
様式          ≪新座高校の活性化・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)211 

(女)335 
計 546 

ホームページ https://niiza-h.spec.ed.jp/ 

アクセス 
武蔵野線・北朝霞駅 東上線・朝霞台駅→ 西武バス 20分、｢新座高校｣下車 徒歩 5 分 

西武池袋線・ひばりヶ丘駅→ 西武バス 15分、｢池田２丁目｣下車 徒歩 5分 

教育課程等

の特徴 

・１年生は少人数学級編成、国、数、英で少人数・習熟度別授業を実施 

・芸術は「音楽」「美術」「書道」の３科目から選択 

・２年生は数・英で少人数・習熟度別授業を実施 

・３年生では進路希望にあった多様な選択科目を学習 

・学習サポーター、スクールカウンセラー、巡回支援員など「学び」への支援が充実 

活躍が顕著

な部活動 

・ダンス部が全国大会第２位（平成３０年度）、世界大会第３位（平成２９年度） 

・テニス部・剣道部・バドミントン部が県大会出場（平成３１年度） 

・美術部が全日本学生美術展で推奨を受賞（平成３０年度） 

特色ある 

学校行事 

・農・漁村宿泊体験の修学旅行（２年生）  

・体育祭（６月）は学年の枠を超えた色別対抗戦 

・在校生からのメッセージ 

 新座高校は先生と生徒との距離が近く、とても話しやすい雰囲気の学校で

す。周りの友人も元気な人ばかりで毎日楽しく生活できます。みんなの心が響

きあい、３年間を通して心身ともに大きく成長できる良い学校です。 

（生徒会長より） 

家庭・地域 

との連携 

・県教育委員会指定「地域の多様な人材との連携による高校生自立支援事業」 

・ＨＰを通じて情報を発信 

・二者面談・三者面談を年各１回実施 

・きほんの「き」（授業や服装のきまりを冊子にしたもの）の保護者への理解と協力 

進

路 

状況 四大 17 人 短大 9 人 専門 47 人 就職 69 人 その他 11 人 

傾向 

・大学・短大・専門学校は、ほぼ全員が指定校推薦、ＡＯ入試、公募推薦で入学 

・学校を通した就職率は１００％ 

・就職先は、埼玉トヨペット、東武百貨店、滝野川信用金庫、戸田中央総合病院等 

（※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＞ 

 欠席・遅刻をせず、学校生活で仲間と協力し合い、まじめに取り組むことができる生徒 

 部活動・生徒会活動などの学校生活で目標を持ち、努力のできる生徒 

 

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


埼玉県立新座高等学校

１学年 ２学年 ３学年

「志（こころざし）を持った生徒を育てる３年間」

ALTの授業
１年次に学習

授業研究会
年に６回実施
新座の授業を追求

部活動が活躍
ダンス部が全国大会優勝
テニス部・剣道部・バドミ
ントン部が県大会へ

学習サポート
学習サポーターが授業の

疑問をサポート
（社会と情報、数学Ⅰ・A、ECⅠなど）

行事の数々
新入生歓迎会（生徒会主催で部活動紹介・歓迎イベント）

体育祭（色別対抗の応援合戦が見ごたえあり）
遠足（東京・横浜方面やディズニーランド・シーなど）
修学旅行（民泊・農業漁業体験・平和学習など）
落葉祭（生徒会主催・新座高校最大のイベント）

予餞会（３年生を送る会）

・マナー講座
・フリーター防止講演会
・進路講演会

自立支援事業
ＳＳＴ(ソーシャルスキルト
レーニング)講演会実施

グループ学習
さまざまな授業で実践

・分野別模擬授業（年数回）
・卒業生と語る会
（卒業生が来校、進路先の話を聞く）

進路
実現

生活指導
服装・頭髪・あいさつ・遅刻・欠席
など進路実現に欠かせない

「きほんのき」をしっかり見守り指導

新座高校の３年後の目標
自信を持って進路実現できる
豊かな人間性がそなわる

将来に生きる社会性が身につく

定期考査前の勉強会
各学年で実施

勉強の疑問や質問に
各教科の教員が対応

「志を見つける」 「志を育てる」 「志を叶える」
・進路別説明会（就職・進学）
・面接指導・作文指導
・進路相談・個別サポート

～ 生 徒 の 成 長 物 語 ～



≪新座総合技術高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 
電子機械科・情報技術科 

デザイン科・総合ビジネス科 

服飾デザイン科・食物調理科 
生徒数 

(男)320 

(女)378 
計 698 

ホームページ https://nsg-h.spec.ed.jp/ 

アクセス 

東武東上線「朝霞駅」南口より西武バス（大泉学園駅・新座栄方面行）乗車約 15 分 

 「新座総合技術高校」バス停より徒歩１分 

西武池袋線「大泉学園駅」北口より西武バス（朝霞駅・新座栄方面行）乗車約 15 分 

 「都民農園セコニック」バス停より徒歩１分 

教育課程等

の特徴 

・【ミックスホームルーム】（１年） 

  個性豊かな異なる学科のクラスメイトと学びあう取組み 

・【総合選択制】 

  幅広い選択科目から自分だけの学びをコーディネート 

・【ノーチャイム制】 

  時間の管理を自ら行い自主性を高める取組み 

活躍が顕著

な部活動 

・【陸上部】 

  関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会に出場（R１） 

・【水泳部】 

  埼玉県公立高校水泳競技大会入賞（R1） 

・【美術部】 

  黒板アート甲子園関東ブロックエリア賞、審査員特別賞受賞（H30） 

特色ある 

学校行事 

・【こぶし祭（文化祭）】 

  一般公開の来場者は４千人以上で、ファッションショーやこぶし弁当が人気 

・【修学旅行】（２年） 

  関西または沖縄方面への体験型修学旅行 

・【課題研究発表会、卒業作品展】（３年） 

  ３年間で身に付けた高度な専門知識や技術を一般県民にも披露 

家庭・地域 

との連携 

・近隣小中学校で体験型授業を実施（教員向けプログラミング教育の研修会も） 

・地域のイベントへの協力（ポスター制作、イベント参加、工作教室など） 

・学科の特色を活かした現場実習（インターンシップ）を６日間実施（２年生） 

進

路 

状

況 
四大 55 人 短大 3 人 専門 90 人 就職 66 人 その他 19 人 

傾

向 

・大学・短大の指定校推薦枠は 200 人以上 

・併設する本校デザイン専攻科（２年制）への進学者も多数 

・専門分野の学びを活かすことのできる求人が多数あり、学校紹介就職内定率 100％ 

（※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＞ 

・高い志を持ち、夢の実現に向け努力を惜しまず、最後まで頑張り抜く生徒 

・ルールを尊重し、他者への思いやりといたわりの心を持つ生徒 

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


埼玉県立 新座総合技術高等学校 ～生徒の成長物語 2021 ～

新座総合技術高校は「一人一人を生かす」教育を実践します。

■電子機械科
■情報技術科
■デザイン科
■総合ビジネス科
■服飾デザイン科
■食物調理科

１年生
２年生

●ミックスホームルーム
●現場実習 (インターンシップ )
２年次には、それぞれの専門分野の
学習をより深め進路意識を高めるた
め６日間のインターンシップを実施
しています。

それぞれの専門の授業が展開され
ます、専門の授業は教室での座学
と作品製作や実技を行う実習から
なります。基礎から学び始め、専
門の知識や技術を習得していきま
す。

部活動も、運動部、文化部
とも活発に活動していま
す。専門高校ならではの部
活動も活躍しています。

●卒業作品発表（ファッションショー他）
課題研究や実習課題の作品製作を中心に、３年間の
学習成果、製作作品等をそれぞれ学科の内容に応じ
たスタイルで発表会として開催しています。写真は
服飾デザイン科によるファッションショーです。

●デザイン専攻科（卒業後の２年専門課程）
高校を卒業後、さらにデザインを学びたい生
徒のために、２年制のデザイン専攻科が設置
されています。付属の専門学校のような存在
で、修了後は、大学への編入も可能です。

●総合選択制(学科を超えた選択科目）
就職や大学進学など多様な進路に応じた学
習が選択できるシステムです。一人一人を
生かす教育目標のため開校当初から実施し
ています。

●プロの指導者、社会人講師の指導
社会の第一線で活躍しているプロのデザイ
ナーや料理人など専門の知識や技術を有する
先生方から指導を受け、技術を身につけてい
きます。

１年次は、多様な進路希望に備え、基礎学
力の向上と定着、主体的な学びをすすめ、
思考力・判断力・表現力を養います。

２年次は、専門教科と普通教科をバランス
よく学ぶとともに、資格取得やコンテスト
への挑戦など、学習の幅が広がります。

１年次は学科の枠をはずし、異なる学科の生
徒とクラスを共にします。個性的なクラスメ
イトと刺激し合いながら活気あふれる学校生
活を過ごします。

本校の
特　色

◆本校の授業：６つの各学科の専門的・実践的な授業と多様な進路選択や興味関心に応える総合選択制
◆学 校 行 事：こぶし祭 (文化祭 )・公開授業・卒業作品展等の充実（学びの成果を広く伝える学校行事）
◆地域を支える人材育成を行う専門高校：隣接４市（新座・朝霞・和光・志木）から 55％の生徒が通学

３年生
３年次は、進路決定に向け専門の学習を進
めるとともに、学習の集大成としての課題
研究やより実践的な学習が展開されます。



            ≪新座柳瀬高校の活性化・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)299 

(女)390 
計 689 

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

アクセス 

次の３つが主な  ①東武東上線志木駅よりバス 団地南下車 徒歩５分 

アクセス方法です。②東武東上線柳瀬川駅 徒歩２２分 

         ③JR 武蔵野線 新座駅 徒歩２０分 

教育課程等

の特徴 

・多様な選択科目を設定した単位制。 

・１年次は、数学Ⅰで習熟度別少人数授業、コミュニケーション英語Ⅰで少人数授業を 

実施。全年次で体育の少人数授業を実施 

・２年次で６単位、３年次で１３単位を選択 ６名で行う授業など少人数授業を展開 

・様々な資格取得を支援する選択科目の設定 年間のべ４００名以上が合格 

 ＩＴパスポート試験、情報セキュリティマネジメント試験などの国家試験にも対応 

活躍が顕著

な部活動 

【平成２９年度-令和元年度の実績】 

野球部：平成２９年度全国高校野球選手権埼玉大会ベスト３２進出 

県大会出場：バドミントン、剣道、男子バレーボール、ソフトテニス、陸上競技など 

吹奏楽部、ボランティア体験交流部：福祉施設との交流活動 

演劇部：全国高校総合文化祭佐賀大会公演（佐賀県鳥栖市鳥栖市民文化会館） 

美術部：埼玉県高校美術展で県知事賞や優秀賞を受賞。書道部：全国大会へ出展 

その他、多くの部活動で、生徒、教師ともに汗を流しています。 

特色ある 

学校行事 

・抜群の盛り上がりを見せる雲雀祭（文化祭）、体育祭 

・インターンシップ：地元企業と連携 

  ２年次：病院、保育園幼稚園、介護施設等 ３年次：看護体験 

・「こども文化」の授業で、幼稚園実習体験：３年次：白樺幼稚園と連携 

・修学旅行 ２年次に実施（令和２年度 沖縄平和学習、マリン体験等） 

・マラソン大会（１１月に実施）所沢航空公園 ・球技大会 年次毎に実施。 

家庭・地域 

との連携 

・新座市社会福祉協議会：新座市北２地区ふれあい連絡協議会 

  新座市立第四中学校、新座市立新座小学校、新座市立新開小学校と連携 

・福島ひまわりプロジェクトへ参加（新座市観光課と連携） 

  ホームページ「ひまわり日誌」をご覧ください。 

・新座市活性化事業へ参加（新座市シティプロモーション課と連携） 

・ボランティア体験交流部 吹奏楽部：新座市や障がい者支援施設と連携 

・新座警察：交通安全マナーアップ推進校として連携 

 

進

路 

状況 四大 ４６人 短大 １２人 専門 ９４人 就職 ５０人 その他 １６人 

傾向 

・大学、専門学校、就職と多岐にわたり進路実現を果たしています。本校は、どの 

 進路希望にも応じた進路指導体制で教育活動を展開しております。 

・大学一般受験者が増加。センター試験対策、私立大学受験対策等の課外授業を実施 

・卒業生は、小学校教諭、保育士、看護師、警察官、自衛隊など社会人として立派に 

 活躍しています。 
（※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＞ 

・学校のルールをしっかり守り、自分の進路希望実現に向けて努力ができる生徒 

＜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） 

 

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


○ 授業公開等による授業工夫改善と

社会性と人間力を育む学校行事

・単位制を生かした選択授業（資格取得）

埼玉県未来を拓く学び事業推進研究校

・オープン授業で授業力アップ（6月11月）

・クラスの絆を深める体育祭、文化祭！

・

☆ 単位制による特色を生かした授業・・・・・・・・進路実現、資格取得など多様な学びを支援
☆ 学校行事や部活動・・・・・・・・・・・・人間力アップの雲雀祭、体育祭、社会性を高める委員会、部活動
☆ 地域と連携・・・・・・・・・・・・・・支援のインターンシップ、地域交流の生徒会・部活動等と社会性を育成

新座柳瀬高等学校 ～生徒の成長物語～

本校の
特 色

コバトン＆
さいたまっち

育成方針

学校生活を柱に
基礎学力の定着

・数学Ⅰの授業が少人数習熟度クラス
・コミュニケーション英語Ⅰの授業が

少人数クラス
・適性検査「わくわく」
・分野別職業理解ガイダンス

（外部機関と連携）
・進路説明会、進路研究週間等

進路意識と学力向上
・選択科目3科目6単位 少人数授業

・職業適性検査
・インターンシップ（夏休み3日間）
地元企業、病院、学校等連携
・オープンキャンパス、職場見学等
・体験型模擬授業（外部機関と連携）
・進路研究週間
・本校卒業生との懇談会等
（各分野の先輩から体験談を聞く）

進路実現と
社会性のレベルアップ

・選択科目5科目13単位
・少人数授業と資格取得（将来の夢）
・職業適性検査
・外部模試の受験と実力の把握
・オープンキャンパスと職場訪問
・進路別ガイダンス（外部機関連携）
・看護系インターンシップと
「子ども文化の授業」実習体験（幼稚園）

柳瀬の取組 活気あふれる部活動

・演劇：令和元年度全国高校総合文化祭佐賀大会出場

・バドミントン、剣道：令和元年度県大会出場

・近年県大会出場：男子バレー、陸上、ソフトテニス

・書道部：全国大会へ出品

・美術部：埼玉県高校美術展優秀賞

様々な部活動で、生徒も先生も頑張っています！

チーム柳瀬

卒業までの目標

・校内支援委員会を中心に特別支援を学校全
体で行っています。スクールカウンセラー、ス
クールソーシャルワーカー、特別支援学校等と
連携し、生徒一人一人が、学習やその他の活動
に打ち込める環境を整備しています。

自己肯定感と社会で貢献できる
力を身に着ける！

・成績優良者の増加

・進路決定率９０％

以上を維持

・学校行事での達成感

と振り返り：体育祭、

文化祭、修学旅行、生徒会各委員会活動と行事等

・地元への貢献度アップ：インターンシップ、障がい者

支援施設交流、介護施設訪問、地元のお祭りボラン

ティア等

１年次

２年次

３年次


