
≪上尾高校の活性化・特色化方針≫ 
（令和 3 年度～） 

 

 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 普通科・商業科 生徒数 
(男)510 

(女)590 
計 1,100 

ホームページ  http://www.ageo-h.spec.ed.jp/ 

アクセス ＪＲ北上尾駅（大宮駅から乗車 11分）徒歩１分 「たぶん日本で一番駅に近い学校！」 

教育課程等

の特徴 

普通科 ・２年次より文・理系選択履修で強固な目標設定 

    ・３年次に多くの選択科目の履修可能 高度な学びを実現 

商業科 ・選択科目を活用し早期から上級資格取得を実現 

    ・自らの探究心を開花させる課題研究で知識を深化 

活躍が顕著

な部活動 

・ソフトテニス部 ３２年連続インターハイ出場（H30 年度） 

・野球部 全国高校選手権北埼玉大会準優勝（H30 年度） 

・男子バレーボール部  春季南部支部大会優勝（R1 年度） 

・書道部  全国高等学校総合文化祭出場、出展（R2 年度） 

・美術部 全国高等学校総合文化祭出場、出展（R2 年度） 

・簿記同好会 埼玉県高等学校簿記競技大会 個人の部優勝 全国大会出場（R1 年度） 

・簿記同好会 日商簿記 1 級取得（R1 年度） 

特色ある 

学校行事 

・修学旅行 ２年次に沖縄へ 12 月前半実施 民泊で体験活動（H31､R1 年度例） 

・競技会（１、３学期）生徒会、体育祭実行委員が自主的に運営 

・体育祭 ボイスランニング入場行進 優勝団中心の校歌斉唱 500 名超の参観者 

・上高祭 オープニングで各団体が紹介を行います。     3,000 名超の来場者 

家庭・地域 

との連携 

・最大限に開かれた学校（体育祭、文化祭、授業公開） ・吹奏楽部の外部演奏会等 

・中学校との連携（進路説明会、商業科出前授業）・チアダンス部の出張演舞 

・地元小学生を招いての観望会（天文部）    ・駅前イルミネーション（美術部） 

・地域一番の伝統と実績を兼ね備える高校です。創立６３年目、卒業生は各界で大活躍 

 しています。 

・県トップレベルの商業科が育むビジネスマインドは、普通科にも波及しています。 

進

路 

状況 四大 236 人 短大 21 人 専門 70 人 
就職 
（含公務

員） 

31 人 
進学 

準備等 
11 人 

傾向 

・大学進学については様々な入試形態に対応し、進学補習体制も整備されています。 

・商業科も約半数が四年制大学への進学を目指しています。 

・公務員試験（国家・地方）の合格率は５０％以上、普通科も受験者多数です。 

（※生徒数：R2.5.1 現在、進路は R2.3 卒業生の実績値） 

 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒は＞ 

・高い志を抱きながら、グローバルな識見・視野を持ち、将来のリーダーとして活躍できる生徒です。 

・現状から一歩踏み出して、自己実現や周囲への貢献をより意識できる生徒です。 

＜詳しい入学者選抜基準はこちら＞ 

（「埼玉県公立高等学校入学者選抜における各高等学校の選抜基準」が別ウインドウで開きます） 

 

http://www.ageo-h.spec.ed.jp/
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html


３ 育成方針（埼玉県立上尾高等学校 ～生徒の成長物語～） 

 

         ◇授業 教育課程を刷新、将来に向け、学びたい授業をとことん履修できます。 

         ◇行事 「自主自律」の精神で、全てに本気になれるからこそ充実しています。 

         ◇部活動「上尾高校で活躍したい」全てにその気持ちが溢れる活動があります。 

         ◇環境 閑静な住宅街の中にある広大な敷地、交通アクセスも抜群です。 
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志の醸成 集団への参加 
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個から集団への参画意識 

 

 

 

 

 

 

 

上尾 

高校 

・基礎基本の充実と学力向上 
・進路ガイダンスを基本に 
 自己の適性を把握 
・文・理系選択に向けた面談 
・自律的な学習習慣の確立 

３年間の目標 
 

  ○「文武不岐・自主自律」を体現し自信と高い志を持って成長する 

  ○高い進路希望実現率の達成 第１・第２志望合格１００％を目指す 
                                                                （R1 実績) 

          

・簿記等の上位級の資格取得 
・進路選択の多面的アプローチ 
・それぞれの進路に応じた科目選択 
・多彩な行事や部活動の中核に 

・第１志望へのチャレンジ意識 
・進路実現を通じた最大限の成長 
・全種類の入試をサポート 
・個性を生かし、社会に 
 貢献できる人材に 

上尾高校は全力で自己実現を図る生徒を応援します！ 

・基礎科目でビジネスキャリア意識 
・５単位「簿記」全商２級全員合格 
・進路に繋げる多くの資格取得 
・情報活用リテラシーの育成 

普通科 

商業科 

・文系・理系の学習の深化 
・受験種別毎の進路ガイダンス 
・自学自習の定着から受験に 
・多彩な行事や部活動の中核に 

・商業科の専門性を生かした幅広い 
 進路実現へ（就職・公務員・進学） 
・個性を生かし、社会に貢献できる人材に 

1

年 

1

年 

2

年 

3

年 

2

年 

3

年 



≪上尾高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 定時制 学科 普通科 生徒数 
(男)３９ 

(女)２５ 
計６４ 

ホームページ http://www.ageo-h.spec.ed.jp/ 

アクセス ＪＲ高崎線 北上尾駅 西口 徒歩１分 

教育課程等

の特徴 

・全教科、基礎学力を重視 

・国語、数学、英語は、少人数授業や習熟度別授業を実施 

・学習サポーターが始業前補習の自主学習を支援 

・総合的な探究の時間は、キャリア教育を４年間で体系的に実施 

活躍が顕著

な部活動 

・運動部 ４部（バスケットボール、卓球、フットサル、バレーボール） 

・文化部 ２部（美術、ＪＲＣ） 

各部、週２回の活動、活動時間１時間程度 

２２：００に部活動は、終了です。 

特色ある 

学校行事 

・修学旅行（３年） 

・遠足（全学年） 

・学校説明会（年２回） 

・生徒会が主体となり行う、新入生歓迎会、文化祭、体育祭、予餞会 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談（６月） 

・文化祭（９月）ＰＴＡがバザーや手作り品の販売、ゲームコーナーの企画 

・総合的な探究の時間における外部講師の講演 

・地域若者サポートステーションとの面談や企業見学 

・個別面談（各学期末） 

進

路 

状

況 
四大  １人 短大 ０人 専門  ５人 就職 ８人 その他 ９人 

傾

向 

・就職希望者が多い 

・大学、専門学校等の指定校推薦枠あり 

・就職、進学とも上尾市周辺や県内への進路先がほとんど 

（※生徒数：R2.5.1 現在、進路は R2.3 月卒業生の実績値） 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 

・卒業することを目標に、コツコツと努力のできる生徒 

・授業や行事に積極的に参加し、自己を高めようと頑張れる生徒 

・ルールをしっかり守り、前向きに学校生活を送ることができる生徒 

＜詳しい入学者選抜基準はこちら＞ 

（「埼玉県公立高等学校入学者選抜における各高等学校の選抜基準」が別ウインドウで開きます） 

http://www.ageo-h.spec.ed.jp/
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html


３ 育成方針（埼玉県立上尾高校（定時制） ～生徒の成長物語～） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安心な生活のために 
 

携帯安全教室や薬物乱用

防止教室など、社会生活を

送るために必要な「在り方

生き方教育」を、講師を招

いての講演や教材を用いた

授業形式で実施していま

す。 
 

きめ細かな進路指導 
 

就職希望者が圧倒的に多

く、企業説明会へも積極的

に参加しています。また、面

接練習も何回もチャレンジ

しています。社会人として

のマナーを身に付け、「地域

に貢献できる人材」として

実社会へと送り出します。 
 

多彩な行事 
 

４月の新入生歓迎会に始

まり、生徒総会、文化祭、体

育祭、予餞会と生徒主催の

行事が盛ん。生徒会本部を

中心に皆で協力して準備を

します。全校遠足や３年次

の修学旅行も楽しみの一つ

です。 
 
 

基礎学力の定着 
 

授業は小中学校の復習を

取り入れ、丁寧に行います。

国語、数学、英語は１クラス

２展開の少人数授業や習熟

度別授業を実施。始業前の

補習も充実しており、「基礎

学力の定着」を全力でサポ

ートします。 
 
 

～本校の４年後の目標～ 

地域に貢献できる人材への成長 
身に付けたい力 ①自他尊重 ②課題解決力 ③協働 

学年ごとの目標 
１年生 ○自己肯定感の高揚 ○コミュニケーション能力の向上 

２年生 ○仲間との協働   ○話し合いや議論ができる 

３年生 ○外部との人材と関わり、見聞を広げる 

４年生 ○社会人としてのマナーやスキルを身に付ける 

 
週２日、放課後に活動しています。運動部は一生

懸命に練習に励み、文化部は文化祭での作品展示

や、ボランティア活動にも参加するなど、どの部活

動も少人数ですが、意欲的に活動しています。 

部活動 
  

学年ごとの目標を踏まえ、外部の専門家を招き、

学年に応じた講演会を企画しています。将来の生き

方について深く考え、行動できるようになってほし

いと思います。 

外部講師の講演 



≪上尾鷹の台高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 普通科 生徒数 
(男)278 

(女)419 
計 697 

ホームページ http://www.takanodai-h.spec.ed.jp/ 

アクセス ニューシャトル（埼玉新都市交通）沼南駅下車 徒歩１０分 

教育課程等

の特徴 

・１、２年次は、６クラスを７クラスとした少人数学級編制。 

・国語、数学、英語３教科は、少人数かつ習熟度別授業を実施。 

・単位制を取り入れ、進路希望に応じた選択科目が豊富。 
・「協調学習」「反転学習」等を取り入れたアクティブ・ラーニングを多くの教科で実施。 

・学びの基礎診断による学力の定着に向けたＰＤＣＡサイクルの実施。 

・ＩＣＴ（ＰＣ・タブレット・プロジェクター）等を活用した授業の実施。 

・特別な事情がある生徒（１年次）のための「個別学習支援室」を設置。 

・進路・小論文補習や外部テストの活用及び資格取得等の充実。 

活躍が顕著

な部活動 

【過去３年間の実績】（H29～R1) 

・運動部（関東大会出場）卓球 

（県大会出場）剣道、サッカー、ソフトボール、男子バスケットボール 

女子バスケットボール、ハンドボール、女子テニス 

・文化部 将棋(全国高校将棋選手権出場)、美術(全日本学生美術展 特選賞・佳作賞) 

吹奏楽（埼玉県吹奏楽コンクールＣ部門 優秀賞）、 

書道（埼玉県書きぞめ展 推薦・特選・優良賞） 

特色ある 

学校行事 

・文化祭（鷹高祭）、体育祭、球技大会などをとおして団結を強くします。 

・年５回の「ようよう夢プラン特別講座」を開いて生徒の学習意欲を高めます。 

・ロードレース大会では、多くの生徒が最後まであきらめずに走り切ります。 

家庭・地域 

との連携 

・地域行事、老人ホームへの参加（吹奏楽部）・地元小学生とのスポーツ交流会参加 

・ＰＴＡ、保護者の学校行事への参加 ・学校周辺や通学路の清掃活動 

・三者面談の実施（全年次）・下草刈り、落ち葉拾いなどを含めたボランティア活動   

進

路 

状

況 
四大  62人 短大 16人 専門等 94人 就職  33人 その他 19人 

傾

向 

○主な進学先：四年制大学は杏林、埼玉工業、芝浦工業、十文字学園女子、尚美学園、城

西、聖学院、創価、大東文化、帝京、東京国際、東京成徳、東京富士、東洋学園、日本

工業、白鴎、文教、文京学院、流通経済 等 

 専門学校等は､戸田中央看護、上尾中央看護、埼玉歯科衛生、香川調理製菓、埼玉ベルエポ

ック製菓調理、埼玉理容美容、早稲田理容美容、埼玉コンピュータ＆医療事務、埼玉自動車大学校、

日本工学院、大宮こども、文化服装学院、桑原デザイン研究所、神田外語学院 等 

○主な就職先：ベルーナ、ビックカメラ、ベルク、セキ薬品、三慶会指扇病院、不二ビ

ューティー、ミュゼプラチナム、サイボウ、イエローハット、西濃運輸、セコム 等 
（※生徒数：R2.5.1現在、進路は R2.3月卒業生の実績値） 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 

〇目標を持ち、自らの進路実現に向けて積極的に取り組む生徒 

〇高い「志」を持ち、多くのことに積極的に挑戦するたくましい生徒 

〇思いやりと感謝の心を持って他者とともに生き、ルールをしっかり守ることができる生徒 

〇あいさつと返事、身だしなみや言葉遣いがきちんとできる生徒 

＜詳しい入学者選抜基準はこちら＞ 

（「埼玉県公立高等学校入学者選抜における各高等学校の選抜基準」が別ウインドウで開きます） 

 

http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html
http://www.takanodai-h.spec.ed.jp/%20


上尾鷹の台高校のキャリア教育

Ａ Ｔ Ｄプロジェクト

・１、２年次は、６クラスを７クラスとした少人数学級編制。国語、数学、英語３教科は、少人数かつ習熟度別授業を実施。

・単位制による多様な選択科目の設置と進路希望に応じた科目選択が可能。
・ＩＣＴ（ＰＣ、タブレット、プロジェクター）等を活用した授業の実施。
・学びの基礎診断による生徒の学力の定着に向けた外部テスト等の活用。
・特別な事情のある（1年次）のための個別学習支援室の設置。

県立上尾鷹の台高校 ～生徒の成長物語～

志を高く持ち、自らの人生をたくま

しく主体的に切り開いていく人間に

１年次

２年次

３年次

特 色

□学びの土台となる国語､数学､英語
３教科で少人数かつ習熟度別の授
業を受け、基礎力を固めます。

□自分の将来を見通し､｢鷹の台ハン
ドブック｣を活用しながら、進路
ガイダンスなどをとおして進路意
識の確立を目指します。

□多彩な選択科目から、自分の進
路希望に応じた授業を受け、発
展的学習を深めます。

□進路補習によって進学にたえる
応用力を養います。

□面接指導･小論文指導も受け､多
様な入試や就職試験の対策もし
ます。

□最上級生として、文化祭などの
学校行事を企画・運営します。

上尾鷹の台高校の
マスコット「ようよう」

育成方針（イメージ）

□引き続き少人数かつ習熟度別
の授業をとおし、学習の基礎
力をさらに伸ばします。

□進路希望に合わせた選択科目
も学びはじめます。

□中堅学年として、部活動や学
校行事をリードします。

□自らのキャリアデザインを考
えます。

□主な研究指定等（H30～）

・未来を拓く｢学び｣ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究開発校

・共生社会を支える特別支援教育推進校

・小学生と高校生のスポーツ交流推進校

・ＩＣＴを活用した論理的思考力に関する

調査研究協力校

・県立学校ＩＣＴパイロット実証校

・生徒用タブレット 、HRプロジェクター整備

・東京２０２０オリンピック・パラリンピック

教育実施校

Ａmbitious（志を持とう）

Ｔhinking（考えよう）

Ｄream（夢をかなえよう）

３年後の目標

Ageo Takano Dai 

上尾鷹の台高校 中期構想
「第３期鷹の台プラン」の実現

□地域の方々との連携、
・小学生と高校生のスポーツ交流事業・緑の保全ボランティア
・緑のトラスト第１２号地（どんぐり山）でのコンサート
・学校周辺清掃活動などをとおして積極的な連携を進めています。

□本校の魅力
・部活動、体育祭・文化祭はもちろん修学旅行などでも、
生徒が主体となって行動し、たくましい志を育成します。

・始業前や放課後、長期休業中にも進路補習を行い、
進路実現を目指して頑張る生徒を応援しています。

・多彩なテーマを設定し、生徒の
興味関心を育みます。

□「ようよう夢プラン特別講座」

こ
こ
ろ
は
高
く

空
に
羽
ば
た
き



≪上尾橘高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 普通科 生徒数 
(男)169 

(女)224 
計 393 

ホームページ https://ageotachibana-h.spec.ed.jp/ 

アクセス 

【バス】上尾駅西口 ｢リハビリセンター｣｢平方｣｢川越｣行 18 分 

    指扇駅北口 ｢上尾｣｢平方｣｢フェニックスゴルフ場｣行 9 分 

    大宮駅西口 ｢平方｣｢丸山公園｣行 40 分 

    川越駅東口「上尾駅西口」行 29 分 

教育課程等

の特徴 

○１学年で「キャッチアップタイム（仮称）」を実施（R3 より）。 

週１時間の授業を通じ、社会的自立や基礎学力の向上を図ります。生徒のニーズに合

わせ、３つを用意する予定です。 

○高校での学習内容を理解するために必要な重要ポイント（小・中学校）を復習する

時間（ブラッシュアップタイム）をすべての科目で実施。授業がよくわかります！ 

○１学年は４クラスを５クラス編制にする予定です。担任の目がよく届きます。 

〇少人数授業・習熟度別授業を実施。 

２学年から３つの類型に分かれ、一人ひとりの進路に応じた科目を学びます。 

３学年では５つの類型に分かれ、きめ細かな指導が行われます。 

○普通科ですが資格取得に力を入れています。 

活躍が顕著

な部活動 

アーチェリー部 H27 関東大会優勝・国民体育大会出場 

卓球部 H30 県南ベスト 8 

書道部 埼玉県書き初め展覧会特選賞 高野山競書大会特別賞 

運動部 13、文化部 12、計 25 の部活動が活動しています 

特色ある 

学校行事 

４月 遠足  ５月 体育祭  ７月 球技大会  １０月 橘祭（文化祭） 

１１月 修学旅行（沖縄）  １１月 ロードレース大会 

１２月 芸術鑑賞会、球技大会  １月 百人一首大会  ２月 ３年生を送る会 

３月 球技大会 

家庭・地域 

との連携 

広報誌『橘』を各家庭及び近隣へ配布・ＰＴＡとの交通安全指導（各年３回）。 

上尾特別支援学校との交流会。どろいんきょ祭りへの参加（生徒･職員）。 

地元住民への学校開放平方ＰＣ講座。地元小学校とのスポーツ交流。 

あげお花火大会への開催協力。 

進

路 

状

況 
四大 １７人 短大 ３人 専門 ４６人 就職 ６１人 

その他の 

卒業者 
 ９人 

傾

向 

就職内定率は近年１００％を維持しています。 

就職内定６１人（卒業者の４５％）は、人数でも比率でも近隣校のトップです。 

大学･短大･専門学校指定校推薦枠も増えています。 

（※児童生徒数：R2.5.1 現在、進路は R2.3 月卒業生の実績値） 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 

 家庭や社会を支えられる人となるために、高校で頑張ろうとする生徒 

 

＜詳しい入学者選抜基準はこちら＞ 

（「埼玉県公立高等学校入学者選抜における各高等学校の選抜基準」が別ウインドウで開きます） 

 

https://ageotachibana-h.spec.ed.jp/
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html


  特色   

 「わかる・できる・自信をつける」学校です 

 基礎から学び直す「ブラッシュアップタイム」を実施 

 簿記や情報処理の資格 を取得できます  

埼玉県立  
上尾橘高等学校 

地域に根ざし、生徒一人ひとりを伸ばし、自立(律)して社会を支えられる人間を育てる 

 

                目  指  す  学  校  像  

 

 １学年で「キャッチアップタイム（仮称）」の実施 

 学校を通しての就職内定率１００％ 

  スクールカウンセラー 月に2回程度来校 

 選べる3つのコース 

  入学時は普通科一括募集です。進路希望や適性に合わせて2年生から 

 3つのコースを選びます。 

 

 

４月 普通科に入学します。 

５月 遠足を通して人間関係が深まります。 

 2年類型選択に向け自分の進路について考えます。     

６月 自分の目標に照準を合わせて類型を選択します 

キャッチアップタイム（仮称） 週１時間 

 のニーズに合わせた授業を通じ、社会的自立や基礎学 

 力の向上を図ります。 

適性検査や進路ガイダンスを通じ、自分を知り、社 

 会や仕事についての知識を身につけ、社会的な視野を 

 広げます。 

１年 

 学び直し  

 

◇ 基礎から学び直すブラッシュアップタイム、 

 20人程度の少人数授業、力に合った習熟度別授 

 業により 基礎・基本の学力を身につけます。 

◇ わからないことをわかってもらえる授業、 

 「わからない」と言える授業が自慢です。 

◇ 授業や行事を通して、基本的生活習慣や規律  

 意識・協調性を身につけます。 

授業 

 
 
３つのコースに分かれ、進路に適した学習を開始。 

11月 修学旅行では4日間の集団行動を通して社会性 

 を育てます。 

ス タ ン ダ ー ド コ ー ス  
専門学校進学・就職を目指す生徒を対象とした

コースです。幅広い科目を学習し基礎学力を養成

します。商業科目を2年で2単位、3年では選択に

より5単位まで学ぶことができ資格も取得できます。 

Ｓ 

情 報 ビ ジ ネ ス コ ー ス  
  商業科目を2年で6単位、3年で5～8単位学び、よ

り高度な資格取得を目指します。情報科目を選択し学

ぶこともできます。資格を活かして、就職も進学も目

指せます。 

J 

ア ド バ ン ス コ ー ス  
大学・短期大学・看護系専門学校等進学を目指

す生徒を対象としたコースです。進学後必要とさ

れる学力を養成します。他のコースに比べ英国数の授

業時間数が多いのが特徴です。 

Ａ 

２年 

 

 

5つのコース  さらに5つの 

コースに分かれ、生徒一人一人の進路に

合った学習をします。これで進路はバッ

チリです。 

論文・面接指導 充実した論文

作文指導、面接指導を受けることによ

り、多様な受験内容に対応できます。 

就職指導 就職希望の生徒へは、

外部講師による講演会や面接指導を繰

り返し実施し、スキルアップを図って

います 

就職内定率100% 学校を通

じての就職内定率は100%を維持。 

大きく成長 3年間で大きく成長

します。中学までの自分に満足できな

かった生徒の多くが「高校の3年間で大

きく変われました」と言ってくれて

います。 

情報 
資格取得に加え情報

科目を多く学びます 

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 
選択で商業科目も

学べます。幅広く

学びながら就職や

専門学校などへの

進学を目指します 

文系 
文系の大学進学

を目指します 

理系 
理系大学や看護学

校を目指します 

ビジネス 
商業系の資格取得を

特に目指します 

３年 

  

 

 令和３年度から１学年で実施予定の科目です。社会的自立へ向けたソーシャルスキル、

コミュニケーションスキル、基礎学力の向上をめざします。生徒のニーズに合わせた以下

の３つを用意する予定です。 

キャッチアップタイム（仮称） 

普

通

科

１

６

０

名 

  

 様々な資格取得にチャレンジ。特に

簿記や情報処理などの社会で通用する

資格取得に力を入れています。昨年は年間でのべ３９７名もの生徒が

資格を取得しています。 

資格取得 

 ① 自分の考えを伝えることができ、 

  自ら判断し行動できる。 

② 「わかった」「できた」を味わうことにより「自信」をつけて 

 社会に飛び立つことができる。 

③ 学ぶ楽しさを知り、学ぶことが好きになっている。 

実をつける 

３年後の目標 

Ａ．ｱｸﾃｨﾌﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ――ソーシャルスキルトレーニングに重点 

Ｂ．ベーシック―ー読む・聞く力、社会一般常識等の育成に重点 

Ｃ．チャレンジ――得意科目の伸長に重点 

～生徒の成長物語～ 



≪県立上尾南高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 普通科 生徒数 
(男)424 

(女)299 
計 723 

ホームページ http://www.ageominami-h.spec.ed.jp 

アクセス 
上尾駅西口  

●市内循環バス「ぐるっとくん」（大谷循環）乗車 9 分 → 上尾南高前バス停下車 徒歩 3 分 

教育課程等

の特徴 

・少人数学級編制と習熟度別・少人数授業を展開。 

・１学年時より大学進学希望者を中心とした「進学クラス」を設置。 

・２学年時より理系・文系別の類型選択クラス編成を実施。 

・1 年生「数学Ⅰ」で習熟度別授業を実施。 

・「協調学習」を取り入れた生徒の主体性を引き出す授業を実施。 

活躍が顕著

な部活動 

・クライミング同好会、平成 29 年まで８年連続全国高等学校選抜クライミング選手 

 権大会出場 

・男子バレーボール部、男子バスケットボール部、陸上競技部は県大会出場常連校 

・音楽部、箏曲部、演劇部、書道部、美術部等、文化部も県大会、コンクール入選 

・運動部１５、文化部９、同好会６の団体が活発に活動している。 

（県大会以上出場団体多数） 

特色ある 

学校行事 

・２学年時の修学旅行は、沖縄県で民泊体験を含む３泊４日で毎年１１月に実施。 

・体育祭（６月）は、学年縦割りの７色対抗戦。応援合戦、やぐら作りは本校の体 

 育祭の名物。 

・文化祭（９月）は、毎年好評で一般公開には 1,000 人を超える来場者あり。 

・芸術鑑賞会（１０月）、マラソン大会（１１月）、球技大会（３月）を実施。 

・毎年２月に予餞会実施。 

・令和元年度全国学校体育研究優良校   
 ※令和２年度は新型コロナウイルス感染症防止のため中止または内容を変更して実施。 

家庭・地域 

との連携 

・全学年で３者面談実施。 

・市内小学校とのスポーツ交流会実施。 

・地元中学校との授業交流会、部活動体験実施。 

・市内を中心とした中学校との部活動交流実施。 

・特別支援学校との交流会実施。  

・地元敬老会、新年会イベントへの参加。 

・地域施設への訪問ボランティア演奏。 

・近隣地元住民との収穫体験活動実施。 

進

路 

状

況 
四大 ７５人 短大 １０人 専門 １１９人 

就

職 
３７人 その他 １８人 

傾

向 

・公務員志望者、看護医療系志望者が増加傾向。 

・指定校推薦枠は四年制大学約 450 人、短大約 115 人、専門約 560 人。 

・主な就職先は、（株）資生堂、（株）ブリヂストンケミテック、埼玉県警察等。 

（※生徒数：R2.5.1 現在、進路は R2.3 卒業生の実績値） 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 

・自分はもっとできるのでは、自分を高めたいと高校生活に目標と夢を持っている生徒 

・何事にも全力を尽くし、チャレンジできる社会に貢献できる生徒 

・心身ともに健康で、人間性豊かな生徒 

＜詳しい入学者選抜基準はこちら＞ 

（「埼玉県公立高等学校入学者選抜における各高等学校の選抜基準」が別ウインドウで開きます） 

 

http://www.ageominami-h.spec.ed.jp
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html


南高の特徴(強み)
◆社会性を確実に身につける生活指導
◆落ち着いた授業環境
◆身だしなみ・時間を守る・挨拶・言葉づかい

→社会性(コミュニケーション)の基本
◆生徒一人一人に親身な生活指導

誇れる制服姿

◆自転車マナーの向上

★活躍する部活動・充実した学校行事・体験活動★

◆朝学習10分・朝学読書10分(3年間継続)
◆少人数学級編成・３学期制・50分授業
◆進学クラス設置
◆検定(英検・漢検・数検・ビジネス情報処理)取得の推進
◆習熟度別授業展開 ★放課後学習室設置

◆生徒一人一人へのきめ細やかなサポート

◆OB・OGによる進路講演会

★充実した施設・設備★
◆冷暖房完備、図書室、情報処理室等多様な

学びに対応

沖縄修学旅行南高祭(文化祭)

クライミング同好会

◆地域貢献活動充実

箏曲部
プール

図書室情報処理室

学習室

運動部 15

同好会 6

★基礎学力の定着と学力向上・進路指導★

四大 ７５

短大 １０

★重点目標★

１ 分かる授業、伸びる授業の工夫・改善で、学習習慣の確立と学力の向上
２ 系統的・組織的な進路指導のを充実で、より高い自己実現
３ 部活動・体験活動の充実で、「自ら誇れる自分づくり」の推進
４ 熱意ある積極的な生徒指導で、規範意識の醸成と基本的生活習慣の確立
５ 地域・関係機関への積極的な情報発信で、学校理解度の向上

★３年後の目標★

◆全国大会８年連続出場
(クライミング同好会)

◆県大会出場部活
(男子バレーボール)
(男子バスケットボール)
(剣道) (陸上）

文化部 9

専門 11９
就職 ３７

その他 １８

令和元年度進路実績

★目指す学校像★
地域の期待に応え、誠実な自己を誇りとして、心身ともに健康で社会に貢献できる人間性豊かな生徒を育成する安心・安全な学校

英語宿泊研修

体育祭

英語宿泊研修



≪上尾特別支援学校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 

１ 学校基本情報 

種別 知的障害 学部・学科 小学部・中学部・高等部 児童生徒数 
(男)122 

(女) 61 
計 183 人 

ホームページ 

 

http://www.ageo-sh.spec.ed.jp/                                                 

 

 
           ＜ＱＲコード＞ 

アクセス ＪＲ上尾駅より徒歩２５分 

教育課程等の

特徴 

・児童生徒一人一人の障害特性を踏まえた教育を行っています。  
・高等部は、生徒の課題別に将来の生活を見越して、教育課程を３つに

分け、一人一人に合った教育活動を行っています。 
 ※職業生活課程、社会生活課程、日常生活課程 

特色ある学校

行事や部活動 

・中学部は金曜日、高等部（夏休みなど）に部活動があります。 
・運動会は紅組と白組に分かれて対抗形式で実施しています。（本年度中止） 
・文化祭は全校一丸となってステージ発表や催し物の実施に取組んでい
ます。 

・校外学習（社会体験学習、職場体験、校外宿泊学習、修学旅行）は、学
部・学年で段階的に行い、社会性や経験の積み重ねを重視して実施して
います。 

家庭・地域と

の連携 

・月例学校公開を年間８回実施する他、全学部を対象とした学校公開を
年２回と学部別学校公開を各学部１回ずつ実施しています。 

・上尾市内の小学校と年４回、中学校と年３回、高等学校と年１回の交
流及び共同学習を実施しています。 

・上尾市合同作品展に参加し、児童生徒の作品を出展しています。 
・「職業教育フェア」などで高等部作業製品の頒布活動を行い、「埼玉県

高齢者・障害者ワークフェア」では高等部作業製品の展示を行ってい
ます。 

・ＰＴＡ主催の「夏祭り」（７月土曜日）、「お楽しみ会」（１２月土曜
日）を実施しています。 

・地域事業所が文化祭に参加し、販売活動を行っています。 

進路について 

高等部 
企業就職は２割、施設などの利用が８割となっています。 

【企業就労】 
清掃業、調理補助（食器洗浄等）、店舗小売業（品出し、接客等）、 
流通業（コンテナの洗浄等）、物流業（商品等の仕分け）など 

【福祉的就労】 
上尾市、桶川市、さいたま市、鴻巣市の福祉施設を利用 

小学部・中学部 
児童生徒は、それぞれ中学部・高等部へ進学しています。 

（※児童生徒数：R2.5.1 現在、進路は R2.3 卒業生の状況） 

お知らせ 活動や行事等は令和２年度当初の計画です。 

http://www.ageo-sh.spec.ed.jp/


令和２年度当初の計画等に基づいています。 

 県立上尾特別支援学校 ～児童生徒の成長物語～ 
 

 

ゆっぴー はっぴー ◇上尾市（一部地域を除く）、桶川市の２市を学区とする知的障害特別支援学校 

◇高等部教育課程複数化に伴い、学習集団編成、教材の工夫等、児童生徒一人一人の特性に応じた教育を実践 

◇各学部で近隣の小学校、中学校、高等学校との交流学習を実施 

・小学部低学年では、日常生活の指導を

充実させ、自分の身のまわりのこと

ができる力を身につけます。 

・小学部高学年では、係活動や当番、お

手伝い等を通して、他者を受け入れ

集団で行動する力を養います。 

小学部 

・中学部では小学部で培った力の定着

を図り、卒業後の生活を見据えた教

育内容に取り組みます。 

・将来に備え、作業学習に取り組み、

集団の中で自らの役割を意識し、他

者のために活動する力を養います。 

中学部 

・高等部では生徒の実態に応じた「学習内容」や

「学び方」により、３つの教育課程に分かれて

います。 

職 業 生 活 課 程 

自ら判断して行動し、社会的自立を目指す 

社 会 生 活 課 程 

社会生活への適応能力の獲得を目指す 

日 常 生 活 課 程 

身辺自立、情緒の安定を目指す 

・進路にあたっては、生徒本人の希望や特性に応

じ現場実習や職業学習に取り組み、決定します。 

・あいさつ･返事、報告･連絡･相談、時間を意識し

た行動など、卒業後に必要な態度の育成に力を

入れ取り組んでいます。 

高等部 

育成方針 

目指す学校像 

キャリア教育を推進し、 
豊かに生きる力を育てる学校 

 

学校教育目標 

自立に向けた確かな力 
～わかる・できる・つながる・ひらく～ 

【支援籍学習】 

・実施希望者の特性に応じた授業内容を居住地校と相談の 
上実施し、交流を深めています。 

【進路に関する学習】               ≪高等部≫ 

≪中学部≫                    ・職場見学・校内実習 

・職場見学（２・３年）              ・産業現場等における実習（２･３年） 

1･2･３年 社会体験学習（交通機関利用等）、 

３ 年 夕涼み会 

4･5 年 社会体験学習（公共施設見学等） 

校外宿泊学習（１泊２日） 

６ 年 社会体験学習（公共施設見学等） 

    修学旅行（１泊２日） 

１年 社会体験学習（交通機関利用等） 

   校外宿泊学習（１泊２日） 

２年 社会体験学習（交通機関利用等） 

   校外宿泊学習（１泊２日） 

３年 社会体験学習（交通機関利用等） 

   修学旅行（１泊２日） 
１年 校外宿泊学習（１泊２日） 

２年 校外宿泊学習（１泊２日） 

   社会体験学習（公共施設見学等） 

３年 修学旅行（２泊３日） 

   社会体験学習（テーブルマナー等） 



≪上尾かしの木特別支援学校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

種別 知的障害 
学部・

学科 
小学部 中学部 高等部 

児童 

生徒数 

(男)259 

(女)101 
計 360 

ホームページ http://www.kashinoki-sh.spec.ed.jp 

アクセス JR 上尾駅東口よりバス 10 分 または ニューシャトル志久駅より徒歩 20分 

教育課程等

の特徴 

「かしの木学習プログラム」を基に学習を展開。自立活動の授業を重視。 

小学部 重複と一般の２種類 クラスを超えた課題別グループ編成での学習有 

中学部 重複と一般の２種類 クラスを超えた課題別グループ編成での学習有 

高等部 １年生は重複と一般の２種類 クラスを超えた課題別グループ編成での学習有 

    ２年生から、生徒が力を最大限発揮できるよう一般に３つの課程を用意。 

特色ある 

学校行事や 

部活動 

遠足（小・中）  社会体験学習（小・中・高）   職場見学（高） 

校外宿泊学習（小４・小５・中２・高２） 

修学旅行（小６・中３・高３） 

運動会（６月） 

かしの木祭（１１月・一般公開日には、児童生徒の発表・展示・製品販売を実施） 

持久走大会（中・高） 

家庭・地域 

との連携 

伊奈町立小室小学校との小学部学校間交流 

伊奈町立南中学校との中学部学校間交流 

県立上尾南高等学校との高等部学校間交流 

土曜参観（６月）・給食試食会（１０月）・フリー参観（１０月）・学校公開（１１月） 

進路に 

ついて 

社会に出てからの生活を念頭に、段階的な指導を行っている。 

事業所合同説明会を実施し、生徒の卒業後の進路確保を図っている。 

【卒業生の進路状況】（令和元年度卒業生４９名） 

 一般就労（企業他）６ 進学０ 福祉就労（通所福祉事業所他）４１ その他２ 

（※児童生徒数：R2.5.1 現在、進路は R2.3 卒業生の実績） 

 

 

 

 

http://www.kashinoki-sh.spec.ed.jp


２ 育成方針（埼玉県立上尾かしの木特別支援学校 ～児童生徒の成長物語～） 

 

 

                   

                   

                  どんぐり から かしの木 へ 

 

                 

               本校の校章には、どんぐりと３枚の葉が描かれています。 

             ３枚の葉は小学部・中学部・高等部を表しています。 

  ３つの学部がある本校で、仲間と仲良く元気に生活している児童生徒の様子を 

  イメージしたデザインです。 

 

 【 本校の教育目標 】 

  「わかる」こと「できる」ことを広げ、ひとりだちする力を育む 

  どんぐりが葉に抱かれながら芽を出して、枝葉を広げ背丈を伸ばす。 

  幹も太く力強さを増しながら、木々は寄り添い森となる。 

  かしの木の森の中で成長して輝きを増し、根を張って強く生きる樹となる。 

    

  本校に入学した子どもたちは、どんぐりがかしの木へ成長するように、 

  それぞれにあわせた速度で、それぞれに合った目標で力を伸ばします。 

  わかること できること をたくさん増やして、社会での生活を見据え、 

  たくましさを身につけて卒業することを目標としています。 

  それぞれの成長段階に応じて、学部の目標も段階を追って成長させています。 

  例えば、「自立」について 

  次のように段階的に目標を設定しています。 

    小   身の回りのことを自分でやろうとする 

       基本的な生活習慣を身につけ、自分のことは自分でできる 

       日常生活で必要なことを自分でやりとげる 

    高   社会生活に必要な知識や技能を身につけ、 

       生活の中で活用できる 

  一歩一歩の幅も、歩む速度もそれぞれ違います。 

  卒業後の安心できる居場所につなぎ、 

  生涯続けられる楽しみを見つけられるように・・・ 

 

上尾かしの木特別支援学校の

キャラクター「かっしー！！」 


