
≪狭山経済高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 
流通経済科・会計科 

情報処理科 
生徒数 

(男)369 

(女)308 
計 677 

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

アクセス 西武池袋線 稲荷山公園駅 徒歩５分 

教育課程等

の特徴 

・資格取得は進学にも有利       ・高い就職実績と公務員合格実績 

・全生徒に情報処理の授業 

・英語をもっと好きになれるＡＬＴ・ＣＡＬＬ教室 

・カリキュラムの２／３が普通科目 

活躍が顕著

な部活動 

・簿記部 TAC 主催簿記競技大会準優勝（平成 30年度） 

     全商主催全国高等学校簿記コンクール全国大会出場（令和元年度） 

・陸上競技部 関東大会出場（令和元年度） 

特色ある 

学校行事 

・遠足（５月）  ・体育祭（６月）  ・文化祭（１０月）  

・英語レシテーションコンテスト（９月・上位者は県大会に出場します） 

・修学旅行（９月・２年）   

家庭・地域 

との連携 

・狭山市つつじ祭り参加（吹奏楽部・合唱部） 

・狭山市大茶会参加（茶道部） 

・小学校への体験ボランティア実施 

・中学校への出前授業実施 

進

路 

状

況 
四大  54 人 短大 17 人 専門 56 人 就職 102 人 その他 3 人 

傾

向 

・在学中に取得できる多くの資格を利用して、多くの大学で推薦が受けられます。 

・地元企業を中心に事務系・販売系の求人が多数あります。 

・公務員の合格者も増えてきています。 

（※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＞ 

基本的生活習慣が身についており、種々の高度な資格取得に挑戦していける生徒 

＜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） 

 

 

 

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


 

各科の 

取組み 

 

 

   進学にも就職にも強い狭山経済 

埼玉県立狭山経済高等学校 －生徒の成長物語－ 

日本商工会議所リテールマーケティ

ング（販売士）検定３級合格者  

４０人 を目指します。 

 

日本商工会議所簿記検定２級合

格を目指します。 

 

情報処理技術者試験ＩＴパスポ

ート合格を目指します。 

 

活気ある授業 

三
年
後 

落ち着いた校風 
確かな進路実績 

流通経済科 
企業で活躍できる人材育成を目指し

ます。サービス分野・流通分野を通し

て経済の仕組みを学びます。 

 

 

 

サービス経済(学校設定科目) 

手話講演会(１年) 

 

 

 

会計科 
職業会計人の育成を目指します。 

経営学部・商学部などの進学にも

有利です。 

 

 

 

財務諸表(学校設定科目) 

情報処理科 
事務処理のエキスパート、さらにプ

ログラマやシステムエンジニアの

育成を目指します。 

 

 

 

情報処理技術者試験 

ＣＧ基礎(学校設定科目) 

１年生 全生徒に情報処理の授業 豊富なコンピュータ施設を利用し、高度情報化社会に対応した技術を習得します。 

本校では１年次から計画的な進路指導を行っています。自分を見つめて将来への展望を持つような指導、卒業生や進

路の決まった３年生との懇談会を通して、より具体的な進路を考える指導、そしてそれぞれの進路希望に応じた指導

を行っています。 

進
路
指
導 

希望進路決定  四年制大学・短期大学・専門学校・就職・公務員 



≪狭山工業高校の活性化・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・ 

電子機械科 
生徒数 

(男)584 

(女) 6 
計 590 

ホームページ https://sayama-th.spec.ed.jp/ 

アクセス 西武新宿線狭山市駅下車徒歩１２分 

教育課程等

の特徴 

・授業のうち、普通科目が約６割、工業科目が約４割。 

・製図・実習・課題研究など、工業に関する技術・技能を修得する科目が多数。 

・国家資格の取得に向けた授業や補講。高度技能技術者を招聘した講習も実施。 

・工業系コンテストへ向けた授業や課外活動を展開。 

活躍が顕著

な部活動 

・ラグビー・サッカー・野球・ソフトテニス・硬式テニス・卓球・水泳・バレーボー
ル、バスケットボール・柔道・剣道・空手道・山岳などの運動部には専門の指導者
がおり、充実した部活動ができる。 

・文化部では、機械研究部・電気研究部・メカトロ研究部・無線部などが大会やコン 
 テストに出場。 
・令和元年度は、無線部が ARDF 北関東大会スプリント競技の部で団体優勝、個人 1 位 
 2 位、3位となり、全国大会に出場。山岳部が、関東大会出場。ロボットアメリカン 
 フットボール県大会優勝、全国大会出場権獲得（新型コロナウィルス感染症のため 
 大会中止）。卓球部県大会出場。剣道部団体戦令和 2 年度県大会出場権獲得。 

特色ある 

学校行事 

・２年次にインターンシップを行い、地元の企業で就業体験を実施（参加希望者）。 

・秋葉原で電気部品を購入し調光器の製作実習や専門分野の国際見本市等の見学。 

・修学旅行（関西方面・沖縄方面など）・遠足・体育祭・狭工祭（文化祭）なども実 

 施。 

家庭・地域 

との連携 

・幼稚園（ちびっこ探検隊）・小学校（工作教室など）・中学校と連携。 

・高大連携協定の締結（埼玉工業大学・日本工業大学）。大学の教育力の活用。 

・地域のイベントへの参加（ミニＳＬの乗車体験・工作教室など）。 

・地元のお茶屋さんと狭山茶で紅茶をつくる「狭紅茶プロジェクト」で地域を活性 

 化。 

進

路 

状

況 
四大 22 人 短大 0 人 専門 23 人 就職 142 人 

その他の 

卒業者 
4 人 

傾

向 

・就職が約 70％、進学が約 30％。進学者は指定校推薦で大学、専門学校に進学。 

・地域企業求人者数 2300 件以上。就職内定率 100％。生徒の第一希望進路決定率 90％。 

・最近の主な進学先は、東洋大・東京電機大・千葉工業大・拓殖大・日本工業大・埼玉 

 工業大など。 

・最近の主な就職先は、本田技研・日野自動車・いすゞ自動車、八千代工業・西武鉄

道・シチズン時計マニュファクチャリング・ニチバン・椿本チエイン・ロッテ・東ハ

ト・丸美屋・関電工・IHI・ジェイテクト・自衛隊（一般曹候補生）など 

（※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＞ 

ものづくりが好きで、技術・技能を身に付けたい生徒。規律を重視し、学校のルールを守れる生徒。 

＜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://sayama-th.spec.ed.jp/


３ 育成方針（埼玉県立狭山工業高校 ～生徒の成長物語～） 

 

 



≪狭山清陵高校の活性化・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)２７９、(女)３２７ 計６０６ 

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

アクセス 西武新宿線 新狭山駅 北口下車 徒歩約１０分 

教育課程等

の特徴 

・１学年は少人数クラス編制により、生徒一人ひとりの理解の度合いに目を配りやすく

し、基礎基本を重視したきめ細やかな教科指導を行っています。 

・１学年から３学年へと、基礎から応用へと発展し、各自の進路に向けてより深まる教育

課程を編制しています。 

・３学年では多くの選択科目(４群２２科目)から自分の履修する科目を選ぶことで、自分

の進路・興味などに応じた学習に臨むことができ、一人ひとりの進路希望に対応していま

す。 

・全館冷暖房完備で、快適な学習環境です。(冷暖房費は無料です。) 

活躍が顕著

な部活動 

・少林寺拳法部は全国大会(インターハイ)・関東大会の常連で上位入賞しています。また 

平成３０年度に組演武で世界大会４位入賞も果たしています。 

・女子バレーボール部は地区大会優勝などで県大会に連続出場しています。 

・そのほか文化部では、写真部・演劇部・吹奏楽部・合唱部などが活発に活動し、賞を取

っています。 

特色ある 

学校行事 

・国際理解教育に力を入れており、オーストラリア海外研修(隔年・希望者)や姉妹校の 

 マッスルブルック高校の来校およびホームステイの受け入れ、留学生講演会、青年海外 

協力隊講演会などを行っています。 

・１学年はスキー研修旅行(北志賀高原)を実施しています。 

・修学旅行は沖縄に行き、平和学習や自然体験などを行います。 

・体育祭や文化祭、球技大会など、一人ひとりが活躍できる行事があります。 

       
体育祭        オーストラリア海外研修     清陵祭(文化祭)        スキー研修 

家庭・地域 

との連携 

・個人面談や夏季懇談会、秋には進路講演会や公開授業があります。 

・保護者向け一斉メール配信で、緊急時の連絡体制を取っています。 

・部活動や授業で、地元の障害者支援施設や保育園などと交流しています。 

進

路 

状況 四大 ４５人 短大 １４人 専門 ６２人 就職 ５３人 
その他の 

卒業者 
２５人 

傾向 

・大学や短大は推薦を利用する生徒が多い。（指定校推薦枠…大学・短大で９９校） 

・大学では総合型選抜入試(旧ＡＯ入試)を利用する生徒が増えている。 

・就職は求人数が１，３００件以上あり、生徒が選択しやすく、優良企業も多い。 

（※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＞ 

・自分の夢を実現するために努力できる生徒。 

・常にルールやマナーを守れる生徒。 

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


県立狭山清陵高等学校 たかく　ゆたかに　たくましく
高い知力を持ち、人間味豊かな、次代に生きるたくましい若人を育てます

教職員全員による３年間を通した学習指導・生活指導・キャリアガイダンスで生徒一人一人の成長を支えます

未来に向かってステップアップ

分野別・少人数での丁寧な進路指導
徹底した学習指導
文化祭・修学旅行など学校行事への取り組み

1年生
2年生
3年生 分野別で行う丁寧な進路ガイダンス

きめ細やかな面接・小論文指導
多彩な選択授業を取り入れ少人数で充実した学習

少人数クラス編成によるきめ細かい学習指導
部活動全員加入
多彩な進路ガイダンス

活発な部活動・多彩な学校行事・オーストラリアの姉妹校との交流をはじめとした国際理解教育の推進
また、スキー研修・修学旅行・

文化祭・ 体育祭など、生徒たち

が様々な 力を発揮できる多彩な

行事があ ります。さらに、オー

ストラリア での海外研修(隔年・

希望者 ) をはじ めとした国際理

解教育も実施しています。 

狭山清陵高校では運動部・文化

部合わせて２３の部が活動を繰

り広げており、全国大会出場を

はじめとした多くの実績を、毎

年上げています。

部活動への参加でより充実した

高校生活を送ることができます。

基礎学力を固める
基本的生活習慣の向上
自己を確立し進路目標を見つける

学力と進路意識の一層の向上
行事・部活動の中心になる
国際理解を深める

全員の進路保証　進学（70％）　就職（30％）
自ら行動する力の育成
社会に貢献できる人づくり



≪狭山緑陽高校の活性化・特色化方針≫ 
（令和３年度～） 

 

１ 学校基本情報 

課程 定時制 学科 総合学科 生徒数 
(男)301 

(女)252 
計 553 

ホームページ http://www.sr-h.spec.ed.jp/ 

アクセス 
西武新宿線「狭山市駅」西口より、徒歩 20分。または「智光山公園」「日生団地」行き 

バス 10 分、「狭山緑陽高校」下車。（直通は「上広瀬郵便局前」下車、徒歩３分） 

教育課程等

の特徴 

・情報ビジネス、健康福祉、国際教養、総合サイエンスの４つの系列があります。 

・総合学科のため、多くの選択科目から興味や進路希望に合った科目を選択できます。 

・Ⅰ部（１限～６限）とⅡ部（５限～10 限）があります。Ⅰ部は、10 時登校です。 

・共通選択科目（５限～６限）を履修修得することにより、３年間で卒業が可能です。 

活躍が顕著

な部活動 

多くの部活動が全国大会に出場しています。（R01 年度の結果） 

 ・陸上部１０年連続 

 ・テニス部１０年連続 

 ・卓球部５年連続 

 ・女子バレーボール部５年連続 

 ・サッカー部４年振り２度目の出場 

その他の運動部、文化部も頑張っています。 

特色ある 

学校行事 

・部活動や生徒会活動は、Ⅰ部とⅡ部の生徒が一緒に活動しています。 

・入学式や卒業式、遠足や修学旅行などの学校行事も、Ⅰ部とⅡ部が一緒に行います。 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談を実施（６月）。    

・授業公開週間（保護者、地域等対象）を実施。 

・武蔵野学院大学とのコラボレーション講座を実施（修了者には単位認定）。 

・地元企業、保育所等での就業体験を実施。 

進

路 

状況 四大 21 人 短大 7 人 専門 27 人 就職 69 人 その他 18 人 

傾向 

【進学】指定校公簿推薦、AO入試による合格者が大多数を占める。福祉、教育に興味を 

    もつ生徒が多い。 

【就職】地元志向が強い傾向。職種は介護、製造業が多い。 

（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＞ 

・マナーやルールを守って行動できる生徒  

・学ぶ意欲を持ち続け、目標に向かって取り組める生徒 

・他人を思いやり、お互いを高め合おうとする生徒 

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


狭山緑陽高校は､「未来志向」輝く君のための学校

◇「総合学科」…普通教科だけでなく、商業・情報・福祉・芸術・家庭などの専門教科も学習できます。
◇「単 位 制」…必履修科目を含め74単位以上を履修・修得すれば卒業。３年で卒業できる定時制です。
◇「多 部 制」…Ⅰ部とⅡ部があり、Ⅰ部は１０時登校です。自分の生活パターンに合わせて選べます。

３ 育成方針（埼玉県立狭山緑陽高校 ～生徒の成長物語～）

◎ 入学時に、自分の興味や進路希望に応じて４つの系列から
自分の学習する系列を選択。（次年度に変更可能）

◎ 基礎基本の「学び直し」、再チャレンジのチャンス。
少人数学級編制や習熟度別授業などで、基礎学力育成。

◎「産業社会と人間」の授業を活用し、自己の将来の生き方や
進路について考える。

本校の３年後の目標
【学習】
◇きめ細かな学習支援の拡充
◇検定試験・資格取得の拡充
【進路】
◇進路希望の実現
（進学指導の拡充）
（就職内定率１００％）
◇地域で活躍する人材の育成
（地域の企業、福祉施設など）
【生活】
◇自立した社会人の育成
（自分で考え、判断し、正しく
行動できる、自立した社会人）

◇基本的生活習慣の確立
◇中途退学者（率）の減少

１年次生

◎ 中堅年次として…１年次の
取組を基礎に、さらに学力の
向上と規律ある生活態度の育
成をすすめる。

◎ 進路実現に向けて…「総合
的な学習の時間」を活用し、
自己理解を深め、進路希望の
イメージを具体化する。
「就業体験」などを通して、
勤労観や職業観を深める。
検定や資格にチャレンジ。

２年次生

◎ 卒業年次生として…３年次での卒業をめざし、
卒業に必要な単位を履修・修得。（本校の授業
の他、指定した検定試験の合格や提携する大学
の受講なども、卒業単位として認定）

◎ 興味や進路に応じて１９単位も選択できます。

◎ 進路実現に向けて…「総合的な学習の時間」
や「補習講座」などで、さらに実力アップ。
総合的な学習の時間で進路希望別のガイダンス。
・進学希望の人は…進学補習講座
（英語、数学、国語、小論文・作文対策など）
・就職希望の人は…就職試験講座
（一般常識試験対策、面接試験対策など）
・専門的な学習を深めたい人は…検定試験講座
（簿記検定、情報処理検定、福祉検定など）

本校の
特 色

情報ビジネス系列情報ビジネス系列 健康福祉系列健康福祉系列

校章

行事 部活動

体験学習

卒業年次生から
進路体験を聞く。
来年は、いよい
よ私達の番だ。

地域との交流
地元自治会の「もちつき大会」に参加

◎ 緑陽祭（文化祭・体育祭）などの
行事を通してチームワークや企画力、
実行力、問題解決力などを育成。

◎ 陸上部やソフトテニス部、
卓球部などが全国大会で活躍。
部活動を通して健全な心身を育成。

施設・職場体験 教育相談体制
◎ 教育相談員やスクールカ
ウンセラー、スクールソーシ
ャルワーカーなど、
充実した教育相談
体制で生徒・保護
者を支援。

入学

卒業

４年次で、卒業単位の
不足分を履修・修得。

４年次生

進路希望
実現！

近隣の大学の講座を受講

総合サイエンス系列総合サイエンス系列国際教養系列国際教養系列

Ⅰ部とⅡ部が一緒に活動 ３年次生

特色ある授業



≪埼玉県立狭山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・中学部 

（義務教育単独校） 

児童 

生徒数 

(男)１０４ 

(女) ４８ 
計１５２ 

ホームページ https://sayama-sh.spec.ed.jp/ 

アクセス 
西武鉄道 仏子駅下車 徒歩２０分  

西武バス狭山市駅西口～狭山グリーンハイツ「根岸新道」下車徒歩２０分 

教育課程等

の特徴 

・一人ひとりの児童生徒にそれぞれのニーズに合わせた指導・支援を行う教育内容。 

・見通しを持って学習に取り組むための支援ツールを作成し、分かりやすい視覚支援 

ツールの活用。 

・ユニバーサルデザインを取り入れた、校内の構造化の推進。 

・小・中学部特別支援学校として、行事・設備共にゆとりのある教育活動の推進。 

・学びの連続性を重視した対応に努め、教職員への理解の浸透。 

・それぞれの指導支援について、学びの連続性の事例研究等の校内での積み上げ。 

特色ある 

学校行事や 

部活動 

・運動会・文化祭において小・中の児童生徒が一丸となり取組む姿。 

・入間わかくさ高等特別支援学校と運動会、文化祭等をとおして交流を深め、充実した行事

の実施。 

・コンピューター等の情報機器（ＩＣＴ機器）の指導支援での活用。 

家庭・地域 

との連携 

・児童生徒、来校者等すべてに校内の施設、配置、動線が分かりやすくするために掲示物や

廊下の表示を工夫。 

・行事において高等部が担ってきた部分について、中学部が中心となって保護者の協力を得

ながらの実施。 

・近隣の小中学校との支援籍学習及びセンター的機能による情報交換や指導助言。 

・学校通信（狭特だより）等を通して本校の取組みをさらに広くＰＲし、保護者、地域から

信頼される学校づくりの実施。 

進路に 

ついて 

・平成３１年度卒業生２２名の進路は、入間わかくさ高等特別支援学校普通科進学１９名、

職業科進学１名。 

・入間わかくさ高等特別支援学校との連携。 

・中学部３年、保護者、教職員対象の見学会、体験学習をそれぞれ実施。 

これらの取り組みにより、中学部卒業後のイメージを持てるよう指導。 

・高等部卒業後の視点を大切にしたカリキュラム・マネジメントを計画的・組織的に行い、

入間わかくさ高等特別支援学校等と児童生徒、ＰＴＡとの連携を強化。 

（※生徒数は R2.5.21 現在、進路は R2.3 月卒業生の実績値） 

 

 

 

 

 

https://sayama-sh.spec.ed.jp/



