇談会等 授業をはじめ、施設を自由に御覧いただくことにより、学校の教育活動について
の理解を深めていただくとともに、中学生・保護者の個別相談に対応しました。

県立熊谷高等学校 全日制

二者面談週間 11月 7日（月）～
11月11日（金）

○

⑩相談・三者面談等 ３年生徒の進路希望の確認や１・２年生の状況確認や相談を行いました。

県立熊谷高等学校 全日制

第11回土曜日授業・第２回学校見学会 11月12日（土） ②授業公開・懇談会等 授業をはじめ、施設を自由に御覧いただくことにより、学校の教育活動について
の理解を深めていただくとともに、中学生・保護者の個別相談に対応しました。

県立熊谷高等学校 全日制

体育祭 11月17日（木） ⑤運動会・持久走大会等 感染症対策を行いながら、実施種目を絞って校内で実施しました。

県立熊谷高等学校 全日制

第12回土曜日授業+学校見学会 11月19日（土） ②授業公開・懇談会等 授業をはじめ、施設を自由に御覧いただくことにより、学校の教育活動について
の理解を深めていただくとともに、中学生・保護者の個別相談に対応しました。

県立熊谷高等学校 全日制

学校公開週間 １１月１日(火)～７
日(月)

○

②授業公開・懇談会等 11/1, 11/2, 11/7 に授業公開（一般公開）を行い、本校の受検を考えている生
徒や保護者等が授業を参観した。

県立熊谷高等学校 定時制

学校公開週間 １１月２日(水)

○

⑪その他 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため給食試食会は保護者にのみ実施した。

県立熊谷高等学校 定時制



個別進学相談 10月29日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生とその保護者の方に、希望の学科の特色や学習内容を説明し、受検に対す
る質問等を個別に対応しました。申し込みは、事前に本校ホームページからの入
力する形式としました。 県立熊谷工業高等学校 全日制

学校見学会 11月19日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生とその保護者の方に、希望の学科の特色や学習内容を説明するとともに施
設見学を行いました。申し込みは、事前に本校ＨＰから入力する形式としまし
た。 県立熊谷工業高等学校 全日制

体験入学 10月8日(土) ③学校説明会・体験入学等 専門高校として体験授業「簿記」「総合実践」を学校説明会の一環として実施し
ました。専門高校の学びについて理解を深めていただきました。

県立熊谷商業高等学校 全日制

中学生オンライン上級学校訪問 10月13日(木) ③学校説明会・体験入学等 オンラインにより、中学２年生を対象とした上級学校訪問を実施しました。中学
校と高校の違いなどについて理解を深めていただきました。

県立熊谷商業高等学校 全日制

授業公開月間 11月1日(火)～11月
30日(水)

○

②授業公開・懇談会等

県立熊谷商業高等学校 全日制

吹奏楽部・バトン部定期演奏会・発表
会

11月3日(木)

○

⑪その他 熊谷文化創造館さくらめいと大ホールを会場に実施しました。感染予防を徹底し
ながら生徒の演奏や演技を来場した多くの皆様に楽しんでいただきました。

県立熊谷商業高等学校 全日制

学校説明会 11月4日(木)

○

③学校説明会・体験入学等 中学校に出向き、中学３年生に向けて本校の概要説明を行いました。中学３年生
の学校選びとなるよう、卒業後の進路や専門高校の学びについて理解を深めてい
ただきました。 県立熊谷商業高等学校 全日制

救命救急（ＡＥＤ）講習会 11月4日(金)・11月7
日(月)～11月9日
(水)

⑦研究発表・研修会

県立熊谷商業高等学校 全日制

高等学校地区研究協議会 11月8日(火) ⑦研究発表・研修会

県立熊谷商業高等学校 全日制

埼玉県産業教育フェア 11月12日(土) ⑪その他 開発商品等の販売やＳＤＧｓワークショップへの参加で他校生徒や来場者との交
流を図ることが出来ました。

県立熊谷商業高等学校 全日制

中学生上級学校訪問 11月18日(金) ③学校説明会・体験入学等 中学２年生が本校を訪れました。中学校と高校の違いなどについて理解を深めて
いただきました。

県立熊谷商業高等学校 全日制

校外美化活動 11月21日(月) ⑧社会体験・奉仕活動等

県立熊谷商業高等学校 全日制

中学校出前授業 11月25日(金) ③学校説明会・体験入学等 本校商業科教員が中学校へ出向き、中学校２年生に向けて「簿記」や「情報処
理」の授業を実施しました。授業を通して、専門高校の学びについて理解を深め
ていただきました。 県立熊谷商業高等学校 全日制

学校広報紙「熊商ジャーナル」発行 11月30日(木) ⑥広報・学校だより等

県立熊谷商業高等学校 全日制

初任者研修会場校研修 11月30日(木) ⑦研究発表・研修会

県立熊谷商業高等学校 全日制

７０万人体験活動小高スポーツ交流 １０月７日（金） ⑨交流事業 桜木小学校１年生・３年生と本校バレーボール部によるスポーツ交流を行いまし
た。バレーボールを通して楽しく交流しました。

県立熊谷女子 全日制



学校見学会 １０月１５日(土） ②授業公開・懇談会等 中学生・保護者を対象として授業公開並びに学校説明会を行い、本校に対する理
解を深めていただきました。同日午後は、部活動見学を合わせて実施しました。

県立熊谷女子 全日制

学校見学会 １０月２９日(土）

○

②授業公開・懇談会等 中学生・保護者を対象として授業公開並びに学校説明会を行い、本校に対する理
解を深めていただきました。同日午後は、部活動見学を合わせて実施しました。

県立熊谷女子 全日制

パークマラソン大会 １１月１０日(木） ⑤運動会・持久走大会等

県立熊谷女子 全日制

上級学校訪問（上里北中） １１月１１日(金） ②授業公開・懇談会等 上里北中学校２年生が本校を訪問し、授業公開並びに学校の説明を行いました。

県立熊谷女子 全日制

学校見学会 １１月１２日(土） ②授業公開・懇談会等 中学生・保護者を対象として授業公開並びに学校説明会を行い、本校に対する理
解を深めていただきました。同日午後は、部活動見学を合わせて実施しました。

県立熊谷女子 全日制

上級学校訪問（本庄西中） １１月１６日(水） ②授業公開・懇談会等 本庄西中学校２年生が本校を訪問し、授業公開並びに学校の説明を行いました。

県立熊谷女子 全日制

上級学校訪問（本庄東中） １１月１８日(金） ②授業公開・懇談会等 本庄東中学校２年生が本校を訪問、授業公開並びに学校の説明を行いました。

県立熊谷女子 全日制

５年経験者研修異校種体験研修 １１月１８日(金） ⑦研究発表・研修会 小・中・特別支援学校の先生方に授業公開を行うと共に研究協議を行いました

県立熊谷女子 全日制

７０万人体験活動小高スポーツ交流 １０月７日（金） ⑨交流事業 熊谷東小学校６年生３クラス全員と本校バレーボール部によるスポーツ交流を
行った。バレーボールを通して楽しく交流した。

県立熊谷女子 全日制

学校見学会 １１月２６日（土） ②授業公開・懇談会等 中学生・保護者を対象として授業公開並びに学校説明会を行い、本校に対する理
解を深めていただきました。同日午後は、部活動見学を合わせて実施しました。

県立熊谷女子 全日制

学校説明会（授業公開） 10月6日(土) ③学校説明会・体験入学等 中学生・保護者を対象として授業公開・学校説明を行い理解を深めていただきま
した。

県立熊谷西高等学校 全日制

ＳＳＨ課題研究発表会 10月24日(月) ⑦研究発表・研修会 SSH指定校として、４月からの課題研究の成果を発表しました。
SSH運営指導委員や他のSSH指定校の先生方にも公開しています。

県立熊谷西高等学校 全日制

進学相談会 11月19日(土) ③学校説明会・体験入学等 中学生・保護者を対象として個別進学相談会を行い理解を深めていただきまし
た。

県立熊谷西高等学校 全日制

楽しもうサイエンス 11月26日(土) ①講座・講演会等 本校生徒が科学の実験や観察の楽しさを地域の小中学生に伝えます。
理科（物理・化学・生物・地学）・数学・情報・美術の分野で、１９ブースを設
け、小中学生及び保護者に自由に体験してもらいました。 県立熊谷西高等学校 全日制

体験入学 10月15日（土）
11月26日（土）

③学校説明会・体験入学等 中学生を対象にした体験入学です。４学科（生物生産技術科・生物生産工学科・
食品科学科・生活技術科）で計10講座開講し、実際の授業をとおして農業高校へ
の理解を深めてもらい進路選択の一助としています。 県立熊谷農業高校 全日制

創立120周年記念式典 10月22日（土） ①講座・講演会等



マラソン大会 10月31日（月） ⑤運動会・持久走大会等

県立熊谷農業高校 全日制

熊農祭 11月5日（土）

○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 各学科・文化部の発表、各ホームルームによる展示等を行い、合わせて学校説明
会も開催し、今年度は本校の保護者だけでなく、中学３年生とその保護者の方々
を対象に公開しました。 県立熊谷農業高校 全日制

石原小学校との交流事業 11月16日（水） ②授業公開・懇談会等

県立熊谷農業高校 全日制

クイーンズランド州駐日事務所交流会 11月21日（月） ②授業公開・懇談会等

県立熊谷農業高校 全日制

玉井小学校との交流事業 11月28日（月） ②授業公開・懇談会等

県立熊谷農業高校 全日制

上級学校訪問 10月21日（金） ③学校説明会・体験入学等 近隣中学校２年生による上級学校訪問を受け、本校の概要説明、施設見学等を
行った。

県立栗橋北彩高等学校 全日制

第２回学校説明会 10月23日（日） ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象として、本校の概要や入学者選抜基準の説明、体験授業
等を行った。全体会終了後に、校舎内の各施設や部活動の見学を行った。

県立栗橋北彩高等学校 全日制

文化祭 11月10日（木） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立栗橋北彩高等学校 全日制

令和４年度授業エキスパートを目指す
授業研究会

11月11日（金）

○

②授業公開・懇談会等 東部教育事務所主催の小中学校の先生方を対象とした授業研究会を行った。

県立栗橋北彩高等学校 全日制

第３回学校説明会 11月12日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象として、本校の概要や入学者選抜基準の説明、体験授業
等を行った。全体会終了後に、校舎内の各施設や部活動の見学を行った。

県立栗橋北彩高等学校 全日制

ミニ文化祭 11月12日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 学校説明会の校内公開で、前々日の文化祭の作品展示等を行った。

県立栗橋北彩高等学校 全日制

長距離走大会 11月18日（金） ⑤運動会・持久走大会等

県立栗橋北彩高等学校 全日制

学校説明会 10月1日(土) ③学校説明会・体験入学等 本校に関心のある中学校３年生と保護者の方を対象に、学校概要及び入試などに
ついて説明し、その後、各学科に分かれて学科説明会を行います。

県立芸術総合高等学校 全日制

美術科　体験入学 10月22日（土） ③学校説明会・体験入学等 本校「美術科」に関心のある中学校３年生を対象に、体験入学及び素描講習会を
実施します。また、学科の内容の説明、施設見学等を行います。

県立芸術総合高等学校 全日制

中学校関係者授業参観ツアー 11月2日（水）

○

③学校説明会・体験入学等 本校に関心のある中学生の保護者・関係者を対象に、各学科を中心に授業を実際
に見学していただきます。

県立芸術総合高等学校 全日制

音楽科　体験入学 11月5日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 本校「音楽科」に興味・関心のある中学生を対象に、実技課題曲の体験レッスン
を実施します。また、学科の内容の説明、施設見学等を行います。

県立芸術総合高等学校 全日制



舞台芸術科　体験入学 11月5日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 本校「舞台芸術科」に興味・関心のある中学生を対象に、実技基礎レッスンを実
施します。また、学科の内容の説明、施設見学等を行います。

県立芸術総合高等学校 全日制

音楽科　定期演奏会 11月13日（日） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 本校「音楽科」生徒による、選抜生徒のソロ演奏、声楽・ピアノ専攻生の合唱、
管打楽器専攻生の吹奏楽を行います。

県立芸術総合高等学校 全日制

映像芸術科　体験入学 11月13日（日） ③学校説明会・体験入学等 本校「映像芸術科」に興味・関心のある中学校３年生を対象に、映像芸術科の授
業の体験や学科の内容の説明、施設見学等を行います。

県立芸術総合高等学校 全日制

学校説明会 10月22日（土）
11月19日（土）

③学校説明会・体験入学等 中学生やその保護者等を対象に、本校の特色・取組・活動等についての説明を行
います。

県立鴻巣高等学校 全日制

マラソン大会 11月25日(金) ⑤運動会・持久走大会等

県立鴻巣高等学校 全日制

学校説明会 10月1日（土）
11月5日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 中学生と保護者を対象に、本校の教育内容と生徒の活動概要を説明するととも
に、施設・設備や部活動を見学していただき、学校のＰＲに努めます。

県立鴻巣女子高等学校 全日制

体育祭 10月28日（金） ⑤運動会・持久走大会等

県立鴻巣女子高等学校 全日制

教職員対象授業公開週間 11月7日（月）～11
日（金）

○

⑦研究発表・研修会

県立鴻巣女子高等学校 全日制

授業参観・学年別懇談会 11月8日（火） ②授業公開・懇談会等

県立鴻巣女子高等学校 全日制

薬物乱用防止教室 11月15日（木） ①講座・講演会等

県立鴻巣女子高等学校 全日制

１年職業理解ガイダンス 11月16日（水） ①講座・講演会等

県立鴻巣女子高等学校 全日制

第２回学校説明会及び授業見学会 10月22日(土） ③学校説明会・体験入学等 主に中学３年生及びその保護者を対象に、授業見学及び学校説明会を午前２回、
午後１回、合計３回実施しました。

県立越ヶ谷高等学校 全日制

３年次ＰＴＡ進路講演会 10月29日(土) ①講座・講演会等 外部講師を招聘して、３年次の保護者を対象に午前１０時から、ＰＴＡ進路講演
会を、校内会場とオンライン配信の併用で実施しました。

県立越ヶ谷高等学校 全日制

第３回学校説明会 11月12日(土） ③学校説明会・体験入学等 主に中学３年生およびその保護者を対象に、学校説明会及び施設見学を午前２回
実施しました。

県立越ヶ谷高等学校 全日制

文化祭 10月29日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 　生徒会の準備、運営のもと、各クラス及び文化部等がビロティ付近で催し物等
を出店したり、軽音楽部のステージ発表等を通して、保護者及び家族等と交流を
行います。本校の生徒の取組をご覧いただき、本校の教育活動をご理解いただき
ます。

県立越ヶ谷高等学校 定時制

芸術鑑賞教室 11月29日（火） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 　「すぐれた芸術や芸能に触れさせ、生徒の感性を磨き、情操豊かな心を養う」
を目標に「ダンスエンターテインメント」：ブレイクダンス・アクロバット・コ
メディの３本柱で行う公演です。 県立越ヶ谷高等学校 定時制



学校公開 11月1日（火）
11月2日（木）
11月4日（金） ○

③学校説明会・体験入学等 　中学生及び保護者、地元NPO法人向けに本校定時制の授業および生徒の様子を
理解していただくために実施します。授業見学のあとは、学校説明会として教育
活動の説明や質疑応答の時間を設け、本校定時制の教育活動の理解をさらに深め
ていただきます。

県立越ヶ谷高等学校 定時制

遠足 11月11日（金） ⑧社会体験・奉仕活動等   東京スカイツリーの展望台、すみだ水族館、浅草浅草寺周辺の散策を通して、
地元の人々とふれあい、その地域を知る。また、グループごとに最新の建築物や
歴史的な寺院を訪ねて、コミュニケーション能力を養う。 県立越ヶ谷高等学校 定時制

研究授業 11月１日（火）
11月10日（木）

○

②授業公開・懇談会等 　主体的で深い学びを柱にアクティブ・ラーニングを行い、生徒一人ひとりがコ
ミュニケーションを通して理解を深めていく。また、教職員全体で授業改善を図
り、授業力アップを目指す。 県立越ヶ谷高等学校 定時制

保健講話 11月21日（月） ①講座・講演会等 　作家、漫画家である歌川氏を招き、「逆境力」についての講演を拝聴する。生
徒一人ひとりが自分自信をみつめ、振り返り生きることの価値・喜びを少しでも
感じ、人生を力強く生き抜いていくヒントを共有する。 県立越ヶ谷高等学校 定時制

ＳＳＨ越北SDGｓ「グリーンエネルギー
プロジェクト」

10月8日（土）～
10月9日（日）

①講座・講演会等

県立越谷北高等学校 全日制

授業公開・理数科説明会・部活動見学
会

10月22日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生やその保護者に対して本校の授業や部活動を公開するとともに、本校の理
数科を理解してもらうために、理数科に特化した説明や体験授業を行います。

県立越谷北高等学校 全日制

授業公開・学校説明会・部活動見学会 11月5日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 中学生やその保護者に対して本校の授業や部活動を公開するとともに、本校の理
解のために、主に生徒による説明等を通して、本校での学校生活について広く発
信します。 県立越谷北高等学校 全日制

３年生三者面談 11月22日（月）～
11月29日（火）

⑩相談・三者面談等

県立越谷北高等学校 全日制

個人面談週間 11月7日（月）～
11月11日（金）

○

⑩相談・三者面談等

県立越谷北高等学校 全日制

授業研究週間（教科研修会） 10月24日（月）～
10月28日（金）

⑦研究発表・研修会

県立越谷北高等学校 全日制

学校説明会 10月19日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学３年生とその保護者を対象とします。本校の６つの学科のうち２つの学科を
選び、希望する学科の学習内容の理解を深め、学校選択の参考にしてらいます。

県立越谷総合技術高等学校 全日制

文化祭 10月28日（金）～
　10月29日（土）

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 コロナウイルス感染防止の観点から、一般参加者を生徒の保護者と中学生とその
保護者に限定して実施した。弁当販売やファッションショーや各クラスによる企
画を実施した。 県立越谷総合技術高等学校 全日制

企業・学校見学 11月1日(火) ⑪その他

県立越谷総合技術高等学校 全日制

授業公開週間 11月7日（月）～
　11月11日（金）

②授業公開・懇談会等

県立越谷総合技術高等学校 全日制

流通経済科課題研究発表会 11月16日（水） ②授業公開・懇談会等

県立越谷総合技術高等学校 全日制

学校説明会 11月19日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学校３年生及び保護者を対象に、本校の特色や専門高校の学習内容の理解を深
めるために、本校生徒や卒業生に学校生活の様子や卒業後の進路について話を
し、中学生が学校選択の参考にしてもらいます。 県立越谷総合技術高等学校 全日制



情報処理科課題研究発表会 11月25日（金） ②授業公開・懇談会等

県立越谷総合技術高等学校 全日制

公開授業週間 11月1日(火)～11日
(金)

○

②授業公開・懇談会等 教職員が相互に授業観察することで授業向上を図ります。
保護者や地域の方々が授業参観し、本校の教育活動を理解していただきます。

県立越谷西高等学校 全日制

PTA教育講演会 11月11日(金) ①講座・講演会等

県立越谷西高等学校 全日制

第３回学校説明会 11月5日(土)

○

③学校説明会・体験入学等 地域の中学校とその保護者を対象に学校概要の説明を行い、本校の教育活動を理
解していただきます。

県立越谷西高等学校 全日制

入試ファースト越谷 10月8日(土) ③学校説明会・体験入学等 地域の中学校とその保護者を対象に学校概要の説明を行い、本校の教育活動を理
解していただきます。

県立越谷西高等学校 全日制

学校公開週間 １１月１日（火）～
４日（金）

○

②授業公開・懇談会等

県立越谷東高等学校 全日制

学校説明会・授業見学 １０月２９日（土） ③学校説明会・体験入学等

県立越谷東高等学校 全日制

学校説明会・授業見学 １１月２６日（土） ③学校説明会・体験入学等

県立越谷東高等学校 全日制

上級学校訪問及び授業体験 １０月２１日（金） ③学校説明会・体験入学等

県立越谷東高等学校 全日制

創立100周年記念講演会 10月1日（土） ①講座・講演会等

県立児玉高等学校 全日制

文化祭一般公開 10月2日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 文化部や有志の発表、各ホームルームの展示や作成した動画の上映などを行いま
した。

県立児玉高等学校 全日制

体験入学 10月8日（土） ③学校説明会・体験入学等

県立児玉高等学校 全日制

学校説明会 11月26日（土） ③学校説明会・体験入学等

県立児玉高等学校 全日制

学校公開 11月４日(金)

○

②授業公開・懇談会等 ５・６限の授業を公開し、自由に御覧いただくことにより、学校の教育活動につ
いての理解を深める。

県立児玉白楊高校 全日制

体験入学 10月８日(土) ③学校説明会・体験入学等

県立児玉白楊高校 全日制

学校説明会 11月２６日（土） ③学校説明会・体験入学等

県立児玉白楊高校 全日制



文化祭 11月19日（土）、20
日（日）

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立児玉白楊高校 全日制

近隣の保育園との交流 11月12日（金） ⑨交流事業

県立児玉白楊高校 全日制

近隣の小学校との交流 11月24日（木） ⑨交流事業

県立児玉白楊高校 全日制

芸術鑑賞会 10月20日（木）

○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立坂戸高等学校 全日制

薬物乱用防止教室 10月25日（火）

○

①講座・講演会等

県立坂戸高等学校 全日制

授業公開月間 11月

○

②授業公開・懇談会等

県立坂戸高等学校 全日制

学校説明会 11月12日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象に学校説明会を実施しました。授業見学の後、本校の特
色・進路指導・外国語学科・入試について説明しました。また希望者は、個別相
談、部活動見学及び外国語学科の体験授業も行いました。 県立坂戸高等学校 全日制

校内ロードレース大会 11月17日(木)

○

⑤運動会・持久走大会等

県立坂戸高等学校 全日制

三者面談（3学年） 11月24～30日

○

⑩相談・三者面談等

県立坂戸高等学校 全日制

職員対象教育相談研修会 11月9日（水）

○

⑦研究発表・研修会

県立坂戸高等学校 全日制

ＰＴＡ健康講座 10月29日（土） ②授業公開・懇談会等

県立坂戸西高等学校 全日制

授業公開 11月2日（水）

○

②授業公開・懇談会等

県立坂戸西高等学校 全日制

芸術鑑賞会 11月4日（金）

○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立坂戸西高等学校 全日制

ＰＴＡ広報誌の作成 11月5日（土）

○

⑥広報・学校だより等

県立坂戸西高等学校 全日制

学校説明会 11月13日（日） ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象として、本校の教育活動の説明と部活動体験会を実施し
ました。新型コロナウイルス感染予防対策として事前申し込みで人数制限をし、
全体説明は各教室でリモートで実施しました。 県立坂戸西高等学校 全日制

一般入試面談週間 11月25日（金）～30
日（水）

⑩相談・三者面談等

県立坂戸西高等学校 全日制



第1回学校説明会 10月22日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象として、本校の概要説明、入試に関する情報提供、部活
動や授業の体験、校内見学、個別相談をおこないます。

県立幸手桜高等学校 全日制

桜香祭 10月29日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 コロナ感染対策を施し、企画内容を精選し、文化祭を開催します。今年度は生
徒・教職員のみで実施します。一般の方の御入場は自粛させていただきました。

県立幸手桜高等学校 全日制

産業教育フェア 11月12日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 専門高校等の生徒による学習成果の発表等の活動を通じて、生徒の技術力・創造
性や課題解決能力、ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力等の向上を図ります。今年度はリモート開催
になります。本校は総合学科における商業系列の教育活動について紹介します。 県立幸手桜高等学校 全日制

交通安全教室 11月 1日（火）

○

⑪その他 交通事故防止のため交通安全教室を実施します。被害者にも加害者にもならない
ために、最新の知識や情報を学びます。

県立幸手桜高等学校 全日制

授業見学週間 11月 7日（月）～
11月11日（金）

⑪その他 授業力向上のため教員相互の学び合いの場として見学週間を設けています。この
期間中は市民授業公開を兼ねており、近隣の市民の方や本校ＰＴＡや受験を控え
た中学生及び保護者の方も御来校いただいております。 県立幸手桜高等学校 全日制

第2回学校説明会 11月19日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象として、本校の概要説明、入試に関する情報提供、部活
動や授業の体験、校内見学、個別相談をおこないます。

県立幸手桜高等学校 全日制

授業公開 11月1日(火)・2日
(水)・4日(金)・7日
(月)・8日（火） ○

本校保護者、近隣の中学校、近隣の塾を対象に授業公開を実施し、本校の教育活
動への理解を深めた。

県立狭山経済高等学校 全日制

授業相見週間 11月1日(火)～10日
(木)

同一教科・他教科を問わず、互いに授業の見学を通して良い所を取り入れるなど
切磋琢磨し授業改善に役立て、より良い授業の確立を目指す。

県立狭山経済高等学校 全日制

体験入学・学校説明会 11月19日(土) 中学生およびその保護者対象の体験授業を実施し、本校の教育活動への理解を深
めた。また、本校の概要や入学者選抜基準の説明などを行った。

県立狭山経済高等学校 全日制

マラソン大会 11月22日(火) 狭山市柏原河川敷中央公園を会場にマラソン（８Km）をとおして忍耐力を養い、
体力を向上させた。

県立狭山経済高等学校 全日制

体験入学 10月8日（木）

○

③学校説明会・体験入学等 中学生対象にものづくりを体験してもらい、授業内容や生徒の様子などをよりよ
く知ってもらう取組を行った。

県立狭山工業高等学校 全日制

すかいロード祭り 10月16日（日）

○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 地元商店街のお祭りに本校が所有しているミニＳＬを出展。子供達を乗せて運行
した。

県立狭山工業高等学校 全日制

職員研修 10月18日（火）

○

⑦研究発表・研修会 生徒指導・不祥事防止研修の職員研修を行った。生徒懲戒の基本から事例研究、
不祥事の発生とそれに伴う先生方の対応について等を取り上げた。

県立狭山工業高等学校 全日制

狭工祭（文化祭） 10月29日（土）
10月30日（日）

○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 クラス、工業科、部活動等における発表、展示、工作教室などを行い、中学生と
その保護者及び在校生の保護者、卒業生等に公開した。

県立狭山工業高等学校 全日制

学校説明会 11月12日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 本校について興味関心を持つ中学生・保護者を対象に工業高校の良さや学校の概
要を説明。その後、工業高校ならではの実習室や設備等を説明した。

県立狭山工業高等学校 全日制

さやま大茶会 11月13日（日）

○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 地元特産品のお茶を活用した野点のイベントに参加。自分たちで製造した紅茶を
アンケートに答えた来場者に配布した。

県立狭山工業高等学校 全日制



第２回学校説明会 10月29日(土) ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象として、本校の概要や入学者選抜基準の説明などを行い
ました。全体会終了後に、校舎内の各施設を見学していただきました。

県立狭山清陵高等学校 全日制

第３回学校説明会 11月20日(日) ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象として、本校の概要や入学者選抜基準の説明などを行い
ました。全体会終了後に、校舎内の各施設を見学していただきました。

県立狭山清陵高等学校 全日制

授業交流週間 11月1日(火)～11月9
日(水)

○

⑦研究発表・研修会

県立狭山清陵高等学校 全日制

ロードレース大会 11月11日(金) ⑤運動会・持久走大会等

県立狭山清陵高等学校 全日制

学校説明会 10月29日 ③学校説明会・体験入学等 本校の教育活動について、中学生及びその保護者に理解を深めてもらうため、授
業や部活動を公開するとともに、学校説明会を実施。

県立志木高等学校 全日制

授業公開週間 10月27日～11月10日

○

②授業公開・懇談会等

県立志木高等学校 全日制

体育祭 10月12日 ⑤運動会・持久走大会等

県立志木高等学校 全日制

職業を知る 11月11日（金） ①講座・講演会等

県立庄和高等学校 全日制

庄和商工会一斉美化清掃活動 11月16日（水） ⑧社会体験・奉仕活動等

県立庄和高等学校 全日制

非行防止講演会 11月17日（木） ①講座・講演会等

県立庄和高等学校 全日制

第３回学校説明会 11月19日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生とその保護者を対象に、本校の概要と入試に関して説明を行いました。全体説明
後、各教室に分かれて本校生徒との座談会を行いました。また、部活動見学学も実施し
ました。 県立庄和高等学校 全日制

芸術鑑賞会 11月22日（火） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立庄和高等学校 全日制

学校公開週間 11月1日(火)～4日
(金)

○

②授業公開・懇談会等 授業等の日常の学校生活を公開し、自由に御覧いただくことにより、学校の教育
活動についての理解を深めていただきます。

県立白岡高等学校 全日制

学校説明会 11月5日（土） ③学校説明会・体験入学等

県立白岡高等学校 全日制

白高通信の発行 11月初旬 ⑥広報・学校だより等

県立白岡高等学校 全日制

体験部活動 １０月１日（土）
１０月２日（日）

③学校説明会・体験入学等

県立白岡高等学校 全日制



強歩大会 １１月２２日（火） ⑤運動会・持久走大会等

県立白岡高等学校 全日制

文化祭 １０月１日(土) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 文化部の発表、各ホームルームにおける展示などを行い、人数制限はあります
が、事前申し込みをされた保護者をはじめ、地域の方々に公開します。

県立進修館高等学校 全日制

地域清掃 １０月４日(火) ⑧社会体験・奉仕活動等

県立進修館高等学校 全日制

進路指導・キャリア教育研究協議会 １０月５日（水） ⑦研究発表・研修会 東部地区の中学校・高等学校の教員に授業公開・施設見学を行い、本校への理解
を深めていただくとともに、生徒の適切な進路指導・キャリア教育について、中
学校・高等学校の教員で研究協議を行います。 県立進修館高等学校 全日制

ＡＥＤ講習会 １０月２４日（月） ⑦研究発表・研修会

県立進修館高等学校 全日制

学校説明会・体験授業 １０月２９日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生とその保護者を対象に学校説明会と希望する中学生対象の体験授業を行
い、本校への理解を深めていただきます。

県立進修館高等学校 全日制

授業見学週間 １１月１１日（金）
～
１１月１８日（金）

⑦研究発表・研修会

県立進修館高等学校 全日制

学校説明会・授業公開 １１月１９日（土） ②授業公開・懇談会等 中学生とその保護者を対象に本校の授業を広く公開し、高校の学習への理解を深
めていただきます。あわせて、希望する中学生・保護者に学校説明会を行いま
す。 県立進修館高等学校 全日制

第１回学校説明会（授業公開） １０月８日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 中学生とその保護者対象の学校説明会と並行し、教職員の家族も参観可能な授業
公開を実施。

県立杉戸高等学校 全日制

勉強マラソン １０月１５日（土） ⑪その他

県立杉戸高等学校 全日制

救命講習会 １０月１９日（水） ①講座・講演会等

県立杉戸高等学校 全日制

令和４年度小学生と高校生とのスポー
ツ交流事業（杉戸小・陸上）

１０月２７日（木） ⑨交流事業

県立杉戸高等学校 全日制

令和４年度小学生と高校生とのスポー
ツ交流事業（杉戸第２小・バスケット
ボール）

１１月１日（火） ⑨交流事業

県立杉戸高等学校 全日制

令和４年度小学生と高校生とのスポー
ツ交流事業（杉戸第２小・朝マラソ
ン）

１１月２日（水） ⑨交流事業

県立杉戸高等学校 全日制

長距離走大会 １１月９日（水） ⑤運動会・持久走大会等

県立杉戸高等学校 全日制

英単語コンテスト １１月１６日（水） ⑪その他

県立杉戸高等学校 全日制



第２回学校説明会 １１月２６日（土） ③学校説明会・体験入学等

県立杉戸高等学校 全日制

おもしろバイオ体験教室 10月2日（日） ②授業公開・懇談会等 越谷市児童館ヒマワリの児童を対象に、セントポーリアの継代培養体験を実施し
ました。

県立杉戸農業高等学校 全日制

体験入学 10月15日（土） ③学校説明会・体験入学等

県立杉戸農業高等学校 全日制

文化祭 10月29日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立杉戸農業高等学校 全日制

パンマルシェ出店 11月5日（土）

○

⑨交流事業 ララガーデン春日部にて「さいたまパンマルシェ」が開催され、食品流通科の生
徒が作成したパンや焼き菓子を販売しました。

県立杉戸農業高等学校 全日制

どんぐり交流会 11月7日（月）

○

⑨交流事業

県立杉戸農業高等学校 全日制

無事カエル配布 11月8日（火） ⑨交流事業 杉戸警察署と連携し、生活技術科の生徒が作成したカエルのマスコットを道路を
走行中の運転手さんに、無事に帰ってもらうよう願いを込めて配布した。

県立杉戸農業高等学校 全日制

学校説明会 11月12日（土） ③学校説明会・体験入学等

県立杉戸農業高等学校 全日制

保護者向け授業公開、進路講演会 11月15日（火） ②授業公開・懇談会等

県立杉戸農業高等学校 全日制

特別支援学校との交流会 11月17日（木） ⑨交流事業

県立杉戸農業高等学校 全日制

長距離走大会 11月24日（木） ⑤運動会・持久走大会等

県立杉戸農業高等学校 全日制

第２回学校説明会・体験授業 10月1日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象に、本校の概要や特色について説明し、体験授業、施設
見学、個別相談を実施しました。

県立誠和福祉高等学校 全日制

体育祭 10月6日（木） ⑤運動会・持久走大会等

県立誠和福祉高等学校 全日制

学校だより（誠和の風第５号）発行 10月27日（木） ⑥広報・学校だより等 本校の教育活動をまとめた「誠和の風」を発行し、ホームページにも掲載しまし
た。

県立誠和福祉高等学校 全日制

授業研究週間 10月31日(月）～11
月4日（金） ○

⑦研究発表・研修会

県立誠和福祉高等学校 全日制

ヤングケアラーサポートクラス研究授
業

11月4日（金）

○

⑦研究発表・研修会

県立誠和福祉高等学校 全日制



埼玉県産業教育フェア 11月12日（土） ⑦研究発表・研修会 本校の福祉科代表生徒２名が実行委員として運営を行ったり、福祉科代表生徒２
名が体験講座を実施しました。

県立誠和福祉高等学校 全日制

第３回学校説明会・体験授業 11月19日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象に、本校の概要や特色について説明し、体験授業、施設
見学、個別相談を実施しました。

県立誠和福祉高等学校 全日制

埼玉県福祉教育研究会・研究授業 11月22日（火） ⑦研究発表・研修会

県立誠和福祉高等学校 全日制

第２回学校説明会 10月1日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学３年生とその保護者を対象とした学校説明会（予約制）を開催しました。
説明会終了後、個別相談会及び部活動見学会を実施しました。

県立草加高等学校 全日制

第３回学校説明会 11月5日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 中学３年生とその保護者を対象とした学校説明会（予約制）を開催しました。
説明会終了後、個別相談会を実施しました。

県立草加高等学校 全日制

個人面談 11月4日（金）～10
日（木）

○

②授業公開・懇談会等

県立草加高等学校 全日制

ロードレース大会 11月9日（水） ⑤運動会・持久走大会等

県立草加高等学校 全日制

公開授業 11月19日（土） ②授業公開・懇談会等 中学生及びその保護者、在校生保護者を対象として公開授業を行いました。

県立草加高等学校 全日制

三者面談 11月28日（月）～12
月1日（木）

②授業公開・懇談会等

県立草加高等学校 全日制

ホームページによる学校情報の発信 10月初旬～11月下旬

○

⑥広報・学校だより等

県立草加高等学校 全日制

学校説明会 10月22日（土）
11月19日（土）

③学校説明会・体験入学等 中学３年生及び保護者を対象に、本校の教育活動を紹介します。また、部活動見
学も実施し、進路選択の一助としてもらいます。

県立草加西高等学校 全日制

文化祭 10月1日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 部活動の発表、各ホームルームにおける展示などを行い、保護者をはじめ、地域
の方に広く公開します。

県立草加西高等学校 全日制

ICT活用教職員研修 11月17日（木） ⑦研究発表・研修会

県立草加西高等学校 全日制

AED教職員研修 11月16日（水） ⑦研究発表・研修会

県立草加西高等学校 全日制

分校授業体験 11月18日（金） ⑨交流事業

県立草加西高等学校 全日制

ロードレース大会 11月22日（火） ⑤運動会・持久走大会等

県立草加西高等学校 全日制



体験入学（公開授業・体験授業・体験
部活動）

11月19日（土） ③学校説明会・体験入学等 午前中を公開授業として、地域の方々・中学生等に参観していただきます。午後
の体験入学につきましては、中学生に高校の授業または部活動を体験していただ
きます。 県立草加東高等学校 全日制

マラソン大会 11月22日（火） ⑤運動会・持久走大会等

県立草加東高等学校 全日制

芸術鑑賞会 11月29日（火） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立草加東高等学校 全日制

第１回学校説明会 10月8日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者対象に学校説明会を開催した。本校生徒の授業への取組の様
子、語学研修の成果発表、学校概要説明等、本校の教育活動を紹介しました。

県立草加南高校 全日制

中学生対象個別相談会 10月8日（土）（越
谷）
10月22日（土）（春
日部）

③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者対象に個別相談会を開催した。越谷会場は「サンシティ」、春
日部会場は「ふれあいキューブ」でした。多くの中学生に草南ブースに来てくだ
さりありがとうございました。外国語科、語学研修、生徒の取組の様子など学校
の概要を説明させていただき、また多くの質問にも答えさせていただきました。

県立草加南高校 全日制

メンタルヘルスリテラシ‐授業 10月24日（月） ②授業公開・懇談会等

県立草加南高校 全日制

心肺蘇生法講習会 11月17日（木） ⑦研究発表・研修会

研究授業 11月下旬 ⑦研究発表・研修会

県立草加南高校 全日制

第２回学校説明会 11月19日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者対象に学校説明会を開催した。本校外国語科の取組概要を説明
し、語学研修の成果発表、外国語科の授業等、本校の教育活動を体験して頂きま
した。 県立草加南高校 全日制

「秩高新聞」の発行・秩父郡市新聞に
折り込み

11/13(日) ⑥広報・学校だより等

県立秩父高等学校 全日制

学校説明会
土曜オープンスクール

10/22(土）
10/29(土)・
11/26(土)

③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象として本校の授業を公開し、本校の教育活動についての
説明を行い、理解を深めていただきます。

県立秩父高等学校 全日制

ふれあい体験 １０月１日（土） ⑨交流事業 地元小学生が来校し、農業体験としてふれあい体験を行った。生徒は施設見学や
収穫体験のガイドをした。

県立秩父農工科学高等学校 全日制

学校見学説明会 １０月１５日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学校生徒・保護者に本校（７学科）の取り組みについて、入試説明、各学科説
明や施設見学をとおして学校説明を行った。

県立秩父農工科学高等学校 全日制

授業公開週間 １０月３１日（月）
～１１月１１日
（金） ○

②授業公開・懇談会等

県立秩父農工科学高等学校 全日制

秩農工祭 １１月５日（土）

○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立秩父農工科学高等学校 全日制

産業教育フェア １１月１２日（土）
１１月１３日（日）

⑦研究発表・研修会 県内専門高校による研究発表として、農業・工業・家庭の各分野へ参加した。各
ブースにおいて来場者へ日頃の授業研究成果を発表した。

県立秩父農工科学高等学校 全日制



個別進学相談会 １１月１９日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学校生徒・保護者へ、入試等の相談を個別に対応した。

県立秩父農工科学高等学校 全日制

マラソン大会 １１月２９日（火） ⑤運動会・持久走大会等

県立秩父農工科学高等学校 全日制

秩農工祭 11月5日（土）

○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 新型コロナウイルス感染防止対策により、今年度は本校生徒・同居家族、学校説
明会に参加した中学３年生及び教職員でチケット入場制で実施した。

県立秩父農工科学高等学校 定時制

定時制を支援する会会報の発行 10月27日（木） ⑥広報・学校だより等 本校「定時制を支援する会」が、本校教育活動を紹介する会報を発行し、近隣地
域や会員約100名へ配付、本校ホームページでも公開。（年間3回発行予定）

県立秩父農工科学高等学校 定時制

歯科講話 10月24日（月） ①講座・講演会等 本校学校医より歯科に関する講話を実施

県立秩父農工科学高等学校 定時制

非行防止教室 10月31日（月） ①講座・講演会等 秩父警察署少年係より講師を派遣していただき、非行防止に関する講話を実施

県立秩父農工科学高等学校 定時制

個別進学相談会 11月19日（土） ③学校説明会・体験入学等 全日制と共に中学生及び保護者と個別に行う進学相談会を実施

県立秩父農工科学高等学校 定時制

薬物乱用防止教室 11月28日（月） ①講座・講演会等 埼玉県薬物乱用防止委員である本校の学校薬剤師を講師として薬物の乱用防止に
関する講話を実施

県立秩父農工科学高等学校 定時制

芸術鑑賞会 10月28日（金） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立鶴ケ島清風高等学校 全日制

第３回学校説明会 11月13日（日） ③学校説明会・体験入学等 中学校１～３年生及びその保護者を対象に学校概要説明、施設見学、部活動見
学、個別相談等を実施し、本校の教育活動についての理解を深めていただきま
す。 県立鶴ケ島清風高等学校 全日制

体験入学 10月8日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学３年を対象として本校の概況説明と、中学生には看護科の授業見学を実施し
ます。
本校の教育活動についての理解を深めていただきます。 県立常盤高等学校 全日制

救急法講習会（２年） 11月1日（火）

○

⑪その他

県立常盤高等学校 全日制

看護研究発表会 11月2日（水）

○

⑦研究発表・研修会

県立常盤高等学校 全日制

授業公開 10/1（土） ②授業公開・懇談会等 中学生および保護者に授業を公開し、教員の懇切丁寧な学習指導や積極的に授
業・学習に取り組む生徒の姿を知っていただき、学校の教育活動について理解を
深めていただきます。 県立所沢高等学校 全日制

授業公開 10/15（土） ②授業公開・懇談会等

県立所沢高等学校 全日制

授業公開 10/29（土） ②授業公開・懇談会等 中学生および保護者に授業を公開し、教員の懇切丁寧な学習指導や積極的に授
業・学習に取り組む生徒の姿を知っていただき、学校の教育活動について理解を
深めていただきます。 県立所沢高等学校 全日制



授業公開・学校説明会 11/12（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生および保護者に授業を公開し、教員の懇切丁寧な学習指導や積極的に授
業・学習に取り組む生徒の姿を知っていただき、学校の教育活動について理解を
深めていただきます。また、午後に学校説明会を実施して、学校概要や来年度入
学者選抜について説明します。

県立所沢高等学校 全日制

体育祭 10月24日（月） ⑤運動会・持久走大会等

県立所沢高等学校 定時制

防災訓練 10月28日（金） ⑦研究発表・研修会

県立所沢高等学校 定時制

文化祭 11月11日（金） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 クラス企画や生徒会企画を生徒の家族、卒業生、本校に関心のある中学3年生に
公開。

県立所沢高等学校 定時制

学校説明会及び見学 随時 ③学校説明会・体験入学等

県立所沢高等学校 定時制

授業公開 11月10日（木）
11月11日（金）

②授業公開・懇談会等 保護者、地域の方々及び一般の方々に授業を公開し、学校の取組、生徒の様子等
を参観していただき、本校の教育活動についての理解を深めていただきます。

県立所沢北高等学校 全日制

学校見学会 10月1日（土）
10月11日（火）
10月17日（月）
10月31日（月）

③学校説明会・体験入学等 本校への入学を考えている中学生及び保護者を対象に、学校施設の見学や授業風
景の動画視聴を行います。

県立所沢北高等学校 全日制

理数科説明会及び体験授業 11月12日（土） ③学校説明会・体験入学等 本校理数科への入学を考えている中学生及び保護者を対象に、理数科の教育活動
等の概要説明及び体験授業を行います。

県立所沢北高等学校 全日制

文化祭 10月1日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 校内公開として、文化部を中心に体育館で発表し、各クラスで催しものを公開し
た。

県立所沢商業高等学校 全日制

体育祭 10月7日（金） ⑤運動会・持久走大会等 新型コロナウイルス感染防止を徹底して種目を削減して、時間短縮したうえでお
こなった。

県立所沢商業高等学校 全日制

学校公開 10月29日（土） ②授業公開・懇談会等 本校保護者、中学校の生徒とその保護者を対象に学校の通常に授業を公開し、概
要の説明会を行います。

県立所沢商業高等学校 全日制

文化祭 11月5日（金）

○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 校内公開として、文化部を中心に体育館で発表し、各クラスで催しものを公開し
た。

県立所沢商業高等学校 全日制

第１回学校説明会 11月12日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象として、本校の概要や入学者選抜基準の説明などを行っ
た。全体会終了後に、校舎内の各施設や部活動を見学してもらった。

県立所沢商業高等学校 全日制

ＰＴＡ進路説明会 10月22日（土） ①講座・講演会等

県立所沢中央高校 全日制

オープンスクール 11月5日（土） ②授業公開・懇談会等 中学生及び保護者を対象に、授業そのものを見学してもらいます。あわせて視聴
覚室にて本校の説明も実施して、中学生の学校選びの一助としてもらいます。

県立所沢中央高校 全日制

長距離走大会 11月25日（金） ⑤運動会・持久走大会等

県立所沢中央高校 全日制



第２回学校説明会 11月26日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象に、本校の学習指導・学校行事・進路指導・部活動等に
ついて教員、生徒、卒業生におけるパネルディスカッション形式での説明を行う
とともに希望者には校内施設の案内等実施します。 県立所沢中央高校 全日制

１学年懇談会 １０月６日（木） ②授業公開・懇談会等

県立所沢西高等学校 全日制

２学年進路ガイダンス １０月６日（木） ②授業公開・懇談会等

県立所沢西高等学校 全日制

教員相互の授業公開期間 １１月１日（火）～
１８日（金）

○

⑦研究発表・研修会

県立所沢西高等学校 全日制

小学校との交流会 １１月９日（水） ⑧社会体験・奉仕活動等

県立所沢西高等学校 全日制

第２回学校説明会 １１月１２日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者に学校概要の説明、授業見学・施設案内を行った。

県立所沢西高等学校 全日制

体育祭 10月2１日（金） ⑤運動会・持久走大会等 競技の様子を本校生徒の保護者対象に公開します。

県立豊岡高等学校 全日制

小高交流事業 10月27日（木） ⑨交流事業

県立豊岡高等学校 全日制

公開授業・学校説明会 10月29日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生とその保護者を対象にして、本校の授業を公開し、併せて、学校説明会、
部活動見学を行い、本校の教育活動についての理解を深めていただきます。

県立豊岡高等学校 全日制

人権教育講演会 11月4日（金）

○

①講座・講演会等

県立豊岡高等学校 全日制

大学見学会 11月7日（月）

○

⑪その他

県立豊岡高等学校 全日制

学校説明会 10月22日(土) ③学校説明会・体験入学等

県立滑川総合高等学校 全日制

授業公開 11月4日(金)

○

②授業公開・懇談会等

県立滑川総合高等学校 全日制

月の輪小学校との交流事業 11月4日(金)

○

⑨交流事業

県立滑川総合高等学校 全日制

学校説明会 11月19日(土) ③学校説明会・体験入学等

県立滑川総合高等学校 全日制

学校説明会 10月22日
11月12日

○

③学校説明会・体験入学等 中学生及びその保護者を対象として、本校の概要説明、施設見学を行った。希望
者に対して、部活動の紹介、体験、見学を行った。本校生徒は、活動報告や発表
の機会を得て良い刺激となった。 県立南稜高等学校 全日制



ロードレース大会 11月8日

○

⑤運動会・持久走大会等 さいたまスタジアム２００２のコースを男子16.5ｋｍ、女子13.5ｋｍの距離を時
間内に行う長距離走大会を行いました。ＰＴＡ保護者20名による給水活動もあり
ました。 県立南稜高等学校 全日制

授業公開週間 11月7日～11日

○

⑦研究発表・研修会 授業を公開して、教員間で互見し、教科ごとに研修会を開き、授業改善につなげ
ました。

県立南稜高等学校 全日制

第４回授業研究会 10月12日（水） ⑦研究発表・研修会

県立新座高等学校 全日制

第３回学校説明会 10月30日（土） ③学校説明会・体験入学等 近隣の中学生を対象に、本校の概要や入試情報を、生徒会の生徒が主導で説明会
の進行を務めることで、本校を広く広報します。

県立新座高等学校 全日制

第５回授業研究会 11月9日（水） ⑦研究発表・研修会

県立新座高等学校 全日制

子どもふれあいフェスティバル 11月12日（土） ⑨交流事業 第三中学校区ふれあい地域連絡協議会が主催するフェスティバルに、生徒会及び
文化祭実行委員会有志による和太鼓の演奏を発表した。

県立新座高等学校 全日制

第４回学校説明会 11月26日（土） ③学校説明会・体験入学等 近隣の中学生を対象に、本校の概要や入試情報を、生徒会の生徒が主導で説明会
の進行を務めることで、本校を広く広報します。

県立新座高等学校 全日制

文化祭 10月1日(土)～10月2
日(日)

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立新座総合技術高等学校 全日制

公開授業 11月5日(土)

○

②授業公開・懇談会等

県立新座総合技術高等学校 全日制

学校説明会 11月5日(土)

○

③学校説明会・体験入学等 リモートによる全体説明会を行った後に、学科別の説明会を行う。別室での個別
相談も実施。

県立新座総合技術高等学校 全日制

イブニングインフォメーション 11月25日(金) ③学校説明会・体験入学等 昼間は仕事で本校に足を運ぶことができない家庭に向けての学校説明会。全体説
明会を行った後に、学科別の説明会を行う。希望者には施設見学や個別相談も実
施。 県立新座総合技術高等学校 全日制

文化祭 10月１日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立新座柳瀬高校 全日制

第２回学校説明会 10月８日（土） ③学校説明会・体験入学等

県立新座柳瀬高校 全日制

進路講演会 10月13日（木） ①講座・講演会等

県立新座柳瀬高校 全日制

ＰＴＡ進路面接会 10月28日（金） ①講座・講演会等

県立新座柳瀬高校 全日制

オープン授業週間 10月31日（月）
　～11月4日（金）

○

②授業公開・懇談会等 授業等、日常の学校生活を公開し、自由に御覧いただくことにより、学校の教育
活動についての理解を深めていただきます。

県立新座柳瀬高校 全日制



新座市立新開小学校との
スポーツ交流事業

11月８日（火） ⑨交流事業

県立新座柳瀬高校 全日制

第３回学校説明会 11月12日（土） ③学校説明会・体験入学等

県立新座柳瀬高校 全日制

マラソン大会 11月22日（火） ⑤運動会・持久走大会等 マラソン大会の実施を通して、本校の教育内容の一部を地域の方々に広く公開し
ます。

県立新座柳瀬高校 全日制

イブニング説明会 １０月２１日（金） ③学校説明会・体験入学等 中学生とその保護者を対象とした、学校概要説明を含む、個別相談会。

県立蓮田松韻高等学校 全日制

教員対象救急救命講習会 １０月２６日（火） ⑦研究発表・研修会 ＡＥＤの使用方法や救急救命法の実習。

県立蓮田松韻高等学校 全日制

公開授業週間 １１月１日（火）～
７日（月）

①講座・講演会等 保護者対象の授業公開を実施。

県立蓮田松韻高等学校 全日制

マラソン大会 １１月１１日（金） ⑤運動会・持久走大会等 渡良瀬遊水地にてマラソン大会を実施。

県立蓮田松韻高等学校 全日制

第２回学校説明会 １１月１２日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生とその保護者を対象とした学校説明会。

県立蓮田松韻高等学校 全日制

金融教育 １１月２５日
（金）・２８日
（月）

⑪その他 埼玉りそな銀行の方を講師に招き、１年次の公共の授業で金融教育を実施。

県立蓮田松韻高等学校 全日制

不当表示広告調査 １１月２８日（月） ⑪その他 県の消費生活課の方を講師に招き、１年次の家庭総合の授業で不当表示について
の講義と調査を実施。

県立蓮田松韻高等学校 全日制

学校説明会① 10月8日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学3年生及びその保護者対象に。本校の教育活動の概要や入試に関する全体説
明の後、施設案内、部活動見学を行いました。また、希望者には個別相談を実施
しました。 県立鳩ヶ谷高等学校 全日制

オープンスクール
（学校説明会と同時開催）

11月5日（土）

○

②授業公開・懇談会等 本校の保護者、中学生とその保護者を対象に、授業を公開しました。すべての授
業を自由に参観いただくことで本校の教育活動への理解を深めていただきまし
た。また、中学生対象に学校説明会を同時に開催しました。 県立鳩ヶ谷高等学校 全日制

学校説明会②
（オープンスクールと同時開催）

11月5日（土） ②授業公開・懇談会等 中学3年生及びその保護者対象に。本校の教育活動の概要や入試に関する全体説
明の後、施設案内、部活動見学を行いました。また、希望者には個別相談を実施
しました。なお、当日はオープンスクールを同時開催しました。 県立鳩ヶ谷高等学校 全日制

授業公開 11月2日(水)

○

②授業公開・懇談会等

県立鳩山高等学校 全日制

学校説明会 11月5日(土)

○

③学校説明会・体験入学等

県立鳩山高等学校 全日制

勤労体験学習 11月17日(木) ⑧社会体験・奉仕活動等

県立鳩山高等学校 全日制



第１回体験入学 10月1日(土) ③学校説明会・体験入学等 中学生を対象とした体験入学です。農業１講座、商業２講座、農業・商業共通１
講座を開講し、中学生の専門高校に対する理解を深めてもらう機会としていま
す。 県立羽生実業高等学校 全日制

第２回体験入学 11月14日(月) ③学校説明会・体験入学等 中学生を対象とした体験入学です。１０月に続く第２回目です。農業５講座、商
業４講座を開講し、中学生の専門高校に対する理解を深めてもらう機会としてい
ます。 県立羽生実業高等学校 全日制

世界キャラクターさみっとin羽生2022 11月19日（土）
11月20日（日）

⑪その他 世界キャラクターさみっとin羽生2022の運営スタッフとして、本校生徒・職員が
参加しました。本校で栽培した農産物の販売や体験コーナの運営も行いました。

県立羽生実業高等学校 全日制

学校だより発行 10月下旬
11月下旬

⑥広報・学校だより等 本校の教育活動について知っていただけるよう、学校だよりを発行しています。

県立羽生第一高等学校 全日制

公開授業 11月1日（火）

○

②授業公開・懇談会等

県立羽生第一高等学校 全日制

学校説明会 11月5日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 中学校３年生及びその保護者を対象とした学校説明会を実施。本校の概要や入学
者選抜等の説明を行いました。終了後は希望者が部活動の見学を行いました。

県立羽生第一高等学校 全日制

個人面談週間 11月4日（金）～11
月11日（金）

○

⑩相談・三者面談等

県立羽生第一高等学校 全日制

ロードレース大会 11月10日（木） ⑤運動会・持久走大会等

県立羽生第一高等学校 全日制

登校時自転車乗車指導 10月13日（木） ⑪その他 保護者、飯能警察署、自転車組合、学校が連携し、登校時の生徒の自転車乗車指
導を行いました。

県立飯能高校 全日制

ウォーク２１ 11月18日（金） ⑤運動会・持久走大会等 全校生徒が吾野駅周辺の奥武蔵ハイキングコースを16.8ｋｍ歩く大会です。PTA
による応援がありました。

県立飯能高校 全日制

学校説明会 10月26日（土）
11月26日（土）

③学校説明会・体験入学等 中学生と保護者を対象に、学校概要・入試の基本方針等の説明を行いました。
特に11月26日(土)には授業見学、授業体験、部活動見学等も実施した。

県立飯能高校 全日制

学芸際 11月2日（水）

○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 各学年（クラス）毎に作成した「オリジナル短編映画」と「総合的な探求の時間
活動映像」の上映会と、「美術」、「家庭科」における生徒作品の展示を行い、
保護者（各家庭１名）に公開した。 県立飯能高等学校 定時制

体育祭 10月13日（木） ⑤運動会・持久走大会等 クラスの団結及び生徒相互の理解と親睦を深め心身の健全な発達と健康、安全の
保持増進を図ることを目的に、クラス対抗形式で行います。

県立飯能南高等学校 全日制

芸術鑑賞会 11月1日（火）

○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 芸術に触れ、豊かな感性を育むことを目的とし、演劇や音楽の鑑賞等を実施しま
す。

県立飯能南高等学校 全日制

公開授業 11月12日（土） ②授業公開・懇談会等 保護者等を対象に本校の授業の見学会を実施します。

県立飯能南高等学校 全日制

進路バス見学 11月18日（金） ⑧社会体験・奉仕活動等 2学年生徒を対象に進路希望決定に向けた分野別研究を目的とし、企業見学や大
学専門学校を実施します。

県立飯能南高等学校 全日制



長距離走大会 11月24日（木） ⑤運動会・持久走大会等 生涯にわたる体力と精神力の向上を目的とし、男女別に走行距離を定め個人タイ
ムを計測するなどして実施します。

県立飯能南高等学校 全日制

せせらぎ祭（文化祭） 10月1日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 一般公開ではなく限定公開（保護者対象）として実施した。中学生とその保護者
に対しても予約制として公開し、学校説明会ブースも設けて実施した。

県立日高高等学校 全日制

第2回学校説明会 10月29日（土） ③学校説明会・体験入学等 学校説明会における学校概要説明、個別相談会を実施した。

県立日高高等学校 全日制

授業力向上週間及び年次研修者による
研究授業及び研協議

10月27日（木）～１
１月2日（水）

○

⑦研究発表・研修会 期間内に各授業を相互に参観し、授業内容についてもお互いに指摘し合い情報交
換することによって授業力の改善や向上を図る。また、年次研修対象者を中心に
研究授業・研究協議を行い、授業力の向上を図る。 県立日高高等学校 全日制

強歩大会 11月４日（金）

○

⑤運動会・持久走大会等 例年実施している強歩大会を飯能市吾野地区を中心に１９．５ｋｍを歩き、体力
向上や最後まであきらめない精神力の育成、達成感をなど得るなどを目的として
実施した。 県立日高高等学校 全日制

第３回学校説明会（情報コース体験授
業）

11月26日（土） ③学校説明会・体験入学等 学校説明会における学校概要説明、個別相談会、令和5年度入学者選抜の説明等
並びに情報コースにおける体験授業を実施した。情報コースの体験授業では中学
生に興味を持ってもらえるような内容の授業を実施した。 県立日高高等学校 全日制

体育祭 10月7日（金） ⑤運動会・持久走大会等

県立深谷高等学校 全日制

学校説明会 10月22日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学3年生及びその保護者を対象として、本校の学校概要の説明を行い、授業体
験、個別相談、部活動体験で本校に対する理解を深めていただきました。来年度
入学生から新制服になることに伴い、生徒がモデルとなり新制服の発表会も行い
ました。

県立深谷高等学校 全日制

学校説明会 11月19日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学3年生及びその保護者を対象として、本校の学校概要の説明を行い、授業体
験、個別相談、部活動見学で本校に対する理解を深めていただきました。来年度
入学生から新制服になることに伴い、新制服の説明も行いました。 県立深谷高等学校 全日制

文化祭 10月1日(土) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 文化部の展示及びステージ発表、各ホームルームにおける企画展示などを行い、
中学3年生、在校生の保護者を対象に公開します。

県立深谷商業高等学校 全日制

体育祭 10月7日(金) ⑤運動会・持久走大会等

県立深谷商業高等学校 全日制

学校説明会 10月15日(土) ③学校説明会・体験入学等

県立深谷商業高等学校 全日制

人権教育講演会 11月10日(木) ①講座・講演会等

県立深谷商業高等学校 全日制

上級学校訪問 11月11日(金) ③学校説明会・体験入学等

県立深谷商業高等学校 全日制

上級学校訪問 11月12日(土) ③学校説明会・体験入学等

県立深谷商業高等学校 全日制

上級学校訪問 11月18日(金) ③学校説明会・体験入学等

県立深谷商業高等学校 全日制



ロードレース大会 11月22日(金) ⑤運動会・持久走大会等

県立深谷商業高等学校 全日制

出前授業 11月30日(水) ③学校説明会・体験入学等

県立深谷商業高等学校 全日制

第３回学校説明会 10月8日(土) ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象に本校の概況や入試に関する説明を実施し、校内各所の
説明と見学及び部活動の見学を行いました。

県立深谷第一高等学校 全日制

ＰＴＡ花植え替え（後期） 10月29日(土) ⑪その他 本校は「ふかや花フェスタ＆オープンガーデンフェスタ」に参加しています。後
期の植え替え日に、ＰＴＡの皆様を中心に、生徒会や家庭部が参加して、校内及
び正門前の「みかえりの松」周辺の花の植え替えを行いました。 県立深谷第一高等学校 全日制

授業公開週間 10月31日(月)
　　～11月4日(金)

○

②授業公開・懇談会等 授業公開週間として、授業をや学校生活を公開しました。本校保護者や地域の皆
様にお越しいただき、本校教育活動についての理解を深めていただだきました。

県立深谷第一高等学校 全日制

第４回学校説明会 11月12日(土) ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象に本校の概況や入試に関する説明を実施し、校内各所の
説明と見学及び部活動の見学を行いました。

県立深谷第一高等学校 全日制

体験入学 １１月５日（土）

○

③学校説明会・体験入学等

県立富士見高校 全日制

授業公開 １１月５日（土）

○

②授業公開・懇談会等 中学生をはじめ広く皆様に授業を公開し、授業・学習に取り組む生徒の様子を見
ていただきました。

県立ふじみ野高等学校 全日制

第３回学校説明会 １１月５日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 中学生、保護者の方を対象として、学校概要の説明、生徒の発表、学校生活の動
画視聴を通じて、本校の理解を深めていただきました。個別面談、部活動体験も
実施しました。 県立ふじみ野高等学校 全日制

強歩大会

○

⑤運動会・持久走大会等

県立ふじみ野高等学校 全日制

第2学年保護者会 10月１日（土） ②授業公開・懇談会等

県立不動岡高校 全日制

学校説明会 10月29日（土）
11月19日（土）

③学校説明会・体験入学等 事前に申込をいただいた中学生とその保護者を対象に、本校の教育の取組みを説
明しました。また、本校の設備等を見学いただきました。

県立不動岡高校 全日制

ポプラカップ英語スピーチコンテスト 11月5日（土）

○

⑪その他

県立不動岡高校 全日制

授業公開 11月5日（土）

○

②授業公開・懇談会等 事前に申込をいただいた中学生とその保護者（及び本校在校生保護者）を対象
に、本校の授業を公開しました。

県立不動岡高校 全日制

不動岡サイエンス教室 11月26日（土） ⑨交流事業 スーパーサイエンスハイスクール（SSH）事業の一環として、事前に申し込みい
ただいた小中学生とその保護者を対象に、高校生が科学に興味を持ってらえるよ
うな実験などを披露しました。 県立不動岡高校 全日制

3学年三者面談 11月24日(木)、25
日(金)、28日
(月)、29日(火)、
30日(水)

②授業公開・懇談会等

県立不動岡高校 全日制



図書館の地域開放 10月８日、１５日、
２２日、２９日、11
月５日、１２日、１
９日、２６日※全て
土曜日

○

⑪その他 土曜日に図書館を地域の方に開放します。

県立本庄高等学校 全日制

学校説明会 １０月１５日
（土）、１１月１２
日（土）

③学校説明会・体験入学等 中学校３年生及びその保護者を対象として本校の概要説明を行います。

県立本庄高等学校 全日制

土曜公開授業 １０月１５日、２９
日、１１月１２日、
２６日※全て土曜日

②授業公開・懇談会等 授業見学を中心に本校の教育活動を公開します。

県立本庄高等学校 全日制

小学校との交流事業 １１月８日(火)、２
２日(火)

⑨交流事業

県立本庄高等学校 全日制

社会体験活動 10月27日（木） ⑧社会体験・奉仕活動等

県立本庄高等学校 定時制

学校説明会 11月11日（金）

○

③学校説明会・体験入学等 学校概要説明、施設見学等

県立本庄高等学校 定時制

授業公開・学校説明会 11月5日（土）

○

③学校説明会・体験入学等

県立松伏高等学校 全日制

土曜公開授業 10/1、15、29、
11/19

○

②授業公開・懇談会等 授業の一般公開により本校への理解を深める。

県立松山高校 全日制

体育祭 10/6（木）

○

⑤運動会・持久走大会等

県立松山高校 全日制

理数科体験授業 11/5（土）

○

⑨交流事業 本校理数科の授業を中学生に体験していただく。

県立松山高校 全日制

学校説明会（第2回、第3回） 10/1（土）、11/19
（土）

○

③学校説明会・体験入学等 本校の概要等の説明、及び個別相談により本校の魅力を知っていただくことを目
的とする。

県立松山高校 全日制

比企一周駅伝 11/24（木）

○

⑤運動会・持久走大会等

県立松山高校 全日制

文化祭 10月1日 ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 各ホームルーム、部活動、有志、ＰＴＡ後援会による発表、企画、販売を行う。
本年度は中学３年生とその保護者、本校生徒保護者を対象に公開します。

県立三郷高等学校 全日制

学校説明会 10月22日 ③学校説明会・体験入学等 中学生とその保護者を対象とした学校説明会を開催します。

県立三郷高等学校 全日制

中学校教員対象学校説明会 11月18日 ⑦研究発表・研修会 地域中学校の先生方を対象に、授業公開と説明会を実施し、本校の魅力を広く発
信します。

県立三郷高等学校 全日制

学校説明会 11月26日 ③学校説明会・体験入学等 中学生とその保護者を対象とした学校説明会を開催します。

県立三郷高等学校 全日制



文化祭 10月1日(土) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立三郷北高等学校 全日制

第２回学校説明会 10月15日(土) ③学校説明会・体験入学等 中学生、保護者を対象に学校概要の説明、部活動見学を実施。希望する中学生、
保護者には個別相談を実施。

県立三郷北高等学校 全日制

体育祭 11月10日(木) ⑤運動会・持久走大会等

県立三郷北高等学校 全日制

第３回学校説明会 11月26日(土) ③学校説明会・体験入学等 中学生、保護者を対象に学校概要の説明、部活動見学を実施。希望する中学生、
保護者には個別相談を実施。

県立三郷北高等学校 全日制

第２回学校説明会 10月1日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生とその保護者を対象として、学校の学習内容や進路状況を説明します。そ
の後、工業各科の施設見学や学習内容の説明を行います。

県立三郷工業技術高等学校 全日制

個別ガイダンス 10月22日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生とその保護者を対象として、学校の学習内容や進路状況を説明する小規模
説明会です。

県立三郷工業技術高等学校 全日制

体育祭 10月26日（水） ⑤運動会・持久走大会等

県立三郷工業技術高等学校 全日制

文化祭 10月28日（金）、29
日（土）

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 在校生保護者並びに中学生とその保護者を対象として、文化祭での取り組みを見
学していただきます。

県立三郷工業技術高等学校 全日制

２学年進路行事 11月17日（木） ⑩相談・三者面談等

県立三郷工業技術高等学校 全日制

在校生保護者向け授業公開 11月18日（金） ②授業公開・懇談会等

県立三郷工業技術高等学校 全日制

強歩大会 11月25日（金） ⑤運動会・持久走大会等

県立三郷工業技術高等学校 全日制

体験入学・第３回学校説明会 11月26日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生を対象として、希望の学科の特徴や学習内容を理解していただくために、
学科の特色を生かした実習を体験していただきます。また、体験学習とは別に、
学校の学習内容や進路状況の説明、工業各科の施設見学等を行う説明会を行いま
す。

県立三郷工業技術高等学校 全日制

第3回学校説明会 10月8日（土） ③学校説明会・体験入学等

県立皆野高等学校 全日制

若者対象食育講座 10月21日（金） ⑪その他

県立皆野高等学校 全日制

広報誌「皆高Ｃ・Ｓタイムズ」発行 10月28日（金） ⑥広報・学校だより等

県立皆野高等学校 全日制

第55回秋桜祭（文化祭） 11月5日（土）

○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 各クラス、委員会、部活動、ＰＴＡによる商品販売、ゲーム、体験活動、活動成
果発表を行いました。オープニングセレモニー・クロージングセレモニーでは有
志団体による発表も行いました。保護者をはじめ、地域の方々に広く公開しまし
た。

県立皆野高等学校 全日制



薬物乱用防止教室 11月7日（月）

○

①講座・講演会等

県立皆野高等学校 全日制

教員相互による授業研究週間 11月9日（水）～
11月30日（水）

⑦研究発表・研修会

県立皆野高等学校 全日制

ＬＨＲ朗読会 11月10日（木） ⑦研究発表・研修会

県立皆野高等学校 全日制

在り方・生き方教育 11月17日（木） ①講座・講演会等

県立皆野高等学校 全日制

秩父地区読書交流会 11月18日（金） ⑦研究発表・研修会

県立皆野高等学校 全日制

第4回学校説明会 11月19日（土） ③学校説明会・体験入学等

県立皆野高等学校 全日制

ＰＴＡ保護者懇談会 11月20日（日） ②授業公開・懇談会等

県立皆野高等学校 全日制

広報誌「皆高Ｃ・Ｓタイムズ」発行 11月28日（月） ⑥広報・学校だより等

県立皆野高等学校 全日制

国神小学校持久走大会補助ボランティ
ア

11月29日（火） ⑨交流事業

県立皆野高等学校 全日制

教員相互による授業研究週間を終えて
の振返り会

11月30日（水） ⑦研究発表・研修会

県立皆野高等学校 全日制

授業公開週間 11月15日（火）～21
日（月）

②授業公開・懇談会等 本校の授業を、地域や保護者、学校関係の皆様に公開しました。

県立宮代高等学校 全日制

学校説明会 11月19日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者を対象にして、本校の概要や入学者選抜の選抜基準について、
また各教科の勉強方法について説明を行いました。全体会終了後は部活動の見学
なども行いました。 県立宮代高等学校 全日制

道徳教育講演会 10月24日（月）並び
に11月21日（月）

①講座・講演会等

県立宮代高等学校 全日制

持久走大会 11月25日（金） ⑤運動会・持久走大会等

県立宮代高等学校 全日制

面談期間 10月28日（金）～11
月2日（水）

⑩相談・三者面談等

県立宮代高等学校 全日制

体育祭 令和4年10月7日
（金）

⑤運動会・持久走大会等

県立妻沼高等学校 全日制



PTA進路研修会 令和4年10月26日
（水）

⑦研究発表・研修会

県立妻沼高等学校 全日制

授業公開授業改善週間 令和4年11月7日
（火）から10日
（木） ○

②授業公開・懇談会等 授業を自由に見学してもらうことで、学校の教育活動への理解を深めていもら
う。

県立妻沼高等学校 全日制

交通安全マナーアップキャンペーン 令和4年11月9日
（水）

⑧社会体験・奉仕活動等 生徒、保護者及び教職員が、公道を走行する車に対して交通安全を呼び掛けた。

県立妻沼高等学校 全日制

長井小学校との交流会 令和4年11月10日
（木）

⑨交流事業

県立妻沼高等学校 全日制

パークレース 令和4年11月11日
（金）

⑤運動会・持久走大会等

県立妻沼高等学校 全日制

第2回学校説明会 令和4年11月26日
（土）

③学校説明会・体験入学等 中学生と保護者に、カルティベートタイムの体験や、学校説明を実施した。

県立妻沼高等学校 全日制

八條小２年生向け　学校案内 10/14(金)

○

②授業公開・懇談会等

県立八潮高等学校 全日制

初任者研修　研究授業 11/1(火)～4(金)

○

②授業公開・懇談会等

県立八潮高等学校 全日制

校内授業公開（各教科で研究授業実
施）

11/1(火)～16(水)

○

②授業公開・懇談会等

県立八潮高等学校 全日制

第1回学校説明会 11/12(土) ③学校説明会・体験入学等 学校概要の説明、簡易的な学検の説明、部活動体験

県立八潮高等学校 全日制

PTAバス見学会 11/19(土) ⑥広報・学校だより等 PTA会員対象の見学会（埼玉県防災センター）

県立八潮高等学校 全日制

「総合的な探究」発表会 11/24(木)

県立八潮高等学校 全日制

進路講演会 １０月８日（土） ①講座・講演会等 ２学年の保護者に対して、高校卒業後に必要な費用について説明する。

県立八潮南高校 全日制

体育祭 １０月２１日（金） ⑤運動会・持久走大会等

県立八潮南高校 全日制

文化祭 １０月２８日（金）
１０月２９日（土）

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 ２８日は校内公開で実施し、２９日（土）は一般公開を実施した。

県立八潮南高校 全日制

授業公開週間 １１月７日（月）～
１１月１８日（金）

○

②授業公開・懇談会等

県立八潮南高校 全日制



芸術鑑賞会 １１月１０日（木） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立八潮南高校 全日制

教職員救急救命AED講習会 １１月１７日（木） ⑦研究発表・研修会

県立八潮南高校 全日制

第２回学校説明会 １１月１９日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学３年生とその保護者に本校の学校概要や入試制度について説明し、体験授業
を行った。

県立八潮南高校 全日制

ロードレース大会 １１月２５日（金） ⑤運動会・持久走大会等

県立八潮南高校 全日制

在り方生き方教室 11月2日（水）

○

①講座・講演会等

県立吉川美南高等学校 定時制

第１回学校説明会 11月5日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 中学校３年生および保護者を対象に説明会を実施
教員の説明以外にⅡ部定時制の課程生徒会生徒が進行や学校紹介を担当

県立吉川美南高等学校 定時制

社会体験学習 11月24日（木） ⑧社会体験・奉仕活動等

県立吉川美南高等学校 定時制

授業公開週間 11月15日（火）～
11月30日（水）

②授業公開・懇談会等 全期間近隣の中学校教諭に公開
11月21日（月）のみ保護者向け公開

県立吉川美南高等学校 定時制

ＰＴＡ主催講演会「言葉のパワー～未
来を変えれば過去が変わる～ 」

10月13日（木） ①講座・講演会等

県立与野高等学校 全日制

与野八幡小学校との交流事業 10月22日（土） ⑨交流事業

県立与野高等学校 全日制

マラソン大会 11月10日（木） ⑤運動会・持久走大会等

県立与野高等学校 全日制

中学生とその保護者対象の授業公開 11月12日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生とその保護者を対象に自由に授業を御覧いただくことにより、学校の教育
活動についての理解を深めていただきます。

県立与野高等学校 全日制

第２回学校説明会 １０月１６日(日） ③学校説明会・体験入学等 中学３年生、及びその保護者対象の学校説明会です。学校概要や入学者選抜につ
いての説明を行います。施設の見学や、活動中の部活動を見学することもできま
す。 県立寄居城北高等学校 全日制

花いっぱい運動 １０月２５日(火） ⑧社会体験・奉仕活動等 寄居町立桜沢小学校、寄居中学校、寄居城北高校の生徒が合同で、プランターに
花を植え、各学校に飾ります。

県立寄居城北高等学校 全日制

城北祭 １０月２９日(土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 文化祭です。各クラスや部活動などが発表、展示、販売などを行います。（本年
度はコロナウィルス感染症対策のため校内公開のみ）

県立寄居城北高等学校 全日制

マラソン大会 １１月１７日(木) ⑤運動会・持久走大会等 本校生徒全員が、寄居町内の学校周辺の地域を走るマラソン大会です。

県立寄居城北高等学校 全日制



第1回個別相談会 １１月１９日(土) ③学校説明会・体験入学等 中学３年生、及びその保護者対象の個別相談会です。学校概要や入学者選抜につ
いて相談を行うことができます。施設の見学や、活動中の部活動を見学すること
もできます。 県立寄居城北高等学校 全日制

在り方生き方教育講演会 11月10日(木) ①講座・講演会等

県立和光高等学校 全日制

授業公開 11月1日(火)

○

②授業公開・懇談会等

県立和光高等学校 全日制

学校説明会 10月15日(土)
11月12日(土)

③学校説明会・体験入学等

県立和光高等学校 全日制

文化祭 10月8日(土) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立和光高等学校 全日制

芸術鑑賞会 10月13日(木) ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立和光高等学校 全日制

ロイロノート研修会 10月20日(木) ⑦研究発表・研修会

県立和光高等学校 全日制

AED研修会 10月21日(金) ⑦研究発表・研修会

県立和光高等学校 全日制

授業見学月間 11月1日(火)～11月
30日(水)

○

⑦研究発表・研修会

県立和光高等学校 全日制

研究授業 11月9日(水) ⑦研究発表・研修会

県立和光高等学校 全日制

分野別進路見学会 11月4日(金)

○

⑧社会体験・奉仕活動等

県立和光高等学校 全日制

和光特別支援学校交流会 11月1日(火)

○

⑨交流事業

県立和光高等学校 全日制

金融教育講座 10月27日(木) ⑪その他

県立和光高等学校 全日制

体育祭 10月4日（火） ⑤運動会・持久走大会等

県立和光国際高等学校 全日制

ＰＴＡ進路研修会 10月19日（水） ②授業公開・懇談会等

県立和光国際高等学校 全日制

ＰＴＡ　ＡＬＴ交流会 10月20日（木） ②授業公開・懇談会等

県立和光国際高等学校 全日制



第３回学校説明会 10月29日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学生及び保護者に本校の授業を公開するとともに、本校の概要と入試、外国語
教育、国際教育、進路指導について説明を行います。

県立和光国際高等学校 全日制

２・３年保護者向け公開授業 11月7日（月）～9日
（水）

○

②授業公開・懇談会等

県立和光国際高等学校 全日制

国際バカロレア等特色ある教育検討事
業研究授業

11月9日（水） ⑦研究発表・研修会

県立和光国際高等学校 全日制

国際理解講演会 11月21日(月） ①講座・講演会等

県立和光国際高等学校 全日制

三者面談 11月21日（月）～28
日（月）

⑩相談・三者面談等

県立和光国際高等学校 全日制

授業公開・学校説明会・部活動見学会 10月1日（土） ③学校説明会・体験入学等 中学3年生を対象に学校説明会を行うとともに、在校生の保護者を対象に授業公
開を行った。

県立鷲宮高校 全日制

人権教育講演会 10月31日（月） ①講座・講演会等

県立鷲宮高校 全日制

学校説明会・部活動見学会 11月5日（土）

○

③学校説明会・体験入学等 中学3年生を対象に学校説明会と部活動見学会を行った。

県立鷲宮高校 全日制

土曜授業公開 10月1日（土） ②授業公開・懇談会等 中学生とその保護者、本校の保護者に授業を公開した。

県立蕨高等学校 全日制

学校説明会・部活動見学会 10月1日（土） ③学校説明会・体験入学等 学校説明会を行った。終了後、部活動を公開し見学会を実施した。

県立蕨高等学校 全日制

蕨市立西小学校との交流事業 10月26日（水） ⑨交流事業

県立蕨高等学校 全日制

蕨市立中央東小学校との交流事業 11月18日（金） ⑨交流事業

県立蕨高等学校 全日制

授業学び合い週間 10月20日（木）～10
月29日（土）

⑦研究発表・研修会

県立蕨高等学校 全日制

救急法研修会 11月1日（火）

○

⑦研究発表・研修会

県立蕨高等学校 全日制

強歩大会 11月10日（木） ⑤運動会・持久走大会等

県立蕨高等学校 全日制

土曜授業公開 11月12日（土） ②授業公開・懇談会等 中学生とその保護者に授業を公開した。

県立蕨高等学校 全日制



土曜授業公開 11月26日（土） ②授業公開・懇談会等 中学生とその保護者、本校の保護者に授業を公開した。

県立蕨高等学校 全日制

学校説明会・部活動見学会 11月26日（土） ③学校説明会・体験入学等 学校説明会を行った。終了後、部活動を公開し見学会を実施した。

県立蕨高等学校 全日制

スクーリング（面接指導） 11月6日（日）

○

⑪その他

県立大宮中央高等学校 通信制

学校個別見学会 11月6日（日）

○

③学校説明会・体験入学等

県立大宮中央高等学校 通信制

特別講座 10月15日(金)16日
(土)29日(金)
11月5日(金)6日
(土)12日(金)13日
(土)19日(金)20日
(土)26日(金)27日
(土)

○

①講座・講演会等 県民開放講座として教科輪番で毎年実施。半期ごとに科目が変わる。今次は「国
語一般」、「数学一般」、「大人の英語塾」、「生活の基礎知識」を開講。単位
制による通信制との合同事業。

県立大宮中央高等学校 定時制

避難訓練 11月29日(月) ①講座・講演会等 さいたま市消防局北消防署植竹出張所の方4名に来ていただいての、避難訓練実
施及びDVD視聴、講演会を実施

県立大宮中央高等学校 定時制

体験入学 １０月２２日（土） ③学校説明会・体験入学等 主に中３生及びその保護者に本校の授業内容を体験してもらう

県立狭山緑陽高等学校 定時制

第２回学校説明会 １１月１２日（土） ③学校説明会・体験入学等 主に中３生及びその保護者に本校の教育概要について説明をする。入試対策も説
明実施、生徒会生徒による学校説明も実施。

県立狭山緑陽高等学校 定時制

第３回学校説明会 １１月２６日（土） ③学校説明会・体験入学等 主に中３生及びその保護者に本校の教育概要について説明をする。入試対策も説
明実施、生徒会生徒による学校説明も実施。本校のⅡ部の魅力についても説明。

県立狭山緑陽高等学校 定時制

授業公開 １０月１１日（火）
～１０月１３日
（木）

①講座・講演会等 本校保護者、本校ＰＴＡ及び地域の皆様への授業公開を実施。

県立狭山緑陽高等学校 定時制

狭山緑陽高校通信１０月号発行 １０月 ⑥広報・学校だより等 本校生徒の地域での活躍を伝える通信（広報）を、近隣の自治会長３０名に配
付、隣接する自治会の各班約２００班に回覧した。

県立狭山緑陽高等学校 定時制

狭山緑陽高校通信１１月号発行 １１月 ⑥広報・学校だより等 本校生徒の地域での活躍を伝える通信（広報）を、近隣の自治会長３０名に配
付、隣接する自治会の各班約２００班に回覧した。

県立狭山緑陽高等学校 定時制

翔陽祭 10月28日(金)・29日
(土)

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 人数制限を設けた一般公開とし、Ⅰ部・Ⅱ部・Ⅲ部の各クラスの展示や販売、文
化部の発表などを行いました。

県立戸田翔陽高等学校 定時制

学校公開 11月11日(金)～16日
(水)
※ 土日は除く

②授業公開・懇談会等 授業の様子など日常の生徒の学校生活の様子を見学いただきました。保護者はじ
め、中学生やその保護者、地域の皆様、近隣小中学校教員が来校し、本校の教育
活動に対する御理解を深めていただきました。 県立戸田翔陽高等学校 定時制

夜の学校説明会 11月11日(金)～16日
(水)
※ 土日は除く

③学校説明会・体験入学等 中学生と保護者が参加しやすいよう、Ⅲ部制のメリットを活用して、夜に学校説
明会を開きました。本校の学習システムや生徒指導の状況、進路実績等を説明
し、在校生の体験談等も聞いていただいて、志望校選びに役立ててもらいまし
た。

県立戸田翔陽高等学校 定時制

勾玉祭（文化祭） 10月15日（土） ④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等 文化部の発表、各ホームルームにおける展示などを一般公開で実施しました。

県立羽生高等学校 定時制



羽高だよりの発行 11月4日（金）

○

⑥広報・学校だより等 行事や生徒の活動などを保護者にお知らせしています。年間4回発行していま
す。

県立羽生高等学校 定時制

翔羽祭（体育祭）・球技大会 11月2日（水）

○

⑤運動会・持久走大会等 昼間部は体育祭を実施しました。夜間部はバスケットボール大会を実施しまし
た。

県立羽生高等学校 定時制

学校説明会 10月8日（土） ③学校説明会・体験入学等 本校入学希望の生徒・保護者を対象に、本校の教育課程、進路実績、部活動な
ど、本校の教育活動を説明し、合わせて入試に関する情報を提供し理解を深めて
いただきます。 県立吹上秋桜高等学校 定時制

体育祭 10月21日（土） ⑤運動会・持久走大会等

県立吹上秋桜高等学校 定時制

文化祭 11月5日（土）

○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立吹上秋桜高等学校 定時制

授業公開 11月18日（金） ②授業公開・懇談会等

県立吹上秋桜高等学校 定時制

鴻巣市フラワーロードボランティア活
動

11月19日（土） ⑧社会体験・奉仕活動等 鴻巣市主催のフラワーロードに飾る樹木づくりを本校生徒と教員が地域の住民と
ともに作成するなど、鴻巣市の美化活動にボランティア活動に参加しました

県立吹上秋桜高等学校 定時制

鴻巣・鴻巣女・北本・進修館・吹上秋
桜の５校に交流会

11月26日（土） ⑨交流事業

県立吹上秋桜高等学校 定時制

市民の集い 11月26日（土） ⑧社会体験・奉仕活動等 鴻巣市で開催された市民の集いに本校の太鼓部が出場し、ステージ上で太鼓の演
技を披露した。

県立吹上秋桜高校 定時制

授業公開 １０月２９日（土）
１１月１９日（土）

③学校説明会・体験入学等

県立伊奈学園中学校 ―

学校だより １０月５日（水）
１１月１０日（木）

県立伊奈学園中学校 ―

ミニコンサート １１月１日（火）

○

④芸術鑑賞会・文化祭・バザー等

県立伊奈学園中学校 ―

薬物乱用防止教室 １１月３０日（水） ①講座・講演会等

県立伊奈学園中学校 ―


