
様式          ≪八潮高校の活性化・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 
普通科体育コース 

生徒数 
(男) 319 
(女) 207 

計 526 

ホームページ https://yashio-h.spec.ed.jp/ 

アクセス 
❶草加駅東口から「八潮団地」行きバス「鶴ヶ曽根」下車徒歩5 分 ❷八潮駅から「八潮01」
バス「八潮高校西」下車徒歩2 分，「八潮03」「八潮04」バス「八潮高校入口」下車徒歩3 分 

教育課程

等の特徴 

☑普通科 1 年生は少人数編制クラス（1 クラス 32 名）で学びます。 
☑普通科 2･3 年次は難関進路実現クラスとして、特伸クラスを設置しています。 
 難関進路にチャレンジする生徒を多角的に支援します。 
☑体育コースは普通科の 2～3 倍の体育の授業があります。また、1 年次には、

英語・数学を少人数展開授業で学びます。 
☑新たに学習支援タブレットやプロジェクタを整備し、学習動画の配信や

Google Classroom の利用等、ICT を活用した学習活動を推進しています。 

活躍が顕著 
な部活動 

・陸上競技部（令和元年度北関東大会出場，平成29年度全国大会出場） 
・柔道部（令和元年度県大会女子団体戦第5位，平成30年度県大会男子個人戦準優勝） 
・ボート部（令和元年度関東大会3クルー出場，平成30年度県大会女子SG優勝） 
・男子ハンドボール部（令和元年度県大会ベスト8，平成27年度関東大会出場） 
・軽音楽部（平成30 年度県大会出場，29 年度奨励賞，28 年度県大会決勝大会出場） 

特色ある 
学校行事 

・人との絆を深め、人間力を高める体験活動  
・沖縄の自然人々とふれあう民泊体験（修学旅行） 
・命を感じる命の大切さ講演会と普通救命講習会 
・自然とふれあいながら相互に協力しあうスキー合宿（体育コース） 

家庭・地域 
との連携 

・Yashio SHS 一日体験入学（8/21 金）・Yashio SHS オープンスクール（10/24 土） 
・八潮市及び草加市内中学校での異校種連携授業（高等学校の授業体験を提供） 
・幼稚園のお遊戯会や小中学校の運動会を支援する地域貢献ボランティア 
・市内中学校との合同練習や練習試合の実施（運動部） 

進

路 

状

況 
4 大 23 名 短大 8 名 専門 58 名 就職 67 名 その他 17 名 

傾

向 

・進学率は上昇傾向にあり、過去2ヵ年50%を超える。（H30年3月卒業生37.7%
→R2年3月卒業生51.4%） ・平成29年度より設置した｢特伸クラス｣の生徒を

中心に、4年制大学への進学やセンター入試に挑戦する生徒が増加している。 
（※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】 

学習や部活動をはじめとして、清らかに真面目な態度で何事にも取り組む生徒 

【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） 
【入学者選抜のポイント】（令和 3 年度入学者選抜基準より）  
・学習の記録の得点は、学年比率 1:1:2 で、3 年次の評価を重視します。 
・第 1 次選抜と第 2 次選抜は、学力検査と調査書の記録に大きな差を設けずに選抜します。 
・普通科は、面接を行い受検生の意欲・態度を積極的に評価します。 
・普通科体育コースは、実技検査を行い積極的に評価します。 
・部活動について、積極的に評価します。 

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


～Chance Challenge Change～～Chance Challenge Change～

● 普通科と体育コースを設置 ● しっかりとした生活指導の下、盛んな部活動
● 本校の授業は｢できるまで｣＋｢身につくまで｣● 心を一つにして歌い響き渡る日本一の校歌

☑規律正しい生活を通じて、生徒自ら
「人としての成長」を図ります。笑顔
溢れるあいさつや学校美化に率先して
取り組む態度を育成します。

☑学力向上の基盤となるとなる基礎学力
の定着を図ります。

☑ 3年後の進路活動を見据え、難関進路に挑戦
できる「チャレンジ精神」を育成します。

育成方針 ～生徒の成長物語

行 事

部活動

体験活動

☑特伸クラスを設置し、難関進路目標を実現
するため、朝補習やICTを活用した学習に
より学力の向上を図ります。進学・公務員
希望者には模試の受験指導を行います。

☑中堅学年として、部活動でのリーダーシップ
の発揮など、自覚と責任感を育成します。

☑修学旅行の準備・実施の過程で協力し合う心、
自ら進んで行動する心をより高めていきます。

☑球技大会・文化祭
・体育祭・マラソン
大会・予餞会

☑クラス一丸となって
取り組み思い出を
作ります。

教職員の協力による生徒理解に基づいた指導
毅然とした姿勢を基本に、情報共有のもとで、個に応じた指導
生徒自らが考え、主体的に判断し行動できる力の育成

3年後の目標

授
業
目
標

国語 社会との関わりの中で心情を豊かにし、言語感覚を磨く
地歴公民 社会に通用する基礎学力と幅広い視野を養成する
数学 『人生』という難解な迷路を進むために必要な力を身につける
理科 「理科」から「生きる力」を育む。
体育 情熱×やる気＝夢の実現
家庭 持続可能な社会をつくる暮らしの担い手を育てる

「清純 真摯」の校訓のもと、社会の中で力強く生きる力を育てる学校

基礎学力の定着と向上→より高い進路希望の実現
部活動への積極的な参加→行動力・実践力の向上
保護者・地域との連携強化による生徒募集の充実

重点重点 方針方針

芸術 芸術の幅広い活動を通して、生涯にわたり芸術を愛好する
心情を育てるとともに、感性を高め、芸術の諸能力を
伸ばし、芸術文化についての理解を深め、豊かな情操を養う

英語 4技能の育成に重点を置き、世界や日本について読み聞く
活動をとおして理解し、自分の意見を伝えることができる

情報：インプットからアウトプットできる力を養成する

求める生徒像

☑加入率100％
☑運動部では陸上部が全国大会、ボート部
・ハンドボール部が関東大会に出場

☑文化部では書道部が全国展出展、軽音楽
部が県大会決勝進出

☑その他の部活動も県大会等に多数出場

地域社会・家庭

学習や部活動をはじめとして､
清（きよ）らかに真面目な
態度で何事にも取組む生徒

☑地域貢献ボランティアへの積極的な参加

清純真摯

体育コース
☑全員が運動部所属
☑体育授業は週6～9時間
☑スキー実習、水泳大会
☑充実の進路保障（体育系大学進学・
民間就職・公務員すべてに対応

☑「他律」から「自律」、そして「自立」へ。
国家及び社会に貢献できる社会性を身に付けて
卒業します。

☑進学希望者に対して、「入れる」進学先から
「入りたい」進学先へのチャレンジを勧めます。
「特伸クラス」では、よい深い学び・先進的な
授業を展開し、きめ細かな学習指導を行います。
進学補習や小論文対策や面接指導など、生徒
一人ひとりのチャレンジを全力で応援します。

☑公務員・就職希望者には、個別指導に重点を
置き、面接や試験対策演習を実施します。

☑学習指導
社会への強い関心

と向上心を持って
自ら学び続けていく
姿勢の定着

☑進路指導
100%の就職希望
実現と難関進路
希望の実現

☑生活指導
社会の中で人間関係
をしっかりと作り
自分の頭で考えて
物事に対応できる
人材の育成

本校の
特 色
本校の
特 色

普通科
☑学習も生活も細やかな指導
⇒ 1学年少人数クラス

☑難関進路希望の実現に向けて
⇒ 特伸クラス

☑どんな進路も目指せる
⇒ 多様な選択科目

☑年3回の朝読書週間､普通救命（AED）講習
全員受講、ゴミゼロ運動参加

☑修学旅行民泊体験、就業体験、体育コース
スキー実習

☑保育実習や幼稚園のお遊戯会、地元小中学校
の運動会等を支援するボランティア

未来につながる学びの3C夢の実現夢の実現

Saitama Pref. Yashio SHS

3年生

2年生

1年生



≪八潮南高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 
普通科・商業科・情報処

理科 
生徒数 

(男)314 

(女)367 
計 681 

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

アクセス つくばｴｸｽﾌﾟﾚｽ「八潮駅」徒歩 20 分  東武ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾝ「草加駅」よりバス 

教育課程等

の特徴 

・すべての授業を「学び直し」を含め、基礎から丁寧に学ぶことができます。 

・普通科でも商業科目を学ぶことができるので、資格取得が可能です。 

・商業科・情報処理科は３分の１が商業科目です。商業科目は高校入学後、全員が一か

らスタートするので、努力した分だけ伸びます。 

・本校が本気で考えたカリキュラムマネジメント 

◎『ＹＭＰプロジェクト』（八潮南プライド） 

３つの力 「人間力」・「学力」・「社会人基礎力」の育成を目指します。 

活躍が顕著

な部活動 

・簿記部が簿記コンクールで全国大会出場（H27/28 ２年連続） 

・陸上部・ラグビー部が関東大会出場（R1） 

・硬式テニス部県大会出場（５年連続） 

・県大会出場（バドミントン部、陸上部、硬式テニス部、ソフトテニス部、卓球部、 

野球部、女子バレーボール部 過去５年間の実績） 

特色ある 

学校行事 

・修学旅行は３泊４日（平和学習と２日の民泊あり）で長崎県へ行きます。 

・体育祭はクラス対抗で優勝を目指します。団体競技で熱い戦いが繰り広げられます。 

 ･ スポーツ大会は生徒会が主体となって企画実施される行事です。 

 ･ 予餞会は本校手作りの行事であり、教職員、生徒会、有志の発表があり卒業生を温か 

  く送り出す行事です。 

 ･ 本校の有志団体「ポジティ部」の校歌披露は毎年観る人に感動を与えてくれます。 

家庭・地域 

との連携 

・小学生算数教室（潮止小学校児童） 

・柳之宮小学校や三郷ひだまり保育園との交流事業（体験実習） 

・八潮市の行事に参加（議員との懇談会、子ども安全委員会、八潮市教育の日など） 

・授業で地元カレー店と商品開発を実施し、イベントで販売。（H28・29・30・R1） 

進

路 

状

況 
四大 33 人 短大 3 人 専門 69 人 就職 97 人 その他 12 人 

傾

向 

・１年次から手厚くきめ細かな進路指導により、就職にも進学にも強いのが特徴です。 

・主な就職先は、武蔵野銀行、川口信用金庫、新宿高野、大日本印刷、公務員等です。 

昨年度は公務員に１名合格しました。（八潮市役所） 

・就職希望者の就職決定率は１００％です。１回目の受験で合格した生徒が８７％。 

・大学・短大は、指定校推薦が多数あり。就職と進学の割合は毎年約５０％程度です。 

（※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＞ 

・前向きに自ら取り組み、自らを高めたいという気持ちを持っている生徒。 

＜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.yashiominami-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） 

 

埼玉県立八潮南高等学校  校訓「勉学 誠実 実行」 
 

 普 通 科（幅広い知識を習得できる人の育成） 

 商 業 科（ビジネス社会に精通する人の育成） 

 情報処理科（情報化社会に適応できる人の育成） 

 

  

１年次
基礎学力の定着・充実
少人数授業‥英語(普)・数学・簿記
協調学習（グループ学習）
基礎力診断テスト（年3回）
ＡＥＤ講習
学習に関する講演会

２年次
主体的に勉学・実行できる力の育成
少人数授業‥英語(普)・数学
習熟度授業‥商業科目（検定取得）
基礎力診断テスト（年2回）
卒業生との懇談会 分野別ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ
小論文講座 面接指導

３年次
社会人として通用する常識の習得
面接指導
針路講演会

ビジネスマナーを身に付けた社会人へ 

 身だしなみ、あいさつ 

 言葉づかい、態度などの礼儀 

 社会人として必要な一般常識習得 

学校行事  １０月 体育祭  1１月 ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ大会  1 月 2 年修学旅行 ２月 予餞会  ３月 スポーツ大会 

すべての授業を基礎か

ら学べる「学び直し」 

進路実績(Ｒ１) 

 就職決定率 １００％ 

 進路決定率 １００％ 

  

の３つの力を授業・部活・行事など

の様々な場面や機会を通して育成し

ます。 
部活動全員加入 

 運動部 １３ 文化部 １１ 

就職にも進学にも強い！

それが八潮南高等学校 

 検定試験受検で資格取得 ＝ 大きな自信をつける 

（商業科目）簿記 ﾋﾞｼﾞﾈｽ文書 情報処理 電卓 ﾋﾞｼﾞﾈｽｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 
（普通科目）漢字検定 英語検定 数学検定 

 

「朝学」‥八潮南の 1 日は、「朝学」から

スタートする 

 朝の５分間が実力をつける×3 年間 

 

地域とのつながり 

小・中学校との交流（小学校先生補助体験・

算数教室・合同保健委員会） 

エコキャップ回収 青少年の主張大会 

施設・設備‥パソコン２００台 

 ４０台の教室×５(OA 実習室・電子計算

機室・ﾊﾟｿｺﾝ室・ﾈｯﾄﾜｰｸ室・総合実践室) 


