
≪草加高校の活性化・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)520 

(女)554 
計 1074 

ホームページ https://soka-h.spec.ed.jp/ 

アクセス 

東武スカイツリーライン 新田駅 徒歩 20 分 

新田駅東口より東武バス 獨協大学駅前東口行 柿木循環行 

青柳五丁目下車 徒歩 3 分 

教育課程等

の特徴 

本校の教育課程は、国公立大学や私立大学への進学を考え生徒一人ひとりの進路希望に最

も適した履修が可能になるよう、多数の選択授業が展開されています。地域の期待に応え

る進学校として四年制大学各分野への進学にしっかりと対応しています。 

・週 1 回の 7 時間授業 

・1・2 年生英語、3 年生選択英語ではＡＬＴとのティームティーチングを実施 

・1 年生英語、2・3 年生理系数学は、少人数指導を展開 

・2 年次より文系・理系の類型選択 

活躍が顕著

な部活動 

・世界大会出場：パワーリフティング部 

・全国大会出場：吹奏楽部、陸上競技部 

・関東大会出場：囲碁将棋部、写真部 

・県大会出場：野球部、サッカー部、ラグビー部、男子バスケットボール部、 

女子バスケットボール部、男子ソフトテニス部、女子ソフトテニス部、卓球部、 

男子バドミントン部、女子バドミントン部、男子バレー部、女子バレー部、 

男子テニス部、女子テニス部、剣道部、水泳部、書道部 

・International Study and Friendship Camp 参加（日本代表）：ＪＲＣ部 

特色ある 

学校行事 

【6 月体育祭】平日にも関わらず、毎年 600 名近くの保護者が来校します。各クラス 3 学

年縦割り 9 団で様々な競技で競い合います。一番の見どころは体育祭名物「応援合戦」で

す。3 年生の団長・チア長を中心に、振り付けや隊形移動を生徒たち自身で一から考えま

す。当日は 3 学年、息のあった圧巻のパフォーマンスを見ることができます。 

【9 月文化祭】各クラス趣向を凝らした企画が並び、毎年多くの来校者が訪れます。体

育館では有志のダンスや吹奏楽部の演奏、書道部のパフォーマンスで盛り上がります。

また卓球場をライブハウスとして使用し、本場のライブさながらの熱狂ぶりです。 

家庭・地域 

との連携 

・6 月の三者面談(保護者会)では午前中に公開授業を実施しています。 

・体育祭・文化祭は保護者に公開しています。 

・文化祭は中学生と保護者もご来場頂けます。 

・例年 10 月に土曜公開授業を実施しています。中学生と保護者もご来場頂けます。 

・男子バレー部、陸上競技部、書道部、吹奏楽部、演劇部、ＪＲＣ部が地域の活動に参

加しています。(合同練習、勉強教室、大会の練習補助、地域のお祭りへの参加など) 

進

路 

状

況 
四大 256 人 短大 25 人 専門 56 人 就職 5 人 

その他の 

卒業者 
21 人 

傾

向 

・進学(特に四年制大学、短期大学)希望者が増加 

・国公立、難関私立大学に挑戦する生徒が増加 

・推薦入試や総合型選抜、一般入試では英語外部検定利用など個々に応じた受験に取り組ん

でいる 
（※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＞ 

【草加高校の目指す学校像】 

校訓「まこと」に基づき、知・徳・体の調和のとれた人間の育成を図る進学校として、 

地域に根ざし愛される活力のある学校 

・将来の夢や希望の実現のために努力できる生徒 

・勉強だけでなく、学校行事や部活動にも積極的に参加する生徒  

＜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） 

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


３ 育成方針（埼玉県立草加高校 ～生徒の成長物語～）        
                         
ャラクター 

        
 
 
 

 

草加高校 

キャラクター 

草加高校では、「生徒に求める５つの能力」の育成に取り組んでいます。         「そうたん」 
 
 
この取り組みは、常に「高い学力」をめざし、何事にも「チャレンジ精神」を持って臨み、「課題解決能
力」・「コミュニケーション能力」を高めていくことで、将来、社会において、「リーダーシップ」がとれ、
世界で活躍できる人材の育成を目指したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

草加高校の目指す学校像 
校訓「まこと」に基づき、知・徳・体の調和のとれた人間の育成を図る進学校として、     
地域に根ざし愛される活力のある学校 
重点目標 
(１) 生徒の主体的な学習態度の拡充に努め、学力向上を実現する。 
(２) きめ細かい計画的な進路指導のもと、生徒一人ひとりの進路希望を実現する。 
(３) 部活動や行事等を通して体力と豊かな心を培い、生徒の人間的成長を実現する。 
(４) 家庭、地域、海外との連携・交流を進展させ、より開かれた学校を実現する。 

 

課題 
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力 
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リーダ

ーシッ

プ 

 
高い学

力 

「現役合格」を目指す生徒へのサポート 
国公立大学 … 筑波大学、福島大学、島根大学、横浜国立大学、埼玉県立大学など 
私立大学 … 東京理科大学、学習院大学、明治大学、青山学院大学、立教大学などの難関私立大学 
生徒一人ひとりに合わせた、きめ細かい進路指導 
進学補習の実施 外部講師を招いての進路ガイダンス 卒業生による進路講演会  
現役大学生による進路相談会 きめ細かい進路面談 1年次からオープンキャンパスの全員参加   
予備校衛星放送システムの活用 3年次で志望校に合わせた小論文・面接指導 
考査前のフォローアップ補習 
☆ 総合進学指導推進校の指定校として、新教育課程編成や大学入学者選抜改革への対応 ☆ 

校内施設・授業環境の充実 
温かみのある天然の木材に囲まれた室内 広いグラウンド・8 面のテニスコート・体育館設備の充実 
全ホームルーム教室にプロジェクター・ＡＶ機器・パソコン完備 渡り廊下自習スペースの完備 
充実した高校生活 
31 の充実した部活動 (運動部 18 文化部 13)  
生徒が中心となり活気に満ちた学校行事 遠足(5 月) 体育祭(6 月) 文化祭(9 月) 修学旅行(2 年生秋) 
強歩大会(10 月) 球技大会(12 月) 如月会(予餞会)(2 月) 

１年 
知識を深め、希望を抱く 
○きめ細かい学習指導 

○進路面談  

○進路ガイダンス  

○オープンキャンパス  

○進学補習 

 

2 年 
希望を強く持ち、努力を重ねる 
○文系理系別カリキュラム 

○進路希望に合わせた授業履修  

○きめ細かい学習指導 

○進路面談 ○進路ガイダンス 

○オープンキャンパス ○進学補習 

 

3 年 
希望進路の実現をはかる 

○文系理系別カリキュラム  

○進路希望に合わせた授業履修 ○進路ガイダンス 

○きめ細かい学習指導 ○進路面談 ○小論文指導 

○オープンキャンパス ○進学補習 ○面接指導 

○受験校検討会 ○三者面談 ○出願指導 



≪草加西高校の活性化・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 生徒数 
(男)328 

(女)385 
計 713 

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

アクセス 
東部新田駅下車 徒歩 25 分 

新田駅東口バス発着場より 獨協大学前駅西口行き 草加西高校入口下車 徒歩 4 分 

教育課程等

の特徴 

２年生から文系・理系・医療系・福祉系・教育系の類型を選択。 

看護師や保育士・介護福祉士などを目指す人にきめ細やかな指導を実践。 

理系の数学の授業においては、少人数授業を展開してきめ細かな指導を実践。 

保育士を目指す生徒のために幼稚園実習等を実践。 

活躍が顕著

な部活動 

令和元年度の主な成績 

 弓道部が関東大会、女子バスケットボール部・陸上部・卓球部・ 

 男子ソフトテニス部・女子ソフトテニス部・男子バドミントン部が県大会出場 

 放送部が関東大会、全国大会に出場。 

特色ある 

学校行事 

体育祭（6月）や西秋祭（文化祭 10 月）は、草加かがやき特別支援学校草加分校

と合同で開祭。学年や学校の枠を超えて盛り上がります。 

修学旅行（2 年）沖縄への民泊旅行を実施。 

家庭・地域 

との連携 

〇学校行事はＰＴＡが協力し、保護者が参加しやすい工夫をしています。 

〇母校訪問（１年生）・草加かがやき特別支援学校草加分校との交流事業で社会奉仕 

 活動の実施。 

進

路 

状

況 
四大  46 人 短大 19 人 専門 109 人 就職 48 人 その他 17 人 

傾

向 

本校は大学・短大・専門学校・就職と進路先が分かれる進路多様校です。 

それぞれの進路に向かってすすめるように「総合的な探究の時間」を用いて「西高ブレ

ークスルー」という本校オリジナルのテキストを使用して１年次からきめ細かいキャリ

ア教育を行っています。 

（※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＞ 

 自分の夢に一歩でも近づこうと、自主的な努力を怠らない生徒 

 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） 

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


草加西高校は､丁寧かつ細かな指導で、一人ひとりの進路を実現させます！草加西高校は､丁寧かつ細かな指導で、一人ひとりの進路を実現させます！

◇ 本校の授業・・各教科で設定する「西高の学び」を活用し、丁寧な学習指導から学力向上を図ります。
◇ 行事や部活動 ・・生徒が主体となって、多くの行事や部活動に参加し、活発に活動しています。
◇ 学校の施設情報 ・・野球部とラグビー部専用の「第２グラウンド」があり、施設も充実しています。

県立草加西高校 ～生徒の成長物語～

３年生

本校の
特 色
本校の
特 色

コバトン＆
さいたまっち

行 事

部活動

□体育祭では学年を超えた団対抗戦で盛り
上がります。

□草加かがやき特別支援学校草加分校との
交流を通じて、共生教育を推進します。

□陸上部・卓球部・男女ソフト
テニス部・女子バスケットボ
ール部が県大会、放送部が関
東大会・全国大会に出場する
など、多くの部活が活躍して
います。 本校の教育目標

２年生

１年生

探究心を持った知性豊かな
創造性のある人を育てる

困難を克服する体力と
精神力のある人を育てる

何事にも責任を持って行動し
社会規範を重んじる人を育てる

情緒豊かな素直で
思いやりのある人を育てる

◎ ３年間を通じて一般常識テストを実施。基礎学力の定着と更なる学力向上を図ります。

◎各学年でその段階に応じた取組みを計画。
進路指導部が中心となって、生徒のキャリア教育を推進します。



≪草加東高校の活性化・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)391 

(女)564 
計 955 

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

アクセス 

（JR 武蔵野線）越谷レイクタウン駅徒歩２５分 

（東武スカイツリーライン）新越谷駅（JR武蔵野線）南越谷駅バス１５分（「草加東

高校」バス停下車徒歩１分） 

教育課程等

の特徴 

・２年生から、文系・理系の２コースに分かれる。理系数学は少人数授業。 

・３年生では更に、生徒一人一人の進路希望の実現を目指して、多様な選択科目を設

置。授業は少人数で行われるので、学習効果は大きい。 

活躍が顕著

な部活動 

・軽音楽部…全国高等学校軽音楽コンテスト優秀賞（令和元年度） 

・弓道部…関東個人選抜大会出場（令和元年度） 

・陸上部…関東大会走高跳出場（令和元年度） 

特色ある 

学校行事 

・沖縄県への修学旅行（２年） 

・文化祭（東輝祭）は毎年１５００人近くの来場者を記録。 

・芸術鑑賞会は古典芸能、音楽、演劇を３年ごとに交互に実施 

家庭・地域 

との連携 

・３年は年２回（６・８月）に保護者面談を実施。（１・２年は年１回６月） 

・近隣の福祉施設にてボランティア活動を実施。 

（１年生総合的な探究の時間・部活動） 

・地元の公民館祭りに部活動での参加。 

（吹奏楽・書道・軽音楽・ダンス・フラワーデザイン・美術） 

進

路 

状

況 
四大 129 人 短大 20 人 専門 134 人 就職 28 人 その他 10 人 

傾

向 

・四年制大学への進学者が増加傾向。 

・主な就職先は、京成電鉄、ベルーナ、ヤオコー、埼玉県職員(小・中学校事務)等。 

（※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＞ 

 

ひたむきに 頑張る 真剣な生徒 

 

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


仲間と力を合わせ
たくさんの喜びを

得よう

喜び

苦難を乗り越えて
人は成長します

艱難

夢や希望が
高校生活を
豊かにします

望み

本校の特色

・より高いレベルでの自己実現を目指して、進路指導の充実と学力向上に力を入れています。
・厳正な生徒指導によって秩序が確立され、礼儀正しく規律遵守の精神を抱く生徒が学んでいます。
・生徒の部活動加入率が９０％を超えており、部活動が盛んに行われています。
・近隣の社会福祉施設や公共施設と連携し、ボランティア活動等に多くの生徒が参加しています。

1年生（希望を抱く）

・総合探究やLHRできめ細や
かな学習指導を行います。

・分野別進路説明会等で、
キャリア意識を高めます。

２年生（希望を強くする）

・文系・理系に分かれて、進路希
望に沿った科目を学びます。

・分野別進路見学会等で主体的な
進路選択能力を育成をします。

３年生（希望を実現する）

・進路希望や興味・関心に応じた、
多様な科目を選択します。あああああ

・就職指導、進路指導をきめ細かく行い、
進路希望実現に導きます。ああ

☆教職員（全力で支援する）
・社会人として相応しい姿勢や態度
の育成に努めます。ああ

・すべての教員が授業力向上に努め
ています。

・カウンセリングマインドを持って、
悩み解決を支援します。

○ 本校の3年後の目標
・自学自習する時間を増やし、４年制大学及び短期大学進学者数を増やします。
・すべてにおいて5分前行動を実践し、生徒の自律と自立を促します。

スクールキャラクター
カ ロ

校
訓

望
み
を
抱
い
て
喜
び
艱
難
に
耐
え
る

☆地域交流（社会に貢献する）
・地域の福祉施設で、ボランティ
ア活動を行います。

・地域の公共施設と連携して、地
域振興を図ります。ああああ

☆近年の進路状況
・４年制大学進学希望者が増えています。
・有名私立大学へ合格しています。
（文教大・獨協大・日本大・東洋大等）

☆部活動（心身を鍛える）
・１４の運動部と１４の文化部が
活動しています。

・１年生は全員が部活動に加入し
ます。

・県レベル以上の大会出場を目指
して頑張っています。

☆近年の部活動実績
・水泳部 関東大会出場（平成30年度）
・陸上競技部 関東大会出場（令和元年度）
・弓道部 関東個人選抜大会出場（令和元年度）
・軽音楽部 全国大会出場（令和元年度）
・サッカー部、卓球部、テニス部、バレーボール
部、バドミントン部、水泳部、剣道部、陸上競技
部、演劇部 県大会出場（令和元年度）
・吹奏楽部、家庭科部、JRC部 等の福祉施設に
おけるボランティア活動

☆行事（達成感、充実感を抱く）
・遠足（５月）
・体育祭（５月）
・文化祭（９月）
・芸術鑑賞会（１０月）
・マラソン大会（１１月）
・修学旅行（１１月 ２年生）



草加南高校の活性化・特色化方針（令和３年度～） 
01 学校基本情報 

（生徒数は令和２年5月1日現在，進路状況は令和２年3月の実績値） 
02 入学者選抜情報 

 

 

課程 全日制 学科 普通科・外国語科 生徒数 
男子 345 名 
女子 496 名 

計 841 名 

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

アクセス  東武スカイツリーライン谷塚駅より徒歩 17 分 

教育課程等

の特徴 

・普通科では、1 年生の数学と英語で少人数授業を実施します。 
・外国語科では英語によるスピーチ、ディベート、プレゼン、英語劇等で実践的な表現

力を高めます。または第 2 外国語として、中国語，独語，仏語が学習できます。 
・3 年次から①文系，②理系Ⅰ（栄養，看護，医療系），③理系Ⅱ（理工学系）の類型選択。 

活躍が顕著

な部活動 

・女子バスケットボール部：県大会２位、関東大会出場（令和元年度） 
・男子ソフトテニス部：県大会ベスト８（令和元年度） 
・卓球部：県大会ベスト１６（令和元年度） 
・女子バレーボール部：県大会ベスト１６（令和元年度） 
・陸上部、ウエイトリフティング部：関東大会出場（平成 30 年度） 
・陸上部、ウエイトリフティング部：インターハイ出場（平成 29 年度） 
・演劇部：3 年連続県中央発表会出場（平成 30 年度） 

特色ある 
学校行事 

・海外研修：14 日間オーストラリアにて実施予定 
・語学研修：令和２年度は３日間 British Hills（福島県）にて実施予定 
・語学ボランティアプログラム   ・STUDENT TALK：留学生との文化交流 
・ENGLISH DAY：週に 1 日英語だけを話す日 外国語科・CLIL（他教科を英語で学習） 
・学年を超えて学校全体で盛り上がる体育祭や蒼穹祭（そうきゅうさい）等 

家庭・地域 
との連携 

・生徒による保育園・小中学校での授業補助   ・地域の行事への参加 
・特別支援学校との交流            ・草加市の姉妹都市との交流事業 
・留学生の受入及び派遣（ロータリークラブ，AFS）  ・駐日各大使館との連携事業 

進
路 

状況 四大 138 人 短大 18 人 専門 95 人 就職 9 人 その他 11 人 

傾向 
・進学実績が安定しており、埼玉県立大学や上智大学、GMARCH などの難関大学への

合格をはじめ、日東駒専，文教大学，獨協大学などの中堅大学への合格が出ています。 
・公立看護専門学校などの専門的な分野への進学も増えています。 

【求める生徒】・活力に溢れ、意欲的に挑戦する生徒・人の心を理解し、公正な態度で行動できる生徒 

【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） 
・学力検査と調査書の記録については、学力検査に重きを置いて評価します。 
・調査書の「特別活動等の記録」「その他の項目」、特に部活動に積極的に取り組んだ者の選抜に配慮します。 
・学習の記録の得点については、学年比率を 1:1:2 とし、3 年次の評価を重視します。 
・第 1 次選抜では学力検査を 500 点、調査書を 375 点とし、第 2 次選抜では学力検査を 500 点、

調査書を 250 点とします。 
・第 3 次選抜では第 2 次選抜における合計得点の一定の順位の者を対象に、調査書の特別活動等の

記録の得点で選抜します。 

本校の魅力  

【目指す学校像】困難に挑戦する強い心と豊かな人間性を育み､グローバルな視点をもって社会に貢献する人材を育成する。 

・多彩な行事や海外･語学研修等を通して、グローバル教育を推進しています。 
・地域活動や異校種間交流、語学ボランティア等に積極的に取り組んでいます。 
  
 
 
 
 
  

                  

   オーストラリア海外研修   東京 2020 英語スピーチ学校賞受賞 

在校生からのメッセージ 

・普通科と外国語科があり、落ち

着いた雰囲気の学校です。授業の

他にも、希望者は海外研修と語学

研修の 2 つから選んで、普通科も

外国語科も一緒に参加できます。

普段の授業でも、ALT の先生との

距離が近く色々と質問ができて､

語学に力を入れられます。(M.K) 

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


Aim High and Go for your Goals

Saitama Pref.
Soka Minami SHS

成長物語
Our Growth Story

埼玉県立
草加南高等学校

目指す学校像

困難に挑戦する強い心と豊かな人間性を育み
グローバルな視点をもって
社会に貢献する人材を育成する

Global Education
for Global Local Interface

地域に根差す開かれた学校として､
充実した語学･グローバル教育を展開
しています。生徒ひとり一人の考える
力を育み､高度情報化が進む国際
社会に貢献する人材を育成するため､
多彩な取組を実践しています。

Academic Development by
Literature and Science 

Interface
グローバル社会に求められるリベラル
アーツに着眼し､高大接続改革に対応
した文理融合型学習活動を展開して
います。教科･科目の授業をはじめ､
特別活動等においてもICTを活用し､
グループワークによる学び合いやプレゼン
テーションなどの活動を通して､主体的･
対話的で深い学びを実践しています。

Human Instruction through
Investigative Learning Interface
早くから探究的な学習を導入し､課題
設定や情報収集､解決策の発表や振返り
を行うことで､問題解決力や発信力を育成
しています。その他､生徒会や部活動､
ボランティア活動を通して､多角的な
視点からの人間形成を実践しています。

☑朝から放課後まで英語で話す
English Day

☑本校で一緒に勉強する留学生と
文化交流を行うStudent Talk

☑教科科目の学習と外国語の学習を
組み合わせたCLIL

☑豪州文化や語学に触れる海外研修
Study Tour in Australia

☑短期集中でスキルを上げる語学研修
Intensive Language Training Tour

☑2020年オリ･パラのボランティアを
考えるLanguage Volunteer Program

☑幅広い教養を身に付ける
Liberal Arts Curriculum

☑探究的学習と主体的･対話的で
深い学びの実践

Active Learning Practice

☑週31単位授業と朝学習
学習支援ツール〇

☑英語・数学・体育での少人数授業
☑進路指導ガイダンスの充実と

夢を叶える進路選択〇
☑学校行事、部活動を通しての

仲間づくりと困難への挑戦
☑高大連携などの多様な異校種体験
☑地域連携によるボランティア活動



≪草加かがやき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・高等部 

児童 

生徒数 

(男) ２７６ 

(女) １１７ 
計３９３ 

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

アクセス 東武スカイツリーライン 獨協大学前（草加松原）駅 西口下車 徒歩２０分 

教育課程等

の特徴 

・キャリア教育の視点をもち、１２年間の系統性のある教育課程を編成している。 

・小学部では日常生活の指導、各教科、遊びの指導などの時間枠を、必要に応じて多 

 様に設定している。 

・中学部は、高等部との接続を意識し作業学習を２コマ連続して設定している。 

また、自立活動を毎朝の時間帯と週の始まりと終わりに設定し、個に応じた指導を

行っている。 

・高等部は生活基礎、生活総合、生活応用の３類型を置き、個々のニーズに合わせた 

 教育活動を行っている。 

特色ある 

学校行事や 

部活動 

・３学部合同で力を合わせ、運動会・文化祭を行う。本校のマスコットキャラクター

である「きらきらちゃん」も応援にくる。 

・運動会では、全校応援合戦や高等部全員リレー、地域の方や保護者との交流種目が 

 ある。 

・文化祭「きらきらまつり」は、全学部のステージ発表や作品展示、中学部・高等  

 部による製品頒布等を行い、学習の成果の発表の場としている。 

・部活動は高等部球技部を中心として陸上大会、バスケットボール大会、サッカー 

大会に出場し成績を残している。 

・修学旅行、校外宿泊学習、社会体験学習などにおいて、体験的な学習をとおして  

 経験の幅を広げている。 

家庭・地域 

との連携 

・授業参観、懇談会、ＰＴＡ行事等をとおして保護者との連携を密にしている。 

・コミュニティカフェを年１２回開催し、地域との絆を深めている。 

・近隣の小中学校及び高等学校と交流及び共同学習を行っている。 

・居住地区（草加市・越谷市の一部・川口市の一部）の小中学校において、通常学 

 級支援籍学習を行っている。 

・巡回相談や教育相談などを実施し特別支援教育における地域支援を行っている。 

・全校奉仕活動で近隣の清掃と美化に取り組み、地域貢献を行っている。 

・ボランティア養成講座を開設し、特別支援教育の理解を進めるとともに、積極的 

 にボランティアを活用している。 

進路に 

ついて 

【令和元年度実績】 

・（高等部３年生６１名） 

 企業就労 １３名、就労移行支援 ５名、就労継続支援Ａ型 ３名、 

 就労継続支援Ｂ型 ２５名、生活訓練 ０名、生活介護 １５名、          

地域活動センター  ０名、在宅   ０名 

【デュアルシステムと現場実習・校内作業実習の実施】 

・１０月に高等部１年生複数名が、地域の企業で５日間の集団での現場実習を行う。 

・デュアルシステムとして、高等部３年生の企業内就労内定者が定期的に週１回以上の 

企業実習を行う。 

・企業・事業所の協力を得ながら、現場実習、校内作業実習を年３回行う。 

【小学部・中学部の進路について】 

・本校の中学部・高等部へそれぞれ進学している。 
（※生徒数：R2.5.1現在、進路は R2.3月卒業生の実績値） 



草加かがやき特別支援学校は､児童生徒一人一人を大切にする指導を行います

◇ 学校教育目標 ・・・・豊かな心、元気な体、生きる力を育て、一人一人が輝く
◇ 教育内容の特色 ・・・・キャリア教育の視点に基づいた縦（１２年間）と横（３年間）の系統的な指導の充実
◇ 地域との連携 ・・・・・保護者や地域と連携した開かれた学校

埼玉県立草加かがやき特別支援学校 ～児童生徒成長物語～

小学部・目標 中学部・目標 高等部・目標

本校の
特 色

□こころもからだも元気な子

□色々なことにチャレンジしようとがんばる子

□自分の気持ちや思いを伝えられる子

□友だちと仲良く楽しく活動する子

□自立した生活を目指し、仲間や地域社会と積
極的に関われる生徒
□家庭生活や職業生活に必要な能力を高め、進
路現実に向けて実践する生徒
□主体的に物事を考え行動に責任を持つ生徒

２ 育成方針

□基本的な生活習慣を確立し、意欲的に生活す
る生徒

□たくましく生きていくための、心と体を持っ
た生徒

□友だちや教員とのやりとりを通して、自分の
気持ちをよりよく表現できる生徒

□自他の役割を意識し、社会で生きていくため
の生徒

個に応じた支援・指導

・自立活動専任がアドバイザーとな
り自立活動の授業の充実を図る。
・保護者との合意形成に基づいた合
理的配慮の実施。
・外部専門家による支援体制の構築
と組織的な専門性の向上。
・実態把握を的確に行い、それに応
じた目標、学習内容、手立ての設
定と実施。

生活応用類型

生活総合類型

生活基礎類型

保護者・地域への情報
発信と連携の強化

・授業参観・懇談会を実施し保護者との連
携を図る。
・ホームページは計画的に最新情報を掲載
し、情報発信していく。
・校内掲示を充実させ、より積極的に情報
発信を行う。
・地域に開かれたコミュニティカフェを定
期的に開催する。
・支援籍、学校間交流の円滑な実施。

地域への貢献

・近隣の奉仕活動を全校で行
い、社会貢献を図る。
・特別支援教育のセンター的
機能を発揮し、地域の特別
支援教育の充実を図る。

安全・安心な教育環境の整備

・毎月の安全点検の実施と迅速な修繕
の実施
・避難訓練、交通安全指導の実施。
・食物アレルギー対応、救急救命法、
不審者対応訓練の実施。
・教職員倫理確立を目指す研修の実施

小中高一貫した系統性ある指導の充実のために
教育課程検討委員会・研究部の連携、１２年間の系統性のある指導への充実・改善を行っている。

み
ん
な
の
ア
イ
ド
ル

き
ら
き
ら
ち
ゃ
ん

重点目標 ●障害特性を踏まえ、児童生徒一人一人の教育的ニーズに応じた専門性の高い授業の実践
●保護者、地域に信頼される開かれた教育課程・学校づくり
●健康で安全・安心な学校生活を送るための学習環境・施設設備の整備及び働き甲斐のある明るい職場づくり

盛り上がる 運動会

地域とともに 文化祭

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


≪草加かがやき特別支援学校草加分校の活性化・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 

高等部 

普通科 

児童 

生徒数 

(男)３０ 

(女)１７ 
計 ４７ 

ホームページ https://kagayaki-sh.spec.ed.jp/sokabunko/ 

アクセス 

・東武スカイツリーライン「新田駅」より徒歩２５分 

・「新田駅東口」発「獨協大学前駅西口」行きの朝日バスで「草加西高校入口」バス停 

 下車 徒歩４分 

・ＪＲ京浜東北線「川口駅東口」発「安行出羽」行きの国際興業バスで「安行診療所

入口」バス停下車 徒歩５分 

教育課程等

の特徴 

・社会で自立できる力と自信を身に付けるために必要な知識・技能の習得、思考力・

判断力・表現力等の育成を通して、学びに向かう力、人間性を養う。 

・新学習指導要領に即した教育内容を実施するため、新しい教育課程の編成を行った。 

・新課程では、１日を通した職業の授業を週２日実施。他の教科においても、キャリ

ア教育の視点に加え、新学習指導要領の目標（第 1 段階・第 2 段階）と照らし合わせ

た学習内容となるよう、昨年度と今年度の 2か年をかけて新しいシラバスの作成を行

っている。 

・・一人一人に応じた指導・支援を行い、安全で安心な学校生活が送れるように支援体

制を充実させている。 

・草加西高校や地域社会と積極的に交流・連携し、インクルーシブ教育を進めている。 

特色ある 

学校行事や 

部活動 

・草加西高校との共同開催の行事。（体育祭、文化祭、ロードレース大会、職業の授

業交流、緑化交流） 

・ＮＨＫ全国学校音楽コンクールに全校生徒で出場。 

・社会体験学習、宿泊体験学習、修学旅行を通して自主性、協調性、自立心を培う。 

・週３回の部活動（運動部・パソコン部・美術家庭部・音楽部） 

家庭・地域 

との連携 

・連絡帳、学年通信、各種たより、ホームページでの情報発信。 

・授業参観、保護者会、個別面談の実施。 

・学校説明会・体験入学の実施。 

・企業向け学校公開の実施。 

・外部講師による職業の授業支援や発達相談の実施。 

・食品加工班が西高生・職員向けパン販売を実施。 

・工芸班が浦和まつりで製品販売を実施。 

・農園芸班が西高生やかがやき本校に野菜の頒布、近隣の方に頒布と収穫体験を実施。 

・メンテナンス班が地域の会館等で清掃活動を実施。 

・職業教育フェアへの参加。 

・産業現場等における実習の実施。 

進路に 

ついて 

・進路状況：一般就労１６名（特例子会社を含む） 

・進路先の傾向：全員が企業就労を希望。業種は小売店舗（品出し）・清掃・工場（製

造補助）・飲食店（調理補助）・流通（ピッキング）・事務作業（ＰＣ入力）等 

（※児童生徒数：R2.5.1 現在、進路は R2.3 卒業生の実績） 

 

https://kagayaki-sh.spec.ed.jp/sokabunko/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  

１年：元気 ２年：やる気 ３年：本気 

社会で必要な 

生活習慣・作業態度を 

身につける 

社会で必要な 

生活習慣・作業態度を 

伸ばす 

社会で必要な 

生活習慣・作業態度を 

確かなものにする 

教
科 

行
事 

職
業 

自立と 

社会参加の 

実現 

西高・分校の共同開催行事 

体育祭 
西秋祭（文化祭） 

ロードレース

大会 

職業交流 緑化交流 

卒業後 


