
≪熊谷高校の活性化・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 生徒数 
(男)963 

(女) 
計 963 

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

アクセス ＪＲ高崎線熊谷駅（北口）より徒歩 25分またはバス「気象台入口」下車徒歩 5 分 

教育課程等

の特徴 

 ・進学型単位制を導入（平成２８年度から） 

 ・スーパーサイエンスハイスクール（第２期）指定（平成２９年度から５年間） 

 ・土曜日公開授業を実施 

 ・総合的な学習の時間に課題探究型の「熊高ゼミ」を実施 

活躍が顕著

な部活動 

平成２７年度以降 

 全国大会出場 陸上競技部、ソフトテニス部、スキー部、水泳部 

 関東大会出場 剣道部、音楽部（銀賞獲得）、軟式野球部（春・秋）、 

        陸上競技部（春・秋）、ソフトテニス部、水泳部、スキー部、 

        山岳部 

特色ある 

学校行事 

・４０キロハイク（５月・全学年） 

・臨海学校（７月・１年生全員） 

・班別行動中心の修学旅行（１１月・２年生全員） 

家庭・地域 

との連携 

・生き生き仕事人（キャリア教育）を実施（１年生全員） 

・地元小・中学校への学習ボランティア（夏季休業中） 

・地元小・中学校との部活動交流（陸上競技部、音楽部、吹奏楽部、水泳部、應援團等） 

進

路 

状

況 
四大 183 人 短大  人 専門   1人 就職  人 

その他の 

卒業者 
128 人 

傾

向 

・国公立大学合格者 12年連続 100 名以上（浪人生含む）。 

・難関国公立大１４名合格  

（※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＞ 

 

○志高く、何事も情熱を持って、最後までやり抜く生徒 

 

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


３ 育成方針（埼玉県立熊谷高校 ～生徒の成長物語～） 

 

  
  

 質実剛健  文武両道  自由と自治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

校訓 

               ◇学業      本校は何よりも授業を大切にします 

      ◇部活動    運動部・文化部・愛好会など部活動が盛んです 

      ◇学校行事  中学校ではできない学校行事が沢山あります 

熊高の 

三本の矢 

２年生 

○「文武両道」の学習習慣を確立する 

 ・学習ガイダンスで家庭学習と授業の受け方を学ぶ 

 ・進路ガイダンスで大学を知り、単位制について学ぶ 

○熊高生になる 

 ・新潟県柏崎市での臨海学校で自然を学び友と向き合う 

 ・各界の第一線で活躍するＯＢから仕事と生き方を学ぶ 

○熊高を支える中堅学年となる 

 ・後輩を教え、先輩を支える熊高の要となる 

 ・３学期は「３年０学期」で最上級生としての自覚を形成 

○修学旅行で「自由と自治」を具現化する 

 ・４泊５日の旅行を自分達の力で計画し、班別行動で自分 

  を鍛える 

 ・日本の歴史や文化を肌で感じ、世界平和について考える 

１年生 

３年生 ○熊高の中心となる 

 ・学業、部活動、学校行事に全力投球する姿を行動で示す 

 ・熊高の伝統を重んじ、「質実剛健」の人間になる 

○第一志望は譲らない、「受験は団体戦」が合言葉の大学受験  

 ・短期・長期学習計画の立案ときめ細かい二者面談 

 ・最後まであきらめない雰囲気づくりと友人との切磋琢磨 

熊高生を支える充実した学びの場と熊高生を育てる学校行事 
 

◇恵まれた学習環境：夜８時３０分まで図書館を開放 

◇進学型単位制：少人数授業できめ細かい学習指導、受験に向けて実力アップ 

◇充実した補習授業：朝ゼミ、夜ゼミ、夏季休業中の実力養成講座 

◇総合的な学習の時間：「熊高ゼミ」で課題探究 

◇ニュージーランドの兄弟校サウスランド・ボーイズ・ハイスクールとの交流 

◇近未来学校創造プロジェクト：タブレット端末を用いたＩＣＴ教育の実施 

◇伝統行事の４０キロハイク：荒川河川敷から上長瀞駅まで完歩・完走する自分との戦い 

◇絆を強める年次行事：（１年）水泳、バレー、ラグビー、百人一首 （２年）柔道、水泳、 

 バスケ （３年）テニス・卓球、水泳、サッカー 

入学３年後の目標 
・現役国公立 150 名以上、 

 うち難関国立大 20 名以上合格 
・全国・関東大会 10 部以上出場 



≪熊谷高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 定時制 学科 普通科 生徒数 
(男)30 

(女) 8 
計 38 

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

アクセス ＪＲ高崎線熊谷駅(北口)より徒歩２５分 または バス「円光」下車徒歩４分 

教育課程等

の特徴 

・個々の状況に合わせたきめ細やかな指導であなたの基礎学力の定着を目指します 

・４年間を見通したさまざまな特別講義により、あなたの興味や関心を広げます 

・多様な進路に対応するために、教員一人ひとりがあなたをサポートします 

・「学びたい！」と思ったときが「学びどき」！ あなたの学ぶ意欲に応えます 

活躍が顕著

な部活動 

・ソフトテニス部 …… 全国大会に団体戦選抜選手として出場実績があります 

・フットサル部……大会での勝利を出場めざして日々特訓中です。 

・美術部…… 文化祭展示ほか、学校説明会のポスター・資料作製を行います。 

特色ある 

学校行事 

・校外遠足（グループ行動による東京散策、ＴＤＬなど） 

・社会体験活動では県内の先進の工場を見学します。 

・全定合同で行われる文化祭では、カラオケ大会を運営しています。 

・学年対抗で競い合う球技大会（昨年はドッジボール、バレーボールに挑戦）を 

 実施しました。 

家庭・地域 

との連携 

・例年、給食試食会や給食感謝祭を開催し保護者の方も給食を試食します。 

・地域の若者サポートステーションと連携した高校生自立支援事業を実施します。 

・ハローワークによるガイダンス、就職支援アドバイザーなどによる就職支援など 

 を行います。 

・地域の大学と連携し、大学生が学習サポーターとして生徒の学習を支援します。 

進

路 

状

況 
四大 0人 短大 0人 専門 0人 就職 4 人 

その他の 

卒業者 
4人 

傾

向 

・多くの生徒が就職を希望 …… ４年間頑張った生徒が夢を叶える！ 

（昨年度の主な就職先：東京ポリエチレン、深川エー・シー・エス、社会福祉法人かつみ会、 

東電工業社等） 

・進学する生徒には個別指導を実施 …… 可能性を広げて社会へはばたく！ 

（※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＞ 

・入学から卒業まで継続して努力できる生徒 

・様々な事情でこれまで機会に恵まれなかったが、改めて本校で学び直しをしたい生徒 

＜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.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html
https://kumagaya-h.spec.ed.jp/tei/


３ 育成方針（生徒の成長物語） 

 

★本校ならではの「学びのチャンス」！ あなたのペースに合わせてフォローします 

 
★４年間の頑張りがあなたの夢を叶える！ さあ、自分探しの旅へ出かけよう！ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★勉強以外の活動にも積極的に 

本
校
の
特
色

個々の状況に合わせたきめ細やかな指導であなたの基礎学力の定着を目指します

４年間を見通したさまざまな特別授業により、あなたの興味や関心を広げます

多様な進路に対応するために、教員一人ひとりがあなたをサポートします

「学びたい！」と思ったときが「学びどき」！ あなたの学ぶ意欲に応えます

１年次

→ 基礎学力および

学習習慣の定着

２年次

→ 自分と向き合い

可能性を広げる

３年次

→ 生徒会活動で

学校生活の中心に

４年次

→ 社会人の一歩手前

希望進路の実現へ

行事 
文化祭や球技大会、遠足など、 

さまざまな行事があります 

 

給食 
毎日おいしい給食を食べて 

心も身体も成長します 

 

部活動 
ソフトテニス・フットサル・音楽… 

多くの先輩方が活躍しています 

 

４年間を通じて… 

 

教員集団の取り組み 
○わかる授業に徹する 

○いつでも相談に乗る 

○一人ひとりのための 

  定時制 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

・自分で考え、主体的に判断し行動する人 

・思いやりの心を持った、心豊かな人 

・学ぶ心を持ち、学校生活に取り組む向上する人 

目指す生徒像 



≪熊谷工業高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 
電気科・建築科・土木科 

機械科・情報技術科 
生徒数 

(男)660 

(女)38 
計 698 

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

アクセス 
・秩父線 石原駅下車 徒歩 20 分   ひろせ野鳥の森駅下車 徒歩 25 分 

・高崎線 熊谷駅下車 自転車 20 分  籠原駅下車 自転車 20 分 

教育課程等

の特徴 

・１年生ではインターンシップを実施  職業観、勤労観を育成 

・２年生の数学・英語では希望進路に応じた習熟度別授業を実施 

・３年生は専門技術コースと４大進学コースで異なる教育課程を実施 

・国家資格をはじめとして、多くの資格取得に対応 

活躍が顕著

な部活動 

・各科研究部が高校生ものづくりコンテスト関東大会出場 

・建築研究部が技能五輪全国大会出場 

・ソフトテニス部が個人・団体で関東大会、個人で全国大会出場 

・ソフトボール部が新人戦県ベスト４ 

・野球部が新人戦県ベスト１６ 

特色ある 

学校行事 

・熊工祭（文化祭）は生徒が制作した木製の椅子や塵取りの販売、ジェットコースタ

ー等、工業高校ならではの企画が多数 

・体育大会は陸上競技場（熊谷文化公園陸上競技場）で実施 

・工場見学、現場見学等、工業高校ならではの行事が多数 

家庭・地域 

との連携 

・地元企業・事業所へのインターンシップを実施（１年生全員） 

・地元企業・大学等に講師を依頼しての講演会、技術講習会の実施 

・学校制作物を用いた、幼稚園等の地元施設訪問や、イベント参加の実施 

進

路 

状

況 
四大 ２４人 短大 ０人 専門 ４０人 就職 １６４人 

その他の 

卒業者 
０人 

傾

向 

・７割の生徒が就職希望、３割の生徒が大学等への進学希望 

・求人件数 3,717（令和元年度） 

（※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＞ 

・ものづくりに関心を持ち、魅力を感じている生徒 

・集団の一員としての自覚を持ち、社会や学校のルールをしっかり守ることができる生徒 

 

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


県立熊谷工業高校育成方針

１年生

基礎学力の定着

職業観・勤労観

の育成

３年生

専門的な知識・

技術の習得

進路実現

２年生

学力・進路
意識の向上

・英語・数学では進路希望に応
じた習熟度別授業を実施し、
学力と進路意識をさらに伸
ばします。
・国家資格をはじめとして、
多くの資格取得に取り
組み、その中で学力
と進路意識を伸ばします。

＜建築・土木 ・電気・機械 ・情報技術＞

・学びの基礎診断により個々の
状況を把握し学習指導を行
います。
・インターンシップにより、
職業観・勤労観を身に
着けます。

～熊工で回せ！夢の歯車～

部活動による

体力・専門的技術・

人間性の向上

・地域の匠から直接指導を受け、専門的な知
識や技術を深化させ習得させます。
・４大進学コースと専門技術コースに分かれ、
進路に合わせた教育課程による授業を実施
します。
・計画的かつきめ細かい進路指導に
より、個々の進路を実現します。

・関東大会、全国大会に出場する部活動多数！
熊工の部活動で努力と忍耐を経験し、人間性を
高める！

熊工の３力
みりょく

工業のｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
を育成する力

進路の夢や
目標を実現
させる力

部活動で高校
生活を充実さ
せる力



≪熊谷商業高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 

１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 総合ビジネス科 生徒数 
(男) 244 

(女) 368 
計 612  

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

アクセス 秩父鉄道「ひろせ野鳥の森」から徒歩１０分 

教育課程等

の特徴 

・総合ビジネス科では「情報処理」と「商業」を発展的に取り込む。 

・２年生から３つの選択群「Ａ群大学進学」「Ｂ群商業」「Ｃ群情報」による。 

・２年生から各選択群での専門的な学習を重視し、スタートする。 

・３年生では商業の多彩な専門科目を設定。また、少人数授業を実施。 

・３年生では興味・関心・進路に応じた「課題研究」を設定。 

・授業と連動した資格取得を推進。 

活躍が顕著

な部活動 

・近年の全国大会出場 陸上競技部、写真部、ワープロ部、ソフトウェア部、簿記部。 

・近年の関東大会出場 柔道部、陸上競技部、写真部。 

・ほとんどの部が県大会出場（地区大会突破）。 

・野球部は過去に春夏合わせて６回甲子園出場。 

・吹奏楽部とバトン部は定期演奏会開催や地域イベントに参加。 

特色ある 

学校行事 

・民泊体験の修学旅行       ・全校一体となって盛り上がる体育祭 

・生徒会中心に運営される文化祭  ・クラスが団結する球技大会     など 

家庭・地域 

との連携 

・地元企業と連携した販売実習。 

・ＰＴＡ協力のもとで行われる体育祭、文化祭、ロードレース大会などの学校行事。 

・高大連携を活用した高度資格取得指導。 ・部活動による地域貢献活動等。 

進

路 

状況 四大 43 人 短大 8 人 専門 77 人 就職 102 人 その他 1 人 

傾向 

・優良大企業を中心に就職状況は極めて良好。金融機関等の事務職や公務員等も好調。 

・普通高校からの進学者も多い商・経済・経営学部等を中心に大学指定校推薦枠多数。 

・商業の資格を活用した公募推薦やＡＯ入試による大学進学も増えている。 

（※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＞ 

・商業高校をよく理解し本校を第一志望とする生徒  ・学習や資格取得に対する意欲の高い生徒 

・部活動に積極的に取り組み活躍が期待できる生徒  ・将来の進路を前向きに考えている生徒 

＜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」が別ウィンドウで開きます） 

 

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


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷商業高校 育成方針《生徒の成長物語》 

３年後の目標 

◇普通教科に加えて商業の基礎的科目 

◇朝学習等による基本的生活習慣の確立 

◇あいさつ、身だしなみの徹底 

◇部活動全員加入 

◇各種検定３級・２級の取得 

１年生 ･･･基礎基本の定着 

２年生 ･･･個々の能力の伸長・発展 

◇３つの選択群「Ａ群大学進学」「Ｂ群商業」

「Ｃ群情報」を２年生から選択 

◇各選択群での専門的な学習を重視 

◇進学・就職に向けたガイダンスを実施 

◇各種検定１級の取得 

３年生 ･･･実践的キャリア教育 

◇興味・関心・進路に応じた「課題研究」を設定 

◇商業の多彩な専門科目を設定、少人数授業の展開 

◇ビジネスマナーの指導、上位・高度な資格取得 

◇企業や大学等と連携した各種セミナー 

☆進路実現（第一に考えた教育活動を展開） 

☆学びの充実（個に応じた多様な学びを支援） 

☆部活動と学校行事の活性化（生徒の主体的な活動の場を提供） 

☆基本的生活習慣の確立（規律ある態度、豊かな人間性、笑顔で活気がある） 

 

Ａ群 

大学進学

等 

Ｂ群 

商業 

Ｃ群 

情報 

「自己実現・進路実現」希望実現の達成 

生徒それぞれが卒業後の進路先において 

熊商で得た知識や経験は力になり続けます 



≪熊谷女子高校の活性化・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 (女)960 計 960 

ホームページ  https://kumajo-h.spec.ed.jp/ 

アクセス ＪＲ熊谷駅より徒歩７分 

教育課程等

の特徴 

毎日の授業が真剣勝負！質の高い授業で差をつけよう！ 
幅広い知識を身に着け、思考力・判断力・表現力を育成 

・週あたり３４単位時間の授業（月・水７時間、隔週土曜日４時間授業） 

進路希望実現に向けた早期からのきめ細かい対応 

・２年：文型・理型、３年生：文型・文理型・理型のコース選択 

主体的・対話的で深い学びの実践 

・総合的な探究の時間 

・学校設定科目「人文科学探究」（２年文系：国語、地歴、美術、英語の分野から選択） 

・１年：英語表現Ⅰ、２年：英語表現Ⅱ・数学Ｂで少人数授業を実施 

活躍が顕著

な部活動 

陸上競技部（R1インターハイ出場、R1 関東大会出場） 

ラクロス部（R1 関東大会出場（春季・秋季）） 

ソフトボール部（H30関東公立高校大会出場） 

ソフトテニス部（R1関東大会出場） 

美術部（R1全国高等学校版画選手権大会） 

書道部（R1全日本高等学校書道コンクール） 

写真部（R1全国高等学校総合文化祭優秀賞） 

音楽部（H30関東合唱コンクール銀賞、H30関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト金賞） 

チアリーディング部（USA Nationals 2019 全国３位 2020全国大会出場権獲得） 

特色ある 

学校行事 

鈴懸祭 文化の部 

鈴懸祭 体育の部 

Kumajoパークマラソン 

ニュージーランドのサウスランド・ガールズ・ハイスクールとの姉妹校交流 

高大連携（理系分野）［京都大学、お茶の水女子大学、群馬大学］ 

家庭・地域 

との連携 

夏季休業中を中心に全学年三者面談を実施 

近隣の福祉施設や保育園等でボランティア活動を実施 

近隣の小学校・中学校への学習支援、部活動連携等 

進

路 

状

況 
四大  281人 短大 3人 専門  17人 

就職 

（公務員） 
2人 その他  18人 

傾

向 

多数の生徒が国公立大学・難関私立大学を志望し、ほとんどの生徒が第一志望またはそれ

に準じる大学へ進学している。特に教育系、看護・医療系の学部・学科に進学する生徒が

多い。大学等の卒業後は各方面でリーダーとして活躍をしている。 

（※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＞ 

１ 己の行動に誇りと責任を持つことができる生徒 

２ 高い学力と豊かな教養を身につけた生徒 

３ 人間相互に尊敬し合い、仲間と一緒に課題を解決できる生徒 

 

＜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） 

 

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


◇ 令和２年に創立１１０年を迎える伝統ある女子校です。
◇ 週あたり３４単位の授業を実施しています。（月・水７時間、隔週土曜日４時間授業）
◇ 好奇心・探究心を養う数々のプログラムと生徒同士が学び合い、高め合う環境が整っています。
◇ 生徒主体の学校行事、充実した部活動で生徒の自主性を育みます。
◇ 熊谷駅（ＪＲ・秩父鉄道）から徒歩７分の好立地。

埼玉県立熊谷女子高等学校 ～生徒の成長物語～

２年生

本校の
特 色

□１年生では、週間学習記録表や手
帳などを活用し基本的な生活習慣
・学習習慣を定着させる。

□朝学習の取組や自習室の利用など
を通して、自学自習の習慣を身に
つける。

□部活動・委員会活動・行事を通し
て、自ら考えて行動できる力やコ
ミュニケーション能力を高める。

□３年生では文型・文理型・理型に分か
れ、より深く学び受験に対応する力を
身につける。

□校内で実施する５回の模試や公開模試
を活用し自分の力を自己分析し主体的
に学習に取り組む姿勢を確立する。

□大学受験を通して将来の自分を展望す
ることで望ましい勤労観や職業観を身
につける。

□文化祭や体育祭等の行事を通して、ク
ラスや団のそれぞれの役割でリーダー
シップを発揮し、自ら考え判断し表現
する力をさらに高める。

コバトン＆
さいたまっち

育成方針

部活動

□２年生で文型・理型に分かれ、早期より生徒の
進路希望に対応したきめ細かい授業を行い、基
礎力・応用力を身につける。

□文型では人文科学探究、理型では理科の科目で
探究活動を行い、応用力・思考力・表現力を高
める。

□部活動・委員会活動・行事において中心となっ
て活動することにより、自ら課題を見つけ考え
行動し主体性や協働性を向上させる。

□すずかけ祭文化の部では5000人以上の来場者
を迎えます。各参加団体は趣向を凝らした出
し物を披露します。

□すずかけ祭体育の部はくまがやドームで行い
ます。学年を超えた縦割り編成で競技を競っ
たり応援合戦を行います。

□バレーボール大会・ハンドボール大会・バス
ケットボール大会はクラスが一致団結して優
勝を目指します。

□陸上競技部やチアリーディング部、
写真部、書道部、美術部が全国大会
に出場・出品しています。

□ほとんどの生徒が部活動に加入し、
多数の部が県大会はもちろん関東大
会に出場しています。

□進路オリエンテーション・進路講
話・キャリア教育（１年生）・大
学模擬授業（２年生）・合格体験
談を聴く会（１，２年生）など様
々な行事で生徒の進路に対する意
識を高めます。

□校内で模擬試験を実施し、学力の
伸長を図り志望校選択の指標とし
ます。

□朝・放課後・長期休業中に多数の
進学補習を行い多くの生徒が受講
しています。

□「世界をリードする科学技術人材育成事業」
□教育課程研究事業大学進学指導拠点校
□未来を拓く｢学び｣プロジェクト研究開発校
□ニュージーランドの姉妹校との国際交流
□大学との連携（理系分野）
（京都大、お茶の水女子大、群馬大等）
□土曜学習開放（授業のない土曜日）

生徒の可能性を伸ばす
様々な取組

◇自主自律の精神を身につける。
◇次世代の社会をリードする人材としての資質を身につける。
◇第一志望の進路を実現する。

まっすぐに、しなやかに。

１年生

行 事

３年生

本校の３年後の目標進路指導

（2020年3月卒業生）

国公立大学 ４６名
私立大学 ２３５名
短期大学 ３名
専門学校 １７名
就職（公務員）２名
その他 １８名

進路状況

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


≪熊谷西高校の活性化・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・理数科 生徒数 
(男)496 

(女)463 
計９５９ 

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

アクセス 

ＪＲ高崎線籠原駅から徒歩１５分、秩父鉄道大麻生駅から自転車１５分 

籠原駅は、上り始発列車多数あり。帰りは必ず座れ、南部からの通学もラクラクで

す。 

教育課程等

の特徴 

目指す学校像は「生徒の力を最大限に伸ばす県北が誇る進学校」です。 

・５５分授業により平日５日間で３４単位確保 

・令和元年度から５年間文部科学省スーパーサイエンスハイスクール指定 

・全生徒の科学的資質の向上と理数科を核とした高度な科学技術系人材の育成 

・アクティブ・ラーニング、探究活動、論文作成による学力養成 

・「課題研究」の全校実施により科学的思考力・問題解決力を育成 

・毎日３０分の朝学習による自主自律の学習習慣の確立 

活躍が顕著

な部活動 

部活動加入率９０％超で、文武両道を実現。部活動でも高い目標にチャレンジする勇

気を育て、達成感や自信を持たせます。 

・書道部 R1「全国総文祭（文化部のインターハイ）」２年連続出場 

・美術部 R1 はんが甲子園全国大会７年連続出場 

・H30 英語スピーチコンテスト県大会優勝関東大会出場 

・ダンス部 H29 県大会優勝全国大会出場 

・多くの運動部で県大会出場等 

特色ある 

学校行事 

勉強・部活動に加え、学校行事も「全力さわやか」に取り組むのが熊西流です！ 

・西高祭（文化祭） 土日２日間で４千名以上来校 ３年生のクラス劇は見もの 

・そのほか、理数科２年臨海実習、ブリティッシュヒルズ英語研修合宿、ＮＺ姉妹校

とのホームステイ交流、校内英語スピーチコンテスト、校内ビブリオバトル、校内百

人一首大会、持久走大会（熊谷スポーツ文化公園利用）、修学旅行（沖縄方面）など 

家庭・地域 

との連携 

地域社会に貢献する生徒の主体的な活動等を通して、品格や勇気を養います。 

・通学路清掃ボランティア（年２回） PTA 通学路パトロール（年８回） 熊谷市外国

人日本語スピーチ大会審査員派遣 熊谷市投票立会人派遣 献血キャンペーン協力 

鉄道警察隊キャンペーン協力 高大連携講座（埼玉大、東北大、埼工大、女子栄養大） 

進

路 

状

況 
四大 260 人 短大 ６ 人 専門 14 人 就職 ０ 人 その他 36 人 

傾

向 

志を高く持たせ最後まで諦めさせない進路指導を実践しています。 

・国公立大学に現役４０人合格 

・早慶 GMARC 等難関私立大学に現役４０人以上合格 

・現役大学進学率約８０％ 

・西高卒業生は地域のあらゆる場面で活躍し、社会を支えています！ 
（※生徒数：R2.5.1 現在、進路は R2.3 月卒業生の実績値） 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 

学力検査得点を軸に、中３で特に学習を頑張り、特別活動は本部役員や委員長等以上、部活動等は

県大会レベル以上、資格は主要検定準２級レベル以上 

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


規律と品位ある高校生活

高い志の育成

学力の向上

「探究活動」の熊西
ASK A QUESTION, AND ANSWER IT!

①授業力の向上
②学習の質の保証
③学習の量の保証
④学習環境の保証
⑤ リーダーを育てる学校

熊西進学力養成プラン
WEST FIVE  

生徒の力を最大限に伸ばす進学校

目指す学校像

• 学びの改革
（授業公開・研究授業等）

• 国・県の事業の活用
• 模試の分析・活用
• 新大学入試への対応

教員同士の学び合い

ﾁｬｲﾑ to ﾁｬｲﾑ５５分授業

ＳＳＨ／ＡＬ活動、探究活動、論文作成／大学・企業・研究施設等との連携

英語スピーチコンテスト・ＮＺ国際交流・ＢＨ研修・ビブリオバトル・百人一首大会

部活動・学校行事の充実と計画的実施

挑

戦

す

る

進

学

校

サイエンスマインドを育てる
探究活動、論文作成、発表会

西高スタイル 「全力 さわやか 西高生！」

ｽﾀー ﾄｱｯﾌ゚
学習講座 朝学習３０分 進学補習の充実

主体的学習の定着

進路ガイダンスの徹底

毎日＋30分
週３時間相当

毎日＋30分
週３時間相当

授
業
重
視
の
文
化

理
数
科

普
通
科

第一志望現役合格を叶える教育課程

完全下校の徹底

週授業時数 ３４単位

研究・実習 高度な科学技術
系人材へ

文武両道

プレゼンテー
ション研修

補習・自習室の充実

第一志望は譲れない

５月 校外学習（芸術鑑賞会等）
６月 体育祭
７月 球技大会／理数科臨海実習

篭原クリーンアップ美化活動
英語スピーチコンテスト
ブリティッシュヒルズ研修

８月 国際交流(NZへ隔年)
９月 西高祭（文化祭）／ﾋﾞﾌﾞﾘｵﾊﾞﾄﾙ

国際交流(ＮＺから隔年)
11月 修学旅行（沖縄）／持久走大会
１月 百人一首大会
３月 球技大会

多彩な学校行事知性を磨く多彩な
行事満載

一
人
一
人
が
輝
け
る
場
所
が
あ
る

進路の実現
第一志望
現役合格

進路の実現
第一志望
現役合格

 １年：自ら進んで学習する習慣を確立
 ２年：勉強と部活動を両立し、高い志
を維持

 ３年：国公立大学を始めとする第一
志望現役合格

 将来は地域を支えるリーダーに成長

各学年終了時には…

埼玉県立熊谷西高等学校成長物語



≪熊谷農業高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 
生物生産技術・食品科学 

生物生産工学・生活技術 
生徒数 

(男)332 

(女)450 
計 782 

ホームページ http://www.kumanou-ah.spec.ed.jp 

アクセス 
・ＪＲ高崎線「熊谷駅」北口下車 徒歩 30 分又は北口から太田駅行きバス 10 分  

 気象台入口下車 徒歩 5分、秩父線「石原駅」から徒歩 20分 

教育課程等

の特徴 

・動植物の生命を育む教育をとおして、豊かな教養と専門的知識･技術が学べます。 

・１年次の英語は、少人数による授業を行います。（２クラス３展開） 

・２年次から各学科（食品科学科を除く）とも２コースに分かれ専門性を深めます。 

・新しい実習棟を十分に活用して、実験･実習を中心とした学習で専門的知識･技術を 

 習得できます。 

・最初から最後まで自分で作る「ものづくり」により､達成感･充実感を体感します。 

・多彩な教育内容で専門科目が多く､いろいろな資格が取得できます。 

・外部から講師を招き、専門家から専門技術を学べます。 

・ＧＡＰ（農業生産工程管理）認証取得し、安心安全な農業を学びます。 

活躍が顕著

な部活動 

・弓道部：東日本大会出場（H29）・書道部：学芸書道全国展優秀団体賞受賞４年 

 連続（H28.H29.H30.R1）・写真部：第 25 回関東地区高等学校写真展 奨励賞 

 第 26 回関東地区高等学校写真展 出品・陸上競技部：「1500M」関東大会出場(H25) 

・皇室への「鈴虫献上」（昭和 39 年～） 

※教科の活動として 学校農業クラブ：「フラワー競技会」全国大会出場（H30） 

 ｢プロジェクト発表｣関東大会出場（H29.H30.R1）「意見発表」関東大会出場（H29）

「農業鑑定競技」全国大会優秀賞受賞(R1) 学校家庭クラブ「全国大会」出場（R2） 

特色ある 

学校行事 

・「熊農祭」（文化祭）：研究発表、成果発表、展示、農畜産物や加工食品の即売会、 

 かかしコンクール（クラス製作）・「グリーンフェスティバル」 

・「マラソン大会：熊谷スポーツ文化公園陸上競技場」 

・修学旅行：（H28.H29.H30：沖縄  R1：北陸･関西） 

・「海外農業研修」（３年に１回：H26.H29：ニュージーランド、R2 は R3 に延期） 

家庭・地域 

との連携 

・地域の保育園児、幼稚園児、小学生との田植え・稲刈りなどの交流 

・地元小学生によるウシの写生会  ・県庁花時計の製作  

・マスコット「事故帽子」配布 ・熊谷献血ルームへ「くまのうあいす」の提供 

・熊谷市雪くま暖簾会のかき氷「雪くまシロップ」用ブドウの提供 

・市役所の花壇管理と壁面緑化 ・「オレンジカフェ」での認知症の方との交流 

進

路 

状

況 
四大 22 人 短大  5 人 専門 80 人 就職 103 人 その他 15 人 

傾

向 

・進学 48％（指定校推薦等）、就職 46％  ・専門性を生かした進学・就職 

・四年生大学進学者の 60％以上は農学・農業系大学へ進学 

「農業」「動物」「栄養」「調理」「保育」「福祉」「看護医療系」の各種専門学校に進学 

（※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＞ 

 ◆自分の夢に向かって努力し、規律正しい学校生活を送れる生徒 

 ◆命を大切に育み、誠実で明るく思いやりのある生徒 

 

＜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.kumanou-ah.spec.ed.jp


３ 育成方針（埼玉県立熊谷農業高等学校 ～生徒の成長物語～） 

 
  

 

 

 

 

 

 

        農業各分野の担い手・技術者と、地域を担う人材に！ 
        学科の特色を生かした専攻学習、小グループ学習、実験実習が中心 

            『考え、学び、実践する力』 が身につきます！ 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

                          

 

                         

 

                                                                              

                                   社会で活躍 ♪       

        夢の実現に向けて……     

      

      ＊農業各分野の担い手に！ 

  ＊専門性を生かした進路へ    心の成長とともに…                                       

  ＊「課題研究」で力をつける                     ＊地域を担う人材に！ 

 ＊多くの「資格」が取得できる                 ＊農業関係大学・農業大学校への進学 

 ＊専門知識と技術が習得できる                    ＊支援アドバイザーによる面接指導 

  （未来の職業人材育成事業）                   ＊進学に向けた小論文指導 

 ＊ＧＡＰ教育（「農力」育成強化プロジェクト）               ＊個別指導と補習授業 

  ＊先端的農業を学習できる                           ＊キャリア教育の充実 

   ＊実験・実習をとおして体得できる                ＊様々なボランティア活動の機会 

    ＊農業クラブ活動で多くを知る                  ＊外部・地域との交流体験 

      ＊農業の基礎を学ぶ                         ＊基礎学力の向上 

         UP!                   UP!                        
  「学ぶ意欲の育成」 「農業教育」 「進路指導」 「地域との連携」 

    ～ しっかりと大地に根を張り、自分らしく生き抜く力を身につけるために ～ 

 ・・・・・☆☆☆ 輝け！未来の熊農生 ☆☆☆・・・・・ 

このイメージは、現在表示できません。

 豊かな自然の中で、生徒たちが協力して「ものづくり」に励み、作る喜び、協力する喜び、

完成する喜びを味わっています。部活動も盛んで、運動部・文化部の他に農業高校ならでは

の「農業クラブ活動」も盛んです。 

 勤労を貴び、責任を重んじる誠実さと、 

   心身ともに健康で実行力のある「産業人」の育成 

 

  

 

 



≪妻沼高校の活性化・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)178 

(女)138 
計 316 

ホームページ https://menuma-h.spec.ed.jp 

アクセス 定期路線バス（朝日バス）バス停「三ツ橋」より徒歩３分 

教育課程等

の特徴 

・学校設定教科「カルティベートタイム（ＣＴ）」でつまずき解消＆基礎固め 

  １年生は、毎日１時間目に実施 

・少人数授業で理解度アップ 

  １年生は、４クラスを５クラス展開、数学と英語で少人数授業 

・資格取得でステップアップ 

  漢字検定、英語検定、ビジネス文書実務検定、情報処理検定など 

・Ｒ８０（アールエイティー）で "まとめる力"アップ 

  ８０字以内の２文で自分の考えを書く 

活躍が顕著

な部活動 

・写真部 

  令和元年度第４３回全国高等学校総合文化祭（２０１９さが総文）出場 

・陸上競技部 

  学校総体県大会全員出場（陸上競技部：令和元年度） 

・商業部 

  関東ブロック高等学校生徒商業研究発表大会 優良賞（令和元年度） 

・書道部 

  日本武道館競書大会 大会奨励賞（平成３０年度） 

特色ある 

学校行事 

・修学旅行 

  民泊体験型修学旅行（平成 30 年度：福井、令和元年度：広島、令和２年度：福井） 

・文化祭（轍祭） 

  生徒会・文化祭実行委員会を中心に企画・運営 

・パークレース 

  創立時から実施している伝統ある行事（リバーサイドレース）から変更 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談（６月）、二者面談（１、２学期当初） 

・地元小学校との交流事業（年２回） 

・地元行事への参加 

  熊谷市妻沼文化祭、めぬま祭、めぬま手づくり市、献血キャンペーン等 

進

路 

状

況 
四大  ８人 短大 ７人 専門 ３４人 就職 ５１人 その他 １３人 

傾

向 

・就職決定率（学校紹介）：９８.１％ 

 

・主な進路先：聖学院大学、埼玉工業大学、県立熊谷高等技術専門校、東工業株式会社 

（※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＞ 

  ・ 勉強につまずいてしまったけれど、学び直しをしたい生徒 

  ・ 中学校にはなじめなかったけれど、しっかり勉強して高校を卒業したいという生徒 

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


｢ベートン｣と｢カルティ｣ 

＜生徒の成長物語＞  県 立 妻 沼 高 校  ～ 母校を誇れる生徒を育てる学校 ～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 校 行 事 
 

□体育祭（５月）でクラスの団結力 

 を高めます。 

□盛り上がる文化祭は、 

 毎年９月に実施します。 

□２年生が参加する修学 

 旅行は、民泊体験を導 

 入しています。 

□パークレースを１１月 

 に実施します。 

 

 

部 活 動 
□運動部１０、文化部１１の部が元気に 

  活動しています。 

□努力、友情、希望・・ 

  部活動から得るものは 

 たくさんあります。 

◇ カルティベートタイム（平成２０年度導入：県内初）   「基礎・基本」を身につけ、つまずきを解消する授業 

◇ 少人数学級編制と少人数、習熟度別授業（英語、数学）  ４クラスを５クラス展開（１年生） 

◇ 資格取得でステップアップ               漢字検定、英語検定、ビジネス文書実務検定、情報処理検定等 

◇ Ｒ８０で "まとめる力"アップ              ８０字以内の２文で自分の考えを書く 

◇ スクールバスの運行                  深谷北・籠原北コース（豊里始発）と深谷南・籠原南コース（花園始発） 

◇ 県教育委員会指定                   スクールカウンセラー、就職支援アドバイザー、特別支援教育巡回支援員、多文化共生推進員等配置校 

 ■毎日１限に行われるカルティベートタイ 

  ムで、つまずき解消＆基礎固めに取り組 

   みます。 

 ■卒業後の進路を見据えて、社会人として 

  必要な社会性や勤労観を身につけます。 

■「わかる授業」で、大学進学を希望してい 

 る生徒若しくは、より深く学ぶ意欲がある 

 生徒の学力を更に伸ばします。 

■生徒会、部活動、文化祭等の学校行事の中 

 心として、団結力・自主性を育成します。 

１年生 

■希望者全員の内定を目指して、就職支援（教 

 員､ＰＴＡ､ハローワーク等による面接指導 

 等）の充実に努めます。 

■漢字検定、英語検定等の資格取得、補習体 

 制の充実を図り、大学、短大進学希望者の 

 進路実現に努めます。 

２年生 

地域との連携 
◇長井小学校との交流 

◇旧妻沼町文化祭、めぬま祭、 

 妻沼手づくり市等への参加 

 

妻沼高校の指導の基本は 「礼儀・身だしなみ・時間厳守」 

    教 職 員 
「チーム妻沼」をモットーに、 

生徒の成長を全力でサポートし

ます。 

 

☆「カルティベートタイム」の更な 

 る充実に努め、生徒一人一人に確 

 かな学力を定着させます。 

 

☆きめ細やかな進路指導に努め、進 

 路決定率を向上させます。 

 

☆「チーム妻沼」の一員としての自 

 覚を持たせ、母校を誇れる生徒を 

 育てます。 

＜校 訓＞ 

３年生 

本校の３年後の目標 



≪熊谷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 肢体不自由 
学部・

学科 

小学部・中学部・高等

部 

児童 

生徒数 

(男)７８ 

(女)５６ 
計１３４ 

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

アクセス 秩父線大麻生駅より徒歩 25分、明戸駅より徒歩 20分 

教育課程等

の特徴 

本校の教育課程は心身の障害の状況や発達の状況に応じて大きく 4つに分

けている。 

・類型Ⅰ・・・当該学年の指導内容・指導目標に準ずる教育課程 

・類型Ⅱ・・・授業の遅れ、学習進度を考慮し下学年の指導内容・指導 

       目標も含めた教育課程 

・類型Ⅲ・・・知的障害の特別支援学校の学習を参考にした教育課程 

・類型Ⅳ・・・自立活動の目標・指導の手だてが主となる教育課程 

 ※ 類型Ⅲ・Ⅳについても教科学習を大切にして授業を行っている。 

特色ある 

学校行事や 

部活動 

・コミュニティースクールとして、交流及び共同学習等の機会において、

地域と協働で児童生徒の学びと育ちを進める。（本年度１年目） 

・地域の中学校の参加や福祉作業所、PTAなどの販売等の協力を得るとと

もに、児童生徒の日ごろの学習の成果を発表する場として夢祭（文化祭）

を行っている。（本年度中止、本校児童生徒の作品展示のみ計画） 

・各学部やブロック種目、紅白に分かれての応援合戦、児童生徒が中心と

なってのレクダンスや進行など、一人一人が輝く体育祭を実施している。

（本年度中止） 

・熊特スポーツクラブやイングリッシュクラブで放課後の余暇活動を充実

させている。（本年度は２学期より実施予定） 

家庭・地域 

との連携 

・授業公開を年 5回実施。（本年度中止、個別に教育相談・学校見学実施） 

・共生社会の形成を目指し、近隣の小中高等学校との交流及び共同学習を

積極的に行っている。（本年度中止） 

・「アートで築こう地域の輪」活動で児童生徒の作品をとおして地域とのつ

ながりを大切にしている。（規模、時期を変更し実施予定） 

進路に 

ついて 

・高等部の卒業生については、福祉的就労等１３名（就労継続 B型２名、

生活介護６名、施設入所３名、在宅２名）、就労１名、進学０名である。 

・小学部・中学部の生徒は、それぞれ中学部・高等部へ進学。 

（※児童生徒数：R2.5.1現在、進路は R2.3卒業生の実績） 

 

 

 

 

http://www.kumagaya-sh.spec.ed.jp/%20


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

２ 育成方針（埼玉県立熊谷特別支援学校 ～児童生徒の成長物語～） 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目指す学校像 

児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育を行い、可能性を伸ばし、保護者・地域から信頼される学校 

生き生きと明るい児童・生徒、楽しく

学習に取り組む児童・生徒、心豊か

な児童・生徒を育てます。 

教育目標 

かしこく 心豊かに たくましく 

小学部 

学んだことを生かせる子、友だち

と一緒に仲良くできる子、最後ま

でがんばる子を育てます。 

進んで学習し、よく考える生徒、社会経験

を広げ、人との関係を豊かにできる生徒、

健康・安全に気をつけ、ねばり強く取り組

む生徒、自立心を持ち、適切な進路実現の

ため、努力する生徒を育てます。 

確かな学力 

人の心を思いやり、自分らしく豊

かに生活できる生徒、持てる力を

発揮し、心身共にたくましく生き

る生徒を育てます。 

豊かな心 

一人一人の障害の状況に応じた指導を行う時間「自立活動」に重点をおき、

自立活動専任教員と担任が連携し、『こころとからだづくりの学習』に力を

入れて取り組んでいます。 

訪問教育部 

卒業後、地域で生き生きと生活できるために、小学部段階からキャリア

教育を行っています。 

健やかな体 

自己選択・自己決定 体験・活躍する場 

集団生活を通して社会生活を身につけ、基本的生活習慣等を確立するため

の寄宿舎を設置し、運営しています。 

自信・意欲 

一人一人のコミュニケーション意欲・手段が向上するよう支援しています。 医療的な支援を必要とする子へ、医療・学校・保護者などが連携・協力し、

医療的ケアを実施しています。 
見え方・聴こえ方に課題のある子への巡回相談や身体・摂食等に課題のあ

る子への理学療法士・言語聴覚士による支援や相談を行っています。 

よさ・可能性の発揮 

高等部 

交流及び共同学習・通常学級支援籍・特別支援学校支援籍の取得を進める

など、多様な学びの場を設定しています。 

自己実現 

情報機器を有効活用するなど、ICT教育を推進しています。 

中学部 

病弱等で通学が困難な児童生徒のための訪問教育を実施しています。 

自立・社会参加 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559193414/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucGhvdG9saWJyYXJ5LmpwL2ltZzEzNS8yNTA3MF82MDE5MjAuaHRtbA--/RS=^ADBWPt.zrcCQQWJuJPaPX4hv4dAW7k-;_ylt=A2RimWDGFe5cD2UA3hCU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559193009/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuaWxsdXN0LWJveC5qcC9zb3phaS8xMDY1NTEv/RS=^ADBTM8ovReRylfNjg04aKt4jR_6aZ8-;_ylt=A2RinFYwFO5cSTsA6BuU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559194004/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cucHJpbnRvdXQuanAvQ0wvU1BUL1BBLzAwMi9DTC1TUFQtUEEtMDAyLmh0bWw-/RS=^ADBPSWKW7x4JlOWEcKc.TJaBbpKA_k-;_ylt=A2RivQIUGO5c4hwABRWU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1559195416/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3R1a2F0dWsyMDAzMy5ibG9nc3BvdC5jb20vMjAxMi8wNC8-/RS=^ADBacI8PsUgNBkrcReceezgh92pbxE-;_ylt=A2RiouOYHe5cU0MAUgKU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz

