
 

≪岩槻高校の活性化・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 

国際文化科 
生徒数 

(男)397 

(女)547 
計 944 

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

アクセス 
東武アーバンパークライン岩槻駅から徒歩２０分、 

岩槻駅からバス岩槻高校入口下車徒歩３分 

教育課程等

の特徴 

・「普通科」 

基礎基本に重点を置き、バランスのとれた人間形成を図る。 

２年より緩やかなコース制、３年で理系・文系に分かれる。 

 

・「国際文化科」 

高度な語学力(読む･書く･聞く･話す)が身につく授業を展開。国際交流を通して 

自己発信能力と他者受容能力を身につけ、国際社会に貢献できる人材を育成する。 

活躍が顕著

な部活動 

・テニス部(H25,H26,H28,H29,H30 関東公立高校大会出場） 

・陸上部(H28 関東新人大会出場) 

・吹奏楽部（吹奏楽コンクール・マーチング西関東大会出場） 

・音楽部(埼玉県合唱コンクール銅賞、埼玉ヴォーカルアンサンブルコンテスト銅

賞) 

・書道部(全国高文連総合文化祭 H26,H27,H28 出品） 

特色ある 

学校行事 

・海外授業体験学習…オーストラリアホームステイ、７泊８日・８月実施、希望者 

・体育祭…８色の縦割り団編成による対抗戦、応援パフォーマンス、５月実施 

・国際文化科行事…イングリッシュサマーキャンプ（１泊２日・７月実施）、 

         異文化理解セミナー（各学期）、歌舞伎教室（６月）、等 

家庭・地域 

との連携 

・小高交流事業（９月、区内３小学校で学習体験） 

・地域主催行事「岩槻まつり」・「ふれあいフェスタ」等の参加 

・地域清掃活動、自治会主催避難訓練参加、実演会・演奏会、ボランティア活動等 

進

路 

状

況 
四大 

１６８

人 
短大 ３５人 専門 ８７人 就職 ９人 その他 １１人 

傾

向 

３年次は、概ね文系８割・理系２割を生徒は選択する。毎年約９割の生徒が４年制大

学・短期大学・専門学校等へ進学する。進学者のうち、一般受験による合格者数は比較

的少なく、指定校推薦・公募推薦・自己推薦・ＡＯ入試などの制度を用いている。 

（※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＞ 

・確かな学力を身につける意欲が高く、規律ある生活態度を備えた生徒 

・豊かな国際感覚を身につけ、社会に貢献できる人材を目指す生徒 

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


３ 育成方針（埼玉県立岩槻高校 ～生徒の成長物語～） 

 

 



≪岩槻商業高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 
商 業 科 ２クラス 

情報処理科 ２クラス 
生徒数 

(男) ２７２ 

(女) ２２６ 
計４９８ 

ホームページ https://iwatsuki-ch.spec.ed.jp/ 

アクセス 
東武アーバンパークライン岩槻駅（東口）より徒歩１５分 

国際興業バス（岩槻駅～東川口駅（北口））仲町一丁目バス停より徒歩１０分 

教育課程等

の特徴 

・商業科目（簿記、情報処理など）を３年間で３１時間から３３時間学習します。 

・商業科では、経済の仕組みやビジネスの基本的な知識を広く学びます。 

・情報処理科では、コンピュータの知識や技術をパソコンの実習を通して学びます。 

・確かな専門性と良識を持った職業人を育てます。 

・１年の数学・英語は、少人数授業できめ細かい教科指導を行います。 

・多様な進路実現のために、３年では興味・関心に合わせて授業を選択します。 

活躍が顕著

な部活動 

・女子ソフトテニス部（インターハイ出場） 

・弓道部（男女ともにインターハイ出場） 

・陸上競技部（関東大会出場） 

・バレーボール部（優秀選手） 

・コンピュータ部（情報処理競技大会上位入賞） 

・書道部（各種展覧会入賞、全国高等学校総合文化祭作品出品） 

特色ある 

学校行事 

・１学期：遠足、体育祭 

・２学期：岩商祭（文化祭）、マラソン大会、芸術鑑賞会、修学旅行（２年生）、 

     球技大会 

・３学期：課題研究発表会、インターンシップ（２年生）、送別会 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談を年１回実施 

・インターンシップを実施（２年生全員） 

・小学校との交流事業、中学校への学校説明 

・商業科目「課題研究」等での地域企業との連携 

・通学路清掃、岩槻まつり、鷹狩り行列、岩槻やまぶきまつり等の地域貢献 

進

路 

状

況 
四大 ２２人 短大 ６人 専門 ５０人 就職 １０１人 

その他の 

卒業者 
３人 

傾

向 

卒業生の約半数が就職しています。就職内定率１００％を続けています。 

大学・短大へは全商推薦、指定校推薦、資格優遇推薦などによって、現役で進学してい

ます。 

（※児童生徒数：R2.5.1 現在、進路は R2.3 卒業生の実績値） 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 

・真面目にコツコツと学習できる生徒 

・中学校で、生徒会活動や部活動に積極的に取り組んだ生徒 

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


    埼玉県立岩槻商業高等学校 ～生徒の成長物語～ 
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｢未来の職業人人材

育成事業｣推進校 

・商品開発・販売 

・地元伝統工芸継承 

・スキルアップ講座 

・キャリア教育 

確かな専門性と良識を持った職業人を地域とともに育む 

目指す学校像 

○ 普通科目は学び直しで 

  基礎学力を伸ばします。 

○ 商業の検定試験３級 

  ３種目以上の取得率 

  １００％を目指します。 

○ 地域交流を通した 

  人間育成を行います。 

○ 進路実現の礎のため 

  検定試験は上位級を 

  目指します。 

  （情報処理国家試験・各種１級） 

○ インターンシップで 

  全員が正社員として 

  働くことを学び、 

  キャリア教育を充実 

  させます。 

○ 商品開発や地場産業を学び、 

  マネジメント力の育成をします。 

○ きめ細かい指導で進路決定率 

  １００％を実現します。 

進学 ･･･ 資格取得が出願条件の 

     推薦制度を活用した進学 

就職 ･･･ 伝統校の強みを生かした 

     企業内定率１００％ 

１学年 

２学年 

３学年 

○ 高校３年間及び卒業後を見通した 

 体系的な進路指導・キャリア教育の実施 
・大学や専門学校等の進路見学会の実施 

・生徒の表現力向上を目的とした学習指導の実施 

・高大接続改革に関する情報提供と進学希望者に 

 対する受験指導（個別相談、小論文や面接指導） 

・公務員講座の実施 

○ インターンシップの実施（２年生全員） 
・「総合的な探究の時間」から５日間の「就業体験」

までの計画的な実施 

○ 進路説明会・講演会の充実 

○ 就職支援アドバイザーの活用 
・「就職支援アドバイザー派遣事業」実施校 

○ 地元企業等との連携 
・人事担当者による面接指導 

○ 県就職支援事業への積極的な参加 
・高校３年生に対する就職ガイダンス 

・高校生対象合同企業説明会 

・就職支援セミナー 

進路希望の多様化の推進 

・実習・体験の充実、授業の工夫・改善 

・組織的・体系的な教科指導計画 

・組織的・計画的な生徒一人一人に対応した補習 

・少人数による学習指導（１学年の数学・英語） 

・外部テスト、ドリルの活用 ・朝読書の励行 

学力向上の 

取組 

○ 近隣小学校との交流事業 

○ 地域貢献・連携事業の推進 
・地域イベントへの積極的な参加 

 （岩槻まつり、鷹狩り行列、やまぶきまつり） 

・県防災拠点校としての合同避難訓練への協力 

○ 近隣地域美化の推進（通学路清掃等） 

○ 県立学校等公開講座の実施（夏季・冬季） 

地域連携・開かれた学校づくり 



≪岩槻北陵高校の活性化・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)251 

(女)182 
計 433 

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

アクセス 東武アーバンパークライン豊春駅より 徒歩 18 分 

教育課程等

の特徴 

・少人数学級編制、1 学級 30 名前後で細かな指導、さらに英・数で習熟度別授業を展

開 

・バランスの良い教育課程で、英・数・国・理・社・体育・芸術を 3年間継続学習 

・「学び直し」でつまずき解消。英・数・国は特別な教材を使用、基礎を固めます 

・3 年次の大学進学・就職希望 2 つのコースの設定で、一人ひとりに応じた進路保証 

活躍が顕著

な部活動 

・剣道部 学校総合体育大会兼全国高等学校剣道大会県予選会個人ベスト８ 

・書道部 ふれあい書道展特選 

     さいたま市小・中・高等学校書きぞめ展覧会優良賞 

特色ある 

学校行事 

・アドベンチャープログラム（１年）で、クラス学年での人間関係づくりをサポートし

ます。 

・民泊体験修学旅行（2年）で、人々との交流や体験を通して人間性を磨きます。 

・体育祭（5 月）、文化祭（9 月）など、学年の枠を超えた色別「団対抗」で競い合い、

人間関係を深めます。 

家庭・地域 

との連携 

・PTA 主催の「花いっぱい運動」や「あいさつ運動」に生徒も参加。 

・「岩槻まつり」にボランティアとして参加。運営の補助等を行い地元に貢献。 

・「岩槻区避難場所運営訓練」、「慈恩寺地区防災訓練」で本校が会場となり、生徒、教職

員が運営に参加し地域の人々との交流を図る。 

進

路 

状況 四大 １４人 短大 ２人 専門 ３０人 就職 ８０人 その他 ２７人 

傾向 

・進路決定率 82％ 

・主な進学先：亜細亜大学、城西大学、聖学院大学、目白大学、流通経済大学等 

・主な就職先：(医) 慈生会丸山記念総合病院、伊藤製パン㈱、㈱セキ薬品、㈱文明堂東

京等 
（※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＞ 

岩槻北陵高校で「学びたい！」という気持ちが強い生徒 

＜入学者選抜基準＞  

埼玉県教育委員会ＨＰをご覧ください。 

 

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


３ 育成方針（生徒の成長物語） 

 

県立岩槻北陵高校 ～生徒の成長物語～ 
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本校の特色 

本校の授業 ・・・ 少人数・習熟度別の授業展開、「学び直し」（「英・数・国」の３教科は特別な教材を使用） 

行事  ・・・ 地域の多様な人材と連携による高校生自立支援事業（地域若者サポートステーションとの連携による講演会の実

施）修学旅行（民泊体験を中心に 3 泊 4 日で実施） 

進路指導 ・・・ 分野別説明会・学校企業説明会・面接指導・進学補習をタイムリーに実施 

2年生 

1年生 

行 事 

本校の 3 年後の目標 

体育祭・文化祭 

学年の枠を超えた６つ

の「団」を作り、互いに

競い合いながら団の結

束を高めます。 
その他さまざまな教育

活動を１年間通して団

の成績となります。 

１．明るい挨拶と身だしなみ 

明るい挨拶と身だしなみから、校訓

「剛健進取」の精神を育てます。 
２．「５つの力」を育てます 

学ぶ力・継続する力・考える力・ 
挑戦する力・耐える力を少人数・習熟

度別クラス編成や進路別の教育課程

で、３年後の夢実現を目指します。 
３．折れない強い心を育てます 

県教委から委託を受け実施してい

る「自立支援事業」などを通して自己

有用感、自己肯定感を高められる学校

生活を用意しています。 

「生徒も教員も、たくましくすこやかで、自ら進んで事をなす」 

少人数・習熟度別クラス編成 
 少人数・習熟度別クラス編成に加

え、文系、理系、実技系別に選択科目

を設定、個々の適性と将来の希望に対

応します。 
修学旅行 
 民泊体験を中心とした修学旅行を 

実施。普段の授業とは違う活動・ 

体験をします。 

大学進学希望者 
 アドバンスコース（A）に進みます。

文系・理系の受験科目に対応する選択

科目を設定しています。公務員希望者

もこのコースに進みます。 
就職希望者 
 スタンダードコース（S）に進みます。就

職を意識した授業展開で、資格取得 

   を目指します。 

学び直し 
「英・数・国」の３教科について、小

学校、中学校でつまずきがあっても、

本校独自教材を使い基礎から徹底指

導します。 
習熟度別クラス編成 

数学は 、2 クラスを 3 つ、英語は１クラ

スを２つに習熟度別展開。 

3年生 

体育祭・文化祭 

学年の枠を超えた６つ

の「団」を作り、互いに

競い合いながら団の結

束を高めます。 
その他さまざまな教育

活動を１年間通して団

の成績となります。 

熱意に満ちた教職員 

行 事 

一人ひとりの生徒を大切にした教育活動を

行っています。「学び直す勇気を持つ人」、 
「新しい自分を発見したい人」を心からお

待ちしています。 

修学旅行 

ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ
活動 


