
≪上尾高校の活性化・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)３９ 

(女)２５ 
計６４ 

ホームページ http://www.ageo-h.spec.ed.jp/ 

アクセス ＪＲ高崎線 北上尾駅 西口 徒歩１分 

教育課程等

の特徴 

・全教科、基礎学力を重視 

・国語、数学、英語は、少人数授業や習熟度別授業を実施 

・学習サポーターが始業前補習の自主学習を支援 

・総合的な探究の時間は、キャリア教育を４年間で体系的に実施 

活躍が顕著

な部活動 

・運動部 ４部（バスケットボール、卓球、フットサル、バレーボール） 

・文化部 ２部（美術、ＪＲＣ） 

各部、週２回の活動、活動時間１時間程度 

２２：００に部活動は、終了です。 

特色ある 

学校行事 

・修学旅行（３年） 

・遠足（全学年） 

・学校説明会（年２回） 

・生徒会が主体となり行う、新入生歓迎会、文化祭、体育祭、予餞会 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談（６月） 

・文化祭（９月）ＰＴＡがバザーや手作り品の販売、ゲームコーナーの企画 

・総合的な探究の時間における外部講師の講演 

・地域若者サポートステーションとの面談や企業見学 

・個別面談（各学期末） 

進

路 

状

況 
四大  １人 短大 ０人 専門  ５人 就職 ８人 その他 ９人 

傾

向 

・就職希望者が多い 

・大学、専門学校等の指定校推薦枠あり 

・就職、進学とも上尾市周辺や県内への進路先がほとんど 

（※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＞ 

・卒業することを目標に、コツコツと努力のできる生徒 

・授業や行事に積極的に参加し、自己を高めようと頑張れる生徒 

・ルールをしっかり守り、前向きに学校生活を送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.ageo-h.spec.ed.jp/
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html


３ 育成方針（埼玉県立上尾高校（定時制） ～生徒の成長物語～） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安心な生活のために 
 

携帯安全教室や薬物乱用

防止教室など、社会生活を

送るために必要な「在り方

生き方教育」を、講師を招

いての講演や教材を用いた

授業形式で実施していま

す。 
 

きめ細かな進路指導 
 

就職希望者が圧倒的に多

く、企業説明会へも積極的

に参加しています。また、面

接練習も何回もチャレンジ

しています。社会人として

のマナーを身に付け、「地域

に貢献できる人材」として

実社会へと送り出します。 
 

多彩な行事 
 

４月の新入生歓迎会に始

まり、生徒総会、文化祭、体

育祭、予餞会と生徒主催の

行事が盛ん。生徒会本部を

中心に皆で協力して準備を

します。全校遠足や３年次

の修学旅行も楽しみの一つ

です。 
 
 

基礎学力の定着 
 

授業は小中学校の復習を

取り入れ、丁寧に行います。

国語、数学、英語は１クラス

２展開の少人数授業や習熟

度別授業を実施。始業前の

補習も充実しており、「基礎

学力の定着」を全力でサポ

ートします。 
 
 

～本校の４年後の目標～ 

地域に貢献できる人材への成長 
身に付けたい力 ①自他尊重 ②課題解決力 ③協働 

学年ごとの目標 
１年生 ○自己肯定感の高揚 ○コミュニケーション能力の向上 

２年生 ○仲間との協働   ○話し合いや議論ができる 

３年生 ○外部との人材と関わり、見聞を広げる 

４年生 ○社会人としてのマナーやスキルを身に付ける 

 
週２日、放課後に活動しています。運動部は一生

懸命に練習に励み、文化部は文化祭での作品展示

や、ボランティア活動にも参加するなど、どの部活

動も少人数ですが、意欲的に活動しています。 

部活動 
  

学年ごとの目標を踏まえ、外部の専門家を招き、

学年に応じた講演会を企画しています。将来の生き

方について深く考え、行動できるようになってほし

いと思います。 

外部講師の講演 



≪朝霞高校の活性化・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)４７ 

(女)２５ 
計７２ 

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

アクセス 
東武東上線朝霞駅よりバス停「幸町三丁目交差点」下車徒歩３分、 

朝霞駅下車徒歩２０分 

教育課程等

の特徴 

・学び直しと基礎基本を徹底するため、国数英の必履修科目は２年間に分けての分割 

 履修になります。 

・１、２学年で簿記を開設し、補講も展開して資格取得を支援します。 

・２、３、４学年で選択科目があります。 

・資格取得や大学進学のための補習や課題学習等を行っています。 

活躍が顕著

な部活動 

陸上部、バドミントン部、バスケットボール部、軟式野球部が活発に活動していま

す。 

・陸上部 ５年連続 全国大会出場（平成２７年度～令和元年度） 

・バドミントン部 全国大会出場（令和元年度） 

・バスケットボール部が県大会上位を目指して奮戦 

・軟式野球部が２１年ぶりに県大会で優勝し、全国大会出場（令和元年度） 

特色ある 

学校行事 

・定時制単独の文化祭（降夜祭） 

・２泊３日の県外修学旅行（４年） 

・遠足（全校生徒） 

家庭・地域 

との連携 

・授業見学、給食試食会（ＰＴＡ・教育振興会総会時に保護者を対象に） 

・保護者との意見交換会（ＰＴＡ・教育振興会総会時等に実施） 

・在校生出身中学校及び市役所等の連携により在校生の学習環境等の整備を図る 

進

路 

状

況 
四大  ０人 短大 ０人 専門  ５人 就職 １８人 その他  １人 

傾

向 

・四年制大学と専門学校等への進学者が例年５名程度 

・就職者は２０名程度で在学中の仕事を継続する場合が大半で例年、新規就職は６名程

度 

（※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 毎日登校して、まじめに、主体的に授業に取り組むことができる生徒 

２ 自分自身の行動に責任を持ち、強い目的意識のある生徒 

３ 思いやりの心を持っている生徒 

＜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」が別ウインドウで開きます） 

 

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


朝霞高校（定時制）は､働きながら学ぶ人を応援する学校です朝霞高校（定時制）は､働きながら学ぶ人を応援する学校です

◇ 本校の授業は学び直しと基礎基本の徹底により基礎学力を定着させ、進路実現に必要な確かな学力を養成します
◇ 多彩な行事と盛んな部活動を通して生徒一人ひとりの自己肯定感を高め、高校生活の充実を図ります
◇ 朝霞高校定時制課程は朝霞・新座地区唯一の定時制高校として開設され、５４年を経過しました

県立朝霞高校（定時制）～生徒の成長物語（自立した社会人への道のり）～

１年生

２・３年生

４年生

本校の
特 色
本校の
特 色

□授業、特別活動及び学校行事を通して自己肯
定感を高め、校内に自分の居場所を見つける

□教育相談等により、学校生活のつまずきの背
景等を理解し、基本的生活習慣を確立する

□自他を大切にして、主体的に学ぶ姿勢を身に
つける

□各種進路ガイダンス及びキャリア教育を通
して進路に対する理解を深める

□進路実現に向けての確かな学力を定着させ
るために授業に意欲的に取り組む

□自己理解と他者理解を深めることを通して
社会人として規範意識を身につける

育成方針

全日制と同等の学校行事 活発な部活動

体験活動等の充実

□基礎基本の徹底により基礎学力の定着を図る

□主体的・意欲的に学習に取り組む姿勢を確立
させる

□中堅学年として部活動及び学校行事に中核と
して活動する

□定時制単独開催の文化祭（降夜祭）
□多彩な生徒会行事
□スポーツの祭典
□修学旅行及び遠足

□バドミントン部 全国大会出場
□陸上部５年連続 全国大会出場
□軟式野球部 県大会優勝、21年
ぶり全国大会出場(令和元年度)
□バスケットボール部 県大会出
場など活発に活動しています

□高校生自立支援事業を活用
した職場見学等の実施
□ＮＰＯ及び就職支援アドバイ
ザー等との連携による充実し
たキャリア教育
□租税教室、交通安全教室の
実施

本校の教職員

進級・卒業そして、進路実現
に向けて教職員一丸となっ
て生徒を支援します

本校の４年後の目標

生徒の自己肯定感を高め、高
校生活に意欲的に取り組む姿
勢を育成することを通して、
基本的な生活習慣の確立と社
会人としての規範意識を醸成
するチームによる生徒・保護者支援

高校生自立支援事業の活用、外部の専門家
（スクールカウセラー・スクールソーシャルワ
ーカー）と校内チーム（教職員・就職支援アド
バイザー・学習サポーター）の連携によりキャ
リア教育・学習支援・社会的自立支援の充実
を図ります

清
心
の
像

欅
の
木



≪浦和高校の活性化・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)39 計 39 

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

アクセス ＪＲ京浜東北線北浦和駅東口より 徒歩 10分 

教育課程等

の特徴 

・男子校ならではの落ち着いた学習環境で、基礎学力、社会性、協調性をしっかり養 

 うことができます。 

・本校は基礎学力の充実を目指し、国・社・数・理・英などの基礎基本を大切にし、

これらの教科・科目の勉強がたくさんできるような時間割を設けています。 

・昼間の時間を有効に活用して、働きながら高校生活を送ることができます。 

活躍が顕著

な部活動 

・部活動は、全国大会出場の実績をもつ軟式野球部・サッカー部・卓球部、バスケ

ットボール部が盛んです。また、唯一の文化部、メディア研究部も活躍していま

す。生徒会活動も充実し、文化祭やクリーンアップ作戦や球技大会を運営していま

す。 

特色ある 

学校行事 

・全日制の文化祭に参加します。昨年は浦定イケメンコンテストを実施しました。 

・本年度の修学旅行は大阪に 2泊 3日で実施予定です。（10月） 

・自己実現に向け、視野を広げる校外進路行事があります。 

 企業、大学、専門学校、ハローワーク、などを訪問し視野を広げます。 

・外部教育力の積極活用をしています。「かわぐち若者サポートステーション」によ 

 る「ソーシャル・スキル・トレーニング」などの講義・演習を通して、より具体的 

 に進路に向けて考えを深めます。 

・球技大会を 1学期、2学期に実施し学年を超えた親睦を深めています。 

家庭・地域 

との連携 

・教育面談（3者面談）を年 2回実施 ・保護者会を学期ごとに実施 

・各種講演会に保護者参加 ・地元企業との連携による就労支援 

・給食の試食会を保護者・中学の教員を対象に実施 ・中学校訪問を年 2回実施 

進

路 

状

況 
四大  １人 短大 ０人 専門  ５人 就職 １人 

その他の 

卒業者 
 １人 

傾

向 

・専門学校への進学者が増加の傾向にある。大学・短大・専門学校の指定校の枠もあ

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＞ 

 社会的自立にむけて努力する生徒 

 社会のルール・マナーを守る、公共心をしっかりと身に付けた生徒 

＜入学者選抜のポイント＞（平成 31年度入学者選抜基準より） 

 ・学力検査・調査書・面接を同等に評価し、選抜します。 

 ・面接を実施し、受検生の学習意欲及び態度を重視して評価します。 

 ・調査書の特別活動等の記録及びその他の項目を積極的に評価します。 

                         

                         

                           埼玉県立浦和高等学校（定時制の課程） 

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


浦和高校（定時制）は､一人前の男を育てます

◇ 本校の授業 ・・・全国的にもめずらしい夜間定時制の男子校です。男子校ならではの落ち着いた学習環境で、
基礎学力、社会性、協調性をしっかり養うことができます。

◇ 行事や部活動 ・・多種多様な学校行事があり、特にキャリア教育に力をいれています。部活動も盛んです。
◇ 学校の周辺情報 ・北浦和駅から徒歩10分の住宅街に囲まれた落ち着いた環境です。

県立浦和高校（定時制課程） ～生徒の成長物語～

基礎学力の定着と大学受
験にも対応した学力を身に
つける

しっかりとした進路決定

広い視野に立ったものの考
え方のできる人間に育つ

本校の
特 色

◎まず自分を「知る」
浦定での将来計画を立てます。

□１年生では学習サポータ―の活用によ
る学び直し・基礎学力向上

□ＮＰＯ等の外部教育力によるキャリア
教育を活用し、自己理解に努めます

◎自分の進路を「決定」
自分で決められるスキルを身に付け、卒業
を目指します。

□進学希望の人は
受験校の決定のためｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽ・受験相
談への参加・模試の実施・放課後の補習等
を進めます

□就職希望の人は
合同企業説明会に参加・企業訪問を実施。
面接・履歴書等の準備を進め進路決定を目
指します

□修学旅行を実施します

学校行事 部活動

進路行事

イ
ラ
ス
ト
な
ど

□各学期ごとに球技大会
を実施

□多くの講演会・キャリ
ア教育を実施

□その他生徒会行事など

□卓球部がH27・H28・H29に
全国大会出場

□サッカー・バスケットボー
ルなど多くの部活が活躍

□企業・大学・専門学校見学
など

□コミュニケーション能力向上
のためのソーシャルスキルト
レーニング

本校では、授業を人間形成の最も大切
な場所と位置づけて取り組んでいます。
また、学期ごとの教育面談、ＩＣＴを

活用した協調学習等にも積極的に取り組
んでいます。

本校の４年後の目標

未
来
を
拓
く
青
年

◎将来について具体的に「動く」
就職・進学のため、企業見学やｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽへ
の参加を進めます。

□３年生は具体的に企業理解プログラムを進め
ます

□資格取得・論文対策・面接対策など具体的な
進路の準備を進めます

１年
自分を
『知る』

新入生
「真っ新な
入れ物」

◎進路に向けて色々なことを「学ぶ」
進路見学や将来について具体的に考える学習
を進めます。

□就職・進学に何が必要か具体的に学び、資格
取得などの準備も進めます

□「働きながら学ぶ」・・・規則正しい生活習
慣を身に付けるためにも、昼間のアルバイト
を推奨しています

学習活動
学び直しや基礎学力・
学力向上のために

□始業前・放課後の補習
□長期休業中の勉強会
□協調学習の推進

本校の教職員

栄養バランスを考えた夜
間給食があります

地元自治会と協同で
行うボランティア清掃

（生徒会主催）

４年
『決める』

３年
自ら
『動く』

２年
進路を
『学ぶ』



≪浦和第一女子高校定時制の活性化・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)０ 

(女)４８ 
計 ４８ 

ホームページ https://urawaichijo-h.ed.jp/teiji/ 

アクセス ＪＲ浦和駅より徒歩８分 

教育課程等

の特徴 

〇「授業がいのち」を合言葉に、基礎・基本から一人一人丁寧に指導しています。 

〇ＩＣＴを活用した授業や、生徒参加型の授業なども行っています。 

〇２、３年生では、主要科目を中心に少人数・習熟度別授業を実施しています。 

〇週４日、始業前に、学習サポーターによる個別補習（主に国・数・英）を行ってい

ます。基礎・基本を学び直したい人から、資格取得、上級学校進学を目指している人

まで、多くの生徒が参加しています。 

活躍が顕著

な部活動 

〇陸上競技部（１００メートル、４×１００メートルリレー）が全国大会に出場し

ました。 

〇軽音楽部が予餞会や文化祭で楽曲発表をしました。 

〇ダンス部が予餞会や文化祭で発表をしました。 

〇演劇部は文化祭で舞台発表をしました。 

〇運動部が５部活、文化部が４部活あり、放課後１時間程度活動しています。 

特色ある 

学校行事 

〇新入生歓迎会…学校紹介、部活動・委員会紹介などを行っています。 

〇球技大会、体育祭…白熱した競技と応援が自慢です。 

〇修学旅行…４年生が行きます。ここ数年は６月に関西方面に行っています。 

〇予餞会…学年単位の出し物や生徒会作成の動画など、手作りで心温まる会です。 

家庭・地域 

との連携 

〇４月と７月に行われる、地域のお祭りに生徒が参加しています。 

〇生徒対象の講演会に、保護者や地域の方を招待しています。 

〇毎年ＰＴＡが文化祭に参加しています。昨年度は来場者にアクセサリーを作って

もらいました。 

進

路 

状

況 
四大  １人 短大 ０人 専門 ３人 就職 ５人 その他 ３人 

傾

向 

年度によって、進路状況の割合は変わりますが、生徒のニーズに応じた丁寧な指導を行

っています。 

昨年度は、すべての卒業生が希望の進路を実現できました。 

（※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＞ 

・「授業がいのち」を合い言葉に、授業に意欲的に取り組む生徒。 

・自分自身を大切にし、他人に思いやりを持って学校生活に取り組む生徒。 

 

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


●基本的生活習慣・授

業規律の確立

●コミュニケーション

能力の育成

●アルバイトの推奨

●各種体験活動の参

加

●学校生活で中心

的な役割を担う

●就職・進学に向けた

意識を明確にし、準

備を本格化させる

●具体的な就職・進学

活動を展開

●社会に出て責任を持

つ意識を育てる

県立浦和第一女子高校（定時制）～生徒の成長物語～育成方針

◇全国でもめずらしい夜間定時制の女子高です。女子だけの落ち着いた環境の中で学べます。
◇生徒主体の学校行事で自己有用感を育みます。部活動を通して人間関係や社会性を身につけます。
◇ＪＲ浦和駅から徒歩８分。文教都市にふさわしい、閑静な住宅街に位置しています。

１年
学校に慣れる

２年
校内外の生活
を両立

３年
進路イメージ
を固める

４年
卒業後を意識
した生活

社
会
で
は
ば
た
く
力
の
育
成

希
望
す
る
進
路
の
達
成
率
１
０
０
％

「授業がいのち」が合言葉
～落ち着いて学べる教育を推進～

「チーム一女定」で生徒一人一人を大切にします

〇基礎・基本から
学び直したい。
〇学校生活をやり
直したい。
〇仕事と学校を両
立したい。
〇外国から来て間
もないので日本
語に自信がない。

学習活動

●学習サポーターによる、始業
前補習で個別に学習を支援
●少人数授業で、一人一人の
理解に応じて丁寧に指導
●日本語指導スタッフが日本語の
個別指導と、授業でサポート

キャリア教育

●就職支援アドバイザーによ
る、個人面談や面接指導
●外部機関・外部講師を活用
した各種講演会やワーク
ショップ
●進路見学会で企業や上級学
校を知る

地域との連携

●地域のお祭りに生徒がボ
ランティアとして参加
（年２回）
●各種講演会に地域の方が
参加

給食

手作りの温かい給食が待っ
ています



≪大宮工業高校・定時制の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 定時制 学科 工業技術科 生徒数 
(男)91 名 

(女) 4 名 
計 95 名 

ホームページ http://www.omiya-th.spec.ed.jp/ 

アクセス 

ニューシャトル 今羽駅下車 徒歩１０分 

宇都宮線 東大宮駅西口下車 徒歩２０分 

高 崎 線 宮 原 駅東口下車 徒歩２５分 

教育課程等

の特徴 

 中学時に不登校等により基礎学力を定着させることのできなかった生徒のために、 

学校設定科目の「Restart 数学」(１単位）と「Restart 英語」(１単位)を 1 年次の０

時限目に実施し、中学校での復習を中心に基礎学力の向上を図っている。 

 また、学力差の大きい生徒に個に応じた指導を行うため、習熟度別授業（数学・英 

語）及び少人数授業（国語）を実施している。１・２年次で基礎学力の定着・向上を図

り、３年次より機械と建築のコースに分かれる。 

活躍が顕著

な部活動 

・内燃部が Honda エコマイレッジチャレンジ２０１６ 第３６回全国大会に出場。  

 高校１３６チーム中、第９位（記録 1152.254Km/ℓ 定時制高校としては全国最上

位） 

特色ある 

学校行事 

・修学旅行の実施（４年次） 

・体育祭（９月）はナイター照明を用いてグランドで開催。保護者・地域の方も参加。 

・文化祭（１１月）は、定時制単独の行事として土日の２日間で開催し、日曜日には一

般公開を行う。 

・体験入学を２回、１２月と２月に実施。本校の教育内容の理解と建築と機械に関わ 

る「ものづくり」が体験できる機会としている。 

家庭・地域 

との連携 

・３者面談を年２回実施 

・平成２８年度より 1 年次生の母校訪問を開始 

・東大宮コミュニティーセンターにおいて、課題研究発表会を実施して本校の教育活

動への理解を促す。 

・毎学期、地域の「定時制便り」を発刊。本校の教育活動の発信を行っている。 

進

路 

状

況 
四大 １ 人 短大 ０人 専門 ３ 人 就職 １４人 その他 ０ 人 

傾

向 

・進路状況は、計画的な指導により６年連続で進路決定率１００％を達成している。 

 大学・専門学校への進学者が増加する傾向にある。 

（※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＞ 

・工業について学びたいという意欲を持ち続けて、４年間の高校生活を送ることが出来る生徒 

 

 

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


 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立大宮工業高等学校 

定時制課程（単位制） 
～ 生 徒 の 成 長 物 語 ～ 

社会で活躍できる 

スペシャリスト 

を目指して 

心豊かな人間を育成し、生徒の夢を実現する学校 

 

夜間定時制課程（単位制）の工業高校 

工業技術科（３年次から機械・建築のコース選択を実施） 

個々の生徒を大切にした丁寧な指導 

６年連続で進路決定率 100% 

目指す学校像 

本校の特色 

基礎学力の向上と工業の基礎知識・技術の習得 

【１・２年次】 
 ・０時限目授業の実施（数学と英語の学びなおし） 
 ・専門学習に向けた基礎学力の向上（補習等の実施） 
 ・少人数・習熟度別学習（国語・数学・英語）の実施 
 ・機械と建築の基礎的な知識と技術の学習 
 ・将来を見据えた機械・建築コースの決定 

自己実現に向けた本格的取組 

【３・４年次】 
 ・専門科目に関する学習の深化（機械・建築コース） 
   課題研究発表会の開催（４年次１月） 
 ・資格取得に向けた講習の実施（技能検定等） 
 ・進路希望に応じた丁寧な進路指導 
   就職指導（就職先選択指導・面接指導・講習の実施） 
   進学指導（進学先別の補習・講習の実施） 

工業技術科 

１・２年次の学習後、
３年次から選択 

機械コース 

充実した施設を 

活かしたものづくりを 

学ぶコース 

建築コース 

県内唯一の 

定時制で建築を 

学ぶコース 

資格取得・コンテスト 等 

主な資格等 
 ・日本語ワープロ検定 
 ・計算技術検定 
 ・ガス溶接技能講習 
 ・アーク溶接技能講習 
 ・技能検定（ ） 
 ・技能検定（建築大工） 

コンテスト 
 ・ものづくりコンテスト 
  木材加工部門に参加 
 （定時制からは唯一） 

学 校 行 事 

１学期 
 ・修学旅行（４年次） 
 ・生徒会レク〔７月〕 

２学期 

 ・体育祭〔９月〕 
 ・遠足〔１０月〕 
 ・宮工祭(文化祭)〔１１月〕 

 ３学期 
 ・課題研究発表会〔１月〕 
 ・卒業生を送る会〔２月〕 
 ・球技大会〔３月〕 

部活動・同好会 

運動部 ７部 
文化部・同好会 ５部１会 
  
主な成績 

内燃部 
 Honda エコマイレッジ 
     チャレンジ２０１６ 
 第36回全国大会  
  第9位 ／136チーム中 
 （定時制では全国最上位） 



≪大宮商業高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 定時制 学科 普通科・商業科 生徒数 
(男)30 

(女)24 
計 54 

ホームページ http://www.omiyasyogyo-ch.spec.ed.jp/teijisei/ 

アクセス 東武アーバンパークライン「大和田駅」下車 徒歩６分（約４００ｍ） 

教育課程等

の特徴 

・普通科は、国語・数学・英語・理科・社会の５教科と保健体育・家庭科・音楽・情 

報を勉強します。高校卒業後の進路実現に向けて、基礎的・基本的な学力（書き・ 

読み・計算）の習得を重視しています。また、総合的な探究（学習）の時間やＬＨ 

Ｒ等を生かして就職や進学時の学力検査・面接の対策も実施しています。 

・商業科は、国語・数学・英語・理科・社会の５教科と保健体育・家庭科・音楽に加 

え、商業科専門科目（簿記・財務会計・ビジネス実務・情報処理など）も勉強しま 

す。高校卒業後の進路実現に向けて、簿記やビジネス文書実務などの検定試験合格 

を目指します。希望者には、検定試験に向けた補習を実施しています。 

活躍が顕著

な部活動 
・バドミントン部（女子）が全国大会出場（平成２７年度） 

特色ある 

学校行事 

・遠足 

・スポーツの祭典 

・ＭＰＳ（宮商パフォーマンスショー） 

・外部講師を招いての授業（ソーシャルスキルトレーニング、進路指導等）を実施 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談を年２回実施 

・保護者対象公開授業を年２回実施 

・地元自治会主催の夏祭りの運営補助（ボランティア）に参加 

進

路 

状

況 
四大 １人 短大 ０人 専門 ３人 就職 ６人 

その他の 

卒業者 
３人 

傾

向 

・大学・短大、専門学校、就職の３分野を主に生徒は進路を決めています。中でも専門

学校と就職への進路選択者の割合が高いです。専門学校では、県立の職業訓練施設で

ある高等技術専門校や、生徒の希望や特長を生かすことができる学校の選択をしてい

ます。就職では、県内の就職が多いのが特徴です。サービス業や製造業、販売業など

に就職する生徒が多いです。 

生徒の希望を丁寧に聞き取り、密に面談しながら指導しています。生徒が卒業後も幸

せに暮らすことができるように努めています。 

（※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＞ 

 ・学校のルールをしっかり守ることができる生徒 

 ・自分を高めたいという向上心がある生徒 

 ・途中であきらめずに、最後までやり抜こうとする気持ちがある生徒 

＜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.omiyasyogyo-ch.spec.ed.jp/teijisei/
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html


県立大宮商業高校定時制 ～生徒の成長物語～県立大宮商業高校定時制 ～生徒の成長物語～

本校の
特 色
本校の
特 色

◇ 県立唯一の普通科・商業科の２学科が設置された高校です︕︕
◇ 商業科の一部の授業でティームティーチング・習熟度別授業を実施しています︕︕
◇ 外部（地域自治体や県）との連携に力を入れています︕︕

◇ 県立唯一の普通科・商業科の２学科が設置された高校です︕︕
◇ 商業科の一部の授業でティームティーチング・習熟度別授業を実施しています︕︕
◇ 外部（地域自治体や県）との連携に力を入れています︕︕

１年生
○普通科1年生では、国・社・数・理・英・保体を学習
しながら定時制の雰囲気に慣れてもらいます。

○商業科1年生では、加えてビジネス基礎・簿記の科
目で専門的学習を行います。

２年生
○普通科２年生では、新たに情報を学習してＩＣＴ
のスキルを身に付けていきます。

○商業科２年生では、ビジネス実務の科目をとおして
ワープロ検定など資格の取得を意識していきます。

３年生
○普通科３年生では、総合的な探究の時間などを
とおして就職や進学の自分の将来への指針を見つ
けていきます。

○商業科３年生では、情報処理や財務会計などの
科目で実戦的な能力を養います。

４年生
○普通科・商業科ともに、自分の進路に向けての
活動が本格化していきます。就職活動では履
歴書の書き方から面接・言葉遣いなどの指導
を受けます。進学では、試験に向けた小論文
や問題演習をおこないます。

部活動部活動
○全国大会出場経験のある
バドミントンや軟式野球部、
軽音楽部などが精力的に
活動しています。

○限られた短い時間を集中して濃い内容となるよう
各部が取り組んでいます。

本校の教職員本校の教職員
○若い先生方が多いのが特長です。加えて、
ベテランの先生方や管理職の先生方と一致団結
して「チーム宮商」としてよりよい学校生活を目指
しています。

行事行事
○スポーツの祭典では、全学年の代表生徒同士
と生徒会が主体となって競技種目の設定や運
営・準備をおこないます。

○ＭＰＳ（宮商パフォーマンスショー）では軽音楽
部や有志によるライブなどで盛り上がります。

○遠足では、集団活動をとおして生徒同士が交
流し絆を深めあいます。

大宮商業高校定時制は生徒に寄り添い続ける学校です

本校の４年後の目標本校の４年後の目標
○学習面では普通科生徒は社会人としての基礎学力の定着・向上を目指します。

商業科生徒はワープロ検定２級・簿記検定２級取得を目指します。
○進路面では生徒が満足する進路実現のため努力し、進路未定者０を目指します。
○生活面では教師陣の組織的な活動をおこない、社会人としてのマナーとコミュニ
ケーション能力を身に付けさせます。



1 
 

            ≪大宮中央高校の活性化・特色化方針≫ 
                   （令和３年度～） 

１ 学校基本情報 

課程 

通信制の課程 [通信] 

学

科 

普 

通 

科 

生

徒

数 

(男)1,309(女)1,337 計 2,646 名 

計  

3,650 名 

単位制による通信制の課程 [単

通] 
(男)  151(女)  175 計  326 名 

単位制による定時制の課程 [単

定] 
(男)  375(女)  303 計  678 名 

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

アクセス 

 電車………ニューシャトル「鉄道博物館駅」下車 徒歩 約１０分 

      JR 川越線「日進駅」下車 徒歩 約２０分 

 バス………東武バス 大宮駅西口６番または８番より乗車「櫛引」バス停下車 徒歩５分 

教育課程等

の特徴 

[通信]…①自分の時間割を自分で作ります。３年間制です。また、４年以上かけてゆっ 

     くりと卒業を目指すことも可能です。 

    ②学習は、レポート(R)、スクーリング(S)、テスト(T)の３つからなります。 

    ③レポートは、教科書と学習書を読みながら完成させ、添削指導を受けます。 

     スクーリングは、月２～３回登校して授業を受けます。授業は日曜日、 

     月曜日、火曜日に実施しています。日曜日は県内５会場で実施しています。 

    ④７４単位以上の単位修得と３２時間以上の特別活動への出席が卒業の要件で 

     す。 

    ⑤前籍校で修得した単位を生かすことが可能です。 

    ⑥中学卒業・卒業予定対象の生徒募集(一般募集)は３月に行い、入学は４月、 

卒業は３月です。 

⑦転編入学生対象の生徒募集は３月に行い、入学は４月、卒業は３月です。 

[単通]…①自分の時間割を自分で作ります。３年間で卒業を目指す、または４年以上か 

     けてゆっくり卒業を目指すことが可能です。 

    ②学習は、レポート(R)、スクーリング(S)、テスト(T)の３つからなります。 

    ③レポートは、教科書と学習書を読みながら完成させ、添削指導を受けます。 

     スクーリングは、週１～２回程度登校して授業を受けます。秋季生は木曜日 

     を中心に実施しています。技能連携生は水曜日にスクーリングを実施してい  

     ます。 

    ④半年ごとに単位認定をしているので、卒業の機会は年２回あります。 

    ⑤７４単位以上の単位修得と３０時間以上の特別活動への出席が卒業の要件で 

     す。 

    ⑥高卒認定試験や定められた資格検定について単位認定しています。 

    ⑦前籍校で修得した単位を生かすことが可能です。 

    ⑧転編入学生対象の生徒募集は９月に行い、入学は１０月、卒業は９月と３月 

     です。技能連携生は４月入学、３月卒業です。 

[単定]…①自分の時間割を自分で作ります。３年間で卒業を目指す、または４年以上か 

     けてゆっくり卒業を目指すことが可能です。 

    ②学習は、週５日間登校し、教科書や参考書、プリントなどを活用しながら授 

     業を受けます。授業は、月・火・水・金・土曜日に行われます。 

    ③半年ごとに単位認定をしているので、卒業の機会は年２回あります。 

    ④７４単位以上の単位修得と一定時間以上の特別活動への出席が卒業の要件で 

     す。 

    ⑤高卒認定試験や定められた資格検定について単位認定しています。 

    ⑥前籍校で修得した単位を生かすことが可能です。 

    ⑦中学卒業・卒業予定対象の生徒募集(一般募集)は３月に行います。 

    ⑧転編入学生対象の生徒募集は９月と３月に行い、入学は１０月と４月です。 

    ⑨卒業機会は３月、９月の年２回です。 

http://www.ohmiyachuo-h.spec.ed.jp/
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活躍が顕著

な部活動 

[通信]…剣道部(R1 全国定通大会個人準優勝・団体 3 位)、バドミントン部(R1 全国定通大

会個人・団体出場)、卓球部（R1 全国定通大会個人出場） 

[単通]…剣道部(R1 全国定通大会個人出場・団体 3 位)、バドミントン部(H27 全国定通大

会出場)、美術部(H28 県高校美術展出品) 

[単定]…剣道部(R1 全国定通大会個人出場・団体優勝)、陸上競技部(H28・29 全国定通大

会出場)、書道部（県書き初め展特選 1 名） 

特色ある 

学校行事 

[通信]…体育的行事(６月)、文化的行事(１１月)、進路説明会(５月) 

[単通]…文化祭(６月)、進路説明会(５月) 

[単定]…進路説明会(５月)、遠足(１２月)、文化的行事(１月) 

家庭・地域 

との連携 

[通信]…体育的行事や文化的行事では、振興会(後援会)や信友会(同窓会)のみなさまや地

域のみなさまにも参加していただいています。 

[単通]…文化祭には、後援会のみなさまも参加していただいています。 

[単定]…地域の環境美化を目的として「きれいにし隊」を結成し、ボランティア活動をし

ています。後援会のみなさまにも参加していただいています。 

進

路 

状況 

[通信]…四大１８名／短大 ５名／専門３３名／就職３２名／その他２０９名 

[単通]…四大 ７名／短大 ０名／専門１０名／就職 ５名／その他 ４５名 

[単定]…四大２０名／短大 ０名／専門３１名／就職１３名／その他 ５８名 

傾向 

○進学希望者は、指定校推薦、公募推薦、一般受験の機会を活用して、それぞれが希望す 

る上級学校に進学しています。 

○就職希望者は、求人票の見方や就職試験・面接対策等についての指導を受け、学校斡旋 

で就職先を決定しています。公務員試験を目指す生徒もいます。 

（※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＞ 

 ・規律ある学習環境の中で、自らを成長させる努力を続ける人。 

 ・他の人の立場や気持ちを思いやり、他の人に迷惑をかけない行動をとることができる人。 

 ・高校卒業を目指す人。 

 ・全日制、昼夜開講や夜間の定時制ではない県立高校で学ぶことが、自分に合っていると強く

思える人。 

 ・仕事や家庭、子育てと高校卒業のための学習との両立を目指す人。 

 

＜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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校生活の合い言葉は 

ＳＭＩＬＥ(スマイル)大宮中央 

【１年次】 

□高校生活に慣れ、学習

習慣を確立します 

□部活動や生徒会活動

で新しい自分を発見

します 

【２年次】 

□基礎力を身につけま

す 

□自分の進路の方向性

を決めます 

目指せ！高校卒業 

だれでもが安心して学べる学校、 

思い切り勉強して、自分を成長させられる学校です。 
 

Ｓｔｕｄｙ(スタディ)  
…自分のペースを大事にしながら勉強や進路研究をします。 

Ｍｉｎｄ(マインド) 
…自分の心や感情の動きを見極め、人間関係をほどよく保つ力を

身につけます。 

Ｉｄｅｎｔｉｔｙ(アイデンティティ) 
…自分の個性をさらに伸ばし、他の人のよさを認め、敬愛できる力

を身につけます。 

Ｌｉｆｅ(ライフ) 
…自他の生命(いのち)を大切にし、人権を尊重する心を持ち続け

ます。 

Ｅｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔ(エンパワメント) 
…一人ひとりが本来持っている力を引き出します。 

大宮中央高校卒業生の姿 
 □心豊かで幸せな人生を送れるよう、何事にもあきらめずにこつこつと取り組める人 

□平和でだれもが安心して暮らせる社会を、他の人たちと協力して作り、発展させる人 

高校卒業までに身につけたい 

４つの力 
１ 学び続ける力 

：健全な批判力・多面的多角的なものの見方・

好奇心・創造力 

２ 働く力 

：チームワーク・労働者の権利や義務の理解・

情報活用能力・健康の保持 

３ ことばの力 

：自分の思いや考えを伝える力・相手の思い

や考えを受け取る力 

４ 共に生きる力 

：自己管理能力・自他の生命や人権の尊重・ 

礼儀・思いやり 

 

 

 

困ったときには、 
 

□進路相談や教育相談を活用します。 

□教職員・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

が相談を受けます。 

□必要に応じて、県や市の教育相談窓口

や警察、保健所などの専門機関とも連

携をして対応策や解決の方法を探り

ます。 

埼玉県立大宮中央高等学校 

【３年次以降卒業まで】 

□行事で気分転換を図り

ながら進路実現に取り

組みます 

□自分の目標をしっかり

描き、自己完成を図り

ます 

□感謝の気持ちをもって

自立を目指します 

 ～埼玉県に一つだけの高校で、自分だけの未来を創ろう！～ 

通信制の課程 

単位制による通信制の課程 

単位制による定時制の課程 



≪小川高校の活性化・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 生徒数 
(男)25 

(女)21 
計 46 

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

アクセス ＪＲ八高線・東武東上線 小川町駅下車 徒歩３分 

教育課程等

の特徴 

１ 働きながら学ぶことのできる、普通科・男女共学の夜間定時制高校です。 

２ 生徒の学ぶ意欲を大切にして、基礎基本に基づいたわかりやすい授業を行いま

す。 

３ 各学校行事や体験活動を通して、仲間とともに充実した学校生活を送ります。 

活躍が顕著

な部活動 
バドミントン同好会（週３日程度活動） 

特色ある 

学校行事 

・全日制と同日開催を実施する葦火祭（文化祭） 

・親子で参加する食事会やボウリング大会 

・春季と秋季に実施する校外学習 

・学年の枠を超えて（色別団対抗戦）実施する体育祭（１０月） 

・時節に合わせた学校行事（ハロウィンパーティー（隔年）、校内成人式） 

家庭・地域 

との連携 

・３者面談を年２回実施 

・文化祭などの行事に保護者の参加 

・地元の商工会と連携して 

進

路 

状

況 
四大   人 短大  人 専門   人 就職 ３人 

その他の 

卒業者 
１人 

傾

向 

 在学中の職場をそのまま継続する生徒、新たな職場を開拓する生徒、大学・短大・専

門学校等の上級学校へ進学する生徒、進路先は様々です。本校で学び培った強い精神力

と学習の成果を活かし、それぞれの分野へはばたきます。 

（※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＞ 

学校のルールをしっかり守ることができる生徒 

目標に向かって、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） 

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


県立小川高校定時制課程 ～生徒の成長物語～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          １ 分かる授業に向けた授業改善と個に応じた学習指導により、基礎学力の向上を図る。 

          ２ 基本的生活習慣の確立と個に応じた生徒指導・進路指導により、自立した自己の実現を図る。 

          ３ 開かれた学校として地域と連携し、学校行事と体験学習の充実により、豊かな心を育む。 
重点目標 

行事 

◇ 春の遠足では、クラスの仲間との 

交流を深めます。 

◇ 体育祭では、縦割りチームを編成し、 

一致団結したチームワークを披露します。 

 保護者の方も競技に参加しています。 

体験学習 

 地域等と連携し、様々な体験学習をします。 

 

 

 

  ﾊﾛｳｨﾝﾊﾟｰﾃｨｰ    じゃがいもの定植    親子食事会 

◇ 基本的生活習慣の確立と、学校生活

の定着を図ります。 

◇ ４年後の自立を目指し、学習支援と

就労支援を始めます。 

１年生 

◇ 中間学年として、生徒会活動・委員

会活動など積極的に参加します。 

◇ 学業と就労の両立を図り、学校での

中心として活躍してもらいます。 

２年生 

◇ 生徒会活動・委員会活動など学校の

要として活躍してもらいます。 

◇ 卒業後の目標を具体化し、実現に向

けて積極的に活動します。 

３年生 

◇ 卒業後の目標実現に向けて、積極的

に活動します。 

◇ 後輩の指導を含め、最上級生として

学校に歴史を刻みます。 

４年生 

本校の教職員 

 本校の教職員は、生徒一人一人に

真剣に向き合い、きめ細かい指導を

行っています。 

 「頑張る生徒をとことん面倒見

る。」を合言葉に、日々の教育活動に

取り組んでいます。 

 
◇学習面 基礎学力の向上と、欠点保有科目 

    の減少 

◇進路面 生徒の自立を促し進路を実現 

◇生活面 規律ある生活習慣の確立 

４年後の目標 

部活動 

 週３日、バド 

ミントン同好会が 

活動しています。 



≪春日部高校の活性化・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)103 

(女)61 
計 164 

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

アクセス 東武野田線（アーバンパークライン）八木崎駅 徒歩 1分  ※急行は止まりません 

教育課程等

の特徴 

「わかった」「できた」を目指す教育課程です。 

（１）中学校の復習から、一人ひとりの達成度に応じ、丁寧な指導をします。 

（２）数学、英語は少人数指導で授業を行い、「わからない」をなくしていきます。 

（３）総合的な学習（探究）の時間では、卒業後の進路に向けて、情報収集や自ら行

動できる力を育成します。また、ＩＣＴ機器を用いて、調査・発表する力を育

成します。 

 

活躍が顕著

な部活動 

運動部５部（陸上、サッカー、バスケット、バドミントン、卓球）とボランティア

部があり、全国大会出場等を目指して練習・活動しています。 

 令和元年度には、陸上部が全国大会に出場しました。 

特色ある 

学校行事 

 春高祭（文化祭）は全日制と合同で実施します。校内生活体験作文発表会は音楽

ホールで、体育祭、球技大会、百人一首大会は体育館で実施します。 

家庭・地域 

との連携 

衛生委員とボランティア部員を中心に各学期に１回、学校周辺や校内のごみを収集

する「クリーンアップ」活動を実施しています。学校行事については、保護者見学

の機会を拡大しています。 

進

路 

状

況 
四大 ２人 短大 ０人 専門 ４人 就職 ２１人 その他 ９人 

傾

向 

 例年卒業生の半数程度がハローワークを通した就職を希望し、正社員として採用され

ています。１学期末からのハローワーク学卒担当者との面談や本校教員の履歴書指導、

面接練習を経て就職試験に臨みます。進学希望者はＡＯや推薦入試を中心に合格者を輩

出しています。進学補習等で実力をつけ、一般入試に挑戦する生徒もいます。 

（※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＞ 

  

 ・学ぶ意欲のある生徒 勉強の「やり直し」をしようとする生徒 

 

＜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） 

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


○　遅刻、欠席をせず、規則正しい生活を送る
○　授業をしっかり聴き、ノートをとる習慣を身に
　　つける
○　食事をきちんととり、健康管理をする
○　部活動、学校行事に参加し、協力してやりと
　げる体験をする

県立春日部高等学校（定時制）　　～生徒の成長物語～

社会の形成者として必要な資質を備えた主権者

○　卒業後の進路の実現に向け、小論文を書ける
　ようになり、面接でしっかり受け答えができる
○　部活動、学校行事ではリーダーとして下級生に
　役割を分担し、指導できる
○　社会の一員として、地域に貢献する心構えが
　できる

○　部活動、学校行事では諸課題を明らかにし、解
　決する体験を積む
○　将来の進路について明らかにし、勉強する意
　義を理解する
○　周囲に思いやりを持ち、組織のミッションを共
　有できる

○　アルバイトを積極的に体験し、礼儀、責任感
　を身に付け、お金の大切さを理解し、感謝される
　ことの素晴らしさを知る
○　将来の職業について考える
○　部活動、学校行事に参画し、下級生の面倒を
　みる

卒業生

２年生

１年生

４年生

３年生

４年間の目標

◆ 卒業時の進路未定

者３０％未満

◆ 卒業後の正規雇用

者の比率３０％以上

◆ 出席率９０％以上

◆ 「授業が分かる」生

徒の比率８０％

進路指導

◆ 進路講演会

◆ 面接指導

◆ 進学補習

◆ 模擬検査(SPI等)

生徒指導

◆ いじめ、暴力、周

囲に迷惑をかける行

為は絶対許しません

◆ 登校時の校門指導、

授業中の巡回指導、下

校指導をします

◆ 落ち着いた環境で

授業をしっかり受けら

れます

◆ 保護者との連携に

より、欠席・遅刻・早退

をなくすように指導して

います

県教委の事業

◆ 「学習サポーター

配置校」東京理科大学

生による学習支援

◆ 「多文化共生推進

校」日本語が十分でな

い生徒への補習や授

業中の個別指導

◆ 「地域の多様な人

材との連携による高校

生自立支援事業」

◆「共生社会の形成

に向けた特別支援教

育推進事業」

特別活動

◆ 生徒会活動

対面式、新歓、部

活動紹介、生徒総会、

予餞会等の企画・運営

◆ 学校行事

春高祭、生活体験

発表会、体育祭、球技

大会も、生徒が運営

◆ 部活動

陸上、バスケット、

サッカー、卓球、バドミ

ントン、ボランティアの

各部が、夜１０時半ま

で活動

給食による「食育」
◆ 日常の食事に関心を

持ち、バランスのとれた

食事の大切さを伝える

◆ 地場産を使用したメ

ニュー、行事食、郷土料

理等を提供し、地域や文

化に関心をもってもらう

◆食を通して豊かな心と

好ましい人間関係が育つ

よう指導する

教育相談活動
◆ スクールカウンセ

ラーによる迅速な対応

◆ スクールソーシャル

ワーカーによる外部関

係機関との連携

◆ 校内外の特別支援

コーディネーターによる

相談、外部人材による

特別支援教育巡回支援

◆ サポステとの連携

◆ 学級担任による二

者面談、三者面談



≪埼玉県立川口工業高等学校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 
単位制による

定時制の課程 
学科 工業技術科 生徒数 

(男)７２ 

(女) ４ 
計７６ 

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

アクセス 

ＪＲ京浜東北線 西川口駅東口徒歩 17分 蕨駅東口徒歩 20分 

西川口駅東口よりバス利用の場合（国際興業バス） 

①番乗場 新井宿・東浦和駅行き・網代橋循環「六円橋」下車徒歩４分 

⑤番乗場 上青木循環イオンモール先回り「川口工業高校入口」下車徒歩３分  

教育課程等

の特徴 

 本校は、夜間開講の「単位制による定時制の課程」の工業高校です。 

・各科目の授業を履修し、単位を修得します。その単位の合計が７４単位以上になっ

た場合に卒業が認定されます。 

・本校「工業技術科」は、「機械」と「電気」について実習を交えながら、幅広く学

ぶ学科です。 

活躍が顕著

な部活動 

 定通全国大会に出場した柔道部をはじめ、７つの部・同好会が活動しています。 

 夜間定時制高校ですので、放課後の約１時間程度活動しています。現在、活動し

ている部・同好会は次のとおりです。 

 ○運動部 ： 柔道、軟式野球、バスケットボール、硬式テニス 

        サッカー、バドミントン 

 ○文化部 ： パソコン、ものつくり 

特色ある 

学校行事 

・生徒会役員を中心に生徒全員で運営する「体育祭」を行います。 

・１０月末、遠足を実施します。令和元年度は「横浜」に行きました。 

・就職する生徒が多いことから、最先端の研究所や工場見学等を計画しています。 

家庭・地域 

との連携 

・年に１回、１１月上旬に授業公開期間を設けています。授業や部活動の様子を、

ご家族の方にご覧いただいています。 

・７月には生徒全員で学校周辺のゴミを拾う「地域清掃」を実施しています。 

・夏季休業中には、「小学生対象のものつくり教室」を行います。  

進

路 

状

況 
四大  ０人 短大 ０人 専門  ４人 就職 １０人 その他  １人 

傾

向 

・生徒の多数が就職を希望しています。就職先は川口市内を中心に埼玉県内がほとんど

ですが、徐々に進学を希望する生徒が増えてきています。 

（※生徒数：R2.5.1 現在、進路は R1.3 月卒業生の実績値） 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 

川口工業高校「工業技術科」（夜間定時制）は 

「働きながら高校を卒業」、「希望する進路の実現」を応援しています。 

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


 

地域の諸機関と連携し、生徒・家庭の支援活動を積極的に行います 

部 活 動

 

 育成方針                 県立川口工業高校（定時制）  ～生徒の成長物語～ 

本校の 
特 色

 ○ 本校の授業 ……… 普通科目での学び直しと工業科目での専門知識・技術の獲得を目指します。

 ○ 行事や部活動 …… 生徒会を中心とした行事や部活動への参加を通して生徒の成功体験を育みます。 
 ○ 学校の周辺情報 … 地域には多くの本校卒業生が経営、あるいは働く事業所がたくさんあります。

目標は

「自立した社会生活」 
地 域 で 働 き 
地 域 で 暮 ら し
地 域 に 貢 献 す る

３年次生
・工業系専門知識と技術の獲得
・中心学年としてリーダーシップの発揮
・進路希望の確立

４年次生
・社会人としての知識・マナー獲得

・進路希望の実現

・下級生への成功モデル提示

２年次生
・基礎学力の定着 
・語彙の獲得と活用

・学校生活での成功体験獲得 

１年次生
・学び直しによる基礎学力の獲得

・語彙の獲得 
・学校での居場所つくり

工業系専門科目の学習

１年次

工業技術基礎（４）
情報技術基礎（２）

２年次
情報技術基礎（２）

生産システム技術（２）
機械工作（２）

実習（３）
製図（２）

３年次

生産システム技術（２）

実習（３）
製図（２）

機械設計（２）

４年次
課題研究（３）

Ａ・Ｂ・Ｃそれぞれ１科目選択
Ａ 製図（２） or 電子技術（２） 
Ｂ 機械設計（２） or 電気機器（２）
Ｃ 自動車工学（２） or 電力技術（２） 

午後９時１０分、４時間目の授業終了後から部活動
が始まります。
・軟式野球
・バスケットボール 
・硬式テニス
・柔道

・サッカー 
・バドミントン

・パソコン 
・ものつくり

地域清掃
（学校周辺のゴミ拾い）

生徒会主催 
体育祭 

授 業 風 景



様式         ≪川越工業高校定時制の活性化・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 

工業技術科 
生徒数 

(男) 98 名 

(女) 27 名 
計 125 名 

ホームページ http://www.kawagoe-th.spec.ed.jp/   （全定共通） 

アクセス 
東武東上線、ＪＲ川越線「川越駅」下車 徒歩１０分 

西武新宿線「本川越駅」下車 徒歩７分 

教育課程等

の特徴 

・各学年普通科 1 クラス、工業技術科 2クラス設置 

 工業技術科は機械類型、電気類型各 1クラス編成 

・単位制を導入 

・各教室にプロジェクターを完備しＩＣＴ機器を活用した授業を多くの教科で行い、 

また、「協調学習」を取り入れた生徒主体の授業を多くの教科で実施 

活躍が顕著

な部活動 

令和元年度 

陸上競技部全国大会出場、三段跳びは全国 1位の実績あり。 

バドミントン部も全国大会に出場。野球部も全国大会に出場の実績あり。 

特色ある 

学校行事 

修学旅行（4 年次 2月），夏休みの資格講座(8 月)，体育祭（9 月），工業祭(10 月）, 

一日旅行（11月），球技大会（12月）実施 

家庭・地域 

との連携 

・地元企業との連携によるインターンシップ・アルバイト実施 

・保護者対象の体験給食、公開授業を実施（11月） 

進

路 

状況 四大 ２人 短大 ０人 専門 １人 就職 ２３人 その他 ５人 

傾向 
就職希望者が中心となる。 

3 年次では就職を前提とした地元企業との連携によるｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ･ｱﾙﾊﾞｲﾄ実施あり。 

（※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＞ 

〇高校で学ぼうとする意欲を持った生徒 

〇学校のルールを守れる生徒 

＜入学者選抜のポイント＞（令和３年度入学者選抜基準より） 

・学習の記録の得点については、学年比率１：１：１です。 

・学力検査と調査書の記録・面接については同等に評価する。 

本校の魅力！  

多様な生徒へのきめ細やかな指導が本校の最大の特徴です。 

高校で学ぼうとする意欲を持った生徒に教員が熱意を持って指導します。 

個々の生徒に応じたきめ細やかな指導を行っています。 

必要に応じて保護者や外部機関と連携・協力して生徒の教育環境の改

善も図ります。 

また、生徒の自主的活動として部活動や生徒会活動も活発に行われて

います。毎日授業前に生徒・教員が一緒に食べる給食は、とても好評

でおいしいです。 

ＨＰは毎日更新していますのでご覧ください。 

    
 

在校生からのメッセージ 

入学当社は不安だった高校

生活も、今では友達もたくさ

んでき、毎日がとても楽しい

です。また先輩方も優しく接

してくれます。先生方一人一

人が親身になって相談に乗っ

ていただき、勉強も部活動も

一から教えてもらえます。普

通科もあり、また工業科では

たくさんの資格も取得でき、

学び直して新たな道を考えて

いる人には最適の学校です。 

（ふじみ野市立福岡中出身 

Ａ．Ｋ） 
（工業技術科授業風景）  （給食） 

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


県立川越工業高等学校 単位制による定時制課程
～ 生徒の成長物語 ～

１年次 ２年次 ３年次 ４年次

♢ 幅広い年齢層の生徒が在籍し，働きながら高校卒業を目指しています。

♢ 普通科と工業技術科（機械類型，電気類型）を設置し，基礎基本から発展まで学びます。

♢ 部活動も盛んで，全国大会へ出場している部活動もたくさんあります。

【本校の特色】

中学校ま
での復習
を中心と
した、基
礎基本の
徹底

工業の
基礎を
学習

中学校までの学習内容を
確実に習得させ、高校の
学習内容への深化

工業の発展内容へ深化

生徒を
取り巻
く教育
環境の
整備

検定や資
格取得に
チャレン
ジ

一般常識
や小論文
指導の演
習

就職を視
野に入れ
た実践的
就職指導
の実施

希
望
進
路
の
実
現

普通科

【目指す学校像】
社会の変化に主体的に対応できる力と自立する力を育成する。

部活動 令和元年度は陸上部，以前にはバドミントン部・野球部が全国大会に出場

外部機関との連携 ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ，ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ，就職支援アドバイザーとの連携

県事業の積極的活用 学習サポーター事業，多文化共生推進事業，自立支援事業の活用

給食 始業前に、生徒と教職員が一緒に給食を食べます。

工業
技術科



≪久喜高校（定時制）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)２４ 

(女)１０ 
計３４ 

ホームページ http://www.kuki-h.spec.ed.jp/ 

アクセス JR 宇都宮線、東武伊勢崎線「久喜駅」から徒歩約１２分 

教育課程等

の特徴 

 基礎的・基本的科目を中心に編成し、働きながら学ぶ生徒が社会生活を送るうえ

で、必要な教養を高めます。 

 登校時間は午後５時１０分、１日あたり４時間授業。１時間目の授業後、給食を食

べ、その後、２時間目から４時間目まで学習し、放課となるのは午後９時００分で

す。その後に部活動が行われます。 

 給食は、季節の旬の食材を使ったバランスのよい献立でおいしいと評判が高いで

す。 

※学校行事等で、通常の時間通りではない時もあります。 

活躍が顕著

な部活動 

書道部 

 ・埼玉県高校書道展出品 

陸上部 

 ・全国高等学校定通体育大会４００Ｈ出場 

特色ある 

学校行事 

 全日制と同時開催の文化祭ではオリジナルクッキーの販売など、各クラスが工夫

を凝らした展示や発表をしています。また生徒会主催の「クリスマス会」など行事

が充実しています。 

家庭・地域 

との連携 

・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーによる相談体制が出来てい

ます。 

・地元商工会議所と協力し就労体験などを行っております。 

進

路 

状

況 
四大  ０人 短大 ０人 専門  １人 就職 ８人 その他  ０人 

傾

向 
 就職の割合が多い傾向ですが、大学、専門学校への進学を希望する生徒もおります。 

（※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＞ 

・学ぶ意欲をもち、学習にまじめに取り組もうとする生徒  

・自分の将来をよく考え、夢や希望にチャレンジしようとする生徒  

・互いの人格を認めて、他人と協調しようとする生徒 

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


協調性や責任感等

を身に着け、社会

で活躍する人物の

育成 

３ 育成方針（埼玉県立久喜高校定時制の課程 ～生徒の成長物語～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４年後の目標 

１年生 
・基本的な生活習慣を確立し

ます 

・個に応じた授業を受け、基

礎学力を身に着けます 

２、３年生 
・進路行事を通じ、卒業後の将来像を

イメージします。 
・個別対応の授業を受け、学力向上を

目指します。 

４年生 
・教職員の組織的な就職

指導、受験指導を受け、

希望進路の実現を目指し

ます。 

    学校行事 
球技大会、遠足（各年）、

修学旅行、文化祭（全日制

と合同）、芸術鑑賞教室、

交通安全教室、保健講話、

非行防止教室、大掃除等 
 
        文化祭 
        クッキー 
        販売 

       部活動 
・書道、陸上、バドミントン、卓球

の各部が活動し、各種大会で成果を

上げています。 

       学習支援等 
・学習サポータによる支援 
・スクールカウンセラー、 
スクールソーシャルワーカー 
による相談体制 
・自立支援事業による面談、 ソーシャル 
講演、企業体験等      スキルトレーニング 



≪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 



≪越ヶ谷高校の活性化・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) 109 

(女)  42 
計１５１ 

ホームページ https://koshigaya-h.spec.ed.jp/定時制の課程 

アクセス 東武スカイツリーライン「越谷駅」より徒歩 15分、「北越谷駅」より徒歩 15 分 

教育課程等

の特徴 

○働きながら学べる学校として、平日の夕方５時２０分から８時５５分に４時間の授

業を行っています。また、全員給食となっており、温かい食事を提供しています。

正社員またはアルバイトとして働きながら学ぶことを奨励しています。 

○基礎基本が身に付けられるように教育課程を編成しています。また、基礎学力の定

着を図るため、習熟度別授業（数学、英語）、少人数授業（国語、理科、体育）、 

チームティーチング（情報、商業）を実施しています。さらに、学習サポーターと

多文化共生推進員（日本語指導）を配置し、生徒一人一人に対して、手厚い指導を

行っています。 

活躍が顕著

な部活動 

○バスケットボール部は、日頃の熱心な練習の成果を発揮し、昨年度は２年連続全国

大会に出場しました。 

○バドミントン部、テニス部、野球部、サッカー部があり、いずれの部も現在熱心に

活動しています。 

○軽音楽部とぶんか部は、文化祭などで日頃の練習や活動の成果を発表し、学校行事

を大いに盛り上げています。 

特色ある 

学校行事 

○遠足（１１月）飯盒炊爨、アイス作りなど、協働作業を行う楽しい遠足です。 

○芸術鑑賞会（９月）ジャズ、ダンス、パフォーマンス、殺陣、古典芸能などを鑑賞

するだけでなく、生徒も参加しています。 

○体育祭（９月）学年を越えたチーム対抗で競技し、大変盛り上がります。 

○文化祭（１０月）生徒会行事で、クラスの協力や有志団体の参加で生徒間の絆を深

めています。 

家庭・地域 

との連携 

○年間５回、定期考査後に三者面談を実施し、学校と家庭の情報交換を行っています。 

○後援会総会、学校評価懇話会を開き、学校と家庭の連携を図っています。 

○彩の国教育週間の学校公開（11/4,5,6）、入試前の学校説明会（1/18,29,2/12）を実

施し、授業を公開します。 

○文化祭（10/31）を一般公開します。 

進

路 

状

況 
四大  １人 短大  ０人 専門  ３人 就職 １８人 

その他の 

卒業者 
１４人 

傾

向 

働きながら学んでいる生徒が多く、実際の仕事の現場を経験していることが強みで、希

望の就職を実現させています。また、アルバイト先で仕事ぶりを認められ、卒業後に正

社員となる生徒もいます。 

（※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＞ 

○越ヶ谷高校で充実した高校生活を送りたい生徒 

○働きながら学び、仕事と学校の両立を目指す生徒 

○自分の将来を考え、自己実現のための努力を惜しまない生徒 

＜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://koshigaya-h.spec.ed.jp/%e5%ae%9a%e6%99%82%e5%88%b6%e3%81%ae%e8%aa%b2%e7%a8%8b
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html


１年生終了時の姿

学習 基礎基本からの学び直し
進路 自己を知る
生活 高校生活に慣れる

２年生終了時の姿

学習 基礎学力の定着
進路 在り方生き方を学ぶ
生活 仕事と学校の両立

３年生終了時の姿

学習 基礎学力を確かなものにする
進路 職業を知る
生活 学校行事の中心となる

４年生終了時（卒業時）の姿

学習 基礎学力の充実
進路 進路の決定
生活 社会に主体的に対応できる能力を身に付ける

１年次の育成方針

学習 習熟度別授業、学習サポーター
進路 進路実現プログラム、適性検査スタート
生活 校内支援、多文化共生推進

２年次の育成方針

学習 習熟度別授業、少人数授業
進路 卒業生進路講演会、適性検査CUBIC
生活 ＳＳＴ、カウンセリング

４年次の育成方針

学習 進学補講、商業・情報科目選択
進路 進路の手引、進路相談、就活指導
生活 人権教育、道徳教育、ＳＳＴ

３年次の育成方針

学習 習熟度別授業、少人数授業
進路 事業所研究、職場見学、適性検査ｸﾚﾍﾟﾘﾝ
生活 生徒会行事（文化祭など）



≪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



≪秩父農工科学高校の活性化・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)16 人 

(女) 6 人 
計 22 人 

ホームページ http://www.chichibunoko-bh.spec.ed.jp 

アクセス 秩父鉄道 大野原駅から 700m 徒歩 7 分 

教育課程等

の特徴 

・基礎学力の向上を目指して、国・数・社・理・英の科目を中心に学習します。 

・一人一人を大切にした、丁寧な学習指導を行います。 

・１日４時間の授業（１時間目終了後に給食、その後３時間の授業）を行います。 

・芸術科目のうち、美術は必修科目、音楽と書道は選択科目です。 

活躍が顕著

な部活動 

・バドミントン部 

・芸術部 

特色ある 

学校行事 

・文化祭（秩農工祭）は、ＰＴＡや定時制を支援する会との共催で、授業での学習成

果の展示を行います。 

・ＥＴＡ（事業主連絡会）が中心となり、秩父市近隣の事業主による進路ガイダンス

を実施しています。 

・生徒会主催の球技大会は、全生徒が出場し学年対抗戦を行います。 

家庭・地域 

との連携 

・ＰＴＡ懇談会（７月） 

・公開授業（９月） 

・秩農工祭（１１月） 

進

路 

状

況 
四大   0 人 短大  1 人 専門   0人 就職  2 人 その他   1人 

傾

向 

進学先：武蔵野短期大学 

就職先：関東西濃運輸株式会社、株式会社カワバタ 

（※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＞ 

働きながら学び、社会でたくましく生きていくための力を身につけたい生徒 

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


目指す学校像 
 １ 生徒に社会でたくましく生きていくための力を身につけさせる学校 

 ２ 地域の要望に応える学校 

埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」 

        学習：基礎学力の向上、積極的に学習ができる生徒 

        進路：希望進路を１００％実現できる生徒 

        生活：ルールやマナーが守れ、自主自律を育んだ生徒 

３ 育成方針（埼玉県立秩父農工科学高校（定時制）～生徒の成長物語～） 
 
 【 本校の特色 】 

   秩父地域で唯一の「働きながら学ぶ」生徒のための学校 

    ～生涯学習の視点から社会人への学習機会の場となりうる学校を目指しています～ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（入学）1 年目         ２年目          ３年目          ４年目（卒業） 

・学習サポーターを活用し 

 て基礎学力の定着を目指 

 します。 

・集団生活におけるルール遵 

 守の生徒指導を行います。 

・学習サポーターによる 

 基礎学力の向上を目指 

 します。 
・自主性・自律性を育む 

 生徒指導を行います。 

・進路意識の啓発を行い、具体 

 的な進路選択に向けた取組を 

 行います。 

・進路実現に向けて、ガイダン 

 スや面接指導を実施し、職業 

 観・勤労観を育成します。 

・希望進路の実現に向けて、外 

 部機関（ETA、就職支援アド 

 バイザー等）と連携した就 

 職・進学指導を行います。 

・進路実現１００％を目指し 

 ます。 

１ 年 生 

２ 年 生 

３ 年 生 

４ 年 生 

外部教育力・支援機関等 

保護者 地域 ＰＴＡ 定時制を支援する会 事業主連絡会（ＥＴＡ） 

スクールカウンセラー 就職支援アドバイザー（面接指導） 若者サポートステーション 

基礎学力（学び直し） 

生活習慣 

基礎学力（学び直し） 

生活習慣 

規範意識 

基礎学力 

進路準備 

希望進路実現 

４年後 

       ・「わかる授業」への取組による基礎学力向上   

       ・自主性と自律心育成による、進学・就業の進路実現   

       ・地域に信頼される学校づくり 

目標 

秩父管内の事業主による進路ガイダンス 

職業の適性を知る事業（ＲＩＡＳＥＣ） 



≪所沢高校定時制の活性化・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)２９ 

(女)３１ 
計６０ 

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

アクセス 
西武池袋線・西武狭山線 西所沢駅下車 徒歩８分 

西武池袋線・西武新宿線 所沢駅下車  徒歩１５分 

教育課程等

の特徴 

基礎基本の定着を目指し、以下のような指導を実施 

・英語科では全ての科目で、数学科では１・２年生の科目でティームティーチング 

・多文化共生推進員による外国籍生徒への授業前補習と授業支援 

・学習サポーター（大学生・社会人）による授業支援、個別補習、定期考査対策等 

高校生自立

支援事業 

地域若者サポートステーションによる、社会参画を見据えた自立支援事業 

・個人面談 

・ソーシャルスキルトレーニング 

・社会体験活動 

特色ある 

学校行事 

・新入生歓迎会、ボウリング大会、予餞会等は生徒会主催の行事 

・学年対抗の体育祭、学年による文化祭の企画で工夫と充実 

・定時制ならではの校内成人式を実施 

家庭・地域 

との連携 

生徒の自立支援のために、様々な分野の専門家の力を活用 

・スクールカウンセラー（ＳＣ）やスクールソーシャルワーカー（ＳＳＷｒ）によ

る面談や支援 

・担任による保護者懇談会 

進

路 

状

況 
四大   人 短大  人 専門  ２人 就職 １４人 その他  ６人 

傾

向 

 ここ数年就職希望者が多くなっているが、年によって専門学校や四年制大学にも進学

希望者がいる。 

（※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＞ 

・本校に入学する理由を明確にもっている生徒 

・ルールを守ることができる生徒 

・授業を大切にする生徒 

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


主体性と規範意識を育む学校行事

・新入生歓迎会 ・ボウリング大会

・遠足 ・文化祭 ・体育祭

・修学旅行 ・球技大会

・校内成人式 ・生活体験発表会

・予餞会 など

・

☆ 授業を大切にし、学習意欲を向上させ、基礎学力を定着させる
☆ 家庭や地域と連携を強め、教育活動を一層充実させる
☆ 学校行事等の多様な学びの機会を通じて、社会人として自立できる力を育成する

所沢高校定時制 ～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

基礎学力の定着

・授業公開等による授業改善
・始業前の時間や定期考査前の補習

・英語と数学で複数教員による授業
実施
・学習サポーターによる学習補助
・日本語を母語としない生徒対象の
多文化共生推進員による支援 （取
り出し授業、授業支援、個別補習）

学校生活の充実

・情報交換
スク－ルカウンセラー、担任、スク－
ルソーシャルワーカー、家庭が連携
した生徒支援
・個人面談
・外部機関との連携

社会人としての自立

・ハローワークとの連携

在学中の就労から卒業後の就職ま
でを支援
・就職支援アドバイザーとの連携
就職相談会
求人票の読み方
面接の受け方
履歴書の書き方

学校行事 キャリア教育

チーム学校

卒業までの目標

繋 ぐ
・高校生自立支援事業の実践

・個別面談・ソーシャルスキルトレーニング

・社会体験活動など

・進路ガイダンス

・分野別説明会

生徒の自立支援のために様々な機関と連携し
ています。生徒は学校生活に意欲的に取り組み、
将来への不安を自信へと変えています。

私たちは、生徒の気持ちに寄り添いながら、
明るく幸せな夢の実現のため支援していきます。

支 え

学 び

自己肯定感と社会で貢献
できる力を身に付ける！

１ 確かな学力の形成

・授業出席率の向上

・欠点者数の減少

２ 希望進路の実現

・進路決定者数向上

・学校行事参加率の向上



≪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



≪埼玉県立羽生高校の活性化・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)151 

(女) 86 
計 237 

ホームページ https://hanyu-h.spec.ed.jp/ 

アクセス 東武伊勢崎線「羽生駅」 秩父鉄道「羽生駅」下車 徒歩１５分 

教育課程等

の特徴 

・昼間部・夜間部を併設する単位制による定時制単独校  

・二学期制で授業時間を確保 

・３年以上在籍し、７４単位以上を修得すれば卒業可能 

・「協調学習」を基本としたアクティブ・ラーニングを多くの教科で年２回以上実施 

・手厚い教育相談体制  

 （スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・さわやか相談員） 

・コミュニケーション力向上のための科目があり、ソーシャルスキルトレーニング等 

 も計画的に実施 

活躍が顕著

な部活動 

全国大会（定時制通信制）に出場した部活動（過去３年の実績） 

・ソフトテニス部（平成３１年度・平成２９年度） 

・陸上競技部（平成３１年度・平成３０年度・平成２９年度） 

・剣道部（平成３１年度・平成３０年度・平成２９年度）  

・バドミントン部（平成３０年度） 

・柔道部（平成３０年度・平成２９年度） 

特色ある 

学校行事 

・昼間部、夜間部の合同で開催する文化祭 

・生徒アンケートによる修学旅行実施（R2 京都・大阪、H31 長崎） 

家庭・地域 

との連携 

・生徒・保護者面談を年３回以上実施 

・県民対象の公開講座を多数開講 

・県民対象の特別講座４講座（Word・Excel・書道・科学）を平日に開講 

・県民対象の科目履修（本校生徒とともに聴講する）の受入 

※今年度は、いずれも感染予防のため中止または縮小 

進

路 

状

況 
四大  １人 短大 ０人 専門 １３人 就職 １９人 その他 ４人 

傾

向 

・人間関係構築し進路決定につなげるため、在学中にアルバイトを奨励している。 

・進路未定者は減少し、就職者が増加している。 

・進学では諸経費があまりかからない高等技術専門校への進学希望者が増加している。 

（※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＞ 

 豊かな人間性を身に付け、主体的に学び、社会で活躍しようとする意欲がある生徒 

＜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） 

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


◇県下でも数少ない昼間部、夜間部を開設している定時制の単独校 

    ◇３年以上在学し、７４単位以上を修得すれば卒業が認められる、単位制の学校 

    ◇学年による区別がなく授業を受けられ、少人数構成のきめ細かい学習が可能 

◇専門のカウンセラーや職員による手厚い教育相談 

（スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー・さわやか相談員） 

◇働きつつ学ぶことができ、服装も自由の、生徒の自主性を尊重した教育 

 

本校生徒デザイン 

まがたまん 

＜目標＞

基本的生活習慣、学習
習慣を身に付け、豊か
な人間性をもつ（友愛）

＜指導＞

学校設定科目「コミュニ
ケーションⅠ」で、自他
の理解を通し、表現力
の育成及び豊かな人間
関係を作ります。

＜目標＞

中堅学年として、自身
の立場を理解し、物事
に主体的に取り組む

（自立）

＜指導＞

面談や講演会、ホーム
ルームの時間などを通
して、卒業後の進路を
意識させます。

＜目標＞

卒業後の進路を決定し、
社会性を身につけ活躍

する（飛翔）

＜指導＞

面接や補習など、個に
合わせた指導を通して、
卒業時の進路を決定で
きるようにします。

３ 育成方針（生徒の成長物語） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県立羽生高等学校 ～生徒の成長物語～ 

本 校  

の 

特 色 

１年次 ２年次 ３・４年次 
進路指導

個に応じた授業

・分野別模擬授業

・ソーシャルスキルト
レーニング実施

・バイターン奨励

学校行事

・球技大会

・翔羽祭（体育祭）

・勾玉祭（文化祭）

・生徒アンケートの

修学旅行

部活動

・全国大会出場経験
多数

・テニス部・陸上部・
剣道部等

教育相談

専門のカウンセラー
や職員が対応

生徒が抱える課題や
悩みに対して丁寧に

支援

＜本校が求める生徒＞ 

豊かな人間性を身に付け、主体的に学び、社会で活躍しようとする意欲がある生徒 



様式          ≪飯能高校定時制課程の活性化・特色化方針≫ 
                   （令和３年度～） 

１ 学校基本情報 

課程 定時制課程 学科 普通科 生徒数 
(男)３１ 

(女)１４ 
計４５ 

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

アクセス 西武池袋線飯能駅より徒歩12分、ＪＲ八高線東飯能駅より徒歩15分 

教育課程等

の特徴 

 本校の現状として、小中学校の段階で学習活動に苦手意識を持っている生徒が多くい

ると考えています。そこで、学習面における成功体験を養うために分かる・できる体験

を積み重ねることを重視した、基礎・基本の習得を軸にした教育課程を編成していま

す。各教科で学習サポーターを起用したチームティーチングを行い、きめ細やかな対応

を心がけています。特に中学まででつまずきやすく、かつ他教科への基礎力として重要

である国語科と数学科では、少人数制・習熟度別授業を実施することで、生徒全員に対

し、わかる授業・個に応じた学習指導を行っています。 

活躍が顕著

な部活動 

運動部は軟式野球部、バスケットボール部、陸上競技部があります。令和元年度は

陸上競技部が全国大会出場、バスケットボール部女子が県民総体で３位入賞及び関東

親善交流試合に参加しました。軟式野球部が全国大会予選及び県民総体に合同チーム

で出場しました。文化部はパソコンがあり、ワープロ検定取得などの実績がありま

す。 

特色ある 

学校行事 

本校は生徒の居場所作りと自己肯定感を高める機会として、学校行事の充実にも注力

しています。１学期には新入生と在校生の親睦を深める歓迎会と、生徒会主導で毎年

競技種目を決める体育祭があります。２学期には、映画館での映画観賞会、生徒が各

クラスで映像作品を作成・上映する学芸祭、生徒会主催の遠足、クラス対抗の球技大

会、さらに４年生は修学旅行があります。昨年度は沖縄に行きました。３学期には学

年末テスト後の映画教室などがあります。 

家庭・地域 

との連携 

 生徒の健やかな成長を促すためには、家庭・地域との連携が不可欠であると考え次

のような取り組みを行っています。①面談期間を設け、年５回の三者面談の機会を提

供します。②学芸祭では保護者を招き、生徒制作作品の審査をお願いしています。③

年２回の PTA と連携した下校指導を実施しています。これらの活動を通じて、家庭の

力を教育活動の充実につなげられるよう、計画的に校務運営しています。 

進

路 

状況 四大 １人 短大 ０人 専門 ２人 就職 ３人 その他 ２人 

傾向 
 生徒進路状況として、医療・教育系進学が例年若干名、多くは就職希望ですが、進学希

望者に対しては総合型選抜・推薦入試対応、受験対応指導を個別に実施しています。 

（※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＞ 

  ・働きながら学ぶ目的意識をしっかり持った生徒 

 ・目標に向けて、失敗を恐れず、地道な努力を積み重ねられる生徒 

＜入学者選抜のポイント＞（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、学力検査をやや重視して選抜する。 

・面接を実施し、受検生の意欲・関心を積極的に評価します。 

・学習の記録の得点については、学年比率 １：１：１で、全学年の評価を同等に評価します。 

  

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


○生徒の願い 

わかる授業、親身な指導、公平な態度 

○保護者･地域の願い 

 一人ひとりに適した進路指導 

規範意識の育成 

豊かな心の醸成 

信頼される 

人材育成 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆部活動☆ 
 野球、バスケットボール、 

陸上、パソコンなど様々な 

内容にチャレンジ！ 

☆学校行事☆ 
 遠足・体育祭・修学旅行 

球技大会 etc. 大変楽しく 

盛り上がります！ 

埼玉県立飯能高等学校 定時制 ～生徒の成長物語～ 

                                                                
                                                               働きながら学ぶこと

で                                                             を通じた 

                                                               夢の実現を 

 

教 育 目 標 

         １ 心身ともに明朗健康で、人権を尊重し、勤労と責任を重んじる自主・自立の精神に充ちた社会人の育成に努める。 

         ２ 自己実現を目指して、生涯学習社会に対応できる力を身につける。 

１年次 

 生徒の自主性、自律性、社会性の

伸長 

・夜間定時制の環境への順応と中

学校までの既習範囲の確認を目

指します 

２年次 

 基礎・基本の定着と職業研究の

実施 

・学習面では基礎･基本の定着指

導を目指します。 

・卒業後の将来に向けた進路研究

を開始します。 

○職員の願い 
 教育を通じての生徒の自己実現 
の達成 
 社会に貢献できる人材の育成 
  

☆美味しい給食☆ 
 1 食あたり 300 円 

程度で美味しい食事 

が食べられます！ 

基礎・基本の定着 
・つまずきのある生徒への 

特別指導 

・数学習熟度別授業 

・学習サポーターの配置 

 

 

生徒の心の居場所 
・カウンセリングマインドあ

ふれる教育相談 

・担任による面談の充実 

・生徒会を生かした学校行事 

きめ細かい教職員の指導 
・生徒の実態を把握し、全教職

員一丸で指導をします。 

・小規模校ならではのアット

ホームな環境です。 

 

規範意識と進路意識の向上 
・厳しさの中にチャンスを与え

る 

生活指導 

・就労指導による職業観の育成 

・一人ひとりに対応した進路指

導 

保護者、地域との連携 
・学校行事への参加促進 

・保護者面談,教育相談の充実 

・中学校へ定時制の実態周知 

・校外巡回,苦情への迅速対応 

目 指 す 学 校 像 

生徒一人ひとりの個性を伸ばし、社会で自

立できる力を育てる定時制高校 

本
校
の 

４
年
間
の
指
導 

３年次 

 発展的学習の実施と進路個別

指導の開始 

・基礎力を踏まえた発展的学習指

導の実施と各自の進路に向け

た個別の進路指導を開始しま

す。 

４年次 

 卒業へ向けた教科学力の定着

と就職・進学指導の推進 

・高校卒業程度にふさわしい教科

学力の定着を目指すと共に、将

来の夢実現に結びつく進学・就

職指導を実施します。 



≪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） 



≪本庄高校の活性化・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)４１ 

(女)１９ 
計６０ 

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

アクセス ＪＲ高崎線本庄駅下車徒歩１５分 

教育課程等

の特徴 

・授業は月～金の 17:25～20:55、１日あたり４時間授業で４年間学びます。 

・国・数・社・理・英の５教科、保体、芸術、家庭、情報などを学習し、進路活動に

生かしています。 

・県の支援事業を活用し、きめ細かい指導ができる体制を整えています。 

活躍が顕著

な部活動 
・現在、本校には部活動がありません。 

特色ある 

学校行事 

・文化祭（柏樹祭）と卒業式は全日制・定時制合同で開催していますので、大変規模

が大きくとても盛大です。 

・遠足や予餞会等は定時制独自で開催しており、アットホームな雰囲気が好評です。 

家庭・地域 

との連携 

・全日制・定時制合同による活発なＰＴＡ活動が展開されています。 

・年２回の給食試食会・授業参観には、保護者の皆さんはもちろん学校評議員、地元

中学校教職員等の皆さんにも参加していただいています。 

・日本語教室の先生や元教員等、地域の方による生徒の学習支援を受けています。 

・地元のハローワークと連携した卒業後の就職支援を行っています。 

進

路 

状

況 
四大  １人 短大 ０人 専門  ３人 就職 ６人 その他  ７人 

傾

向 

・卒業後は、在学中勤めていた職場で引き続き働く、新たに就職する、大学や専門学校

等に進学するなど様々な進路選択があります。近年は、地域に根ざした地元企業への就

職や将来のキャリアアップのために進学を希望する生徒もいます。 

（※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＞ 

・登校するまでの昼間の時間を有意義に過ごすため「昼間働きながら（アルバイトでもよい）夜は

勉強する！」という気概を持った生徒 

・全日制よりも１年多い４年間の高校生活を「卒業まで頑張る！」という強い意志を持った生徒 

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


埼玉県立本庄高等学校
定時制の課程 生徒成長物語 本庄高校マスコット

キャラクター
「ほんたん」

目標 ４年間の高校生活で様々な経験を経て卒業し、
地域・社会で活躍できる人材になる

本高定時制の特色と魅力！
①本庄・深谷地域における唯一の夜間定時
制課程を設置している高校です。

②数学と英語は習熟度別授業を実施してい
ます。また、県教育委員会の様々な定時制
支援事業を活用し、生徒一人ひとりへのき
め細かい指導を展開しています。

③手作り＆出来立ての給食を提供しており、
生徒の健康面・栄養面での維持増進に努め
ています。

本高定時制「４年間の目標」
●学習面
社会人として必要な基礎学力を身
に付けさせる。

●生活面
基本的生活習慣と規範意識を定
着させ、自己肯定感を醸成する。

●進路面
就職希望者の就職実現率
100％を目指す。

卒 業

1年生
【１年生】
・国語を中心とした基礎学力の向上と定着を図ります。
・英語・数学では習熟度別授業を展開し、一人ひとりに対して
きめ細かく指導します。

・「昼間働きながら夜学ぶ」夜間定時制の生活に早く慣れましょう！

【３年生】
・本高定時制生活の後半がスタート！

・音楽や情報の授業が始まります。

・学校行事では全校生徒の中心的存在と
して活躍しましょう！

【４年生】
・いよいよ最終学年！興味関心に
応じた科目選択の授業があります。
・最上級生としてリーダーシップ
を発揮し、将来の進路実現に向け
て頑張りましょう！

【２年生】
・１学年の学習内容を踏まえ、さらに発展的な学習に
取り組みます。

・就職や進学への進路に応じた授業、活動が始まります。
・学校生活にも慣れ、生徒会活動に頑張る生徒もいます！

２年生

３年生

４年生

入 学

３ 育成方針 埼玉県立本庄高校定時制 ～生徒の成長物語～



≪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 
 


