
≪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



≪埼玉県立戸田翔陽高校の活性化・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) 303 

(女) 317 
計 620 

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

 

アクセス 
ＪＲ埼京線 戸田駅から徒歩約５分 

 

教育課程等

の特徴 

○昼夜開講の３部制で、自分の学習スタイルや適性で通学の部を選んで入学する。 

○１年次は２人担任制で手厚い指導、２年次以降は１クラス２０人前後の少人数クラス。 

○英国数は１年で習熟度別授業を展開、「主体的・対話的で深い学び」の授業も活発に実施。 

〇他部の選択科目を履修、修得することにより３年間でも卒業できる。 

○検定資格だけでなく、ボランティア活動等の校外の学修も単位に認定。 

〇ノーチャイム・ノーアナウンスにより、自己管理能力を育成。 

〇基礎的生活習慣がしっかり身につく丁寧な指導。 

○校服着用、カウンセリング体制の充実、地域との活発な交流など。 

〇充実した施設・設備として、コンピューター室が２カ所。介護実習室、陶芸室、自習

室、憩いのラウンジなどがある。 

〇ＨＲ棟の他、令和元年度に特別教室棟もエアコン完備。 

〇2 号館のすべての教室にプロジェクターを完備。 

活躍が顕著

な部活動 

○女子体操部が国民体育大会において、埼玉県代表として活躍している。 

○その他多くの運動部や文化部が全国定時制通信制大会に出場して活躍している。 

 

特色ある 

学校行事 

１学期１・３・４年次遠足へ、2 学期２年次は修学旅行を実施。体育祭と翔陽祭（文化

祭）で大きく盛り上がる。その他に、夏休みにボランティア活動・インターンシップを

実施。また、令和 3年 4月、敷地内に県南部地域特別支援学校（仮称）が開校するため、

インクルーシブ教育を一層推進していく予定。 

 

家庭・地域 

との連携 

○日頃から緊密な家庭への連絡を行っている。 

○ＰＴＡ・後援会の活動は活発で、義務感ではなく楽しんで参加いただいている。 

○ＰＴＡは、学校行事への協力だけでなく後援会との日帰り研修旅行も実施している。 

○戸田市のイベントにも、生徒・教職員は積極的に参加し協力している。 

○令和２年度からコミュニティ・スクールの導入。 

進

路 

状況 四大 ４８人 
短 

大 
３人 専門 ５１人 就職 ４４人 その他 ３３人 

傾向 

「チャレンジさせて、面倒見ながら粘らせる。一段上を目指す。」という方針のもとで、生

徒一人一人の学力に応じた指導を行い、進学では早稲田大学やＭＡＲＣＨクラスの大学に

も合格者がでるようになった。同様の粘り強い指導で、就職状況も上向きである。 

 
（※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＞ 

「成長したい」「学び直したい」という強い意欲と熱意を持った生徒。 

 本校の柔軟な教育システムを十分活かして、「夢を追い 空翔ける」チャレンジ精神を持ち、自分を 

高めようとする生徒。 

＜入学者選抜のポイント＞  

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


埼玉県立戸田翔陽高等学校

Ⅰ部（午前部）8:40～12:25が中心
Ⅱ部（午後部）13:10～16:55が中心
Ⅲ部（夜間部）17:15～21:15が中心

昼夜開講の3部制・定時制
自分の時間帯以外
の授業も積極的に選
択すれば3年で卒業
できます」。

74単位以上の修得で卒業認定

基礎的な知識・技術の習得を基本に主体的に取り組む意欲、多様性を尊重する態度、他者と協働するための資質・能力
を身につけた「人財」の育成を目指す学校基礎的な

自由選択科目

必履修科目
自然科学系科目

国際教養系科目ビジネス系科目

福祉系科目

普通科と専門学科のいいとこ取り総合学科

⑧検定による資格取得Ⅰ

⑨ノーチャイム・生徒手帳の活

用。 自己管理能力の育成Ⅰ

⑩充実のカウンセリングⅠ

⑪充実の施設・設備
・コンピューター室2つ

・介護実習室Ⅰ
・陶芸室
・特別教室等もエアコン完備

本校の特色

⑫インクルーシブ教育の推進

特別支援学校との交流Ⅰ

⑬コミュニティ・スクール
学校運営協議会の設置

3年間で卒業できるし、4年間かけて卒業することもできます。

①1クラス20名前後。

きめ細かい少人数学級Ⅰ

②習熟度・少人数指導
1年次の英・数・国

③協調学習・ICT活用など工夫

ある授業展開Ⅰ

⑤授業評価でわかり易い授業

Ⅰｄ

⑥資格・ボランティア、校外の学

習を単位認定Ⅰ

⑦校服着用・挨拶励行
基本的生活習慣の徹底

④補習と添削指導

懇切丁寧な進路指導Ⅰ



≪吹上秋桜高校の活性化・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)219 

(女)201 
計 420 

ホームページ https://shuo-h.spec.ed.jp 

アクセス ＪＲ高崎線 北鴻巣駅より徒歩約１５分 

教育課程等

の特徴 

○Ⅰ部の生徒は、午前１０時００分の登校です。 

○Ⅱ部の生徒は、午後５時１０分の登校です。 

○Ⅰ部の生徒もⅡ部の生徒も、「共通授業」を履修・修得することで、３年間での卒 

 業も可能です。 

○２年次より４つの系列モデルプランをもとに自分で時間割をつくります。 

 （商業・情報系列、文化・社会系列、生活・福祉系列、科学・技術系列）  

○「授業がいのち」を合い言葉に、皆さんの「学び」をとことん支援します。 

活躍が顕著

な部活動 

過去において、陸上部、柔道同好会が全国大会（定通部）に出場しています。 

その他の部活動も、校内外で活躍しています。 

地域の祭事に参加し、発表を行っている文化部もあります 

特色ある 

学校行事 

○文化祭では、クラスが中心となり催し物を企画しています。 

○体育祭では、体育の授業での取組の成果を披露し、クラスの絆を深めています。 

○遠足は、各年次で体験学習やその地域の文化に触れるなど、「学び」をとおした活 

 動を行っています。 

                              
  （文化祭）     （体育祭）      （修学旅行）    （本校ＨＰへ） 

家庭・地域 

との連携 

○学校全体としては、三者面談を年２回実施し、家庭との情報交換を積極的に行っ 

 ています。 

○地域ボランティアへの参加に積極的に取り組んでいます。 

○地域の企業と連携を図り、１年次、２年次においてインターンシップ（希望者対 

 象）を実施し、職業選択の一助となるように取り組んでいます。 

○保護者会を行っています。保護者同士の情報交換の場を大切にしています。 

進

路 

状

況 
四大 １５人 短大 ３人 専門 ３４人 就職 ３９人 その他 １７人 

傾

向 

ここ数年、求人数は増加傾向です。学校を通しての就職を希望した生徒は、ほぼ内定

しました。進学では、四年制大学に進学する生徒もいますが、専門学校進学希望者の割

合も少なくありません。 

（※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＞ 

 学ぶ意欲があり、自分のペースで基礎から学び直したい生徒 

＜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） 

 

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


３ 育成方針（埼玉県立吹上秋桜高等学校 ～生徒の成長物語～） 

 ●受検生の皆さんへ 
 

     「ふ」フレッシュな気持ちで 

   「き」希望を持ち              本校は、皆さんのチャレンジを    

   「あ」明るい未来に向かって         とことん支援する学校です。  

   「げ」元気に一歩を踏み出しましょう   
 

 ●本校の教育の特色 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●「社会で活躍する人材」へのステップアップ 
 
             

                           目標 社会で活躍する人材 
 
          

             

 

 

 

 

 
     

     

 

 

 

１年次 基本的な生活習慣の確立 

    「学び直し」も含めて基礎学力の定着 

    ①コスモスステップの実施（小・中学校の学び直し） 

    ②「産業社会と人間」 

     （週２時間：科目選択ガイダンス・自己の進路を考える） 

 

 ●体を鍛え、心を育てる学校行事・部活動 
  体育祭（１０月下旬）秋桜生のパワー全開です。 

  文化祭（１１月上旬）各クラスの催し物をはじめ、文化部や有志団体が、日頃の活動の成果を発 

           表します。 

  部活動 陸上部・柔道同好会は、全国大会に出場しました（令和元年度実績）。 

      ＦＬＥＸ（共通時間帯）を中心に、文化部・運動部とも活発に活動を展開しています。 

３・４年次 進路実現をとおし、積極的に行動する力の育成 

      ①校外進路ガイダンス 

      ②校内模試（進学・就職）、進路別校内ガイダンス                  

      ③ＪＳＴ（ジョブサポートティーチャー）、就職支 

      援アドバイザ－等による面接個人指導   

２年次 「自分の時間割」で学び、自己の進路目標を設定 

    自己実現に向けた学びの支援。 

    ①系列・モデルプランをもとに「自分の時間割」で学ぶ 

    ②修学旅行（１月：２泊３日） 

    ③進路別バス見学会（１０月） 

①多様な生徒に対応  少人数学級編制 

           ＪＳＴ（ジョブサポートティーチャー）を活用した就職支援指導 

           充実した教育相談体制（教育相談員、スクールカウンセラー、スクー 

           ルソーシャルワーカー、就職支援アドバイザー、多文化共生推進員の 

           配置等）            

           社会のルールとマナーに基づく生徒指導 

②単位制       共通時間帯に選択科目を履修  資格取得・技能検定  

           学校外における学修 

③総合学科      商業・情報（ビジネス関係）、生活・福祉（調理・保育・福祉関係） 

           文化・社会（文化・歴史・社会・芸術関係）、科学・技術（理科・も 

           のづくり関係）  

④複数の入学機会   春・秋の入学機会（埼玉県内唯一の秋季募集入学者選抜） 



≪吉川美南高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 Ⅰ部定時制 学科 総合学科 生徒数 
(男)102 

(女)115 
計 217 

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

アクセス ＪＲ武蔵野線 吉川美南駅 下車 徒歩約１２分 

教育課程等

の特徴 

・Ⅰ部定時制は５教科をバランスよく学ぶことができ、文系・理系どちらの進路でも

対応可能です。全日制と比較すると、進学向けの科目を多く選択することができます。 

・１年次より少人数学級を編成し、きめ細かい指導を実施しています。英語は少人数

授業、数学は習熟度別授業を行い、基礎学力の定着を図っています。 

・アクティブラーニングを多くの科目で実施しています。 

活躍が顕著

な部活動 

・ソフトテニス部やウエイトリフティング部など１４の運動部と、美術部や放送部な

ど１２の文化部があり、多くの生徒が活発に活動しています。ウエイトリフティング

部は令和元年度関東大会出場、女子ソフトテニス部は平成３０年度、令和元年度定通

全国大会で優勝しました。 

・全日制とⅠ部定時制の生徒は区別なく一緒に部活動に参加します。 

特色ある 

学校行事 

・１年次：集団宿泊研修（高校での学習の仕方を学び、クラスの親睦を深めます。） 

・２年次：修学旅行（平和学習や体験学習を通じて見聞を深めます。） 

・体育祭では、全生徒が各競技種目に全力で挑み、クラスの団結と組織力の高さを示

します。 

家庭・地域 

との連携 

・学校説明会、公開授業などを実施し開かれた学校を目指します。 

・マラソン大会、青少年健全育成大会等の地元の行事へ積極的に参加します。 

・地域の清掃活動、科学教室などのボランティア活動に参加し、地元自治会との交流

を進めます。 

進

路 

状

況 
四大  ８人 短大  ２人 専門 ２２人 就職 ３０人 その他  ４人 

傾

向 

Ⅰ部定時制は、全日制と比較して大学進学者の割合が高くなっています。埼玉学園大学、

東京通信大学、日本工業大学、流通経済大学、文京学院大学等に合格しました。就職は、

生活協同組合コープみらい、戸田中央総合病院、資生堂パーラー、ワタキューセイモア

等に採用されています。 

（※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＞ 

本校の特色をよく理解し、入学後も真面目に学校生活を送り、努力を継続できる生徒。 

＜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.yoshikawaminami-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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ・最高年次として自負と自覚 

                             を持たせる。 

 

                            ・卒業後の方向性を定め、進路 

実現のための努力を続ける。                           

 

                            ・実力養成講座をはじめとする 

                             進路希望に応じた講習を通じて 

学力をつける。 

 

 

 

 

 

 

         ・基礎学力の向上を図る。 

 

         ・部活動や地域交流を通して中堅年 

          次としての自覚を持たせる。 

 

         ・修学旅行を通して見聞を広める。 

 

         ・卒業後の生き方を考える。 

 

 

 

 

 

 

   ・吉川美南高校生としての基本的 

    生活習慣を確立させる。 

 

   ・高校での学習の仕方を学ぶ。 

 

   ・集団宿泊研修でクラスの親睦 

    をはかる。 

 

１年次 

２年次 

吉川美南高校のきめ

細かい熱心な指導 

県立吉川美南高校 ～生徒の成長物語～ 

本校の 

特 色 

・基礎学力の定着 

・基本的生活習慣の

確立 

・進路希望実現 

・社会に貢献できる

人材へ 

◇本校の授業：少人数・習熟度別授業による、きめの細かい学習指導により、 

       基礎学力の定着を図る。 
◇行事や部活動：全日制とⅠ部定時制が一緒になって活発に行われる部活動、 

        文化祭・体育祭、地域交流を通して豊かな人間性の育成を図 

        る。 

３年次 
 教育相談体制の充実 

 

困ったこと、相談したい

ことなど、教員をはじ

め、スクールカウンセラ

ー、スクールソーシャル

ワーカー、教育相談員が

親身になって聴きます。 



            ≪吉川美南高校の活性化・特色化方針≫ 
                   （令和３年度～） 

１ 学校基本情報 

課程  Ⅱ部定時制 学科     総合学科 生徒数 
(男)７６ 

(女)５５ 
計１３１ 

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

アクセス ＪＲ武蔵野線 吉川美南駅 下車 徒歩約１２分 

教育課程等

の特徴 

・Ⅱ部定時制は、総合学科、単位制による教育課程で授業は夜間になります。昼間に働

きながら、通学することができます。 

・多くの選択科目を用意し、自己の興味関心に応じた科目選択が可能です。 

・１時限の前（午後３時５０分から）に行われる「自由選択科目」の授業を選択するこ

とで、３年間での卒業が可能です。令和元年度は、３年間で卒業した生徒が４２名いま

した。（４年間で卒業した生徒は１１名、全体で５３名が卒業しました。） 

・1 年次は、国語、英語、数学を習熟度別指導・少人数指導で授業を行うなど、きめの細

かい指導を行います。 

・プロジェクタやタブレットを使用した映像等を活用した授業や、協調学習を取り入れ

たアクティブ・ラーニングの授業を実施します。 

・学習サポーターを活用し、生徒個々の学力に配慮した指導を行います。 

・日本語が不得意な外国籍の生徒には、多文化共生推進委員が丁寧に日本語の指導を行

います。 

・漢字検定や商業に関する資格取得を奨励しています。 

・教員の外に、教育相談員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーが学

校生活の相談にのります。 

・授業日に給食があり、食育の観点から生徒の健康と体力作りにつとめています。 

活躍が顕著

な部活動 

・バドミントン部が平成２８年度において、全国大会に出場しました。 

・卓球部が平成２９年度において、県大会で２位（団体）及び４位（個人）、平成３０年

度において県大会１位（個人）、令和元年度において県大会２位（個人）に入りました。 

・他、野球、バスケット、バレーボール、フットサル等が活発に活動を行っています。 

特色ある 

学校行事 

・３年次に修学旅行を実施しています。令和元年度は、関西方面に行き、関西圏の主要

都市を回り見聞を深めたりしました。 

・体育祭では、全生徒が各競技種目に全力で参加します。 

家庭・地域 

との連携 

・Ⅱ部定時制が昼間の文化祭（あかね祭）に参加し、Ⅰ部昼間部の生徒とＰＴＡや地元

企業、福祉団体との連携を深めています。 

・毎年１０月に授業公開週間を設け、保護者等に授業参観をしていただいています。 

進

路 

状況 四大 ２人 短大 ０人 専門 １３人 就職 ２３人 その他 １５人 

傾向 

・進学については、これまで四年制大学では日本工業大学、東京福祉大学、文教大学等に、

専門学校では川口高等技術専門校等に、多数入学しています。 

・就職については、生徒はハローワークから出される求人票を基に決めており、職種として

は製造、飲食、販売、福祉、運送、警備など多岐にわたっています。アルバイト先にそのま

ま正社員として入社する生徒もおります。 

・就職指導は、進路指導部が中心となって、教員と就職支援アドバイザーが連携して行って

います。 
（※生徒数：R1.5.1 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＞ 

Ⅱ部定時制（夜間）の特色をよく理解し、入学後も真面目に登校し、学校生活を送れる努力を継続 

できる生徒。高校を卒業する意欲の高い生徒。 

＜詳しい入学者選抜基準はこちら＞ 

https://yoshikawaminami-h.spec.ed.jp/%e2%85%a1%e9%83%a8-1/%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%93%e3%81%9d%e2%85%a1%e9%83%a8%e5%ae%9a%e6%99%82%e5%88%b6%e3%81%b8
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html


３ 育成方針（生徒の成長物語） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

          

 

                             ・卒業後の方向性を定め努力を 

                              続ける。 

 

                             ・最上級生としての自覚を持ち 

                              下級生の指導を行う。 

 

                            

                              

                             

 

                             

 

                             

 

 

 

 

 

 

        

 

       
 

       

 

 

 

 

   

   

 

   

家庭

学習

補習

授業

県立吉川美南高校（Ⅱ部定時制）～生徒の成長物語～ 

本校の 

特 色 

◇ 本校の授業 ・・国語、数学、英語で少人数、習熟度別編成を行い、きめ

の細かい学習指導により、基礎学力の定着を図る。 

          「自由選択科目」の授業を選択することで、３年間での

卒業が可能である。 
◇ 行事や部活動 ・Ⅰ部文化祭に参加し帰属意識を高める。 

         ・体育祭において、クラス内の団結や達成感を味わわせ 

          豊かな人間性の育成を図る。 

         ・部活動に参加し、心身を鍛える。 

１年次 

 

２年次 

３年次 

  先生方の熱心な指導 

学力向上のスパイラル 

・困ったことや、相談したいことなど、スクールカウンセラーやソーシャルワーカー、 

教育相談員の先生に相談することが可能です。 

 

・学習サポーターや多文化共生推進委員の支援により授業内容の理解定着を図ります。 

４年次 

 

・基礎学力の向上を図る。 

 

・卒業後の生き方を考える。 

・吉川美南高校生としての基本

的生活習慣を確立させる。 

 

・高校での学習の仕方を学ぶ。 

・卒業後の方向性を定め努力を 

 続ける。 

 

・修学旅行を通して見聞を広める。 

 

サポート体制の充実 
 


