
≪久喜高校の活性化・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) 

(女)839 
計 839 

ホームページ http://www.kuki-h.spec.ed.jp/comm2/htdocs/ 

アクセス JR 宇都宮線・東武伊勢崎線「久喜駅」から徒歩約 12 分 

教育課程等

の特徴 

平成３１年度入学生までは総合クラスの他、特進クラスを 1クラス設けています。総

合クラスは週 2回 7限授業、特進クラスは週４回 7 限授業を行い、国公立大学・難関

大学への進学を目指しています。 

 令和２年度入学生からは「久喜高プラン～Growing Nadeshiko～」に基づき、勉

強、部活動ともに頑張る総合力重視の学校を目指します。 

 1，2 年次は基礎力を重視した科目を学び、3 年次からは希望進路に合わせた類型を

選択します。3年次には少人数クラス展開を行い、きめ細かな指導で進路実現をバッ

クアップします。総合的な探究の時間では従来の進路学習に加え、メンタルトレーニ

ング、手帳を活用したスケジュール管理等を加え、主体的な学びを支える力をつけま

す。 

活躍が顕著

な部活動 

令和元年度、バスケットボール部が３×３Ｕ１８日本選手権で第３位の成績を修め

ました。バスケットボール部ではデフバスケ世界選手権日本代表選手を輩出してい

ます。剣道部、登山部、サッカー部、文学部が関東大会出場を果たしている他、多

くの部活動が県大会に出場し、成果を上げています。さらに、吹奏楽部やＪＲＣ部

が地元でボランティア活動を行うといった地域貢献も行っています。 

特色ある 

学校行事 

団対抗で競う体育祭。1年生伝統の旗体操や創作ダンス、手作り衣装をまとっての応

援合戦は卒業生や保護者、地域の皆様から大変高い評価を頂いています。文化祭は

生徒会が中心になって行い、各クラスが趣向を凝らした催しを行います。2 年生によ

るダンス発表会も力作ぞろいです。球技大会、予餞会、百人一首大会も行われま

す。希望者対象のオーストラリア語学研修も好評です。 

家庭・地域 

との連携 

多くの生徒が、幼稚園、小学校他、観望会（天文）、ラジオ放送、すこやかかるた大

会、久喜市食育祭り等さまざまな分野で地域でのボランティア活動に取り組んでい

ます。ＰＴＡでは防災備蓄品の整備に取り組み、生徒の安心安全を支えています。 

進

路 

状

況 
四大 147 人 短大 35 人 専門 70 人 就職 5 人 

その他の 

卒業者 
15 人 

傾

向 

卒業生の 90％以上が進学で、全体の約 50％強が四年制大学へ進学しています。日本女

子大学、学習院女子大学など指定校推薦枠が充実しているため、推薦で進学する生徒が

多い傾向があります。また、女子大に人気があり、医療看護系の希望者も比較的多いで

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＞ 

〇志を持った生徒  〇礼儀正しく、基本的生活習慣が確立している生徒 

〇自己の可能性に挑戦する気概を持った生徒 〇心と体を鍛え、健康で心豊かな生徒 

 

＜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.kuki-h.spec.ed.jp/comm2/htdocs/
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html


久喜高生になる

♪授業に集中し基礎力をつける
♪行事・部活動で自分を磨く
♪ボランティア活動で体験の幅を
広げる

♪読書を通して教養を深める
♪スケジュール管理力を
身につける

♪メンタルトレーニングで心を育てる

久喜から花咲く

♬授業を究め入試に
対応する力をつける

♬行事・部活動に花開く
♬進路実現に向け、
自分が主人公になる

・少人数クラス展開

・習熟度別授業

・希望進路に合わせた補習

・個別の小論文指導

♬「自分らしく生きる力」をつける

久喜高生を楽しむ

♫授業を活用し実践力をつける
♫行事・部活動の中心になる
♫資格取得・GTEC等に挑戦する
♫プレゼン力・記述力を向上させる
♫ポートフォリオを活用する
♫自分の適性を見極める
♫将来像を描く

１ 真の生きる力をつけるため、勉強も部活もあきらめない総合力重視の女子高校を目指す

２ 新大学入試制度に合わせ、先行実施される「総合的な探究の時間」の活用を含め、

進路対策を万全に行う

３ 特進クラスを大幅に見直し、公募制推薦、一般受験に対応する学力をつける

久喜高校を支える伝統の力

女子校ならではの特色ある教育

時代を生き抜くなでしこ魂

育成方針



≪久喜高校（定時制）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)２４ 

(女)１０ 
計３４ 

ホームページ http://www.kuki-h.spec.ed.jp/ 

アクセス JR 宇都宮線、東武伊勢崎線「久喜駅」から徒歩約１２分 

教育課程等

の特徴 

 基礎的・基本的科目を中心に編成し、働きながら学ぶ生徒が社会生活を送るうえ

で、必要な教養を高めます。 

 登校時間は午後５時１０分、１日あたり４時間授業。１時間目の授業後、給食を食

べ、その後、２時間目から４時間目まで学習し、放課となるのは午後９時００分で

す。その後に部活動が行われます。 

 給食は、季節の旬の食材を使ったバランスのよい献立でおいしいと評判が高いで

す。 

※学校行事等で、通常の時間通りではない時もあります。 

活躍が顕著

な部活動 

書道部 

 ・埼玉県高校書道展出品 

陸上部 

 ・全国高等学校定通体育大会４００Ｈ出場 

特色ある 

学校行事 

 全日制と同時開催の文化祭ではオリジナルクッキーの販売など、各クラスが工夫

を凝らした展示や発表をしています。また生徒会主催の「クリスマス会」など行事

が充実しています。 

家庭・地域 

との連携 

・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーによる相談体制が出来てい

ます。 

・地元商工会議所と協力し就労体験などを行っております。 

進

路 

状

況 
四大  ０人 短大 ０人 専門  １人 就職 ８人 その他  ０人 

傾

向 
 就職の割合が多い傾向ですが、大学、専門学校への進学を希望する生徒もおります。 

（※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＞ 

・学ぶ意欲をもち、学習にまじめに取り組もうとする生徒  

・自分の将来をよく考え、夢や希望にチャレンジしようとする生徒  

・互いの人格を認めて、他人と協調しようとする生徒 

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


協調性や責任感等

を身に着け、社会

で活躍する人物の

育成 

３ 育成方針（埼玉県立久喜高校定時制の課程 ～生徒の成長物語～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４年後の目標 

１年生 
・基本的な生活習慣を確立し

ます 

・個に応じた授業を受け、基

礎学力を身に着けます 

２、３年生 
・進路行事を通じ、卒業後の将来像を

イメージします。 
・個別対応の授業を受け、学力向上を

目指します。 

４年生 
・教職員の組織的な就職

指導、受験指導を受け、

希望進路の実現を目指し

ます。 

    学校行事 
球技大会、遠足（各年）、

修学旅行、文化祭（全日制

と合同）、芸術鑑賞教室、

交通安全教室、保健講話、

非行防止教室、大掃除等 
 
        文化祭 
        クッキー 
        販売 

       部活動 
・書道、陸上、バドミントン、卓球

の各部が活動し、各種大会で成果を

上げています。 

       学習支援等 
・学習サポータによる支援 
・スクールカウンセラー、 
スクールソーシャルワーカー 
による相談体制 
・自立支援事業による面談、 ソーシャル 
講演、企業体験等      スキルトレーニング 



≪久喜工業高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 
工業化学科・環境科学科・ 

情報技術科・電気科・機械科 生徒数 
(男)606 

(女) 53 
計 659 人 

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

アクセス ＪＲ宇都宮線・東武伊勢崎線の久喜駅東口より徒歩 14 分です。 

教育課程等

の特徴 

・基礎学力定着に向けて基礎から応用への授業をスムーズに展開しています。 

・1 年の英語会話と体育、2，3 年の体育は少人数指導を実施しています。 

・資格取得につながる専門教育を行います。多くの国家資格取得で就職や進学に有利です。 

・実験実習が豊富で、ものづくり学習の集大成｢課題研究｣では実践的自主的な活動を行います。 

活躍が顕著

な部活動 

・バレーボール部、柔道部は県大会ベスト 16、ソフトテニス部、 

陸上競技部等が県大会出場、登山部は全国大会優勝もあります。 

・プログラムコンテスト出場の情報電子部､エコノレース大会へ 

出場の自動車部、など工業高校ならではの部活も活躍中です。 

特色ある 

学校行事 

・企業見学、専門学校・大学見学会を実施(１年生)しています。 

・体育祭(６月)はチーム対抗形式で盛り上がります。  

・文化祭(10 月)は工業高校の魅力溢れる出展がされます。 

・修学旅行では平和学習や地元の方々との交流、自然体験を 

行っています。 

家庭・地域 

との連携 

・久喜市民まつり等へのイベントに子供電気機関車等で参加しています。 

・地元小学校と、ものづくり体験教室などの交流事業を実施しています。 

・地元中学校への出前授業を実施しています。 

・地元企業でインターンシップ（4 日間・2 年生全員) を実施しています。   

・授業公開、学校公開を実施しています。 

進

路 

状

況 
四大 26 人 短大 3 人 専門 39 人 就職 157 人 

その他の 

卒業者 
2 人 

傾

向 

5 年連続就職内定率 100％ 求人件数 2500 件以上 大学の指定校推薦枠は約 200 名分 

★過去 2 年間の就職先は，三菱ﾏﾃﾘｱﾙ㈱中央研究所,コスモ石油㈱中央研究所,三井金属鉱業

㈱総合研究所,凸版印刷㈱総合研究所,東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱,東京電力ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱, ㈱関

電工,三菱電機㈱,高田製薬㈱,光製薬㈱,東日本旅客鉄道(JR 東日本),日本貨物鉄道(JR 貨物), メトロ

車両㈱,東武ｲﾝﾀｰﾃｯｸ㈱,鹿島道路㈱,㈱菱電ｴﾚﾍﾞｰﾀ施設㈱, 日立ｼｽﾃﾑﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ㈱, 日野自

動車㈱,㈱SUBARU(富士重工業),UD ﾄﾗｯｸｽ㈱,関東ｸﾞﾘｺ(株),日本製紙ｸﾚｼｱ株,東京ｾｷｽｲﾊｲﾑ工業㈱,日

本郵便㈱,埼玉県警察，陸上自衛隊･海上自衛隊･航空自衛隊ほか 

★過去 2 年間の進学先は,東京電機大学工学部,東洋大学理工学部･総合情報学部,日本大学生

産工学部,千葉工業大学,日本工業大学,埼玉工業大学,ものつくり大学,帝京大学,中央校学

校,日本電子専門学校,東京電子専門学校,埼玉自動車大学校,関東工業自動車大学校ほか 

（※生徒数：R2.5.1 現在、進路先は R1.3 および 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＞ 

「ものづくり」や「体験」を通して「技術」・「学力」を身につけ、地域の信頼と期待に応え社会の 

変化に対応できる人財を育成する学校 

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


久喜工業高校で、社会の変化に対応出来る人財になろう！

目標とやりがいを発見でき、工業技術者としての才能が開花します。
①就職内定率１００％、大学進学も指定校推薦で安心です。
②多くの国家資格取得が可能です。各種のコンテストにも積極的に参加します。
③部活動やインターンシップ、地域小中学校との連携で”こころ”を育みます。

埼玉県立久喜工業高等学校 ～生徒の成長物語～

本校の
特 色

□基礎学力の定着を目指し
基本の学習を重視する

■専門の授業により､もの
づくりへの興味・関心
を高めていく

□高校生としての自覚を持
ち、責任を持った行動

■自分の将来を見通して、
進路学習を行う

□充実した就職･進学先からの選択でワンランク上の
進路実現も！ 就職内定率100％

■部活動で養った人間性が開花し､自分の成長を認識
□３年間の集大成「課題研究」の授業で、自ら課題
を発見、解決しながら、主体的な制作を行う

■社会に出て役立つ高度な資格にもチャレンジ！
埼玉県専門資格等取得表彰制度やジュニアマイスタ制度

において多数が表彰される

コバトン＆
さいたまっち

□資格取得に熱心に取り
組む

■中堅学年として行事の
中心的役割を担う

□修学旅行・インターン
シップ等で様々な体験

■部活動・生徒会活動の
リーダーとして活躍

行 事
□文化祭(久工祭)では、工業高校らしい
ものづくり体験、催し物が充実

■体育祭では、チーム対抗競技で大盛況

部 活 動
□ソフトテニス部東部
地区大会団体優勝(H31)

■県大会ベスト16常連の
バレーボール部

□登山部クライミング
全国大会優勝(H29)

■｢久喜工だより｣を制作
する情報電子部

□エコノレース参戦の
自動車部

体験的学習
□全員参加の4日間の地元企業へ
のインターンシップ

■修学旅行での、地元の方々との
交流や自然体験

３年間の目標

写真

工業化学科 1クラス40名

環境科学科 1クラス40名

情報技術科 1クラス40名

電 気 科 1クラス40名

機 械 科 2クラス80名

特色ある５学科
それぞれのニーズに応え,幅広い分野
を網羅する学科があります

地域との連携
■小中学校への体験講座や出前
授業で活躍中！

□久喜市民まつりへの参加

□希望する進路を実現する
□部活動や資格取得を通して
生きる力をつける

□地域の産業を支えるコミュニケー
ション能力の高い人間性豊かな
中堅技術者をめざす

３年生

２年生

１年生

久喜工
オリジナル
キャラ
くこぽん

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ8cev8IPNAhWk2qYKHYCnBJ0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.pref.saitama.lg.jp%2Ftheme%2Fmascot%2F&psig=AFQjCNHPO3LtIpV7lSr-sK4eDAyqxSDItg&ust=1464769078309410


≪久喜北陽高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 総合学科 生徒数 
(男)518 

(女)425 
計 943 

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

アクセス ＪＲ宇都宮線・東武伊勢崎線「久喜駅」（西口）から徒歩 25分 

教育課程等

の特徴 

 総合学科の特徴を踏まえ、本校の教育課程は個性の伸長と国際化、情報化社会に対

応できる人材育成を目指して次のねらいを定める。 

⑴普通科の教科・科目と専門科目、職業科目を進路希望に合わせて自由に選択して 

 学習することができる。 

⑵興味関心のある分野の教科・科目を重点的に学習することができる。 

・１年次は、高校卒業に必要な科目を重点的に学習する。 

・２年次から「文系」「理系」「総合」パターンに分岐し、選択科目が多数ある。 

⑶大学等への進学に必要な教科・科目を効率的に学習することができる。 

⑷情報処理、簿記、英検、漢検等、様々な資格を取得することができる。 

活躍が顕著

な部活動 

野球部：第 101 回全国高校野球選手権大会出場、東部地区新人大会ベスト８(H30) 

チア部：ダンスドリルウインターカップ 2020 全国大会出場(R1) 

   全国高校ダンスドリル選手権 2019、全国大会出場(R1) 

陸上部：新人陸上大会 男子走幅跳２位、関東大会 男子走幅跳 14位 

山岳部：全国高校選抜スポーツクライミングの部 優勝(全国大会出場) 

   地区新人大会(山岳競技 リードクライミングの部)女子優勝(全国大会出場) 

サッカー部：学校総体 県大会出場(R1)、東部支部新人大会６位(R1) 

女子バド部：学校総体 県大会出場(R1)、新人大会県予選 団体県ベスト 16 

男子バド部：新人大会県予選 個人ダブルスベスト 32、関東団体県ベスト 16(H31) 

男子ハンド部：新人県ベスト 16(R1)、ｲﾝﾊｲ県第５位(R1)、地区選抜選手２名(R1) 

弓道部：ｲﾝﾊｲ県予選 女子団体ベスト 16(R1)、国体強化選手４名(R1) 

剣道部：ｲﾝﾊｲ県予選 女子個人 県ベスト 16、新人県予選 男子団体 ベスト 16 

女子テニス部：新人大会東部地区予選 ダブルス、シングルス県大会出場 

男子テニス部：新人大会県予選 団体ベスト 32、東部地区団体戦１部ﾄｰﾅﾒﾝﾄ残留 

ESS 部：県商業高校英語スピーチコンテスト スピーチの部 優勝(全国大会出場) 

特色ある 

学校行事 

⑴国際理解教育の推進：オーストラリアへの短期留学 

          ：イングリッシュサマーセミナー（福島県） 

⑵交通安全教育の徹底 

⑶学年の枠を超えて盛り上がる体育祭と文化祭（光陽祭） 

家庭・地域 

との連携 

⑴サポーターバンク登録制度により、保護者によるキャリア教育を開催 

⑵久喜市主催の各種イベント、協議会等に生徒会、部活動等の生徒参加 

⑶チア部 久喜市 「くき親善大使」 

⑷久喜市内小学校との交流事業において、アシスタントティーチャー体験 

進

路 

状

況 
四大 168 人 短大 15 人 専門 104 人 就職 15 人 その他 11 人 

傾

向 

・９年連続で国公立大学の合格者あり 

・４年制大学志望者が約 65.0％、短大志望者 4.0％、専門学校志望者 23.0％ 

・看護医療系の専門学校や公務員試験の合格者もあり 
（※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＞（目指す学校像） 

 進学型総合学科の特長を生かし、｢誠実｣で何事にも主体的に｢真剣勝負｣でチャレンジする、これ

からの時代を生き抜く力をもった人材を育成する。 

＜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.kukihokuyo-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）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立久喜北陽高校 ～ 合言葉は「真剣勝負」！！ ～ 

チャレンジ精神 
高い目標を目指す、明るく生き

生きした生徒を育てます。失敗

を恐れず目標達成に粘り強く

取り組む生徒を育てます。 

自己教育力 
自分で目標を定め、その目標

に向かって主体的に自己実現

ができる力を育成します。 

たくましい体と 

豊かな心 
勉強と部活動の両立をはかり

「切り替え」を身に付けた生

徒を育てます。 

規律ある生活態度と 

責任感 
きちんとした生活の中で、自

分が果たすべき役割を果たせ

る生徒を育てます。 

部活動 
運動部１８部・文化部１８部 

多くの部活動が県大会に出場し

ており、さらに関東大会や全国

大会への出場を目指して毎日熱

心に活動しています。 

進学型総合学科の特長を生かし、｢誠実｣で何事にも主体的に｢真剣勝負｣でチャレンジす

る、これからの時代を生き抜く力をもった人材を育成する。 

学校行事 
体育祭、文化祭（光陽祭） 

修学旅行、球技大会、予餞会、生

徒総会、英語スピーチコンテス

ト、遠足 等たくさんの学校行

事があり、どの行事も盛り上が

ます。 

取得可能な資格 
◇ＩＴパスポート試験 

◇全商情報処理検定 

◇全商・全経電卓検定◇秘書検定 

◇全商ビジネス文書検定 

◇日商・全商簿記検定 

◇全商商業経済検定 

◇実用英語技能検定 

◇日本漢字能力検定 

◇実用技能数学検定 他 

国際理解教育 
オーストラリア短期留学やイン

グリッシュサマーセミナー 

が用意されています。また、・Ａ

ＬＴが常駐しており英会話を学

びやすい環境があります。 

 

進路指導 
生徒の進路希望を踏まえ、面談を

重視したきめ細やかな進路指導

を１年から３年まで計画的に行

います。年間多くの補習授業が展

開されます。 

小高交流事業 
地域の小学校と交流し、アシス

タントティーチャーとして小学

生と学校生活を共にします。 

 
１年 

必修科目（高校卒業に必ず必

要な科目）を重点的に勉強し

ます。小テストや週末課題で

学習習慣を身に付けます。 

２年 
文系・理系・総合パターンを

選択します。１年次の基礎固

めを基に必修科目と選択科

目を半分ずつ勉強します。 

３年 
文系・理系・総合パターンを

選択し、進路実現のための科

目を一人一人が選択し勉強し

ます。 

ボランティア活動 
久喜市などが行う事業へ生徒が

ボランティアで参加します。 

 

公務員 
警察官･消防士 

自治体職員など 

就職 
事務・製造 

販売など 

大学・短大 
理学部・工学部 

看護学部など 

看護医療系

専門学校 
看護師など 

専門学校 
理美容･調理 

服飾･ﾃﾞｻﾞｲﾝなど 

大学・短大 
文学部・経済学

部 



≪栗橋北彩高校の活性化・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)309 

(女)323 
計６３２ 

ホームペー

ジ 
http://www.kurihashihokusai-h.spec.ed.jp（下にＱＲコードあり） 

アクセス 栗橋駅（ＪＲ宇都宮線・東武日光線）より徒歩１０分 

教育課程

等の特徴 

・生徒一人一人を大切にする、規律・活力のある学校です！ 

・生徒に学力の基礎・基本を身に付けさせ、主体性を育む学校です！ 

・地域との連携・協力のもと、生徒の目標実現・保護者の期待・地域からの信頼に 

 応える学校です！ 

・単位制普通高校で、県内でも数少ない全学年すべてのクラスが少人数編制です。 

・習熟度別授業（１年国語・数学・英語、２年英語・数学、３年英語）で「分かる授業」実施。 

・２年次より興味関心にあわせた４つのプラン(カリキュラム)を選択します。 

・進路決定率９６．３％の高い進路指導実績で自分らしい進路実現を図ります。 

活躍が顕

著な部活

動 

・一昨年の関東大会女子個人優勝をはじめ、２年連続関東大会出場を果たした弓道部 

 そして陸上競技部をはじめ、サッカー部の県大会ベスト１６、バスケットボール部、 

 ラグビー部、卓球部、テニス部、剣道部は県大会出場を果たしています！ 

・放送部 ＦＭﾗｼﾞｵ鷲宮で番組ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ担当 ・美術部「全日本学生美術展」に入賞 

 書道部「県書道芸術展」教育長賞、情報ビジネス部のＩＴﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ取得 

・運動部・文化部共に活発に活動しています。 

特色ある 

学校行事 

・クラスが一丸となり盛り上がる体育祭や文化祭などの学校行事。 

・著名人によるスポーツ文化講演会 ・いろどり祭（文化祭）   

・クリーン栗橋（全校生徒による学校周辺の清掃活動） 

・漢字検定全員受験や各種検定試験へのチャレンジと希望進路に向けたサポート充実 

家庭・地

域 

との連携 

・栗橋さくら幼稚園との交流 ・学校公開講座（理科実験教室(夏・冬)、冬休み書道教室）  

・小学校のｻﾏｰｾﾐﾅｰ補助     ・陸上部＆野球部による小学校出前指導 

・毎年「静御前祭り」に静御前役など、多くの生徒が仮装参加      

・人権フェスタ in栗橋に書道部・家庭部が看板・胸章作成で参加 

・加須市「まちなか賑わいフェスティバル」放送部が司会で参加 

・幸手警察署より自転車マナーアップ推進校で表彰 ・久喜市女性会議参加（生徒会） 

進

路 

状

況 
四大 ２３人 短大 １０人 専門 ６７人 就職 

１０７

人 

その他の 

卒業者 
８人 

傾

向 

進学先：跡見学園女子大学、聖学院大学、日本工業大学、尚美学園大学、江戸川大学、白

鴎大学、女子美術大学短期大学部、川口短期大学、埼玉純真短期大学、埼玉県理容美容専

門学校、上尾医師会上尾看護専門学校、幸手看護専門学校、関東工業自動車大学校、埼玉

歯科技工士専門学校、資生堂美容技術専門学校、中央工学校、他 

就職先：東京地下鉄、山崎製パン、ＹＫＫ ＡＰ、セキ薬品、自衛隊、大日本印刷、資生

堂久喜工場、コロンバン、ジョイフル本田、セキスイハイム工業 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＞ 

・目標に向かって、計画的に努力でき、主体的に考え、課題意識 

 をもって率先して行動できる生徒 

・仲間を大切にして規律を重んじ、学校生活をとおして進路実現 

 に向け意欲的に行動できる生徒 

＜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） 

学校ＨＰはこちら
からアクセスして

ください 

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


Question３：栗橋北彩高校での３年間を教えて！ Ａ．自分らしさを栗橋北彩で実現しよう

栗橋北彩で育てよう、あなたの「成長物語」！

入
学

県内でも数少ない、全クラス少人数編制と進路で選べる４つのプラン

さらに習熟度別学習で「わかる」授業を展開。栗橋駅（ＪＲ宇都宮線、

東武日光線）から徒歩１０分の近さと、周囲は静かな雰囲気！そして･･･

 体育祭や文化祭等の行事は盛り上がり、クラスの仲が深まります。

 スポーツ文化講演会は各界で活躍する著名人から進路の話を伺います。

 陸上部インターハイ出場、そしてサッカー部、

やバスケットボール部は県大会の常連です！

 運動部だけでなく、文化部もとても盛んです。

 本校の先生たちは熱血教員集団です。生徒たちのやる気に火をつけ、

しっかりサポートしています。

Question１：栗橋北彩高校の魅力って？

Ａ．３年間で一人一人に合った進路指導を行います。

 １年次→自分らしさ、自分再発見がテーマです。
 ２年次→さまざまな体験を通して進路を肌で感じます。
 ３年次→自分らしい生き方の進路を実現します。

Ａ．地域に根ざした取り組みを行っています。

 授業や部活で近隣幼稚園や学校と交流！
 地域の祭りやイベントに参加しています。
 「クリーン栗橋」で地域の美化に貢献。

「地域」との連携

充実の「進路指導」

あなたの３年後は…

一人一人が目標の
進路を実現します！

R元年度進路決定率

９６.３％

Ａ．栗橋北彩高校が選ばれる理由･･･これが魅力だ！

①活発な学校行事！

②活気ある部活動！

③先生たちも「やる気」！

自分の将来が見つかる！

Question２：将来のことが心配です…

１年次

基礎から学ぶ
「共通プラン」

 国語・数学・英語で習熟度別

学習（約20名）で実施、基

礎学力を育成します。

 「分かる授業」で基礎基本を

定着を図り、４つのプラン選

択につなげます。

 部活動の全員加入、

充実した学校生活！

大学進学で
自分自身を
高めます

基礎から着
実に自分を
磨きます

事務系の就
職を目指し

ます

保育や衣食
を学び生活
をデザイン

プログレス ステップアップ

ビジネス
ホーム

エコノミクス

２年次 ３年次

進路、興味関心
で選べる

「４つのプラン」

さあ、あなたも栗橋北彩高校で、豊かな人間性を育み、希望する進路を実現させよう！

本校キャラクター
みのりちゃん



≪鷲宮高校の活性化・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)333 

(女)505 
計 838 

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

アクセス  東武伊勢崎線 鷲宮駅より徒歩１５分 

教育課程等

の特徴 

＜１年生＞ 基礎学力の定着 

 ○英語で習熟度別の少人数学習を実施。 

＜２、３年生＞ 理系・文系の選択 多彩な選択科目 進路に合わせた実力養成 

 ○進路に合わせた選択による学習 

 ○３年生では、１９科目から４科目選択 （組合せに制限有） 

＜学習環境＞ 充実した校内設備 資格の取得 

 ○全ＨＲ教室にプロジェクター整備。 多くの教科で「協調学習」を取り入れた 

  アクティブ・ラーニングを導入。 

 ○広い校庭、練習場。 部活動にもしっかり打ち込める。 

 ○各種検定資格の取得。 英語検定、漢字検定、簿記検定、情報処理検定等での 

  資格を取得。進路実現でも役立てている。 

活躍が 

顕著な 

部活動 

○卓球部男子 関東大会出場（H28 年度個人）、（H31 年度団体、個人） 

 卓球部女子 関東大会出場（H31 年度団体）※男女アベック出場 

○陸上競技部 関東大会出場（H29 年度、H30 年度、H31 年度） 

○女子ソフトボール部 東日本大会出場（H27、28年度）インターハイ県予選５位（H30年度） 

○柔道部女子 関東大会出場（H28 年度）  

○硬式野球部 関東大会出場（H25 年度） 

○剣道部男子 関東大会出場（H25、26 年度団体） 

○調理部 クッキー甲子園最優秀賞（H29、H30 年度） 

特色ある 

学校行事 

＜鷲高祭（文化祭、体育祭）＞ 

 ９月に実施。体育祭は学年の枠を超えた色別団での対抗戦。大いに盛り上がる。 

＜修学旅行＞ 

 ２年生が秋に実施。沖縄や九州の自然や文化・歴史に触れる。 

 民泊などを通して、旅行先を表面的ではなく深く理解する。感動も大きい。 

＜スキー集団宿泊研修＞ 

 1 年生が福島県で２月に実施。貴重な体験学習と集団行動を通しての成長。 

家庭・地域 

との連携 

 ○３者面談、学年ＰＴＡを実施    

 ○小学生への学習支援ボランティアを実施（走り方、ボール投げ指導も） 

 ○地域行事への参加やボランティア・地域の美化活動 

進

路 

状

況 
四大 ７７人 短大 ２７人 専門 １２３人 就職 ６５人 その他 ５人 

傾

向 

○大学・短大指定校推薦枠は１００校以上。ＡＯ・推薦入試での合格者も多い。 

＜主な進路＞   

 ○４年制大学 獨協大、東京電機大、文教大、東洋大、東京国際大、大東文化大、 

        亜細亜大、立正大学 など 

 ○就   職 埼玉県警察官、東武ステーションサービス、三井金属鉱業 など 
（※生徒数：令和 2 年 5 月 1 日現在、進路は令和 2 年 3 月卒業生の実績値） 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 

 ○高い目標を持ち、その実現のために常に努力を怠らない生徒 

 ○生活規則・交通マナーを守り、元気なあいさつで地域から愛される生徒 

 ○部活動を３年間続ける生徒 

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


３ 育成方針（埼玉県立鷲宮高等学校 ～生徒の成長物語～）

物事を広く多様な視点から柔軟に認識・分析し、
的確に判断し、大きく変化する社会を生き抜く力

生涯にわたって学びを継続する力、
進路・未来を切り拓く力

「学び」「認識し」「判断し」、自分自身で考えをしっかりと持って他者との関係を築く
◎他人との良好な関係を築く力 ◎知識や情報を活用する力

◎課題を処理し解決する力

「鷲高スタンダード」を確立
あたりまえのことが
あたりまえにできる

社会で生き抜く力
（社会性･コミュニケーション力など）
学校行事や部活動で育成

学力の育成・進路実現
＜１年生＞基礎学力の定着
＜2・3年生＞選択科目が充実



≪久喜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) 128 

(女) 60 
計  188 

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

アクセス 
ＪＲ宇都宮線/東武伊勢崎線「久喜駅」西口、朝日バス「菖蒲仲橋」行で約１５分、 

バス停「高木病院」下車、徒歩５分 

教育課程等

の特徴 

学校教育目標「個を知り、個を伸ばす」 

 児童生徒一人ひとりの障害の状況及び心身の発達に応じて、適切な教育を行い、そ

の能力と個性を伸ばすとともに、自立と社会参加に向けて、基礎となる力を育てま

す。 

【各学部の目標】 

 ・小学部低学年は、自分から身の回りのことに取り組むことなどです。 

 ・小学部高学年は、生活に見通しを持ち自分で考えて行動することなどです。 

 ・中学部は、基本的生活習慣の確立を図ることなどです。 

 ・高等部は、基本的生活習慣の確立に努め、健康で安全な生活を送ることなどで

す。 

特色ある 

学校行事や 

部活動 

・6 月の運動会、11月の文化祭「いちょうまつり」、1 月の「いちょうバザール」を 

 中心に積極的に地域に開かれた学校づくりを目指しています。 

・部活動は運動部、ダンス、太鼓、音楽、美術の５部活が頑張っています。 

・地域での作業学習の頒布会や学区内の学校との交流も盛んです。 

・小学部高学年から宿泊学習も始まります。 

 【小学部】校内宿泊学習(小 4)、林間学校(小 5)、修学旅行(小 6) 

 【中学部】校外集団宿泊学習(中 2)、修学旅行(中 3) 

 【高等部】校外集団宿泊学習(高 1,2)、修学旅行(高 3) 

＊令和 2 年度はコロナウイルス感染防止の観点から中止となる行事もあります。 

家庭・地域 

との連携 

・年４回の保護者会、学校説明会の実施等、開かれた学校づくりを行っています。 

・教育支援プラン A・BⅠ・BⅡを活用して、保護者との個別面談を行っています。 

・年間を通じて様々な行事において、保護者や地域の皆様との連携を深めていま

す。 

・文化祭やＰＴＡ夏まつり等で、近隣の高校や地域のボランティアの協力も盛んで

す。 

・各学部が交流会を実施し、他校の児童生徒達との交流を積極的に行っています。 

・児童生徒の健やかな成長のために、福祉関係や医療関係の機関とも連携していま

す。 

進路に 

ついて 

・高等部卒業後は、就職が２～３割、施設等の利用が７～８割等の進路状況。 

・生徒の適性や希望に応じた進路保障を実現するため、本人、保護者と共通理解を図

りながらきめ細やかな進路指導を行っています。（小中学部の生徒の多くは、中高等部に進

学をしています） 

（※生徒数：R2.5.1 現在、進路は R2.3 月卒業生の実績値） 

 

 

 

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


高等部中学部小学部高学年小学部低学年

・基本的生活習慣を確立し、

健康で安全な生活を送る。

・興味関心や生活経験

の拡大を図る。

・より良い人間関係

の育成に努める。

・将来の社会生活、職業生活に

必要な基礎的、基本的な能力や

態度を身につける。

・基本的生活習慣の確立を図る。

・健康な体をつくり、

体力向上を図る。

・基礎的な知識を身につけ、

自分で考える力や

見通せる力を育てる。

・自分の気持ちや要求を

表現する力を育て、

人との関わりを広げる。

・生活に見通しを持ち

自分で考えて行動しよう。

・意欲的に体を動かして

活動しよう。

・好きなことをふやし、

いろいろな場面で

楽しさを表現しよう。

・人とのやりとりの中で

思いをつたえよう。

・自分から身のまわりの

ことに取り組もう。

・元気に遊んで丈夫な体をつくろう。

・好きなことをたくさん見つけよう。

・身近な人と関係を深め、安心して

自分の気持ちをあらわそう。

学
部
目
標

自分らしい

生活を

おくる

（趣味や

休日を

楽しむ）

働くこと、

社会の一員

としての

やりがい

高等部での３年間小学部での６年間 中学部での３年間

ライフキャリア★重点目標★ ①何が身についたか実感できる授業 ②児童生徒の確かな自立 ③安全で安心な学校生活

自分らしく

生きる！

「個を知り、個を伸ばす」ために・・・

めざすは「児童生徒の社会的自立の力を育む」学校です！

久喜特別支援学校

児童生徒の成長物語

「できる」「わかる」

喜びを育む

「安心」「安全」な

学校生活を送る
ほめて育てる コミュニケーション力 UP

「応じる」「伝える」「関わる」

続ける力、働く力

（健康な体と持続力）

基礎知識、考える力

見通しを持つ力

ワークキャリア

基本的な生活習慣の確立

「意欲」と「自信」を育む


