
≪飯能高校の活性化・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)268 

(女)436 
計 704 

ホームページ http://www.hanno-h.spec.ed.jp 

アクセス 
西武線 飯能駅下車徒歩１２分  

JR 八高線 東飯能駅下車徒歩１５分 

教育課程等

の特徴 

ステップアップクラス編成 
１年次 ①１クラス３５人の少人数クラス編成 ②英語で習熟度別少人数授業 

    ③年２回英検全員受検 

２年次 ①英語による習熟度別クラス編成 

     （アドバンストクラス２クラス、スタンダードクラス４クラス） 

    ②数学で習熟度別少人数授業 

３年次 ①進路別クラス編成（進学クラス、一般クラス） 

 

※ 今年度からスタディサプリと Google Classroom を導入。IT 化を進めています。 

活躍が顕著

な部活動 

・ホッケー部  １３年連続インターハイ出場 

        Ｕ－１８日本代表選出 

・チアダンス部 チアダンス選手権大会(全国大会)ジャズ部門高校編成優勝 

・陸上競技部  県大会出場（多数の競技種目） 

・卓球部    １３年連続県大会出場 

・弓道部    県大会出場 

特色ある 

学校行事 

・体育祭は全クラスが「クラス旗」作成。揃いのユニフォームで盛り上がる。 

・学年別球技大会（１、２学期末）を実施。男女が同じ種目を行う。 

・ウォーク 21（１１月）は正丸・吾野間２１キロを歩く。 

（令和２年度は新型コロナウイルス感染症のため、１学期球技大会は中止） 

家庭・地域 

との連携 

・商工会議所・ＰＴＡと連携して就職模擬面接会を開催 

・地域主催のイベント等に多数出演（チアダンス部、吹奏楽部） 

（例年地元小学生を対象にした学習・実技指導や科学実験教室を実施していたが、 

令和２年度は新型コロナウイルス感染症のため中止） 

進

路 

状

況 
四大 ４８人 短大 １８人 専門 ７９人 就職 ４２人 その他 ２９人 

傾

向 

・過去において英検準１級を取得した生徒が、その資格を使って青山学院大学に合格して

います。一昨年は明治大学、２年前は早稲田大学に、それぞれ一般入試で合格しています。 

・高等看護学校合格者が増加しています。 

・就職は埼玉県警、東和銀行、鷺宮製作所等、公務員・優良企業に合格しました。 

（※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＞ 

 授業、学校行事、部活動に積極的に取り組もうとする生徒 

 他人を思いやり、ルールやマナーを守ろうとする生徒 

＜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） 

 

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


部活動

目標を定め、仲間とともに
ハードルを一つずつ乗り越えます

行事
お互いにコミュニケーションを取

りながら、クラスの団結を目指します

それぞれの学力を伸ばし、進路実現を目指す
飯能高校には、さまざまな学力の生徒を伸ばすシステムがあります

ステップ２（２年次） ・・・学力別クラス編成
英語の学力によるクラス編成
（アドバンストクラス２，スタンダードクラス４）

アドバンスト（発展）クラスのうち１クラスは大学進学
希望者を集め、よりレベルの高い授業を実施

数学についても、学力別の少人数授業

ステップ３（３年次） ・・・進路別クラス編成
進路に応じた多様な科目を用意し、進路実現
を目指す

そのシステムとは？→ ステップアップクラス編成 というシステムです

３年後の目標
それぞれの進路に必要な学力と
コミュニケーション力を身につける

１年英語の学力別少人数授業 全員で英検に挑戦（１年）

ステップ１（１年次） ・・・少人数授業
英語は、学力別（３段階）の少人数授業

力のある生徒を伸ばし、つまずいている生徒は基礎を見直す

英語検定を全員が受験
目標を持ち努力することによって、自分の道を切り開く

地域との連携
進む道はそれぞれ異なりま

す。就職希望者に対し、飯能商
工会議所と提携、模擬面接指
導を行います。

外部講師による
進学ガイダンス

進学指導
進学補講や模擬試験の実施、ベネッセ

のファインシステム＆コンパスを活用し、大
学受験に対応します。埼玉大、早稲田大、
明治大、青山大、学習院大、日本大、東洋
大、日本医療科学大 等に合格しています。



様式          ≪飯能高校定時制課程の活性化・特色化方針≫ 
                   （令和３年度～） 

１ 学校基本情報 

課程 定時制課程 学科 普通科 生徒数 
(男)３１ 

(女)１４ 
計４５ 

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

アクセス 西武池袋線飯能駅より徒歩12分、ＪＲ八高線東飯能駅より徒歩15分 

教育課程等

の特徴 

 本校の現状として、小中学校の段階で学習活動に苦手意識を持っている生徒が多くい

ると考えています。そこで、学習面における成功体験を養うために分かる・できる体験

を積み重ねることを重視した、基礎・基本の習得を軸にした教育課程を編成していま

す。各教科で学習サポーターを起用したチームティーチングを行い、きめ細やかな対応

を心がけています。特に中学まででつまずきやすく、かつ他教科への基礎力として重要

である国語科と数学科では、少人数制・習熟度別授業を実施することで、生徒全員に対

し、わかる授業・個に応じた学習指導を行っています。 

活躍が顕著

な部活動 

運動部は軟式野球部、バスケットボール部、陸上競技部があります。令和元年度は

陸上競技部が全国大会出場、バスケットボール部女子が県民総体で３位入賞及び関東

親善交流試合に参加しました。軟式野球部が全国大会予選及び県民総体に合同チーム

で出場しました。文化部はパソコンがあり、ワープロ検定取得などの実績がありま

す。 

特色ある 

学校行事 

本校は生徒の居場所作りと自己肯定感を高める機会として、学校行事の充実にも注力

しています。１学期には新入生と在校生の親睦を深める歓迎会と、生徒会主導で毎年

競技種目を決める体育祭があります。２学期には、映画館での映画観賞会、生徒が各

クラスで映像作品を作成・上映する学芸祭、生徒会主催の遠足、クラス対抗の球技大

会、さらに４年生は修学旅行があります。昨年度は沖縄に行きました。３学期には学

年末テスト後の映画教室などがあります。 

家庭・地域 

との連携 

 生徒の健やかな成長を促すためには、家庭・地域との連携が不可欠であると考え次

のような取り組みを行っています。①面談期間を設け、年５回の三者面談の機会を提

供します。②学芸祭では保護者を招き、生徒制作作品の審査をお願いしています。③

年２回の PTA と連携した下校指導を実施しています。これらの活動を通じて、家庭の

力を教育活動の充実につなげられるよう、計画的に校務運営しています。 

進

路 

状況 四大 １人 短大 ０人 専門 ２人 就職 ３人 その他 ２人 

傾向 
 生徒進路状況として、医療・教育系進学が例年若干名、多くは就職希望ですが、進学希

望者に対しては総合型選抜・推薦入試対応、受験対応指導を個別に実施しています。 

（※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＞ 

  ・働きながら学ぶ目的意識をしっかり持った生徒 

 ・目標に向けて、失敗を恐れず、地道な努力を積み重ねられる生徒 

＜入学者選抜のポイント＞（令和３年度入学者選抜基準より）  

・学力検査と調査書の記録については、学力検査をやや重視して選抜する。 

・面接を実施し、受検生の意欲・関心を積極的に評価します。 

・学習の記録の得点については、学年比率 １：１：１で、全学年の評価を同等に評価します。 

  

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


○生徒の願い 

わかる授業、親身な指導、公平な態度 

○保護者･地域の願い 

 一人ひとりに適した進路指導 

規範意識の育成 

豊かな心の醸成 

信頼される 

人材育成 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆部活動☆ 
 野球、バスケットボール、 

陸上、パソコンなど様々な 

内容にチャレンジ！ 

☆学校行事☆ 
 遠足・体育祭・修学旅行 

球技大会 etc. 大変楽しく 

盛り上がります！ 

埼玉県立飯能高等学校 定時制 ～生徒の成長物語～ 

                                                                
                                                               働きながら学ぶこと

で                                                             を通じた 

                                                               夢の実現を 

 

教 育 目 標 

         １ 心身ともに明朗健康で、人権を尊重し、勤労と責任を重んじる自主・自立の精神に充ちた社会人の育成に努める。 

         ２ 自己実現を目指して、生涯学習社会に対応できる力を身につける。 

１年次 

 生徒の自主性、自律性、社会性の

伸長 

・夜間定時制の環境への順応と中

学校までの既習範囲の確認を目

指します 

２年次 

 基礎・基本の定着と職業研究の

実施 

・学習面では基礎･基本の定着指

導を目指します。 

・卒業後の将来に向けた進路研究

を開始します。 

○職員の願い 
 教育を通じての生徒の自己実現 
の達成 
 社会に貢献できる人材の育成 
  

☆美味しい給食☆ 
 1 食あたり 300 円 

程度で美味しい食事 

が食べられます！ 

基礎・基本の定着 
・つまずきのある生徒への 

特別指導 

・数学習熟度別授業 

・学習サポーターの配置 

 

 

生徒の心の居場所 
・カウンセリングマインドあ

ふれる教育相談 

・担任による面談の充実 

・生徒会を生かした学校行事 

きめ細かい教職員の指導 
・生徒の実態を把握し、全教職

員一丸で指導をします。 

・小規模校ならではのアット

ホームな環境です。 

 

規範意識と進路意識の向上 
・厳しさの中にチャンスを与え

る 

生活指導 

・就労指導による職業観の育成 

・一人ひとりに対応した進路指

導 

保護者、地域との連携 
・学校行事への参加促進 

・保護者面談,教育相談の充実 

・中学校へ定時制の実態周知 

・校外巡回,苦情への迅速対応 

目 指 す 学 校 像 

生徒一人ひとりの個性を伸ばし、社会で自

立できる力を育てる定時制高校 

本
校
の 

４
年
間
の
指
導 

３年次 

 発展的学習の実施と進路個別

指導の開始 

・基礎力を踏まえた発展的学習指

導の実施と各自の進路に向け

た個別の進路指導を開始しま

す。 

４年次 

 卒業へ向けた教科学力の定着

と就職・進学指導の推進 

・高校卒業程度にふさわしい教科

学力の定着を目指すと共に、将

来の夢実現に結びつく進学・就

職指導を実施します。 



            ≪飯能南高校の活性化・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・普通科スポーツコース 生徒数 
(男)298 

(女)156 
計 454 

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

アクセス 
・西武池袋線元加治駅から徒歩２２分 

・西武池袋線飯能駅、ＪＲ東飯能駅から徒歩２６分 

教育課程等

の特徴 

・本校の校訓は「礼儀・誠実・協力」、合言葉は「元気 No.1 スクール飯南」 

・生徒の爽やかなあいさつと先生方の熱心な指導が自慢です 

・スポーツコースは体育の専門科目１５単位を履修、生涯スポーツ社会で役に立つ科目 

 も学習 

・スポーツコースは地域大学と連携し、大学のスポーツに関連する講座を受講 

・１年生は、少人数学級編制できめ細かい学習指導《３０名程度×６クラス》 

・３年生は、生徒それぞれの進路に合わせた選択科目を設定  

・県教育委員会事業「就職支援アドバイザー」による細やかな進路相談の実施 

・冷暖房完備の教室 

 

 

 

 

 

 

 

活躍が顕著

な部活動 

・男子ホッケー部は１５年連続インターハイ出場（平成１７年度から令和元年度） 

・陸上部は関東大会へ３年連続で出場（平成２９から令和元年度） 

・くじけない心と身体をつくる部活動 

・広々とした運動施設、充実の施設・設備 

特色ある 

学校行事 

・地元飯能吾野渓谷での自然体験活動（１年） 

・沖縄県への体験型修学旅行（２年）  

・スポーツコースは、１年生でスキー・スノーボード実習、３年生でゴルフ実習を実施 

家庭・地域 

との連携 

・保護者、教職員、生徒による校内花植え ・ＰＴＡと協力して、元加治駅で駐輪指導 

・地元の２つの小学校とのスポーツ交流（陸上部） 

・地元保育所でのふれあい体験活動 

・地元公民館事業「書き初め教室」 

・子ども食堂に、ボランティアとして参加 

進

路 

状況 四大 ２０人 短大 １１人 専門 ３３人 就職 １１６人 その他 ４人 

傾向 

・スポーツ推薦で有名私立大学に複数人合格、指定校推薦による進学が多い 

・大学・短大指定校推薦枠 ５６大学、計２００人超 

・就職希望者が多く、主な就職先は飯能信用金庫、プリンスホテル、ロッテ、日本郵便等 
（※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＞ 

・明確な目的意識をもって入学し、自分の夢に一歩ずつ進もうと努力を怠らない生徒 

・基本的生活習慣が身に付いており、学校のルールをしっかり守ることができる生徒 

・スポーツコースは、３年間運動部を続けられる生徒 

＜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） 

  

（修学旅行） （授業風景） （学校紹介動画ＱＲコード） 

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


３ 育成方針（埼玉県立飯能南高等学校 ～生徒の成長物語～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「元気 No.１スクール」 県立飯能南高校 ～生徒の成長物語～ 

本校の 

特 色 

◇元気な生徒・・・・元気なあいさつの声が校内にあふれる、さわやかな校風 
◇活発な部活動・・・くじけない心と健康な身体をつくる充実した運動部活動 
◇スポーツコース・・生涯スポーツ社会をリードする人材、支える人材の育成 

行 事 

□１年吾野渓谷で自然体験

活動を実施。 

□２年修学旅行の沖縄は

平和学習とマリン体験。 

□文化祭（真輝祭）はアット

ホームな雰囲気が好評。 

□１，２学期末の 

 球技大会では 

 女子フットサル 

 も種目に。 

 

部活動 
□ホッケー部（男子）はインタ

ーハイ 15 年連続出場。 

□陸上競技部は 3 年連続関

東大会出場。 

□伝統あるサッカー部、野球

部 、 バ レ ー ボ ー ル 部 （ 女

子）、バスケットボール部

（男子）、卓球部、柔道部、

ソフトテニス部、ソフトボー

ル部等が県大会に出場。 

□ナイター施設・ 

 専用練習用グラ 

 ウンドを完備 

□進学希望者…大学・短大・

専門学校とも指定校推薦を

有効に活用。部活動で実

績のある人はスポーツ推

薦で有名私立大学へ。 

□就職希望者…親身な就職

相談、外部支援者の手厚

いサポート、地元企業から

の高評価で内定率 100％。 

□最上級生として文化祭や体

育祭など学校行事で大活

躍、「礼儀・誠実・協力」の

精神に磨きがかかります。 

３年生 

スポーツコース 
□スポーツコース独自の進

路ガイダンスを実施。 

□生涯スポーツ社会をリー

ドする人、支える人材を

育成。（幼児体育指導者

検定４・５級の取得が可

能） 

□体育に関する専門科目

15 単位。学校設定科目

「スポーツ文化」を設置。

スキー・スノーボード実習

やゴルフ実習など特色あ

る教育活動。 

□普通科３学級、スポーツコ

ース 1 学級に編成。 

□修学旅行では、関連する教

科の授業も含めて事前学

習を行い、感動と思い出あ

ふれる行事となります。 

□卒業生懇談会や進路見学

会を行うことで、進路意識

が高まっていきます。 

□中堅学年として部活動や学

校行事に積極的に励み、

飯南生らしさが磨かれま

す。 

２年生 

１年生 

□普通科４学級、スポーツコー

ス２学級の少人数編成。キ

メ細かい学習指導で中学校

の学び直しができます。 

□「校訓」に基づく生活指導と

部活動指導で張りのある学

校生活を送ります。あいさつ

ができ、時間の守れる人に

成長していきます。 

□自然体験活動を通して豊か

な心の交流をします。 

□自己発見調査や進路講演

会などで早くからキャリア学

習をします。 

飯能南高校は､あなたの可能性を伸ばし人間力を育てます 

地域との連携 
□加治小学校・加治東小学校との

交流（陸上部） 

□地元保育所と連携した保育実習 

□駿河台大学との連携 

□加治東公民館事業 

 への協力（夏休み宿 

 題レスキュー隊等） 

□地域の子ども食堂へボランティ

ア参加 

本校の教職員 
□若い先生が多く、学校全体に活

気があります。 

□親身になってとことん生徒に関

わろうとする、面倒見のよい先

生がそろっています。 

  
  

◆就職内定率 100％、卒業時の

進路決定状況 100％を達成。 

◆次に掲げる人物像のうち、「２つ

以上達成」した生徒８割以上。 

□社会人として必要な基礎的基

本的学力とモラルを身に付けた

人 

□いつでもどこでも他人としっかり

向き合ってあいさつができる礼

儀正しい人 

□学校でも職場でも、地域の中で

もお互いに協力し合える思いや

りのある人 

□どんな場所でもどんな場面でも

本校の３年後の目標 

 校訓 

・礼儀 

・誠実 

・協力   

 

            を身に付 

 け た 人 

 校訓を生かした教育活動が、学校生活を充実

させ、生徒の人間力を育て、希望進路の実現へ

と導きます。 


