
≪川口高校の活性化・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)480 

(女)486 
計 966 

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

アクセス 埼玉高速鉄道 新井宿駅下車１番出口より徒歩 10分   鳩ヶ谷駅下車 徒歩 12 分 

教育課程等

の特徴 

・１年次には基礎学力の育成のため数学、英語、国語を５単位配置。  
・１年次は、数学Ⅰと数学Ａを１クラス２展開、コミュニケーション英語Ⅰを２クラ 

 ス３展開、２年次ではコミュニケーション英語Ⅱ（３単位分）で２クラス３展開を 

 実施。  
・早期から進路希望に向け、２年次から理系・文系に分かれる。  
・３年次では理系Ａ、理系Ｂ、文系の３系統に分かれ、すべての進路に対応する。  
・全学年体育３単位配置、内１単位は 24 分間の持久走を実施、集中力・体力を強化。 

・学校生活の集中力アップを図るための朝自習と朝読書の実施。  

活躍が顕著

な部活動 

・ウエイトリフティング部 

全国高校総体：55kg 級 C＆ジャーク第１位 ／全国高校選抜大会：トータル２位 

・野球部 第１００回全国高校野球選手権記念南埼玉大会 準優勝 
・ラグビー部 全国高等学校７人制ラグビーフットボール大会埼玉県予選：ベスト８ 
・柔道部 高校総体県予選：男子団体ベスト８・男子個人 73kg 級３位 

・書道部 第１５回安芸全国書展高校生大会：文部科学大臣賞   

         第２７回全国書道展全国教育書道展：文部科学大臣賞 

・吹奏楽部 埼玉県吹奏楽コンクールＢの部県大会（銀賞) 

・フォークソング同好会 全国高校総合文化祭出場  
 その他の運動部も県大会等に多数出場 

特色ある 

学校行事 

・体育祭（６月）学年の枠を超えて、色別団対抗の運動の祭典。  
・諏訪山祭（９月）クラス・文化部の発表、販売・模擬店など文化の祭典。  
・長崎県での３泊４日の民泊修学旅行（２年）。 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談を６月に実施   ・ＰＴＡ主催の大学見学会など  
・書道部「川高書展」、川口駅前キュポ・ラ広場で作品展示とパフォーマンスを実施 

進

路 

状

況 
四大  231 人 短大 20 人 専門  80 人 就職  7 人 

その他の 

卒業者 
22 人 

傾

向 

・約７割が大学・短期大学に進学する。 
・生徒の学力が向上し、難関大学に現役で合格するようになった。 

（※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＞ 

１ 学習意欲が高く、具体的な目的意識を持って上級学校への進学を考えている生徒  
２ 文化・芸術・体育的活動の分野で、優れた適性・能力や実績を持つ生徒  
３ 生徒会活動や学級活動などの分野で実績があり、リーダーシップの発揮できる生徒  
４ ボランティア活動の体験を生かし、これからも地域社会や国際社会に貢献をしようという意欲 

  と行動力を持つ生徒 

＜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） 

 

https://kawaguchi-h.spec.ed.jp/


 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重点目標３ 地域、家庭、中学校と連携し、伝統を
受け継ぎつつ躍進する開かれた学校づくりを目指
す。 
・情報発信の工夫・改善による、川高ファンの育成 

・学校評価懇話会での双方向の意見交換と情報提供 

・年間２回の生徒・保護者のアンケート 

・部活動等による地域や中学生・保護者との交流 

【目指す学校像】生徒の可能性を追求し、進路を実現する力と人間力を高める学校 

 

生徒の可能性の追求 
 

 

・学年毎・教科毎の週末課題と確認テスト 

・チーム川高賞の創設による学習意欲の喚起 

・朝読書、朝自習の実施 

・研究授業や公開授業週間の授業参観と教科会 

・校外の授業力向上研修参加と校内の授業改善研修会 

・模試等のデータを活用した生徒の弱点分析 

・「上級学校体験授業」等の進路行事 

・「スタディサポート」や模試等の実施 

・大学訪問やオープンキャンパスの参加とレポート提出 

・平日や長期休業中の進学補講・小論文指導・個別指導 

・保護者向けの説明会・進路講演会 

重点目標２ 部活動・学校行事を通して、協同し
ながら高い志を持って挑戦する強い心と自ら考
えて行動する習慣を養う。 
・部活動の取組み姿勢の改善及びスキルアップの追求 

・生徒が主体的に活動する学校行事 

・挨拶、登校・整容指導と昼休みの生徒指導 

・生徒会・委員会と連携した制服の着こなし指導 

・自転車乗車指導による交通安全意識の育成 

育成方針  埼玉県立川口高等学校～生徒の成長物語～ 
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校訓 「高く正し」 

    ２年次 

○ 進路目標の研究 

○ 理系文系に別れ、進路目 

   標に向けた学力の育成 

  ３年次   ○ 進路最終目標の設定  ○ 理系Ａ、理系Ｂ、文系に分かれ、進路目標の実現に必要な力を育成 

                           ○ 自らの可能性を最大限に追求 

※ 全体のデザインは旧制川口中学校校旗より 

重点目標１ 高い志と目標を持って、主体的に勉学に取り組む姿勢を育成し学力の向上を図る。 

１年次 

○ 自分自身の適性を探り、 

   文理選択を実施 

○ 英数国を中心に、基礎    

   学力の育成・定着 

◇授業の充実と家庭学習の確立 生徒の進路実現にむけた授業の実施と家庭学習２時間の励行 

◇進学実績の向上       国公立大学・私立上位校の合格と私立中堅校合格者数の増加 

◇部活動の更なる活躍     全国大会・全国展、関東大会への出場、県大会・県展上位での活躍 

 



≪埼玉県立川口北高校の活性化・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)608 

(女)466 
計 1074 

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

アクセス ＪＲ東浦和駅徒歩１６分 

教育課程等

の特徴 

・大学の先まで見据えた教養主義に基づく、広い知識と教養を身に付けられる教育課

程。 

 そのため１，２年次までは文理分けせず、共通カリキュラム 

・２学期制、５５分授業、土曜授業（隔週）等のよる学習時間の確保  

活躍が顕著

な部活動 

・【男子バスケットボール部】H24～28,30 関東大会出場、H27 インターハイ出場 

・【男子ハンドボール部】H26,28,29 関東大会出場、H26 全国選抜出場 

・【陸上競技部】H26,28,R1 関東大会出場、H26 インターハイ出場 

・【弓道部】H26,29,R1 関東大会出場 

・【かるた部】H28,29,R1 関東大会出場       

・【囲碁・将棋部】H28,30 全国大会出場 

・【書道部】H28,29,30,R1 書の甲子園出場 

・【美術部】H29,30,R1 全日本学生美術展入賞 

・県大会入賞多数 

特色ある 

学校行事 

・３年ＨＲ（勉強）合宿 

・１年林間学校 

・１年かるた大会 

・豪州姉妹校との交流 

・教養講演会、リベラルゼミ 

・ビブリオバトル  

・小・中学校へ学習ボランティア訪問 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談を年２回実施  

・部活動が地域の活動に参加（生徒会、吹奏楽部、書道部、水泳部等） 

進

路 

状

況 
四大 323 人 短大 2 人 専門  5 人 就職 0 人 その他 56 人 

傾

向 

・国公立大学現役合格者５６名、早慶上理１０名、ＧＭＡＲＣＨ９８名等  

・早朝や放課後の補講、長期休業中の補講、国公立大学や難関大学希望者対象のセミナ

ー、年６回の面談、年４回の受験校検討会など、充実した進路指導 

（※生徒数：R2.5.1 現在、進路は R2.3 月卒業生の実績） 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 

  様々なことに興味関心を持ち、何事にも挑戦する意欲をもった生徒 

 

＜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.kawaguchikita-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） 

・知性と教養あふれる  

 生徒  

・学業及び心身の鍛錬に 

 努める生徒  

・ともに高め合い互いを 

 敬う心を有する生徒  

・日本及び国際社会に貢 

 献できる生徒 

・第１希望の進路実現 

進路希望の実現 
・キャリアブックを用いた 
 キャリア教育 
・万全のサポート体制 
 二者面談、三者面談、 
 校長面談 
 
 

自ら行動、挑戦する 

・ＨＲ（勉強）合宿 

・難関大セミナー 

・部活動の集大成 

 

 

 

 

 

視野を広げる 

・行事・部活動の中心に 

・修学旅行 

・大学出張 

 講座 

 

 

 

 

 

 

3 年 

教養主義 
・バランスのとれた教育 
 課程 
・教養主義に基づく授業 
・読書教育の充実 
・リベラルゼミの実施 

グローバル人材の育成 
・フランクストン 
 校との交流 
・国際ロータリークラブ 
 交換留学 
・ハーバード大学研修 
 （県の事業を活用） 

高いレベルでの文武両道 
・充実した部活動 
・強い意志、体力、コミュ 
 ニケーション力の育成 

凡事徹底 
・明るく爽やかな挨拶 
・気持ちの良い返事 
・清潔感あふれる服装 
・マナー・ルールの遵守 

学力の向上 
・５５分授業  
・アクティブラーニング 
・土曜授業（隔週） 
・黄金サイクル（予習→ 
 授業→復習）の確立  
・自学自習の習慣化 
 （積極的な動画配信） 

自己と向き合う 

・当たり前のことを   

 徹底的に 

・自学自習 

・林間学校 

 

 

 

 

 

川北生になる 

大きな志を持つ 

人を思いやる心 

協調性 

共に頑張る仲間づくり 

1 年 

3 年後の目標 

川北を支える 

川北の「顔」としての 

プライドを持つ 

志を育む 

日本の歴史と文化を学ぶ 

自主自立の精神 

豊かな人間関係 

志の実現 

心技体の充実 

他者の尊重 

仲間との強い絆 

2年 



≪川口工業高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 機械科・電気科・情報通信科 生徒数 
(男)546 

(女) 79 
計 625 

ホームページ http://www.kawaguchi-th.spec.ed.jp/ 

アクセス 

ＪＲ京浜東北線 西川口駅東口徒歩 17 分 蕨駅東口徒歩 20 分 

西川口駅東口よりバス利用（国際興業バス） 

①番ポール 新井宿駅・東浦和駅行き・網代橋循環「六円橋」下車徒歩 4 分 

⑤番ポール 上青木循環イオンモール先回り「川口工業高校入口」下車徒歩 3 分 

教育課程等

の特徴 

本校では、学力向上、進路指導、生活指導等のあらゆる面で地域と連携し、自らの将

来像を明確にさせ生徒一人一人の自己実現をサポートします。 

１年生では、国語・数学・英語の授業において１クラスを２つに分けて少人数で授業

を展開しています。 

また、情報通信科では３年次に通信類型とネットワーク類型から選択をする類型別選

択をしています。 

活躍が顕著

な部活動 

機械研究部が埼玉県エコカーコンテストで３年連続総合優勝、全国大会では優勝 1 回 

 令和元年度は全国大会４度目の３位と毎年好成績を上げています。 

弱電部が平成２３・２５・２９年キャリアロボット部門で全国大会に出場しています。  

バスケットボール部が平成３０年度インターハイ予選から３大会連続で県大会出場、柔道

部が埼玉県高等学校柔道新人戦ベスト 16、陸上部が令和元年度に８種目で県大会出場、円

盤投げや三段跳び等３種目で入賞を果たした。他の部活動も活気があります。また、掃除

部が校内の美化を担当しタイルの修繕や天井、壁の塗装などを行っています。 

 

特色ある 

学校行事 

夏の公開講座（かわこうざ）を実施しています。工業科の先生だけではなく、普通科の先

生もイベントに参加し色々な講座を開講しています。 

文化祭では工業高校の特色を生かして、ものづくりの体験など生徒が主体となった催しが

たくさんあります。 

家庭・地域 

との連携 

夏の公開講座（かわこうざ）を地元の小学生から一般の方まで幅広く実施しものづくりの

楽しさを体験していただいています。 

２年生全員が１１月に川口市内の企業をはじめ、多くの専門企業の協力を得て、企業にお

いて就業体験を実施しています。 

進

路 

状

況 
四大 １３人 短大 １人 専門 ２４人 就職 １３０人 その他 ８人 

傾

向 

就職に関しては、誰もが名前を知っている全国区の大手企業から地元の企業まで非常に多く

の求人をいただきます。製造や建設といった分野での求人が多く、就職状況は非常に恵まれ

ており、学校紹介での就職率は 100％です。川口市内の企業への就職が多く、全体の 30％か

ら 40％を占めます。進学については多くの生徒が指定校推薦やＡＯ入試等を利用して進学し

ています。令和元年度では、大学では 52 校 200 名以上、専門学校では 70 校以上の指定校推

薦がありました。 
（※生徒数：R2.5.1 現在、進路は令和 2 年 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）誠実で礼儀正しく、学校の規則を守ることができる。 
（２）創造力が豊かで、工業について学ぶ意志が強い。 
（３）勤労で学習活動、部活動、学校行事に積極的に参加する 

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


川口工業高校は､就職も進学も選択できるハイパフォーマンスな学校です。川口工業高校は､就職も進学も選択できるハイパフォーマンスな学校です。

■機械科 私たちの生活を支える自動車や飛行機などあらゆる製品をつくるための「ものづくり」の基礎を学びます。

■電気科 家電から自動車まで電気の無い生活は考えられません。電気におけるエネルギーと制御について学びます。

■情報通信科 現在の情報社会における様々な情報通信や画像、映像などのデジタル情報を扱うIT技術について学びます。

県立川口工業高校 ～生徒の成長物語～

１年生

２年生

３年生

本校の
特 色
本校の
特 色

・働くための基本的な生活習慣を
確立する。

・基礎学力の向上と専門分野に関す
る興味関心を深める。
・学びの基礎診断
・コミュニケーション力の育成
・アドベンチャー教育

育成方針

行 事 部活動

体験学習・地域連携

・仕事への興味と適性を測り、
自己理解を深める。

・職業体験（企業）
インターンシップ

・地域との連携
・修学旅行

生徒会を中心に自主的な活動をしており
「あおぎり運動」（あいさつ・思いやり
・行事に積極的に参加・良識）をはじめ
、体育祭など１年間を通して学校生活に
欠かせない行事がたくさん
用意されています。
川工祭（文化祭）では
工業高校ならではの催
しがたくさんあります。

野球、バスケットボール、サッカー、陸上競
技、バレーボール、柔道、水泳、バドミント
ン、卓球、自転車、山岳、硬式テニス、弱電
機械研究、コンピュータ、科学、剣道、

ハンドボール、掃除、漫画創作研究、軽音楽

放送、女子テニス,電気研究、ボランティア

ボウリング、空手道など

部活動が盛んです。

工場見学
（彩の国魅力発信事業）
夏の公開講座
２年：インター

ンシップ
３年：進路の日

生徒に応じた進路指導

「就職と進学」

一人一人の個性と適性に応じた
進路指導を行っています。就職は
もちろん進学にも高い実績を上げ
ています。

本校卒業生の進路（R元年度)

川工イメージキャラクター
かわリス君

地 地学 就
～地域全体が学びの場～
基本理念：「地学地就」 地域密着型工業高校
■地学とは

①地域全体を学びの場とする
②地域の教育力を生かす

■地就とは

①地域のものづくり人材を育てる
②地域に就職する

・時間厳守の徹底とマナー指導を
通じて進路実現を計る。

・社会人としての素養を身につけ、
自身の責任と能力で解決できるよ
う支援する。
・就職活動、企業研究、学校研究

機械科 電気科 情報通信科

学 科 就 職 大 学 専門学校 その他 計

機 械 科 44 ６ 10 ４ 64

電 気 科 37 ２ ７ 1 47

情報通信科 49 6 ８ ３ 65

合 計(名) 130 14 24 ８ 176

割 合(％) 74.0 8.0 13.6 4.4 100

昨年度(％) 75.6 5.0 18.9 0.5 100

本校の３年後の目標

・進路希望100%実現
・旋盤技能検定3級
・第2種電気工事士
・第3種電気主任技術者
・情報配線施工技能士
・第2級陸上特殊無線技士
・工事担任者DD3種
・危険物取扱者乙種4類

川口市の地場産業である
鋳造の実習ができます。

機械科は、地域の産業に
貢献できる人材を育ててい
ます。

卒業後３年間の実務経験で
第３種電気主任技術者の資
格が取得できます。電気工
事、保守・点検に従事できる
人材を育てています。

情報通信技術の学習を通
じて、社会に出る前に必要
なことを、前向きに学べる
生徒を育てています。



≪埼玉県立川口工業高等学校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 
単位制による

定時制の課程 
学科 工業技術科 生徒数 

(男)７２ 

(女) ４ 
計７６ 

ホームページ https://www.kawaguchi-th.spec.ed.jp/ 

アクセス 

ＪＲ京浜東北線 西川口駅東口徒歩 17分 蕨駅東口徒歩 20分 

西川口駅東口よりバス利用の場合（国際興業バス） 

①番乗場 新井宿・東浦和駅行き・網代橋循環「六円橋」下車徒歩４分 

⑤番乗場 上青木循環イオンモール先回り「川口工業高校入口」下車徒歩３分  

教育課程等

の特徴 

 本校は、夜間開講の「単位制による定時制の課程」の工業高校です。 

・各科目の授業を履修し、単位を修得します。その単位の合計が７４単位以上になっ

た場合に卒業が認定されます。 

・本校「工業技術科」は、「機械」と「電気」について実習を交えながら、幅広く学

ぶ学科です。 

活躍が顕著

な部活動 

 定通全国大会に出場した柔道部をはじめ、７つの部・同好会が活動しています。 

 夜間定時制高校ですので、放課後の約１時間程度活動しています。現在、活動し

ている部・同好会は次のとおりです。 

 ○運動部 ： 柔道、軟式野球、バスケットボール、硬式テニス 

        サッカー、バドミントン 

 ○文化部 ： パソコン、ものつくり 

特色ある 

学校行事 

・生徒会役員を中心に生徒全員で運営する「体育祭」を行います。 

・１０月末、遠足を実施します。令和元年度は「横浜」に行きました。 

・就職する生徒が多いことから、最先端の研究所や工場見学等を計画しています。 

家庭・地域 

との連携 

・年に１回、１１月上旬に授業公開期間を設けています。授業や部活動の様子を、

ご家族の方にご覧いただいています。 

・７月には生徒全員で学校周辺のゴミを拾う「地域清掃」を実施しています。 

・夏季休業中には、「小学生対象のものつくり教室」を行います。  

進

路 

状

況 
四大  ０人 短大 ０人 専門  ４人 就職 １０人 その他  １人 

傾

向 

・生徒の多数が就職を希望しています。就職先は川口市内を中心に埼玉県内がほとんど

ですが、徐々に進学を希望する生徒が増えてきています。 

（※生徒数：R2.5.1 現在、進路は R1.3 月卒業生の実績値） 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 

川口工業高校「工業技術科」（夜間定時制）は 

「働きながら高校を卒業」、「希望する進路の実現」を応援しています。 

＜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） 

 

 

 

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


 

地域の諸機関と連携し、生徒・家庭の支援活動を積極的に行います 

部 活 動

 

 育成方針                 県立川口工業高校（定時制）  ～生徒の成長物語～ 

本校の 
特 色

 ○ 本校の授業 ……… 普通科目での学び直しと工業科目での専門知識・技術の獲得を目指します。

 ○ 行事や部活動 …… 生徒会を中心とした行事や部活動への参加を通して生徒の成功体験を育みます。 
 ○ 学校の周辺情報 … 地域には多くの本校卒業生が経営、あるいは働く事業所がたくさんあります。

目標は

「自立した社会生活」 
地 域 で 働 き 
地 域 で 暮 ら し
地 域 に 貢 献 す る

３年次生
・工業系専門知識と技術の獲得
・中心学年としてリーダーシップの発揮
・進路希望の確立

４年次生
・社会人としての知識・マナー獲得

・進路希望の実現

・下級生への成功モデル提示

２年次生
・基礎学力の定着 
・語彙の獲得と活用

・学校生活での成功体験獲得 

１年次生
・学び直しによる基礎学力の獲得

・語彙の獲得 
・学校での居場所つくり

工業系専門科目の学習

１年次

工業技術基礎（４）
情報技術基礎（２）

２年次
情報技術基礎（２）

生産システム技術（２）
機械工作（２）

実習（３）
製図（２）

３年次

生産システム技術（２）

実習（３）
製図（２）

機械設計（２）

４年次
課題研究（３）

Ａ・Ｂ・Ｃそれぞれ１科目選択
Ａ 製図（２） or 電子技術（２） 
Ｂ 機械設計（２） or 電気機器（２）
Ｃ 自動車工学（２） or 電力技術（２） 

午後９時１０分、４時間目の授業終了後から部活動
が始まります。
・軟式野球
・バスケットボール 
・硬式テニス
・柔道

・サッカー 
・バドミントン

・パソコン 
・ものつくり

地域清掃
（学校周辺のゴミ拾い）

生徒会主催 
体育祭 

授 業 風 景



≪川口青陵高校の活性化・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) 458 

(女) 402 
 計 860 

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

アクセス 

  埼玉高速鉄道「新井宿駅」から徒歩２０分 

 川口駅東口発 国際興業バス 東川口駅行もしくは戸塚安行駅行 神戸下車徒歩７分 

 東川口駅南口発 国際興業バス 川口駅東口行 神戸下車徒歩７分 

教育課程等

の特徴 

・基礎基本を重視した「分かる授業」を展開。 

・「学ぶ楽しさ」を体験させ、「主体的・対話的で深い学び」を促す授業を展開。 

・２学年から、進路に応じた選択科目の設定。 

・３学年では、進路希望に応じて文系・理系の類型選択。 

・日常の補習や長期休業中には進学希望者対象の講習を実施。 

活躍が顕著

な部活動 

・男子バレーボール部が県大会 第３位（平成 30年度）、ベスト８（令和元年度） 

・野球部が関東大会ベスト８（平成 20年度）、県大会ベスト３２（平成 29年度）、 

     県大会ベスト１６（令和元年度） 

・サッカー部 全国高校サッカー選手権県予選ベスト３０（令和元年度）      

・陸上競技部が関東大会出場（平成 23年度）、毎年県大会出場 

・写真部が関東大会に出展（平成 27 年度）  

・文化部展を毎年川口リリアで開催 

特色ある 

学校行事 

 ５月体育祭、 ７月球技大会、 ９月青陵祭（文化祭）、 １０月修学旅行（２年）、 

１１月マラソン大会、 １２月芸術鑑賞会・球技大会、 ２月３年生を送る会。 

家庭・地域 

との連携 

・５月にＰＴＡ総会、クラス懇談会実施    

・６月に三者面談実施 

・ＰＴＡで連携し本校独自の「心のカレンダー」を作成（Ｈ２７彩の国教育ふれあい賞受賞）

・小高交流事業を実施（本校運動部部員が小学校にて、体育授業やクラブ活動を補助）

・「ふれあいクリーン作戦」として本校周辺の清掃活動を実施 

進

路 

状

況 
四大 59 人 短大 18 人 専門 82 人 就職 66 人 

その他の 

卒業者 
25 人 

傾

向 

令和元年度卒･････大学短大進学 31％、専門学校 33％、就職 26％ 

○主な進路先･････岡山理科大学・東洋大学・大東文化大学・国士館大学・拓殖大学・ 

                 大正大学・城西大学・跡見学園女子大学・川口短期大学・ 

         川口市立看護専門学校・埼玉県理容美容専門学校   他 

〇主な就職先･････東京消防庁・埼玉県警・陸上自衛隊・日本ホテル・東川口病院・ 

         埼友草加病院・なだ万   他 
（※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＞ 

 ○ ３年間、部活動を頑張り続ける人 

 ○ 勉強や学校行事に、一生懸命取り組む人 

 ○ 夢の実現に向けて努力する人 

＜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.kawaguchiseiryo-h.spec.ed.jp
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川口青陵高校は､「進んで学び、実践できる生徒」を育成します。

◇ 勉強や部活動、学校行事、資格取得等で頑張ろうとする意欲のある生徒を応援します。
◇ 朝学習や充実した授業により、落ちついた学習環境で「主体的・対話的で深い学び」を創造します。
◇ ルールやマナーを大切にし、社会に貢献できる人材を育成します。

県立川口青陵高校 ～生徒の成長物語～

川口青陵高校では、３年間
で基本的生活習慣を身につけ、
基礎学力を向上させ、社会に
貢献できる人材を育てます。

「川口青陵アワード」３年
間皆勤・３年間部活動所属・
資格取得を推奨し、表彰しま
す。

大学短大進学・専門学校進
学・就職と、多様な進路の実

現に対応します。

１年生

２年生

３年生

本校の
特 色

１ 生活習慣を確立し、明るく規律正しい高校
生活を実現する。

２ 朝学習を実施し、学習習慣を定着させ、基
礎学力の充実を図る。

３ 学校行事・学年行事・生徒会活動・部活動
へ、積極的に参加する。

４ 自分の適性を把握し、自己の進路を考え教
育課程の選択をする。

１ 健全な社会生活を送るための基本的な生活
習慣を身につける。

２ 最上級生として下級生をリードし、充実し
た高校生活を送る。

３ 社会の有為な形成者としての自覚を持つ。
４ 自らの生き方を考え、社会生活に適応でき
る人間性を育てる。

５ 卒業後の、自分の進路を実現させる。

埼玉県マスコット「コバトン」

全力で取り組む学校行事 盛んな部活動

修学旅行での体験学習

１ 安定した学校生活を送り、基本的生活習慣
を確立する。

２ 中堅学年として、学校行事や部活動に積極
的に参加し、リーダー的役割を果たす。

３ 個別指導・補習・進学希望者対象の講習の
実施により、基礎学力の向上を目指す。

４ 充実した進路指導から、自己の進路を決定
し、進路実現につなげる。

写 真

写 真

ＰＴＡ・後援会との連携

体育祭では、クラスの団結力を養い、
文化祭では、クラスの絆を深めます。

野球部、男子バ
レーボール部が
全国大会まで、
あともう一歩。
他の部活動も県
・関東･全国大会
出場を目指しま
す。

修学旅行では、日常で体験でき
ない体験学習を実施します。

本校の教職員

伸びる生徒をさらに伸ばします。
○分かりやすい授業の実施
○きめ細かな進路指導
○個別指導と補習の充実
○長期休業中に講習の実施

本校の３年後の目標

祝卒業

○ＰＴＡ･後援会が学校行事へ積極的に
参加し、生徒を応援します。

○交通安全指導・挨拶運動の実施
○生徒へのメッセージを込めた、本校
独自の「心のカレンダー」作成

祝入学

「コバトン」

「コバトン」

「コバトン」



≪川口東高校の活性化・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)427 

(女)382 
計 809 

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

アクセス 
JR 武蔵野線「東川口駅」南口から国際興業バス 東川 01『川口東高校入口』下車８分 

埼玉高速鉄道「戸塚安行駅」２番出口から徒歩 10分 

教育課程等

の特徴 

・１年生英語の授業では少人数展開（２クラスを３展開）を実施 

・１、２年生では多くの共通科目を学び、基礎・基本の定着を重視 

・３年生では３つの類型（文系・理系・総合系）を設置し、多様な進路希望に対応 

・「未来を拓く『学び』プロジェクト」研究開発校として、「知識構成型ジグソー法」

を活用し、アクティブ・ラーニング型授業をチームとして研究・実践 

・ＨＲ全教室にプロジェクターを設置 

・タブレット 44 台を備えた「タブレット教室」を設置 

活躍が顕著

な部活動 

・サッカー、男女バスケ、男子テニス、卓球、柔道、女子バレーボール部、軟式野 

 同好会が県大会出場                     （令和元年度） 

・バドミントン部男子（ダブルス）が関東総合大会出場（平成 30 年度） 

・ハンドボール部女子が関東大会出場（平成 27、29、30 年度） 

・ハンドボール部男子が全国大会ベスト 16（令和元年度） 

・弓道部が全国高校選抜遠的弓道大会出場（平成 29 年度） 

・写真部が関東大会出品（令和元年度） 

・書道部が国際高校生選抜書展（書の甲子園）４名入選（令和元年度） 

・新聞部が全国高校新聞年間紙面審査賞入賞、全国高等学校総合文化祭参加 

（令和元年度、令和２年度） 

特色ある 

学校行事 

・体育祭を５月末に行い、年度初めにクラスの結束を固めます 

・文化祭（９月）は「東高祭」として全校で盛り上がります 

・球技大会（12 月）では、新しい生徒会が中心となって企画・運営し、課題解決力 

を高めます 

・学校説明会では本校生徒が「施設見学」の際に校内施設を案内します 

家庭・地域 

との連携 

・公開授業（年３回程度）を実施します 

・月１回、地元町会に学校新聞（新聞部作成）を配布します 

・落ち葉清掃として、校舎周辺の清掃活動を実施します 

・小学校との交流事業（ﾊｰﾄﾌﾙﾃﾞｰ）を実施し、学習支援のボランティアをします 

進

路 

状

況 
四大 125 人 短大 18 人 専門 121 人 就職 28 人 

その他の 

卒業者 
16 人 

傾

向 

・四年制大学・短大・専門・就職、あらゆる分野の進路希望に対応 

・四年制大学への進学者が増加傾向 

・学校斡旋の就職内定率は 100％ 

（※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＞ 

・自らの目標に向かってたくましく生き抜く生徒 

・豊かな心を持つ生徒 

・社会に貢献できる生徒 

＜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） 

https://kawaguchihigashi-h.spec.ed.jp/
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埼玉県立川口東高等学校～生徒の成長物語～

◇ 1・2 年次は共通科目を履修、3年次は文系・理系・総合系の類型を選択履修

◇ 「時を守り、場を清め、礼を正す」を指針とした、きめの細かい指導

◇ 敷地内にたくさんの樹木があり、四季それぞれに緑豊かで落ち着いた環境

２
学年

伸
ば
す

３
学年

活
か
す

輝
く

１
学年

見
つ
け
る

本校の特色 校訓

勉強や部活動、行事などの学校生活を通して、自分の「良さ」を見つけます。「時を守り、場を清め、
礼を正す」の指導方針にのっとり、基本的な生活習慣を身につけます。

自分の「良さ」を活かし、理系・文系・総合系の３つの類型に分かれて進路実現を目指します。
卒業後は、大学や短期大学、専門学校への進学から就職まで多岐にわたります。

中堅学年として学校行事の中心的な役割を担います。その中で自分の「良さ」を伸ばし、進路実
現に向けた学力向上を図ります。また、各行事で下級生をまとめ、「リーダー」資質を養います。

３年間で自らの目標に向かってたくましく生
き抜く力を身につけます。そして、豊かな心
を持って社会に貢献し、輝かしい実績を残す
人材となります。

　　　君の夢、東風にのせて…　
　　　　　　　　夢の実現を全力で応援します。
埼玉県川口市長蔵３－１－１
TEL 048-296-7022　　FAX 048-290-1014
URL https://kawaguchihigashi-h.spec.ed.jp

こ　ち

修学旅行
沖縄や南九州などで平和学習を
行い、命の尊さを学びます。

少人数授業
英語Ⅰは２クラスを３つに分け
た少人数授業を展開しています。

朝読書
集中力が高まり、落ち着いた気
持ちで授業を受けられます。

部活動
放課後は、部活動に参加する生
徒たちで活気にあふれています。

体育祭
総合優勝を目指し、クラスで団
結して競技に臨みます。

協調学習
生徒が主役の授業を展開して、
深い学びを実践します。

進路指導
きめ細かい進路指導で、生徒の
夢を全力でサポートします。

ハートフルデー
戸塚綾瀬小学校を訪れ、小学校
の先生の仕事を体験します。

文化祭
各クラスで企画を考え、仲間と
協力して完成させます。



≪鳩ヶ谷高校の活性化・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 園芸デザイン科 

情報処理科 
生徒数 

(男)319 

(女)514 
計 833 

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

アクセス 
ＪＲ蕨駅東口より新井宿駅行きバス約１２分 鳩ヶ谷高校下車徒歩３分 

埼玉高速鉄道鳩ヶ谷駅または新井宿駅より徒歩１５分 

教育課程等

の特徴 

・３学科（普通科・園芸科・情報処理科）併置の全日制の総合制高校 

・１学年で１クラス３５人 少人数学級編制による学科混合のミックスホームルーム 

・２学年から学科別のクラス編制。普通科は、進路目標に応じた進路希望別特進クラスと 

少人数学級による総合クラス編制 

・２、３学年では進路希望にあわせて他学科の授業も選択できる多様な選択科目を開設 

・進路・小論文補習や外部テストの活用及び資格取得の充実 

活躍が顕著

な部活動 

・全国大会出場：弓道部、写真部  ・関東大会出場：陸上部、弓道部 

・県大会出場：サッカー部、女子バレーボール部、剣道部、テニス部、ソフトテニス部 

・園芸デザイン科 農業クラブ 全国大会出場・県大会優秀賞・県技能競技成績優秀賞 

・情報処理科 クエストカップ全国大会出場 

・埼玉県高校生専門資格等取得表彰（園芸デザイン科・情報処理科）その他多数受賞 

特色ある 

学校行事 

・体育祭、文化祭「鳩高祭」、球技大会などをとおして団結力を高めます。 

・修学旅行（H30・H31 年度入学生台湾～国際交流他）等、国際理解教育を推進します。 

・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 

・学校ホームページによる教育活動の紹介 ・家庭への一斉メール配信 

・伝書鳩（学校だより）の地域への配布 

・挨拶励行運動 

・三者面談の実施（全学年）・地域ボランティア活動 

・安行植木祭り、花の文化展、川口はたちの集い 

進

路 

状

況 
四大 66 人 短大 22 人 専門 121 人 就職 58 人 その他 7 人 

傾  

   

  

 

向 

◆４年制大学：日本、拓殖、東海、大東文化、帝京、東京工科、千葉工業、明星、白百

合女子、跡見学園女子、大妻女子、埼玉学園、十文字学園女子、城西、城西国際、尚美

学園、聖学院、千葉商科、東京福祉、二松学舎、東京経済、東京国際、東京成徳、人間

総合科学、流通経済、東洋学園、文京学院、ものつくり等。 
◆短期大学：女子栄養、大妻女子短大、川口短大、実践女子大学短大、淑徳大学短大、

帝京短大、貞静学園短大、東京成徳短大、武蔵丘短大、目白大学短大等。   
◆専門学校：済生会川口看護、さいたま看護、戸田中央看護、埼玉医療福祉、東京歯科

衛生、日本リハビリテーション、道灌山学園保育福祉、大原こども、東京教育、テクノ・

ホルティ園芸、鯉渕学園農業栄養、大宮国際動物、中央動物、東京愛犬、国際理容美容、

埼玉県理容美容、資生堂美容技術、日本美容、早稲田美容、武蔵野栄養、武蔵野調理師、

織田調理師、中央工学校、東京デザイン、大原簿記情報ビジネス、大原情報ビジネス、

大原法律公務員、大原簿記、駿台トラベル＆ホテル、日本工学院、日本電子等。 
◆就職：瀧野川信用金庫、株式会社そごう・西武、京浜急行電鉄株式会社、日新石油株

式会社、日本郵便株式会社、株式会社コジマ、株式会社セキ薬局、戸田中央総合病院、

セコム株式会社、東研化工株式会社、株式会社ヤオコー、株式会社鹿島屋等。 
◆公務員：蕨市消防。 

（※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＞ 

〇高い目的意識を持ち、自ら学び将来の夢に挑戦する生徒 

〇明確な目標を立て、自らの進路実現に取り組む生徒 

〇何事にも積極的に学び最後まであきらめない生徒 

＜詳しい入学者選抜基準はこちら＞（令和 3年度入学者選抜基準より） 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本校が求める生徒】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝読書 

・３学科（普通科・園芸デザイン科・情報処理科）併置の全日制の総合制高校 

・１学年で１クラス３５人 少人数学級編制による学科混合のミックスホームルーム 

・２学年から学科別のクラス編制。普通科は、特進クラスと総合クラス編成 

・２、３学年では進路希望にあわせて他学科の授業も選択できる多様な選択科目を開設 

〇未来を拓く「学び」プロジェクト推進事業 

Ｈａ 

hope 

「希望」 

■主な県研究指定 

Ｔｏ 

thinking 

「考える」 

Ｇａ 

growing 

「成長」 

Ｙａ 

Yourself 

「君自身」 

〇就職アドバイザー派遣事業 

 

〇就業体験推進事業 

〇未来の職業人材育成事業 

〇高校生の「農力」育成プロジェクト 

育成方針 

🔘ここに学ばん 豊かな知性 

🔘ここに謳わん 若き生命 

園芸デザイン科卒展 

🔘ここに究めん 未来の技を 

Hatogaya High School 〇金融教育研究校 

■自分自身に対する理解を深め、自ら考え、 

情報を収集し、問題を解決する姿勢を育 

てます。 

自分を知る 

 

■１クラス３５人の少人数学級編成。 

 ■３学科ミックスＨＲで、学科を超えた交流。 

 

～他者との関わりの中で～ 

●高い目的意識を持ち、自ら学び将来の夢に挑戦する生徒 
●明確な目標を立て、自らの進路実現に取り組む生徒 

 
●何事にも積極的に学び最後まであきらめない生徒 

 １  学  年 

 

 

 

 

 ２  学  年 

自己理解をさらに深め、自分を高める 

 ～取り巻く社会や環境に応じて～ 

■学科別クラス編成 

 ◆普通科、特進クラスと総合クラスに分か 

れ、目標に応じた授業が展開されます。 

◆専門学科、園芸デザイン科１クラス、情 

 報処理科２クラスで専門性の高い授業や 

資格取得に向けた取組が本格化します。 

 

体育祭 文化祭 

・責任感を持ち自分を活かす 

 ～自己実現を目指す中で～ 

 ■自分の将来像を考えながら、進路実現 

のために何が必要なのかを具体的に考 

え、行動できるようになります。 

最上級生としての自覚・思いやり 

 

 ３  学  年 

 

 ３年後の目標 

①挨拶の励行・時間厳守の取組で、社会人 

 
として必要な行動様式が身につきます。 

②総合的な探究の時間などを活用し、それぞ

れ の進路目標が達成できます。 

 ③学校行事などをとおして、協調性や社会性 
が身につきます。 

部活動 

吹奏楽部定期演奏会 

「育てよう」 



様式       

≪埼玉県立川口特別支援学校の活性化・特色化方針≫ 

                   （令和２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)２２０ 

(女)  ８９  
計３０９ 

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

アクセス 
ＪＲ川口駅より国際興業バス「サンテピア」下車徒歩１分 

ＪＲ西川口駅・蕨駅より国際興業バス「鳩ヶ谷本町１丁目」下車徒歩１５分 

教育課程等

の特徴 

・児童生徒個々の障害特性を踏まえた教育内容。 

・一人一人の主体的な学びと人との関わりを大切にした学習内容。 

特色ある 

学校行事や

部活動 

・高等部にダンス部、運動部、陸上部、球技部があり、各種大会等に出場していま

す。 

・全校一丸となって取り組む運動会、文化祭（令和２年度は中止）。 

・宿泊学習、社会体験学習、林間学校、修学旅行などを通して、経験の拡大を目指し

ています。 

家庭・地域 

との連携 

・地域関係機関と連携した家庭支援の充実。 

・地域のニーズに対応する特別支援教育のセンター的機能の発揮。 

・支援籍学習の実施。 

・近隣の小中高等学校との交流および共同学習の実施。 

・イオンモール川口前川で作品を展示。 

・土曜参観、授業参観、学校公開の実施。 

進路に 

ついて 

・令和元年度高等部卒業生３７名（進学 1 名、一般就労６名、福祉的就労２９名、その他１名） 

・小学部と中学部の児童・生徒はそれぞれ中学部・高等部へ進学しています。 

・作業学習・校内実習・現場実習など将来を見据えた進路指導をしています。 

（※児童生徒数：令和２年５月１日現在、進路は令和２年３月卒業生の状況） 

 

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


 

小学部目標 

①自分の要求、意思を人にしっかりと 

 伝える。 

②意欲を持って精一杯自分の力を出し 

 切り、がんばる。 

③皆と一緒に活動する楽しさや喜びを 

 感じ、友だちと仲よくする。 

④生活リズムを整え、毎日元気にすご 

 す。 

中学部目標 

①わかる言葉を増やし、人に気持ちを伝え 

 たり自分の気持ちを調整したりする。 

②目標を持って自分で取り組み、最後まで 

 やりとげる。 

③ルールを守り、思いやりを持って協力し 

 て活動する。 

④安全や健康への意識を高め、丈夫な身体 

 をつくる。 

高等部目標 
①要求を生み出し、正しく伝え、その実現 

 に向け行動する。 

②なりたい自分のイメージを持ち、意欲的 

 に目標に向かって頑張る。 

③仲間を認め合い、共に楽しみ、協力し合 

 う。 

④自分や人の命を大切にして、健康に生き 

 る。 

学校教育目標 『自ら学び 仲間と共に 豊かに生きる』 

埼玉県立川口特別支援学校 
～ 児童生徒の成長物語 ～ 

育成方針 

本校の 

特 色 

●一人一人の主体的な学びと人との関わりを大切にする学校 

 ・「できた、わかった」を大切に！児童生徒のニーズに応じた授業 

 ・宿泊学習、社会体験学習、林間学校、修学旅行など経験の拡大 

 ・全校一丸となって取り組む運動会、文化祭 

●家庭や地域との連携を生かして、一人一人の豊かな生活を支える学校 

 ・家庭・地域・専門家との連携を生かした校内・校外支援と進路指導 

 ・作業学習・校内実習・現場実習など将来を見据えた進路指導 

 ・緊急時・災害時に備えた安心安全な学校 

 ・「一人一人を大切にする学校づくり宣言」をもとにした、児童生徒 

  一人一人の人権を尊重する教育活動の実践 

 

 
コバトン＆グッチーくん（本校マスコット） 

 

 三羽の鳥 
    小学部・中学部・高等部 
    未来に力強く羽ばたく姿 
 三重の円と星 
     川口市 

校章 


