
≪朝霞高校の活性化・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)568 

(女)379 
計 947 

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

アクセス 

東武東上線朝霞駅より徒歩２０分、 

バス 朝霞警察署前下車 徒歩３分（朝霞駅発大泉学園行き） 

   南大通り下車 徒歩３分（西武池袋線大泉学園発朝霞駅行き） 

教育課程等

の特徴 

・「単位制」を導入し「生徒の学びを深化させる授業」を実施（平成１７年度から）。 

・１年次生は国語（古典）・英語少人数指導実施。（理科、芸術は選択） 

・２年次から３年次は大学進学に向けて多くの教科・科目で選択授業を実施。 

・１、２年次は週３２時間授業を実施（土曜授業年１７回分を実施）。 

・進学補習は年間を通して実施し、大学進学をしっかりサポート。 

活躍が顕著

な部活動 

・陸上競技部が関東大会入賞（H29 年度）バトン部 全国大会出場（R 元年度） 

・書道部 県書道美術展書道芸術連盟賞・準特選賞（R 元年度）、県書きぞめ中央展 特

選賞 美術部 県高校美術展奨励賞（R 元年度） 

特色ある 

学校行事 

・沖縄県への修学旅行（２年次）は、平和学習の後、民家に分かれて宿泊し現地の方々

にお世話になり交流を深めます。まるで家族の一員のように感じ、別れ際には涙を流

す生徒が出るほど感動できる行事です。  

・体育祭（５月）は、生徒たちが全力で学年別対抗の各競技（棒倒し、騎馬戦、綱引

きなど）に取り組み、学年の枠をなくした色別の組で協力して応援し盛り上がり、500

名以上の保護者の方々が観戦するほど「朝高生」を感じることができる行事です。 

・けやき祭（文化祭９月）は、生徒が各クラス、部活動、有志として参加し、①展示、 

②上映・上演、③パフォーマンス、④アトラクション、⑤模擬店、⑥販売の６つに分 

かれ優勝を目指します。毎年約 3,000 名の来校者があり大変盛り上がる行事です。 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談・保護者会を各年１回実施 

・地元朝霞市コンサート等へ参加、地域小学校・ＰＴＡ行事へ参加 

進

路 

状

況 
四大 232 人 短大 8 人 専門 42 人 就職 6 人 その他 32 人 

傾

向 

・四年制大学への進学者が増加傾向。大学・短大指定校推薦枠は多数。 

・主な就職先は、公務員、東日本旅客鉄道（株）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＞ 

１ 知性と確かな学力を持つ生徒 

２ 豊かな感性と他人を思いやる心を持つ生徒 

３ 心身ともにたくましく、忍耐力を持つ生徒  

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


県民の期待に応えて半世紀、朝霞高校は生徒の未来を創ります県民の期待に応えて半世紀、朝霞高校は生徒の未来を創ります

◇学力向上 ・・・・１ 進学重視型の単位制（進路に応じた選択）２ １、２年次は週３２時間授業
◇進路・進学指導・・１ 将来を見据えた計画的な指導（キャリア教育）２ 年間を通した進学補講（3年次は重点的に）
◇良き伝統と校風・・１ 文武両道（全力で取り組みます） ２ 良い人間関係の構築（思いやりがあり協力できます）

３ 品行方正（ルールを守り、礼儀正しくあいさつできます）

県立朝霞高校（全日制）～生徒の成長物語（高校生活は団体戦）～

より高い学力を身につけ、
心豊かで社会性のある自
立した生徒となり、先生の
指導や生徒のサポートに
より第１志望の進路を実
現する

１年生

２年生

３年生

本校の
特 色
本校の
特 色

□自己学習力をつける

□将来を見据えた進路を選択する

□ルールを守り、主体的に行動する

□発展・応用的な内容まで
自学自習する

□第１志望の進路実現に向け
て努力する

□「朝高生」として、心豊か
で社会性のある自立した高
校生活を送る

育成方針（イメージ）

感動する学校行事 レベルの高い部活動

□主体的に学び、自学自習する

□進路について情報収集し、オー
プンキャンパスなどに参加する

□友好な人間関係を築くとともに
リーダーシップを身に付ける

欅
の
木

地域との連携・貢献

□体育祭は、全力を出し切り真剣勝負

□文化祭は、仲間と協力して一致団結

□強歩大会は、仲間と励まし合い
ながら感動のゴール

□多様で充実した部活動
運動部１９、同好会１、文化部１８あります

□陸上競技部が関東大会出場、女子ソフトテニス
部が団体戦県３位入賞、書道部が全国総合文化
祭に出品、他の部活動も多数県大会に出場して
います

□小学校（和光市算数教室
ボランティア）

□中学校 （卒業生の話を
聞く会、上級学校訪問）

□朝霞市（市民コンサート、
プラネタリウムボランティア
、彩夏祭）

本校の教職員

◇良き伝統と校風があり安心
です
◇進学補講が多く、大学進学
を希望する生徒にとって
ありがたいです

◇進路に応じた授業を選択
できるので単位制は良いシ
ステムだと思います

卒業時の生徒像

◎過去5年間の主な
大学合格実績

清
心
の
像

チーム朝高として全力
で生徒を育成します

保護者の声

埼玉大学、埼玉県立大学、東
京学芸大学、早稲田大学、上
智大学、明治大学、青山学院
大学、立教大学、中央大学、

法政大学など



≪朝霞高校の活性化・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)４７ 

(女)２５ 
計７２ 

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

アクセス 
東武東上線朝霞駅よりバス停「幸町三丁目交差点」下車徒歩３分、 

朝霞駅下車徒歩２０分 

教育課程等

の特徴 

・学び直しと基礎基本を徹底するため、国数英の必履修科目は２年間に分けての分割 

 履修になります。 

・１、２学年で簿記を開設し、補講も展開して資格取得を支援します。 

・２、３、４学年で選択科目があります。 

・資格取得や大学進学のための補習や課題学習等を行っています。 

活躍が顕著

な部活動 

陸上部、バドミントン部、バスケットボール部、軟式野球部が活発に活動していま

す。 

・陸上部 ５年連続 全国大会出場（平成２７年度～令和元年度） 

・バドミントン部 全国大会出場（令和元年度） 

・バスケットボール部が県大会上位を目指して奮戦 

・軟式野球部が２１年ぶりに県大会で優勝し、全国大会出場（令和元年度） 

特色ある 

学校行事 

・定時制単独の文化祭（降夜祭） 

・２泊３日の県外修学旅行（４年） 

・遠足（全校生徒） 

家庭・地域 

との連携 

・授業見学、給食試食会（ＰＴＡ・教育振興会総会時に保護者を対象に） 

・保護者との意見交換会（ＰＴＡ・教育振興会総会時等に実施） 

・在校生出身中学校及び市役所等の連携により在校生の学習環境等の整備を図る 

進

路 

状

況 
四大  ０人 短大 ０人 専門  ５人 就職 １８人 その他  １人 

傾

向 

・四年制大学と専門学校等への進学者が例年５名程度 

・就職者は２０名程度で在学中の仕事を継続する場合が大半で例年、新規就職は６名程

度 

（※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＞ 

１ 毎日登校して、まじめに、主体的に授業に取り組むことができる生徒 

２ 自分自身の行動に責任を持ち、強い目的意識のある生徒 

３ 思いやりの心を持っている生徒 

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


朝霞高校（定時制）は､働きながら学ぶ人を応援する学校です朝霞高校（定時制）は､働きながら学ぶ人を応援する学校です

◇ 本校の授業は学び直しと基礎基本の徹底により基礎学力を定着させ、進路実現に必要な確かな学力を養成します
◇ 多彩な行事と盛んな部活動を通して生徒一人ひとりの自己肯定感を高め、高校生活の充実を図ります
◇ 朝霞高校定時制課程は朝霞・新座地区唯一の定時制高校として開設され、５４年を経過しました

県立朝霞高校（定時制）～生徒の成長物語（自立した社会人への道のり）～

１年生

２・３年生

４年生

本校の
特 色
本校の
特 色

□授業、特別活動及び学校行事を通して自己肯
定感を高め、校内に自分の居場所を見つける

□教育相談等により、学校生活のつまずきの背
景等を理解し、基本的生活習慣を確立する

□自他を大切にして、主体的に学ぶ姿勢を身に
つける

□各種進路ガイダンス及びキャリア教育を通
して進路に対する理解を深める

□進路実現に向けての確かな学力を定着させ
るために授業に意欲的に取り組む

□自己理解と他者理解を深めることを通して
社会人として規範意識を身につける

育成方針

全日制と同等の学校行事 活発な部活動

体験活動等の充実

□基礎基本の徹底により基礎学力の定着を図る

□主体的・意欲的に学習に取り組む姿勢を確立
させる

□中堅学年として部活動及び学校行事に中核と
して活動する

□定時制単独開催の文化祭（降夜祭）
□多彩な生徒会行事
□スポーツの祭典
□修学旅行及び遠足

□バドミントン部 全国大会出場
□陸上部５年連続 全国大会出場
□軟式野球部 県大会優勝、21年
ぶり全国大会出場(令和元年度)
□バスケットボール部 県大会出
場など活発に活動しています

□高校生自立支援事業を活用
した職場見学等の実施
□ＮＰＯ及び就職支援アドバイ
ザー等との連携による充実し
たキャリア教育
□租税教室、交通安全教室の
実施

本校の教職員

進級・卒業そして、進路実現
に向けて教職員一丸となっ
て生徒を支援します

本校の４年後の目標

生徒の自己肯定感を高め、高
校生活に意欲的に取り組む姿
勢を育成することを通して、
基本的な生活習慣の確立と社
会人としての規範意識を醸成
するチームによる生徒・保護者支援

高校生自立支援事業の活用、外部の専門家
（スクールカウセラー・スクールソーシャルワ
ーカー）と校内チーム（教職員・就職支援アド
バイザー・学習サポーター）の連携によりキャ
リア教育・学習支援・社会的自立支援の充実
を図ります

清
心
の
像

欅
の
木



≪朝霞西高校の活性化・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)493 

(女)456 
計９４９ 

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

アクセス 東武東上線 朝霞駅南口下車 徒歩 20 分 またはバス 5分 

教育課程等

の特徴 

・国・数・英を重視した教育課程と少人数制授業の実施。 

・３１単位制による十分な授業時間の確保（週に１回の７限授業実施） 

・生徒による授業評価アンケートにもとづく授業改善と研修会等による授業力向上。 

・２年次からの文系・理系選択と３年次からの進路実現に必要な選択科目の充実。 

活躍が顕著

な部活動 

・女子バスケットボール部 

・サッカー部 

・野球部 

・陸上競技部 

・バドミントン部  

・卓球部  

・硬式テニス部  

・音楽部  

・演劇部  

・書道部   他 

特色ある 

学校行事 

・体育祭（６月実施）  ・オーストラリア短期留学（７～８月)        

・しいのき祭（文化祭 ９月） 

・修学旅行（沖縄方面等・２年生）         ※令和２年度は延期または中止 

家庭・地域 

との連携 

・朝霞一中（あいさつ運動・生徒会）（ふれあい祭・ギター部） 

・朝霞四中（出前授業）（ふれあい祭・音楽部）  

・朝霞市文化祭（書道ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ・書道部） 

・朝霞市農業祭（野球部）   

・朝霞市体育祭開会式（音楽部） 

・南朝霞公民館（わくわくｻﾏｰﾁｬﾚﾝｼﾞ･ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ部）（小学生書初め指導・書道部）   

他 

進

路 

状

況 
四大 155 人 短大 26 人 専門 108 人 就職  19 人 その他 38 人 

傾

向 

四大・短大への進学希望者が７割弱であり、近年は指定校推薦・ＡＯ入試だけでなくセ

ンター試験利用や一般受験による難関大学への進学者も増加してきた。 

平成 30 年度の実績では、埼玉、山口、早稲田、立教、中央、学習院、法政、芝浦工

業、日本、東洋、駒沢、獨協、武蔵等の各大学に合格(浪人を含む)。 

（※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＞ 

 

自らの成長を望む生徒、伸びようとする生徒。豊かな感性を持ち自己肯定感のある生徒を育てます。 

 

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


３ 育成方針（朝霞西高校～生徒の成長物語～） 

 

 「伸びる朝西、伸ばす朝西！！」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  朝霞西高校では、入学から卒業まで、個々の生徒の 

 実態に応じた丁寧な指導を行います。中学校で躓いた 

 ことがあっても、様々な取り組みで学習習慣を定着させ、 

 規律と秩序・マナーと思いやりを重視した生徒を育成し、 

 個に応じたあきらめない進路実現を目指しています。 

  

 １ 年次目標  

  １年 自己理解を深め、充実した高校生活のための目標を立てさせる。 

     様々な進路について知る機会を通じ、職業観を育成する。 

 

  ２年 進路選択に向けて情報収集の機会を与え、具体的な進路目標の確立を促す。 

  

  ３年 的確な情報提供を行い、個々の志望に応じたきめ細やかな指導を行う。 

     進路目標の実現のために、具体的・継続的な努力をさせる。 

  

 ２ 具体的な取り組み  

  ・７時間授業（週３１単位制）による授業時間確保と少人数制授業（国・数・英）の実施 

  ・基礎学力向上のため週末課題（毎週末に国・数・英の宿題有り）と週明け小テストの実施 

  ・自習スペースの活用と補習の実施 

  ・制服の正しい着用や校内での携帯電話使用禁止等の 

   けじめのある生徒指導 

  ・部活動と生徒会活動の充実（生徒による自主的活動） 

  ・１年次からの計画的な進路ガイダンスの実施  

  ・オーストラリア短期留学（２週間）の実施  

   （姉妹校：プロサパイン高校） 

 

 ３ 成長した生徒からのメッセージ！ 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 多様な 

学習活動 

部活動の充実 
自主的な学校行事の充実 

第一希望を叶える進路指導 
 

国際交流による異文化理解 

輝け！ 

朝西生 

 
 校舎廊下にある自習スペース 
 

 私は指定校推薦での受験を考えていまし

たが、いろいろな方々の勧めで一般受験に

変更しました。やや、受験勉強を始めるの

が遅かった私ですが、模試の結果が悪いか

らといって諦めないで、最後まで続けた人

が勝ちだと思います。最後まで頑張ってく

ださい。 
 

 私はオーストラリア短期留学に参加して、新

しい環境に対応できる力がついたことや、新し

い出会いなど、様々な事柄を経験できました。

最初ホームステイ先に着いてもホストファミリ

ーとあまり会話が弾まなかったりしましたが、

徐々に打ち解けていき、互いの趣味や友人の話

などができるようになりました。 

  女バス！ 
 目指せ関東大会  

朝霞西のマスコット 
しいのき しいちゃん 


