
≪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 全日制 学科 普通科・商業科 生徒数 
(男)510 

(女)590 
計 1,100 

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

アクセス ＪＲ北上尾駅（大宮駅から乗車 11分）徒歩１分 「たぶん日本で一番駅に近い学校！」 

教育課程等

の特徴 

普通科 ・２年次より文・理系選択履修で強固な目標設定 

    ・３年次に多くの選択科目の履修可能 高度な学びを実現 

商業科 ・選択科目を活用し早期から上級資格取得を実現 

    ・自らの探究心を開花させる課題研究で知識を深化 

活躍が顕著

な部活動 

・ソフトテニス部 ３２年連続インターハイ出場（H30 年度） 

・野球部 全国高校選手権北埼玉大会準優勝（H30 年度） 

・男子バレーボール部  春季南部支部大会優勝（R1 年度） 

・書道部  全国高等学校総合文化祭出場、出展（R2 年度） 

・美術部 全国高等学校総合文化祭出場、出展（R2 年度） 

・簿記同好会 埼玉県高等学校簿記競技大会 個人の部優勝 全国大会出場（R1 年度） 

・簿記同好会 日商簿記 1 級取得（R1 年度） 

特色ある 

学校行事 

・修学旅行 ２年次に沖縄へ 12 月前半実施 民泊で体験活動（H31､R1 年度例） 

・競技会（１、３学期）生徒会、体育祭実行委員が自主的に運営 

・体育祭 ボイスランニング入場行進 優勝団中心の校歌斉唱 500 名超の参観者 

・上高祭 オープニングで各団体が紹介を行います。     3,000 名超の来場者 

家庭・地域 

との連携 

・最大限に開かれた学校（体育祭、文化祭、授業公開） ・吹奏楽部の外部演奏会等 

・中学校との連携（進路説明会、商業科出前授業）・チアダンス部の出張演舞 

・地元小学生を招いての観望会（天文部）    ・駅前イルミネーション（美術部） 

・地域一番の伝統と実績を兼ね備える高校です。創立６３年目、卒業生は各界で大活躍 

 しています。 

・県トップレベルの商業科が育むビジネスマインドは、普通科にも波及しています。 

進

路 

状況 四大 236 人 短大 21 人 専門 70 人 
就職 
（含公務

員） 

31 人 
進学 

準備等 
11 人 

傾向 

・大学進学については様々な入試形態に対応し、進学補習体制も整備されています。 

・商業科も約半数が四年制大学への進学を目指しています。 

・公務員試験（国家・地方）の合格率は５０％以上、普通科も受験者多数です。 

（※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 

＜本校が求める生徒は＞ 

・高い志を抱きながら、グローバルな識見・視野を持ち、将来のリーダーとして活躍できる生徒です。 

・現状から一歩踏み出して、自己実現や周囲への貢献をより意識できる生徒です。 

＜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） 

 

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


３ 育成方針（埼玉県立上尾高等学校 ～生徒の成長物語～） 

 

         ◇授業 教育課程を刷新、将来に向け、学びたい授業をとことん履修できます。 

         ◇行事 「自主自律」の精神で、全てに本気になれるからこそ充実しています。 

         ◇部活動「上尾高校で活躍したい」全てにその気持ちが溢れる活動があります。 

         ◇環境 閑静な住宅街の中にある広大な敷地、交通アクセスも抜群です。 
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個から集団への参画意識 

 

 

 

 

 

 

 

上尾 

高校 

・基礎基本の充実と学力向上 
・進路ガイダンスを基本に 
 自己の適性を把握 
・文・理系選択に向けた面談 
・自律的な学習習慣の確立 

３年間の目標 
 

  ○「文武不岐・自主自律」を体現し自信と高い志を持って成長する 

  ○高い進路希望実現率の達成 第１・第２志望合格１００％を目指す 
                                                                （R1 実績) 

          

・簿記等の上位級の資格取得 
・進路選択の多面的アプローチ 
・それぞれの進路に応じた科目選択 
・多彩な行事や部活動の中核に 

・第１志望へのチャレンジ意識 
・進路実現を通じた最大限の成長 
・全種類の入試をサポート 
・個性を生かし、社会に 
 貢献できる人材に 

上尾高校は全力で自己実現を図る生徒を応援します！ 

・基礎科目でビジネスキャリア意識 
・５単位「簿記」全商２級全員合格 
・進路に繋げる多くの資格取得 
・情報活用リテラシーの育成 

普通科 

商業科 

・文系・理系の学習の深化 
・受験種別毎の進路ガイダンス 
・自学自習の定着から受験に 
・多彩な行事や部活動の中核に 

・商業科の専門性を生かした幅広い 
 進路実現へ（就職・公務員・進学） 
・個性を生かし、社会に貢献できる人材に 

1

年 

1

年 

2

年 

3

年 

2

年 

3

年 



≪上尾鷹の台高校の活性化・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)278 

(女)419 
計 697 

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

アクセス ニューシャトル（埼玉新都市交通）沼南駅下車 徒歩１０分 

教育課程等

の特徴 

・１、２年次は、６クラスを７クラスとした少人数学級編制。 

・国語、数学、英語３教科は、少人数かつ習熟度別授業を実施。 

・単位制を取り入れ、進路希望に応じた選択科目が豊富。 
・「協調学習」「反転学習」等を取り入れたアクティブ・ラーニングを多くの教科で実施。 

・学びの基礎診断による学力の定着に向けたＰＤＣＡサイクルの実施。 

・ＩＣＴ（ＰＣ・タブレット・プロジェクター）等を活用した授業の実施。 

・特別な事情がある生徒（１年次）のための「個別学習支援室」を設置。 

・進路・小論文補習や外部テストの活用及び資格取得等の充実。 

活躍が顕著

な部活動 

【過去３年間の実績】（H29～R1) 

・運動部（関東大会出場）卓球 

（県大会出場）剣道、サッカー、ソフトボール、男子バスケットボール 

女子バスケットボール、ハンドボール、女子テニス 

・文化部 将棋(全国高校将棋選手権出場)、美術(全日本学生美術展 特選賞・佳作賞) 

吹奏楽（埼玉県吹奏楽コンクールＣ部門 優秀賞）、 

書道（埼玉県書きぞめ展 推薦・特選・優良賞） 

特色ある 

学校行事 

・文化祭（鷹高祭）、体育祭、球技大会などをとおして団結を強くします。 

・年５回の「ようよう夢プラン特別講座」を開いて生徒の学習意欲を高めます。 

・ロードレース大会では、多くの生徒が最後まであきらめずに走り切ります。 

家庭・地域 

との連携 

・地域行事、老人ホームへの参加（吹奏楽部）・地元小学生とのスポーツ交流会参加 

・ＰＴＡ、保護者の学校行事への参加 ・学校周辺や通学路の清掃活動 

・三者面談の実施（全年次）・下草刈り、落ち葉拾いなどを含めたボランティア活動   

進

路 

状

況 
四大  62人 短大 16人 専門等 94人 就職  33人 その他 19人 

傾

向 

○主な進学先：四年制大学は杏林、埼玉工業、芝浦工業、十文字学園女子、尚美学園、城

西、聖学院、創価、大東文化、帝京、東京国際、東京成徳、東京富士、東洋学園、日本

工業、白鴎、文教、文京学院、流通経済 等 

 専門学校等は､戸田中央看護、上尾中央看護、埼玉歯科衛生、香川調理製菓、埼玉ベルエポ

ック製菓調理、埼玉理容美容、早稲田理容美容、埼玉コンピュータ＆医療事務、埼玉自動車大学校、

日本工学院、大宮こども、文化服装学院、桑原デザイン研究所、神田外語学院 等 

○主な就職先：ベルーナ、ビックカメラ、ベルク、セキ薬品、三慶会指扇病院、不二ビ

ューティー、ミュゼプラチナム、サイボウ、イエローハット、西濃運輸、セコム 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＞ 

〇目標を持ち、自らの進路実現に向けて積極的に取り組む生徒 

〇高い「志」を持ち、多くのことに積極的に挑戦するたくましい生徒 

〇思いやりと感謝の心を持って他者とともに生き、ルールをしっかり守ることができる生徒 

〇あいさつと返事、身だしなみや言葉遣いがきちんとできる生徒 

＜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.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html
http://www.takanodai-h.spec.ed.jp/%20


上尾鷹の台高校のキャリア教育

Ａ Ｔ Ｄプロジェクト

・１、２年次は、６クラスを７クラスとした少人数学級編制。国語、数学、英語３教科は、少人数かつ習熟度別授業を実施。

・単位制による多様な選択科目の設置と進路希望に応じた科目選択が可能。
・ＩＣＴ（ＰＣ、タブレット、プロジェクター）等を活用した授業の実施。
・学びの基礎診断による生徒の学力の定着に向けた外部テスト等の活用。
・特別な事情のある（1年次）のための個別学習支援室の設置。

県立上尾鷹の台高校 ～生徒の成長物語～

志を高く持ち、自らの人生をたくま

しく主体的に切り開いていく人間に

１年次

２年次

３年次

特 色

□学びの土台となる国語､数学､英語
３教科で少人数かつ習熟度別の授
業を受け、基礎力を固めます。

□自分の将来を見通し､｢鷹の台ハン
ドブック｣を活用しながら、進路
ガイダンスなどをとおして進路意
識の確立を目指します。

□多彩な選択科目から、自分の進
路希望に応じた授業を受け、発
展的学習を深めます。

□進路補習によって進学にたえる
応用力を養います。

□面接指導･小論文指導も受け､多
様な入試や就職試験の対策もし
ます。

□最上級生として、文化祭などの
学校行事を企画・運営します。

上尾鷹の台高校の
マスコット「ようよう」

育成方針（イメージ）

□引き続き少人数かつ習熟度別
の授業をとおし、学習の基礎
力をさらに伸ばします。

□進路希望に合わせた選択科目
も学びはじめます。

□中堅学年として、部活動や学
校行事をリードします。

□自らのキャリアデザインを考
えます。

□主な研究指定等（H30～）

・未来を拓く｢学び｣ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ研究開発校

・共生社会を支える特別支援教育推進校

・小学生と高校生のスポーツ交流推進校

・ＩＣＴを活用した論理的思考力に関する

調査研究協力校

・県立学校ＩＣＴパイロット実証校

・生徒用タブレット 、HRプロジェクター整備

・東京２０２０オリンピック・パラリンピック

教育実施校

Ａmbitious（志を持とう）

Ｔhinking（考えよう）

Ｄream（夢をかなえよう）

３年後の目標

Ageo Takano Dai 

上尾鷹の台高校 中期構想
「第３期鷹の台プラン」の実現

□地域の方々との連携、
・小学生と高校生のスポーツ交流事業・緑の保全ボランティア
・緑のトラスト第１２号地（どんぐり山）でのコンサート
・学校周辺清掃活動などをとおして積極的な連携を進めています。

□本校の魅力
・部活動、体育祭・文化祭はもちろん修学旅行などでも、
生徒が主体となって行動し、たくましい志を育成します。

・始業前や放課後、長期休業中にも進路補習を行い、
進路実現を目指して頑張る生徒を応援しています。

・多彩なテーマを設定し、生徒の
興味関心を育みます。

□「ようよう夢プラン特別講座」

こ
こ
ろ
は
高
く

空
に
羽
ば
た
き



≪上尾橘高校の活性化・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)169 

(女)224 
計 393 

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

アクセス 

【バス】上尾駅西口 ｢リハビリセンター｣｢平方｣｢川越｣行 18 分 

    指扇駅北口 ｢上尾｣｢平方｣｢フェニックスゴルフ場｣行 9 分 

    大宮駅西口 ｢平方｣｢丸山公園｣行 40 分 

    川越駅東口「上尾駅西口」行 29 分 

教育課程等

の特徴 

○１学年で「キャッチアップタイム（仮称）」を実施（R3 より）。 

週１時間の授業を通じ、社会的自立や基礎学力の向上を図ります。生徒のニーズに合

わせ、３つを用意する予定です。 

○高校での学習内容を理解するために必要な重要ポイント（小・中学校）を復習する

時間（ブラッシュアップタイム）をすべての科目で実施。授業がよくわかります！ 

○１学年は４クラスを５クラス編制にする予定です。担任の目がよく届きます。 

〇少人数授業・習熟度別授業を実施。 

２学年から３つの類型に分かれ、一人ひとりの進路に応じた科目を学びます。 

３学年では５つの類型に分かれ、きめ細かな指導が行われます。 

○普通科ですが資格取得に力を入れています。 

活躍が顕著

な部活動 

アーチェリー部 H27 関東大会優勝・国民体育大会出場 

卓球部 H30 県南ベスト 8 

書道部 埼玉県書き初め展覧会特選賞 高野山競書大会特別賞 

運動部 13、文化部 12、計 25 の部活動が活動しています 

特色ある 

学校行事 

４月 遠足  ５月 体育祭  ７月 球技大会  １０月 橘祭（文化祭） 

１１月 修学旅行（沖縄）  １１月 ロードレース大会 

１２月 芸術鑑賞会、球技大会  １月 百人一首大会  ２月 ３年生を送る会 

３月 球技大会 

家庭・地域 

との連携 

広報誌『橘』を各家庭及び近隣へ配布・ＰＴＡとの交通安全指導（各年３回）。 

上尾特別支援学校との交流会。どろいんきょ祭りへの参加（生徒･職員）。 

地元住民への学校開放平方ＰＣ講座。地元小学校とのスポーツ交流。 

あげお花火大会への開催協力。 

進

路 

状

況 
四大 １７人 短大 ３人 専門 ４６人 就職 ６１人 

その他の 

卒業者 
 ９人 

傾

向 

就職内定率は近年１００％を維持しています。 

就職内定６１人（卒業者の４５％）は、人数でも比率でも近隣校のトップです。 

大学･短大･専門学校指定校推薦枠も増えています。 

（※児童生徒数：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＞ 

 家庭や社会を支えられる人となるために、高校で頑張ろうとする生徒 

 

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


  特色   

 「わかる・できる・自信をつける」学校です 

 基礎から学び直す「ブラッシュアップタイム」を実施 

 簿記や情報処理の資格 を取得できます  

埼玉県立  
上尾橘高等学校 

地域に根ざし、生徒一人ひとりを伸ばし、自立(律)して社会を支えられる人間を育てる 

 

                目  指  す  学  校  像  

 

 １学年で「キャッチアップタイム（仮称）」の実施 

 学校を通しての就職内定率１００％ 

  スクールカウンセラー 月に2回程度来校 

 選べる3つのコース 

  入学時は普通科一括募集です。進路希望や適性に合わせて2年生から 

 3つのコースを選びます。 

 

 

４月 普通科に入学します。 

５月 遠足を通して人間関係が深まります。 

 2年類型選択に向け自分の進路について考えます。     

６月 自分の目標に照準を合わせて類型を選択します 

キャッチアップタイム（仮称） 週１時間 

 のニーズに合わせた授業を通じ、社会的自立や基礎学 

 力の向上を図ります。 

適性検査や進路ガイダンスを通じ、自分を知り、社 

 会や仕事についての知識を身につけ、社会的な視野を 

 広げます。 

１年 

 学び直し  

 

◇ 基礎から学び直すブラッシュアップタイム、 

 20人程度の少人数授業、力に合った習熟度別授 

 業により 基礎・基本の学力を身につけます。 

◇ わからないことをわかってもらえる授業、 

 「わからない」と言える授業が自慢です。 

◇ 授業や行事を通して、基本的生活習慣や規律  

 意識・協調性を身につけます。 

授業 

 
 
３つのコースに分かれ、進路に適した学習を開始。 

11月 修学旅行では4日間の集団行動を通して社会性 

 を育てます。 

ス タ ン ダ ー ド コ ー ス  
専門学校進学・就職を目指す生徒を対象とした

コースです。幅広い科目を学習し基礎学力を養成

します。商業科目を2年で2単位、3年では選択に

より5単位まで学ぶことができ資格も取得できます。 

Ｓ 

情 報 ビ ジ ネ ス コ ー ス  
  商業科目を2年で6単位、3年で5～8単位学び、よ

り高度な資格取得を目指します。情報科目を選択し学

ぶこともできます。資格を活かして、就職も進学も目

指せます。 

J 

ア ド バ ン ス コ ー ス  
大学・短期大学・看護系専門学校等進学を目指

す生徒を対象としたコースです。進学後必要とさ

れる学力を養成します。他のコースに比べ英国数の授

業時間数が多いのが特徴です。 

Ａ 

２年 

 

 

5つのコース  さらに5つの 

コースに分かれ、生徒一人一人の進路に

合った学習をします。これで進路はバッ

チリです。 

論文・面接指導 充実した論文

作文指導、面接指導を受けることによ

り、多様な受験内容に対応できます。 

就職指導 就職希望の生徒へは、

外部講師による講演会や面接指導を繰

り返し実施し、スキルアップを図って

います 

就職内定率100% 学校を通

じての就職内定率は100%を維持。 

大きく成長 3年間で大きく成長

します。中学までの自分に満足できな

かった生徒の多くが「高校の3年間で大

きく変われました」と言ってくれて

います。 

情報 
資格取得に加え情報

科目を多く学びます 

ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 
選択で商業科目も

学べます。幅広く

学びながら就職や

専門学校などへの

進学を目指します 

文系 
文系の大学進学

を目指します 

理系 
理系大学や看護学

校を目指します 

ビジネス 
商業系の資格取得を

特に目指します 

３年 

  

 

 令和３年度から１学年で実施予定の科目です。社会的自立へ向けたソーシャルスキル、

コミュニケーションスキル、基礎学力の向上をめざします。生徒のニーズに合わせた以下

の３つを用意する予定です。 

キャッチアップタイム（仮称） 

普

通

科

１

６

０

名 

  

 様々な資格取得にチャレンジ。特に

簿記や情報処理などの社会で通用する

資格取得に力を入れています。昨年は年間でのべ３９７名もの生徒が

資格を取得しています。 

資格取得 

 ① 自分の考えを伝えることができ、 

  自ら判断し行動できる。 

② 「わかった」「できた」を味わうことにより「自信」をつけて 

 社会に飛び立つことができる。 

③ 学ぶ楽しさを知り、学ぶことが好きになっている。 

実をつける 

３年後の目標 

Ａ．ｱｸﾃｨﾌﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ――ソーシャルスキルトレーニングに重点 

Ｂ．ベーシック―ー読む・聞く力、社会一般常識等の育成に重点 

Ｃ．チャレンジ――得意科目の伸長に重点 

～生徒の成長物語～ 



≪県立上尾南高校の活性化・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 生徒数 
(男)424 

(女)299 
計 723 

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

アクセス 
上尾駅西口  

●市内循環バス「ぐるっとくん」（大谷循環）乗車 9 分 → 上尾南高前バス停下車 徒歩 3 分 

教育課程等

の特徴 

・少人数学級編制と習熟度別・少人数授業を展開。 

・１学年時より大学進学希望者を中心とした「進学クラス」を設置。 

・２学年時より理系・文系別の類型選択クラス編成を実施。 

・1 年生「数学Ⅰ」で習熟度別授業を実施。 

・「協調学習」を取り入れた生徒の主体性を引き出す授業を実施。 

活躍が顕著

な部活動 

・クライミング同好会、平成 29 年まで８年連続全国高等学校選抜クライミング選手 

 権大会出場 

・男子バレーボール部、男子バスケットボール部、陸上競技部は県大会出場常連校 

・音楽部、箏曲部、演劇部、書道部、美術部等、文化部も県大会、コンクール入選 

・運動部１５、文化部９、同好会６の団体が活発に活動している。 

（県大会以上出場団体多数） 

特色ある 

学校行事 

・２学年時の修学旅行は、沖縄県で民泊体験を含む３泊４日で毎年１１月に実施。 

・体育祭（６月）は、学年縦割りの７色対抗戦。応援合戦、やぐら作りは本校の体 

 育祭の名物。 

・文化祭（９月）は、毎年好評で一般公開には 1,000 人を超える来場者あり。 

・芸術鑑賞会（１０月）、マラソン大会（１１月）、球技大会（３月）を実施。 

・毎年２月に予餞会実施。 

・令和元年度全国学校体育研究優良校   
 ※令和２年度は新型コロナウイルス感染症防止のため中止または内容を変更して実施。 

家庭・地域 

との連携 

・全学年で３者面談実施。 

・市内小学校とのスポーツ交流会実施。 

・地元中学校との授業交流会、部活動体験実施。 

・市内を中心とした中学校との部活動交流実施。 

・特別支援学校との交流会実施。  

・地元敬老会、新年会イベントへの参加。 

・地域施設への訪問ボランティア演奏。 

・近隣地元住民との収穫体験活動実施。 

進

路 

状

況 
四大 ７５人 短大 １０人 専門 １１９人 

就

職 
３７人 その他 １８人 

傾

向 

・公務員志望者、看護医療系志望者が増加傾向。 

・指定校推薦枠は四年制大学約 450 人、短大約 115 人、専門約 560 人。 

・主な就職先は、（株）資生堂、（株）ブリヂストンケミテック、埼玉県警察等。 

（※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＞ 

・自分はもっとできるのでは、自分を高めたいと高校生活に目標と夢を持っている生徒 

・何事にも全力を尽くし、チャレンジできる社会に貢献できる生徒 

・心身ともに健康で、人間性豊かな生徒 

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


南高の特徴(強み)
◆社会性を確実に身につける生活指導
◆落ち着いた授業環境
◆身だしなみ・時間を守る・挨拶・言葉づかい

→社会性(コミュニケーション)の基本
◆生徒一人一人に親身な生活指導

誇れる制服姿

◆自転車マナーの向上

★活躍する部活動・充実した学校行事・体験活動★

◆朝学習10分・朝学読書10分(3年間継続)
◆少人数学級編成・３学期制・50分授業
◆進学クラス設置
◆検定(英検・漢検・数検・ビジネス情報処理)取得の推進
◆習熟度別授業展開 ★放課後学習室設置

◆生徒一人一人へのきめ細やかなサポート

◆OB・OGによる進路講演会

★充実した施設・設備★
◆冷暖房完備、図書室、情報処理室等多様な

学びに対応

沖縄修学旅行南高祭(文化祭)

クライミング同好会

◆地域貢献活動充実

箏曲部
プール

図書室情報処理室

学習室

運動部 15

同好会 6

★基礎学力の定着と学力向上・進路指導★

四大 ７５

短大 １０

★重点目標★

１ 分かる授業、伸びる授業の工夫・改善で、学習習慣の確立と学力の向上
２ 系統的・組織的な進路指導のを充実で、より高い自己実現
３ 部活動・体験活動の充実で、「自ら誇れる自分づくり」の推進
４ 熱意ある積極的な生徒指導で、規範意識の醸成と基本的生活習慣の確立
５ 地域・関係機関への積極的な情報発信で、学校理解度の向上

★３年後の目標★

◆全国大会８年連続出場
(クライミング同好会)

◆県大会出場部活
(男子バレーボール)
(男子バスケットボール)
(剣道) (陸上）

文化部 9

専門 11９
就職 ３７

その他 １８

令和元年度進路実績

★目指す学校像★
地域の期待に応え、誠実な自己を誇りとして、心身ともに健康で社会に貢献できる人間性豊かな生徒を育成する安心・安全な学校

英語宿泊研修

体育祭

英語宿泊研修



≪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 全日制 学科 普通科 生徒数 
(男)568 

(女)379 
計 947 

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

アクセス 

東武東上線朝霞駅より徒歩２０分、 

バス 朝霞警察署前下車 徒歩３分（朝霞駅発大泉学園行き） 

   南大通り下車 徒歩３分（西武池袋線大泉学園発朝霞駅行き） 

教育課程等

の特徴 

・「単位制」を導入し「生徒の学びを深化させる授業」を実施（平成１７年度から）。 

・１年次生は国語（古典）・英語少人数指導実施。（理科、芸術は選択） 

・２年次から３年次は大学進学に向けて多くの教科・科目で選択授業を実施。 

・１、２年次は週３２時間授業を実施（土曜授業年１７回分を実施）。 

・進学補習は年間を通して実施し、大学進学をしっかりサポート。 

活躍が顕著

な部活動 

・陸上競技部が関東大会入賞（H29 年度）バトン部 全国大会出場（R 元年度） 

・書道部 県書道美術展書道芸術連盟賞・準特選賞（R 元年度）、県書きぞめ中央展 特

選賞 美術部 県高校美術展奨励賞（R 元年度） 

特色ある 

学校行事 

・沖縄県への修学旅行（２年次）は、平和学習の後、民家に分かれて宿泊し現地の方々

にお世話になり交流を深めます。まるで家族の一員のように感じ、別れ際には涙を流

す生徒が出るほど感動できる行事です。  

・体育祭（５月）は、生徒たちが全力で学年別対抗の各競技（棒倒し、騎馬戦、綱引

きなど）に取り組み、学年の枠をなくした色別の組で協力して応援し盛り上がり、500

名以上の保護者の方々が観戦するほど「朝高生」を感じることができる行事です。 

・けやき祭（文化祭９月）は、生徒が各クラス、部活動、有志として参加し、①展示、 

②上映・上演、③パフォーマンス、④アトラクション、⑤模擬店、⑥販売の６つに分 

かれ優勝を目指します。毎年約 3,000 名の来校者があり大変盛り上がる行事です。 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談・保護者会を各年１回実施 

・地元朝霞市コンサート等へ参加、地域小学校・ＰＴＡ行事へ参加 

進

路 

状

況 
四大 232 人 短大 8 人 専門 42 人 就職 6 人 その他 32 人 

傾

向 

・四年制大学への進学者が増加傾向。大学・短大指定校推薦枠は多数。 

・主な就職先は、公務員、東日本旅客鉄道（株）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＞ 

１ 知性と確かな学力を持つ生徒 

２ 豊かな感性と他人を思いやる心を持つ生徒 

３ 心身ともにたくましく、忍耐力を持つ生徒  

＜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/
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html


県民の期待に応えて半世紀、朝霞高校は生徒の未来を創ります県民の期待に応えて半世紀、朝霞高校は生徒の未来を創ります

◇学力向上 ・・・・１ 進学重視型の単位制（進路に応じた選択）２ １、２年次は週３２時間授業
◇進路・進学指導・・１ 将来を見据えた計画的な指導（キャリア教育）２ 年間を通した進学補講（3年次は重点的に）
◇良き伝統と校風・・１ 文武両道（全力で取り組みます） ２ 良い人間関係の構築（思いやりがあり協力できます）

３ 品行方正（ルールを守り、礼儀正しくあいさつできます）

県立朝霞高校（全日制）～生徒の成長物語（高校生活は団体戦）～

より高い学力を身につけ、
心豊かで社会性のある自
立した生徒となり、先生の
指導や生徒のサポートに
より第１志望の進路を実
現する

１年生

２年生

３年生

本校の
特 色
本校の
特 色

□自己学習力をつける

□将来を見据えた進路を選択する

□ルールを守り、主体的に行動する

□発展・応用的な内容まで
自学自習する

□第１志望の進路実現に向け
て努力する

□「朝高生」として、心豊か
で社会性のある自立した高
校生活を送る

育成方針（イメージ）

感動する学校行事 レベルの高い部活動

□主体的に学び、自学自習する

□進路について情報収集し、オー
プンキャンパスなどに参加する

□友好な人間関係を築くとともに
リーダーシップを身に付ける

欅
の
木

地域との連携・貢献

□体育祭は、全力を出し切り真剣勝負

□文化祭は、仲間と協力して一致団結

□強歩大会は、仲間と励まし合い
ながら感動のゴール

□多様で充実した部活動
運動部１９、同好会１、文化部１８あります

□陸上競技部が関東大会出場、女子ソフトテニス
部が団体戦県３位入賞、書道部が全国総合文化
祭に出品、他の部活動も多数県大会に出場して
います

□小学校（和光市算数教室
ボランティア）

□中学校 （卒業生の話を
聞く会、上級学校訪問）

□朝霞市（市民コンサート、
プラネタリウムボランティア
、彩夏祭）

本校の教職員

◇良き伝統と校風があり安心
です
◇進学補講が多く、大学進学
を希望する生徒にとって
ありがたいです

◇進路に応じた授業を選択
できるので単位制は良いシ
ステムだと思います

卒業時の生徒像

◎過去5年間の主な
大学合格実績

清
心
の
像

チーム朝高として全力
で生徒を育成します

保護者の声

埼玉大学、埼玉県立大学、東
京学芸大学、早稲田大学、上
智大学、明治大学、青山学院
大学、立教大学、中央大学、

法政大学など



≪朝霞西高校の活性化・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)493 

(女)456 
計９４９ 

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

アクセス 東武東上線 朝霞駅南口下車 徒歩 20 分 またはバス 5分 

教育課程等

の特徴 

・国・数・英を重視した教育課程と少人数制授業の実施。 

・３１単位制による十分な授業時間の確保（週に１回の７限授業実施） 

・生徒による授業評価アンケートにもとづく授業改善と研修会等による授業力向上。 

・２年次からの文系・理系選択と３年次からの進路実現に必要な選択科目の充実。 

活躍が顕著

な部活動 

・女子バスケットボール部 

・サッカー部 

・野球部 

・陸上競技部 

・バドミントン部  

・卓球部  

・硬式テニス部  

・音楽部  

・演劇部  

・書道部   他 

特色ある 

学校行事 

・体育祭（６月実施）  ・オーストラリア短期留学（７～８月)        

・しいのき祭（文化祭 ９月） 

・修学旅行（沖縄方面等・２年生）         ※令和２年度は延期または中止 

家庭・地域 

との連携 

・朝霞一中（あいさつ運動・生徒会）（ふれあい祭・ギター部） 

・朝霞四中（出前授業）（ふれあい祭・音楽部）  

・朝霞市文化祭（書道ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ・書道部） 

・朝霞市農業祭（野球部）   

・朝霞市体育祭開会式（音楽部） 

・南朝霞公民館（わくわくｻﾏｰﾁｬﾚﾝｼﾞ･ﾊﾝﾄﾞﾒｲﾄﾞ部）（小学生書初め指導・書道部）   

他 

進

路 

状

況 
四大 155 人 短大 26 人 専門 108 人 就職  19 人 その他 38 人 

傾

向 

四大・短大への進学希望者が７割弱であり、近年は指定校推薦・ＡＯ入試だけでなくセ

ンター試験利用や一般受験による難関大学への進学者も増加してきた。 

平成 30 年度の実績では、埼玉、山口、早稲田、立教、中央、学習院、法政、芝浦工

業、日本、東洋、駒沢、獨協、武蔵等の各大学に合格(浪人を含む)。 

（※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＞ 

 

自らの成長を望む生徒、伸びようとする生徒。豊かな感性を持ち自己肯定感のある生徒を育てます。 

 

＜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） 

 

 

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


３ 育成方針（朝霞西高校～生徒の成長物語～） 

 

 「伸びる朝西、伸ばす朝西！！」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  朝霞西高校では、入学から卒業まで、個々の生徒の 

 実態に応じた丁寧な指導を行います。中学校で躓いた 

 ことがあっても、様々な取り組みで学習習慣を定着させ、 

 規律と秩序・マナーと思いやりを重視した生徒を育成し、 

 個に応じたあきらめない進路実現を目指しています。 

  

 １ 年次目標  

  １年 自己理解を深め、充実した高校生活のための目標を立てさせる。 

     様々な進路について知る機会を通じ、職業観を育成する。 

 

  ２年 進路選択に向けて情報収集の機会を与え、具体的な進路目標の確立を促す。 

  

  ３年 的確な情報提供を行い、個々の志望に応じたきめ細やかな指導を行う。 

     進路目標の実現のために、具体的・継続的な努力をさせる。 

  

 ２ 具体的な取り組み  

  ・７時間授業（週３１単位制）による授業時間確保と少人数制授業（国・数・英）の実施 

  ・基礎学力向上のため週末課題（毎週末に国・数・英の宿題有り）と週明け小テストの実施 

  ・自習スペースの活用と補習の実施 

  ・制服の正しい着用や校内での携帯電話使用禁止等の 

   けじめのある生徒指導 

  ・部活動と生徒会活動の充実（生徒による自主的活動） 

  ・１年次からの計画的な進路ガイダンスの実施  

  ・オーストラリア短期留学（２週間）の実施  

   （姉妹校：プロサパイン高校） 

 

 ３ 成長した生徒からのメッセージ！ 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 多様な 

学習活動 

部活動の充実 
自主的な学校行事の充実 

第一希望を叶える進路指導 
 

国際交流による異文化理解 

輝け！ 

朝西生 

 
 校舎廊下にある自習スペース 
 

 私は指定校推薦での受験を考えていまし

たが、いろいろな方々の勧めで一般受験に

変更しました。やや、受験勉強を始めるの

が遅かった私ですが、模試の結果が悪いか

らといって諦めないで、最後まで続けた人

が勝ちだと思います。最後まで頑張ってく

ださい。 
 

 私はオーストラリア短期留学に参加して、新

しい環境に対応できる力がついたことや、新し

い出会いなど、様々な事柄を経験できました。

最初ホームステイ先に着いてもホストファミリ

ーとあまり会話が弾まなかったりしましたが、

徐々に打ち解けていき、互いの趣味や友人の話

などができるようになりました。 

  女バス！ 
 目指せ関東大会  

朝霞西のマスコット 
しいのき しいちゃん 



≪いずみ高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 

   生物生産科 

   生物サイエンス科 

   生物資源化学科 

   環境デザイン科 

   環境サイエンス科 

環境建設科 

生徒数 
(男)369 

(女)313 
計 682 

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

アクセス  大宮駅西口から徒歩２５分又はバスと徒歩で１１分 

教育課程等

の特徴 

○ 生物系・環境系それぞれ 120 名を募集。入学後に自分の興味・関心を確かめてか 

 ら専門的に学ぶ学科を決定し、２年次からそれぞれの学科の専門科目を学ぶ。 

○ ２年次で週８時間、３年次では週１２時間分の「選択科目」が用意され、生徒が 

 自分の興味や関心、進路希望に応じて選ぶことができる。 

活躍が顕著

な部活動 

○ 少林寺拳法部：インターハイ関東大会に出場、入賞（令和元年度） 

〇 陸上部：インターハイ南部地区予選走高跳優勝・県予選４位・関東大会出場、 

 インターハイ県予選円盤投げ５位・関東大会出場、県高校新人陸上大会棒高跳び 

 ６位・関東大会出場、県高校駅伝出場（令和元年度） 

○ 卓球部：シングルス県１６位・ダブルス県１６位・団体県８位（令和元年度） 

○ 国家技能検定２級とび職種兼技能五輪全国大会埼玉県予選優勝、技能五輪全国大 

 会に出場（沖縄大会）（平成３０年度） 

特色ある 

学校行事 

○ 生物生産科・生物サイエンス科・生物資源化学科・環境デザイン科は、総合教育 

 センター江南支所での宿泊研修を実施。農業クラブで多岐にわたる活動を実施。 

○ 環境サイエンス科・環境建設科は、長瀞、小川での宿泊実習を実施。 

〇 本校自慢の中庭に電飾を施してライトアップし、いずみ高校同窓生を招待して母  

 校に親しみを感じてもらう企画「いずみホームカミング」を実施。 

家庭・地域 

との連携 

○ 各学科の特色を生かし、地域の絆を高めるため地元小学校との交流事業を実施。 

○ 職業観・勤労観を育成するためインターンシップを実施。 

○ 各学科に関係する専門技術の向上を図るため、プロフェッショナルから直接指導 

 を受ける実践的な授業を実施。   

進

路 

状

況 
四大 ３７人 短大 ９人 専門 ７０人 就職 ８５人 その他 ８人 

傾

向 

〇 進学は推薦入試によるものがほとんどで、ＡＯ利用も増えてきている。 

〇 就職は求人数が 1,771 件（有効求人倍率：20.3 倍）、就職希望者内定率は 100%。 

（※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＞ 

 

 生物系・環境系の専門学習や環境問題に関心を持ち、行動に移せる生徒 

 

＜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） 

環
境
系 

生
物
系 

http://www.izumi-h.spec.ed.jp/
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html
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 ３年  

◆高度な専門知識と技術の習得 
◆課題解決能力・探究的思考力の育成 

 ２年  

◆専門分野の基礎的・基本的な知識と 
技術の習得 

 

 １年  
◆ガイダンス機能強化で学科を選択 
◆生物・環境に関する意識付け 

 

豊富な選択科目 環境保全活動 充実した施設･設備 

環境系 生物系 

多彩な進路
に対応!! 

生物資源の活用及び環境の保全と創造に貢献できるスペシャリストへ 

県立いずみ高校 ～生徒の成長物語～ 

 

施設栽培実習 

食品開発・販売 

 

国家技能検定 
〔 資格取得 〕 

危険物取扱者，国家技能検定，etc 

 

長瀞実習 

生物・環境に関する知識と各専門分野のスペシャリストとしての基礎を習得 

〔 高度な専門学習 〕 
高大連携，企業との連携，etc 

 就職  

公務員，市場系，製薬系，食品系，
造園系，化学系，建設系，販売系，
製造系，etc 

 進学  

農業系・工業系四年制大学， 
文系四年制大学，各種短期大学, 
各種専門学校、製造系，etc 



≪伊奈学園総合高校の活性化・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  978 

女 1,398 
計 2,376 

ホームページ http://www.inagakuen.spec.ed.jp/ 

アクセス 埼玉新都市交通ニューシャトル羽貫駅下車 徒歩10分 

教育課程等

の特徴 

・人文、理数、語学〔英独仏中〕、スポーツ科学、芸術〔音美工書〕、生活科学、情報

経営の７学系を基に、一人ひとりの能力や進路、興味関心に基づく系統的学習をサ

ポートする総合選択制 

・１年次は必修科目を中心に基礎学力の養成 

・２年次は学系による専門的能力の育成 

・３年次は多様な科目選択で個別の進路に対応 

・他学系の授業も一部で選択可能 

活躍が顕著

な部活動 

・近年、関東大会等以上の成績を残した部活動は次のとおり。 

 軟式野球、ソフトボール、陸上競技、ラグビー、男子体操、女子体操、男子バレー

ボール、女子バレーボール、硬式テニス、剣道、柔道、弓道、空手道、水泳、山岳、

ラクロス、応援チアリーディング、新体操、パワーリフティング、スキー、吹奏楽、

音楽、室内楽、美術、工芸、英語、写真、文芸、放送、書道、囲碁将棋、簿記珠算 

特色ある 

学校行事 

・いなほ祭（学園祭）には毎年１万人以上の来場者 

・体育祭は上尾運動公園陸上競技場で学園中学校も交えたハウス対抗戦 

・語学研修や教員養成講座、ＩＩＮＡサイエンスプロジェクトなど多彩な学びのチャ

ンスも 

家庭・地域 

との連携 

・進路選択や時間割編成のための三者面談 

・地元小学校との交流事業や伊奈町社会福祉協議会指定協力校としての活動 

・多彩な卒業生との交流ができる「先輩と夢を語ろう」の実施 

進

路 

状

況 
四大 587人 短大 21人 専門 84人 就職 9人 その他 68人 

傾

向 

・約76％が現役で四年制大学へ進学 

・国公立への現役合格者は35名 

・早慶上理とＧＭＡＲＣＨへの現役合格者はのべ159名 

・就職の内訳は6名が公務員 

（※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＞ 

 日々の努力を通じ、個性を最大限に開花させ、自己実現を図ろうとする生徒 

＜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.inagakuen.spec.ed.jp/


一人ひとりの興味関心を満たし進路を実現する 総合選択制

◆自分の興味関心に沿って、

人文・理数・語学〔英独仏中〕・

スポーツ科学・芸術〔音美工書〕・

生活科学・情報経営から一つを

出願時に(英独仏中は入学後)決めます。

◆約２００の選択科目から、学

系に沿って時間割を決めていき

ます。決めるのはあなた自身。

全教職員がサポートします。

“選択と決定”で鍛える

◆１年次は必修科目を中心に、

すべての生徒が基礎学力の向

上を目指します。

◆２年次は学系指定選択科目

を中心に、自分の目指す方向

への一歩を踏み出します。

◆３年次は一人ひとりの進路

を踏まえ、十人十色の時間割

で学びます。

各年次の“まなびステップ”

◆入学後は全員が、５つのハウ

スのいずれかに学系とは関係な

く所属し、同じホームルームで

３年間を過ごします。

◆学園祭・体育祭・修学旅行・

遠足等の学校行事や生徒会活動

はすべてハウス単位で行います。

小さな母校 ５つのハウス

仲間を育む“生活の場”

◆ホームルーム担任は高校生活

を支えるアドバイザー。ＬＨＲ

等を活用し、学習や進路、生活

等さまざまな相談にあたります。

◆すべてのハウスにひとつずつ

の職員室。いわばハウスは、1

学年４クラス規模のアットホー

ムな雰囲気の学校です。

お互いが見える“小さな学校”

感動共感 部活動

◆現在、３１の運動部・2３の

文化部・９の同好会が活動中。

全国大会・関東大会常連の部も

多数あります。

◆約９割の生徒が部活動に加入

し、若いエネルギーを部活動に

ぶつけています。

◆試合や日々の練習を通じ、仲

間同士でさまざまな困難を乗り

越えていくからこそ、クラスや

年次、ハウスそして学系を越え

た友人との深い“絆”が生まれ

ます。

高め合いが強める“絆”

伊奈学園総合高校は３年後、学

習や進路に関する指導に卒業生の

８割以上が“満足だった”と答え

られる学園生活を目指します。

そして何より、“自彊創生”の

こころを持ち、日々の努力を忘れ

ることなく、社会に寄与する“ひ

とづくり”を使命と考えます。

本物体験 伊奈学園

◆最先端の科学研究に触れ、

知的探究心を育成する“IINA

サイエンスプロジェクト”。

◆現代の諸問題を考える機会

となる“大学出張講義”。

◆英・中・独・仏・豪５か国

とのグローバル“国際交流”。

◆県下最大約1０万冊の蔵書

を誇る“中央図書館”。

◆教師の仕事を通してキャリ

アを考える“教員養成講座”。

“イナガク”だからできること



様式          ≪入間向陽高校の活性化・特色化方針≫ 
                   （令和３年度～） 

１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 普通科 生徒数 
(男)328 人 

(女)629 人 
計 957 人 

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

アクセス 西武池袋線入間市駅:徒歩 13 分 稲荷山公園駅:徒歩 15 分 

教育課程等

の特徴 

・1 年次基礎的・基本的事項を重視したカリキュラムの設置 

・2 年次から文系・理系のコース選択の設置 

・3 年次から文系、理工系に加え看医栄科目の設置 

・受験を意識した学校等設定科目の設置 

・多様な進路に対応した 5 つの専門科目の設置 

・4 つ目の芸術科目「工芸」の設置 

活躍が顕著

な部活動 

3 年間の部活動加入率が 85％以上の豊富な運動部と文化部 

バスケット(男女)、剣道、野球、テニス(男女)、女子バレー、卓球、陸上、ソフトボール、

アウトドア、サッカー(男女)、バトミントン(男女)、弓道、文芸、美術、ホームメイキン

グ、サイエンス、吹奏楽、陶芸、放送、演劇、書道、茶道、ソングリーダー 

特色ある 

学校行事 

・生徒会主催の色別クラス対抗で競い合う体育祭(6 月)・全校生徒参加型の企画で盛り上が

る文化祭(9 月)・全クラスと部活動で 3 年生を送り出す感動的な 3 年生を送る会(2 月)・ク

ラスの団結を深める球技大会(7 月、12 月)・沖縄の自然と文化、平和を学ぶ体験型沖縄修学

旅行(2 年)・クラスの親睦と交流を深める遠足(全学年 5 月) 

家庭・地域 

との連携 

・生徒理解を深め、保護者と学校の連携を創り出す三者面談(全学年 6 月)・学年別保護者対

象の進路説明会(7、2 月)・PTA による体育祭、マラソン大会での給水活動・豊岡小学校との

小高交流事業・特別支援学校との交流・各部活動による中学生との交流・美化委員会による

校外清掃活動・入間向陽高校をよくする会(学校評価懇話会)での保護者、生徒、地域、教職

員による意見交換(7 月、1 月) 

進

路 

状況 四大 
145 人 短大 50 人 専門 136 人 就職 22 人 その他 5 人 

傾向 

・４年制大学４１％、短大１３％、専門学校３８％、就職・公務員８％と大学等への進学が多い。 

・看護系・医療系・栄養系・保育系など多様な進路を実現している。 

 

（※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＞ 

 

本校志望の意志が強く、本校の指導方針を理解しそれに従い、学習意欲が旺盛で学習の記録が総合的に優

れ、部活動・生徒会活動・学級活動等においてリーダーとして積極的に参加し、入学後も引き続きその活

動が期待できる者 

 

＜入学者選抜のポイント＞（令和元年度入学者選抜基準より）  
 

・学力検査と調査書の記録のバランスに配慮し、学力検査を 500 点、学習の記録(1 年:1、2 年:1、3 年:3 の

比率)225 点、特別活動 60 点、その他 50 点、面接 30 点として評価する。 

・面接を実施し、受験生の意欲・態度を積極的に評価する。 

・調査書の「特別活動の記録」のうち、特に生徒会活動及び部活動に積極的に取り組んだ者の選抜に配慮す

る。 

 

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


入間向陽高校は､ひたむきな若人を育成します！入間向陽高校は､ひたむきな若人を育成します！

「ひたむきに、おおらかに、たくましく」の校訓にもとづき、学習、学校行事、部活動をバランスよく両
立させ、生徒一人ひとりの可能性を大切にし、多様な進路を実現する理想の普通科高校。

～生徒の成長物語～

ひたむきに、おおらかに、たく
ましく未来を生き抜く心身とも
に健全な若人を育成する。

・ 基礎的・基本的な学力を身につ
け、学習習慣を確立し、主体的
に学ぶ力を培う

・ 自分の適性に基づいた進路選択
を行い、進路目標を実現する力
を培う

・ 行事等の実践を通じた主権者意
識の育成及び自律的・基本的生
活習慣の確立。

１年生

２年生

３年生

本校の
特 色
本校の
特 色

基本的生活習慣および日常的な学習習慣を確立する。

・高校での学習方法を学ぶ初期学習指導
・クラスの親睦を深める飯ごう炊爨遠足
・様々な職業体験を聞き、職業意識を育む職業体験講話

常に下級生の模範となるように心がけ、卒業後の進
路の実現をめざす。

・思い出づくりのためのディズニーランド遠足
・進路実現を確実にしていくための進路ガイダンス
・進学実現のための進学補習
・様々な進路に対応する模擬面接指導

コバトン＆
さいたまっち

行 事 部活動

体験学習 主体的に目標を設定し、必要な知識・情報を選択活
用する能力を育てる。

・修学旅行の予行を兼ねた都内班別行動の遠足
・進路選択を主体的に考えるための進路分野別ガイ
ダンス

・進路意識を高めるための大学・専門学校による模擬
授業体験

生徒会が中心となる企画立案、
運営で友情を育む行事が入間向陽
高校の大きな魅力となっている。

3年間の加入率85％以上の部活動
は、運動部、文化部ともに心と身
体を鍛え、人間性を磨く場となっ
ている。

教科横断的な事前指導に基づ
く沖縄の自然と文化、平和を
学ぶ体験型沖縄修学旅行

本校の授業

生徒は、まじめに授業に集中
し、授業についての「満足度
」は圧倒的に高い。

本校の３年後の目標

向陽祭開会式 9月初旬

修学旅行 沖縄 2年秋

体育祭5月下旬



 

≪岩槻高校の活性化・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 

国際文化科 
生徒数 

(男)397 

(女)547 
計 944 

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

アクセス 
東武アーバンパークライン岩槻駅から徒歩２０分、 

岩槻駅からバス岩槻高校入口下車徒歩３分 

教育課程等

の特徴 

・「普通科」 

基礎基本に重点を置き、バランスのとれた人間形成を図る。 

２年より緩やかなコース制、３年で理系・文系に分かれる。 

 

・「国際文化科」 

高度な語学力(読む･書く･聞く･話す)が身につく授業を展開。国際交流を通して 

自己発信能力と他者受容能力を身につけ、国際社会に貢献できる人材を育成する。 

活躍が顕著

な部活動 

・テニス部(H25,H26,H28,H29,H30 関東公立高校大会出場） 

・陸上部(H28 関東新人大会出場) 

・吹奏楽部（吹奏楽コンクール・マーチング西関東大会出場） 

・音楽部(埼玉県合唱コンクール銅賞、埼玉ヴォーカルアンサンブルコンテスト銅

賞) 

・書道部(全国高文連総合文化祭 H26,H27,H28 出品） 

特色ある 

学校行事 

・海外授業体験学習…オーストラリアホームステイ、７泊８日・８月実施、希望者 

・体育祭…８色の縦割り団編成による対抗戦、応援パフォーマンス、５月実施 

・国際文化科行事…イングリッシュサマーキャンプ（１泊２日・７月実施）、 

         異文化理解セミナー（各学期）、歌舞伎教室（６月）、等 

家庭・地域 

との連携 

・小高交流事業（９月、区内３小学校で学習体験） 

・地域主催行事「岩槻まつり」・「ふれあいフェスタ」等の参加 

・地域清掃活動、自治会主催避難訓練参加、実演会・演奏会、ボランティア活動等 

進

路 

状

況 
四大 

１６８

人 
短大 ３５人 専門 ８７人 就職 ９人 その他 １１人 

傾

向 

３年次は、概ね文系８割・理系２割を生徒は選択する。毎年約９割の生徒が４年制大

学・短期大学・専門学校等へ進学する。進学者のうち、一般受験による合格者数は比較

的少なく、指定校推薦・公募推薦・自己推薦・ＡＯ入試などの制度を用いている。 

（※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＞ 

・確かな学力を身につける意欲が高く、規律ある生活態度を備えた生徒 

・豊かな国際感覚を身につけ、社会に貢献できる人材を目指す生徒 

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


３ 育成方針（埼玉県立岩槻高校 ～生徒の成長物語～） 

 

 



≪岩槻商業高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 
商 業 科 ２クラス 

情報処理科 ２クラス 
生徒数 

(男) ２７２ 

(女) ２２６ 
計４９８ 

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

アクセス 
東武アーバンパークライン岩槻駅（東口）より徒歩１５分 

国際興業バス（岩槻駅～東川口駅（北口））仲町一丁目バス停より徒歩１０分 

教育課程等

の特徴 

・商業科目（簿記、情報処理など）を３年間で３１時間から３３時間学習します。 

・商業科では、経済の仕組みやビジネスの基本的な知識を広く学びます。 

・情報処理科では、コンピュータの知識や技術をパソコンの実習を通して学びます。 

・確かな専門性と良識を持った職業人を育てます。 

・１年の数学・英語は、少人数授業できめ細かい教科指導を行います。 

・多様な進路実現のために、３年では興味・関心に合わせて授業を選択します。 

活躍が顕著

な部活動 

・女子ソフトテニス部（インターハイ出場） 

・弓道部（男女ともにインターハイ出場） 

・陸上競技部（関東大会出場） 

・バレーボール部（優秀選手） 

・コンピュータ部（情報処理競技大会上位入賞） 

・書道部（各種展覧会入賞、全国高等学校総合文化祭作品出品） 

特色ある 

学校行事 

・１学期：遠足、体育祭 

・２学期：岩商祭（文化祭）、マラソン大会、芸術鑑賞会、修学旅行（２年生）、 

     球技大会 

・３学期：課題研究発表会、インターンシップ（２年生）、送別会 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談を年１回実施 

・インターンシップを実施（２年生全員） 

・小学校との交流事業、中学校への学校説明 

・商業科目「課題研究」等での地域企業との連携 

・通学路清掃、岩槻まつり、鷹狩り行列、岩槻やまぶきまつり等の地域貢献 

進

路 

状

況 
四大 ２２人 短大 ６人 専門 ５０人 就職 １０１人 

その他の 

卒業者 
３人 

傾

向 

卒業生の約半数が就職しています。就職内定率１００％を続けています。 

大学・短大へは全商推薦、指定校推薦、資格優遇推薦などによって、現役で進学してい

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＞ 

・真面目にコツコツと学習できる生徒 

・中学校で、生徒会活動や部活動に積極的に取り組んだ生徒 

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


    埼玉県立岩槻商業高等学校 ～生徒の成長物語～ 
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｢未来の職業人人材

育成事業｣推進校 

・商品開発・販売 

・地元伝統工芸継承 

・スキルアップ講座 

・キャリア教育 

確かな専門性と良識を持った職業人を地域とともに育む 

目指す学校像 

○ 普通科目は学び直しで 

  基礎学力を伸ばします。 

○ 商業の検定試験３級 

  ３種目以上の取得率 

  １００％を目指します。 

○ 地域交流を通した 

  人間育成を行います。 

○ 進路実現の礎のため 

  検定試験は上位級を 

  目指します。 

  （情報処理国家試験・各種１級） 

○ インターンシップで 

  全員が正社員として 

  働くことを学び、 

  キャリア教育を充実 

  させます。 

○ 商品開発や地場産業を学び、 

  マネジメント力の育成をします。 

○ きめ細かい指導で進路決定率 

  １００％を実現します。 

進学 ･･･ 資格取得が出願条件の 

     推薦制度を活用した進学 

就職 ･･･ 伝統校の強みを生かした 

     企業内定率１００％ 

１学年 

２学年 

３学年 

○ 高校３年間及び卒業後を見通した 

 体系的な進路指導・キャリア教育の実施 
・大学や専門学校等の進路見学会の実施 

・生徒の表現力向上を目的とした学習指導の実施 

・高大接続改革に関する情報提供と進学希望者に 

 対する受験指導（個別相談、小論文や面接指導） 

・公務員講座の実施 

○ インターンシップの実施（２年生全員） 
・「総合的な探究の時間」から５日間の「就業体験」

までの計画的な実施 

○ 進路説明会・講演会の充実 

○ 就職支援アドバイザーの活用 
・「就職支援アドバイザー派遣事業」実施校 

○ 地元企業等との連携 
・人事担当者による面接指導 

○ 県就職支援事業への積極的な参加 
・高校３年生に対する就職ガイダンス 

・高校生対象合同企業説明会 

・就職支援セミナー 

進路希望の多様化の推進 

・実習・体験の充実、授業の工夫・改善 

・組織的・体系的な教科指導計画 

・組織的・計画的な生徒一人一人に対応した補習 

・少人数による学習指導（１学年の数学・英語） 

・外部テスト、ドリルの活用 ・朝読書の励行 

学力向上の 

取組 

○ 近隣小学校との交流事業 

○ 地域貢献・連携事業の推進 
・地域イベントへの積極的な参加 

 （岩槻まつり、鷹狩り行列、やまぶきまつり） 

・県防災拠点校としての合同避難訓練への協力 

○ 近隣地域美化の推進（通学路清掃等） 

○ 県立学校等公開講座の実施（夏季・冬季） 

地域連携・開かれた学校づくり 



≪岩槻北陵高校の活性化・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)251 

(女)182 
計 433 

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

アクセス 東武アーバンパークライン豊春駅より 徒歩 18 分 

教育課程等

の特徴 

・少人数学級編制、1 学級 30 名前後で細かな指導、さらに英・数で習熟度別授業を展

開 

・バランスの良い教育課程で、英・数・国・理・社・体育・芸術を 3年間継続学習 

・「学び直し」でつまずき解消。英・数・国は特別な教材を使用、基礎を固めます 

・3 年次の大学進学・就職希望 2 つのコースの設定で、一人ひとりに応じた進路保証 

活躍が顕著

な部活動 

・剣道部 学校総合体育大会兼全国高等学校剣道大会県予選会個人ベスト８ 

・書道部 ふれあい書道展特選 

     さいたま市小・中・高等学校書きぞめ展覧会優良賞 

特色ある 

学校行事 

・アドベンチャープログラム（１年）で、クラス学年での人間関係づくりをサポートし

ます。 

・民泊体験修学旅行（2年）で、人々との交流や体験を通して人間性を磨きます。 

・体育祭（5 月）、文化祭（9 月）など、学年の枠を超えた色別「団対抗」で競い合い、

人間関係を深めます。 

家庭・地域 

との連携 

・PTA 主催の「花いっぱい運動」や「あいさつ運動」に生徒も参加。 

・「岩槻まつり」にボランティアとして参加。運営の補助等を行い地元に貢献。 

・「岩槻区避難場所運営訓練」、「慈恩寺地区防災訓練」で本校が会場となり、生徒、教職

員が運営に参加し地域の人々との交流を図る。 

進

路 

状況 四大 １４人 短大 ２人 専門 ３０人 就職 ８０人 その他 ２７人 

傾向 

・進路決定率 82％ 

・主な進学先：亜細亜大学、城西大学、聖学院大学、目白大学、流通経済大学等 

・主な就職先：(医) 慈生会丸山記念総合病院、伊藤製パン㈱、㈱セキ薬品、㈱文明堂東

京等 
（※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＞ 

岩槻北陵高校で「学びたい！」という気持ちが強い生徒 

＜入学者選抜基準＞  

埼玉県教育委員会ＨＰをご覧ください。 

 

http://www.iwakita-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） 

 

県立岩槻北陵高校 ～生徒の成長物語～ 
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本校の特色 

本校の授業 ・・・ 少人数・習熟度別の授業展開、「学び直し」（「英・数・国」の３教科は特別な教材を使用） 

行事  ・・・ 地域の多様な人材と連携による高校生自立支援事業（地域若者サポートステーションとの連携による講演会の実

施）修学旅行（民泊体験を中心に 3 泊 4 日で実施） 

進路指導 ・・・ 分野別説明会・学校企業説明会・面接指導・進学補習をタイムリーに実施 

2年生 

1年生 

行 事 

本校の 3 年後の目標 

体育祭・文化祭 

学年の枠を超えた６つ

の「団」を作り、互いに

競い合いながら団の結

束を高めます。 
その他さまざまな教育

活動を１年間通して団

の成績となります。 

１．明るい挨拶と身だしなみ 

明るい挨拶と身だしなみから、校訓

「剛健進取」の精神を育てます。 
２．「５つの力」を育てます 

学ぶ力・継続する力・考える力・ 
挑戦する力・耐える力を少人数・習熟

度別クラス編成や進路別の教育課程

で、３年後の夢実現を目指します。 
３．折れない強い心を育てます 

県教委から委託を受け実施してい

る「自立支援事業」などを通して自己

有用感、自己肯定感を高められる学校

生活を用意しています。 

「生徒も教員も、たくましくすこやかで、自ら進んで事をなす」 

少人数・習熟度別クラス編成 
 少人数・習熟度別クラス編成に加

え、文系、理系、実技系別に選択科目

を設定、個々の適性と将来の希望に対

応します。 
修学旅行 
 民泊体験を中心とした修学旅行を 

実施。普段の授業とは違う活動・ 

体験をします。 

大学進学希望者 
 アドバンスコース（A）に進みます。

文系・理系の受験科目に対応する選択

科目を設定しています。公務員希望者

もこのコースに進みます。 
就職希望者 
 スタンダードコース（S）に進みます。就

職を意識した授業展開で、資格取得 

   を目指します。 

学び直し 
「英・数・国」の３教科について、小

学校、中学校でつまずきがあっても、

本校独自教材を使い基礎から徹底指

導します。 
習熟度別クラス編成 

数学は 、2 クラスを 3 つ、英語は１クラ

スを２つに習熟度別展開。 

3年生 

体育祭・文化祭 

学年の枠を超えた６つ

の「団」を作り、互いに

競い合いながら団の結

束を高めます。 
その他さまざまな教育

活動を１年間通して団

の成績となります。 

熱意に満ちた教職員 

行 事 

一人ひとりの生徒を大切にした教育活動を

行っています。「学び直す勇気を持つ人」、 
「新しい自分を発見したい人」を心からお

待ちしています。 

修学旅行 

ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ
活動 



様式          ≪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 全日制 学科 普通科 生徒数 
(男)1084 

(女)   0 
計 1084 

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

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 

・生徒一人ひとりの進路実現とバランスのとれた人間形成の両立をめざす本校独自の単

位制カリキュラム 

・１年次：英国数を充実し、基礎・基本の徹底を図る 

・２・３年次：柔軟な選択制と少人数授業による実力養成 

活躍が顕著

な部活動 

・運動部１９、文化部１７、同好会６があり、加入率は９割を超える。 

・令和元年度関東大会・全国大会・世界大会への出場（ラグビー部、陸上部、剣道

部、ソフトテニス部、弓道部、水泳部、ボート部、カヌー部、英語部、囲碁将棋

部、グリークラブ） 

特色ある 

学校行事 

・新入生歓迎マラソン（５月）：国営武蔵丘陵森林公園内で１０キロを走る。 

・臨海学校（７月）：１年生が南伊豆町の弓ヶ浜で２キロの遠泳に挑戦する。 

・１万人以上の来校者がある浦高祭（９月） 

・強歩大会（１１月）：茨城県古河市までの約５１キロを７時間で走破する。 

家庭・地域 

との連携 

・ＰＴＡ活動が盛んで、教育活動への協力体制が整っている。 

・小学生スポーツ教室や小学生冬休み特別教室では、本校生が「先生」として活躍す

る。 

・近隣の北浦和小学校との交流では、本校生が授業の補助等を行う。 

・土曜公開授業を年５回実施している。 

・同窓会奨学財団からの支援が充実 

進

路 

状況 四大 153 人 短大 0 人 専門 0 人 就職 0 人 その他 210 人 

傾向 

・「行ける大学」でなく、「学ぶべき大学」を目指すことを念頭に、「第一志望はゆずらな

い」指導を展開する。 

・東大見学会、医師体験プログラムを始めとした各種取組で、高い目標を堅持させる。 

・「受験は団体戦」を合言葉に、学び合い・支え合う生徒を、教員集団が手厚く支援す

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＞ 

 世界のどこかを支えるリーダーになるために、「タフで優しい人間」であれ 

＜詳しい入学者選抜基準はこちら＞（平成 31 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、学力検査を重視して選抜します。 
 ・受検生の学力到達度を適正に測るため、数学と英語の学力検査は学校選択問題で実施します。 

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


勉強

部活
動

学校
行事

３ 育成方針（埼玉県立浦和高等学校 ～生徒の成長物語～） 

 

 

少年をタフで優しい 

リーダーに育てる３年間 

「守」の１年

「破」の２年

「離」の３年

浦高生になる 

浦高生として 

挑戦する 

浦高生として 

自走する 

 世界のどこかを支えるリーダーに！ 

 
 
 
 
・生徒情報の把握と共有︓個別面談、進路情報交換会 など 
・高い目標の堅持︓大学見学会、入試体感授業、医師体験プログラムなど 
・実力養成︓校内模試、センター試験対策 など 

「第 1 志望はゆずらない」進路指導 

受験は団体戦 

卒業時の 

満足度 

１００％

を実現！ 

 

「無理難題に挑戦」 

 

集団力と信頼関係の構築 

―文を尚び武を昌にす― 

  多様な学習機会 
 
・課題研究 
・海外体験・研修 
・東大等との連携 など 
 
  タフで優しいグロー 

バルリーダーの育成 

埼玉県立浦和高等学校（全日制の課程） 



≪浦和北高校の活性化・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) 438 

(女) 514 
計 952 

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

アクセス 

・JR 北浦和駅より「浦和北高校」行バス「浦和北高校」下車 徒歩１分 

・JR 浦和駅より「大久保浄水場」行バス「浦和北高校」下車 徒歩１分 

・東武東上線志木駅より「南与野駅」行バス「下大久保」下車徒歩８分 

教育課程等

の特徴 

単位制の共学校～学年の枠を超えて選択科目の幅を広げることができる！～ 

◎「単位制」とは、学年による教育課程の区分を設けずに教育活動を行う制度 

◎学習環境の充実 ①教室数が多い ②教員数が多い ③少人数で学べる 

◎埼玉大学との連携により、大学の単位が修得可能 

活躍が顕著

な部活動 

部活動加入率９０％以上（例年） 

全国大会出場 自転車競技部、弓道部、写真部、書道部 

関東大会出場 男女バドミントン部 

県大会出場  サッカー部、ソフトテニス部、剣道部、男子バスケットボール部、 

       卓球部、女子バレーボール部、男女硬式テニス部、陸上競技部、 

             ソフトボール部、バトン部、軽音楽部、美術部、吹奏楽部、筝曲部 

特色ある 

学校行事 

北高祭（体育の部・文化の部）、球技大会は生徒会が運営 

北高祭（体育の部・文化の部）は、１～３年次の２４クラスを４つの組（青、白、

黄、赤）に分け、色別対抗で行事毎に点数を競い、総合年間チャンピオンを決定す

る。 

家庭・地域 

との連携 

◎北高祭（体育の部・文化の部）、マラソン大会等における PTA の参加 

◎小中高大の連携事業、埼玉大学との夏季インターンシップの実施 

◎一斉メール送信による家庭との連絡体制 

進

路 

状

況 
四大  246 人 短大 10 人 専門 40 人 就職 1 人 その他 23 人 

傾

向 

浦和北高校では、現役合格を目指した進路指導が行われています。令和元年度卒業生も

９０％が現役で進路を決定しています。近年では、大学現役進学が７５％程度となって

います。令和元年度は、国公立に３名、ＧＭＡＲＣＨに１０人、日東駒専に４６名が合

格しました。 

（※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＞ 

勉強はもとより、学校行事や部活動も頑張るあなたを待っています。 

＜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） 

 

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


浦和北高校で､「主体的な学び」にチャレンジ！
教職員一同、生徒の皆さんの「夢」の実現を支援します。
浦和北高校で､「主体的な学び」にチャレンジ！
教職員一同、生徒の皆さんの「夢」の実現を支援します。

◇ 単位制のメリットを生かし、確かな学力を身に付けるとともに、自分の「得意」を伸ばします。
◇ キャリア意識を向上させ、一人一人の進路実現を目指します。
◇ 学校行事や部活動で、人間力を育みます。

県立浦和北高等学校 ～生徒の成長物語～

１ 学力向上を図り、第一志望の進路

実現１００％を目指す。

２ キャリア意識の向上と特別活動の

充実を図り、学校生活を豊かにする。

３ 自立的な態度を養い、地域に信頼

される学校をつくる。

１年次生：調査の年

２年次生：行動の年

３年次生：実現の年

本校の
特 色
本校の
特 色

自己を知り、興味関心を広げ、
方向性を探る！

□１，２年次の集大成から進路を実現します。
□最上級生として、部活動及び学校行事の企画
・運営の中心となり、北高の文化伝統を発展
させます。

行 事

部活動

体験学習

□自分の進路を見据えた科目選択を通して、
自らの進路を考えます。

□学年の中軸として、部活動及び学校行事に
全力を尽くします。

教育目標 「自律・向学・健康・誠実」

□北高祭（体育の部・文化の部）
行事で深まるクラスの絆

□修学旅行
沖縄で、民泊・平和学習・マリン体験

□運動部20・文化部14・同好会1
全国大会出場：自転車競技・弓道・書道・写真
関東大会出場：バドミントン・自転車競技・弓道

□埼玉大学との連携
・夏季インターンシップ
・彩の国アカデミー
（大学の単位が修得可能）

本校の３年後の目標

□朝学習・スケジュール管理を身に付けます。
□丁寧な履修指導により、自分の将来を見通し
て、科目選択を行います。

憧れの世界を探求し、目標を定める！

受験校や受験方法に関する研究をし
進路実現！

学習環境
□平均２４人で授業
・教室数が多い（単位制特別教室棟）
・教職員数が多い
※同規模の県立高校比較

PTA活動
□文化祭バザー
・行事で様々な援助

□研修会
・キャンパスツアー，
進路ガイダンス 等



≪浦和工業高校の活性化・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 

設備システム科・情報技術科 
生徒数 

(男) 555 

(女)  15 
計 570 

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

アクセス 
ＪＲ埼京線 中浦和駅より徒歩１２分 

ＪＲ武蔵野線 西浦和駅より徒歩１５分 

教育課程等

の特徴 

○充実したカリキュラムによる専門知識と技術の確実な習得 

○基礎学力向上のための補習の充実 

○３年間を通した系統的なキャリア教育 

○コンテストへの参加や資格取得に向けた指導 

○３年次に選択科目開講 

○情報技術科における３年次コース選択制(ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞｺｰｽ、ﾈｯﾄﾜｰｸｺｰｽ) 

活躍が顕著

な部活動 

○剣道部・南部地区高校剣道大会県大会出場権獲得(R01) 

○硬式テニス部・新人戦南部地区予選会シングルスベスト４８(R01) 

○バスケットボール部・全国高等学校総合体育大会南部支部予選出場(R01) 

○柔道部・秋季南部地区大会男子個人 66kg 級第３位(R01) 

○バレーボール部・全国高等学校総合体育大会県大会出場(H30) 

○バトミントン部・南部支部新人大会 男子シングルスベスト３２(H30) 

○ラグビー部・全国高校ラグビーフットボール大会埼玉県予選ベスト１６（H29) 

○情報技術研究部・埼玉県工業高校ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞｺﾝﾃｽﾄ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ部門優良賞(R01) 

○自動車部・埼玉県高校生ｴｺｶｰｺﾝﾃｽﾄ気化器部門３位(R01) 

○工業研究会・高校生ものづくりコンテスト旋盤部門参加(H30) 

 

特色ある 

学校行事 

○専門学科のブロックごとに得点を競う生徒会主催の体育祭(５月) 

○地元商工会議所等の支援による２年インターンシップ（１１月） 

○工業各科の特色を生かした文化祭「浦工祭」（１１月） 

○クラス対抗のスポーツ大会（１２月） 

○現地の人々との交流や班別活動に趣をおいた３泊４日の修学旅行（２月・沖縄） 

家庭・地域 

との連携 

○地元商工会議所等との連携事業（インターンシップ、企業バス見学など） 

○地域のボランティアや清掃活動への積極的な参加 

○ＰＴＡ主催の保護者対象生涯学習（ネットスキル学習会、進路学習会など） 

○ＰＴＡによる正門での朝の挨拶運動（各学期） 

進

路 

状

況 
四大 ２１人 短大 ０人 専門 ５６人 就職 １１２人 その他 ５人 

傾

向 

【就職】○約７割が民間企業等へ就職   ○２,５００件を超える求人実績 

    ○就職内定率１００％      ○入社試験１社目での内定率は８０％以上 

【進学】○約３割が大学・専門学校へ進学   ○約８０大学からの指定校推薦枠 

（※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＞ 

３年間で工業の技術・技能を習得するとともに将来の目標を見出し、進路実現を図ろうとする生徒 

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


３ 育成方針（埼玉県立浦和工業高校 ～生徒の成長物語～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●学習ワークと実力テスト（６月、１２月）による学力定着 

●進路適性検査（６月）、 進路ガイダンス（３月） 

●適性検査試験（ＳＰＩ）対策（６月） 

●進路直前ガイダンス（６月） 

●進路希望調査・第１回面接指導（７月） 

●担任および進路担当教員による二者面談（７～８月） 

●会社見学（８～９月） 

●第２回面接指導（学校および外部講師）（９月） 

●職業適性検査（６月） 

●インターンシップ（就業体験） （１１月） 

●適性検査試験（クレペリン）対策（１２月） 

●進路ガイダンス（３月） 

２学年 

１学年 

生徒一人ひとりに応じた進路実現に向けて、 
企業や地域との協力・連携体制を一層強化し取り組みます。 

規律ある生活を身につけ、社会人としての基礎力を固めます。 

技術・技能を習得し、体験型事業から自分の適性を見極めます。 

【本校の３年後の目標】 

★進路を自主的に選択し、自己実現を叶えます。 

★工業に関する技術・技能の基礎が身につきます。 

★心豊かでたくましく、規律ある人間に成長します。 

技術とキャリア教育で未来の産業を支える 

３年間の高校生活で人間力を育成し、 

生涯にわたり社会に貢献できる人づくりをします！ 

３学年 

技術とキャリア教育で未来の産業を支える 

育てたい 

 資質・能力 

① 基 礎 学 力 ② 自 己 管 理 能 力 

③ コミュニケーション能力 ④ 問 題 解 決 能 力 



≪浦和商業高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 商業科・情報処理科 生徒数 
(男) 292 

(女) 528 
計 820 

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

アクセス ＪＲ浦和駅より徒歩１５分、ＪＲ武蔵浦和駅より徒歩１３分 

教育課程等

の特徴 

本校では経済・経営などのビジネスの基礎を学びます。 

・１年生では、簿記、情報処理、流通・販売などのビジネスの基礎を学びます。 

 （情報処理科ではプログラムの基礎も学びます。） 

・２・３年生では１年生の基礎をもとに、高度な学習になります。高度な資格取得を

目指します。 

・２・３年生では、進路に応じた多くの選択科目が設定されています。 

活躍が顕著

な部活動 

ボート部  令和元年度 関東高校ボート大会（男子舵手付クォドルプル優勝） 

      令和元年度 インターハイ（男子舵手付クォドルプル４位） 

珠 算 部  令和元年度 全国大会出場（団体） 

水 泳 部  令和元年度 関東大会出場（女子 200m 背泳ぎ） 

 

特色ある 

学校行事 

進路見学会の実施（２年生全員） 

卒業生による進路懇談会の実施（３年生） 

彩湖強歩大会（全学年） 

家庭・地域 

との連携 

太鼓部 市民祭・小学校・保育園での演奏 

吹奏楽部 市民祭での演奏 

筝曲部 老人ホームでの演奏 

進

路 

状

況 
四大 ６０人 短大 １５人 専門 ３７人 就職 １５３人 その他  ２人 

傾

向 

卒業生の約５７％が就職。就職者の約６７％が事務系の職種に就職。 

４年制大学には、資格等を活かし、指定校推薦、公募推薦制度を利用して進学。 

主な就職先 ㈱武蔵野銀行、むさし証券㈱、㈱エイチ・アイ・エス、㈱関電工 ほか 

主な進学先 明治大学、日本大学、文教大学、駒澤大学、専修大学、拓殖大学 ほか 

  （※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＞ 

 

 夢に向かって頑張る生徒 

 

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


３ 育成方針（埼玉県立浦和商業高校 ～生徒の成長物語～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・基礎学力の充実 

  商業科目の基礎的な力を身に付ける 

  普通教科の学力の着実な伸長 

・将来の目標を明確化 

・経済・経営などのビジネス分野の充実 

租税教室・金融教室などの実施 

・専門知識の習得 

  高度な資格への挑戦 

・部活動・行事への参加 

  部活動・行事などでの中心的な役割 

・進路実現に向けて 

  就職・進学に向けて面接指導・論文指導 

・経済社会で活躍する人材の育成 

  商業人材に必要な知識と技能の習得 

  ビジネスマナー等の習得 

将来を見つめる場 ＜キャリア教育の推進＞ 
・進路見学会・卒業生との懇談会・インターンシップ・進路説明会 

学びの場   ＜確かな学力 資格取得＞ 
・簿記、情報処理などの商業系検定を全員受験・英語検定全員受験 

・経済産業省・日本商工会議所主催の高度資格への挑戦 
 

活躍の場   ＜部活動（運動部１５ 文化部１７）＞ 

・全国大会・関東大会で活躍 ⇒ ボート部、水泳部、珠算部、OA 部 

表現の場     ＜学校行事への主体的な参加＞ 
・文化祭・体育祭・予餞会・球技大会 

各種交流の場 ＜人間的成長を目指して＞ 
・大学との連携     ⇒公務員講座・日商簿記講座 

・中学校・高校との連携 ⇒部活動等 

・地域との連携     ⇒地域行事への参加 

県立浦和商業高等学校 人材育成の５つの柱 

挑戦できる人  感性豊かな人  情熱をもって取り組める人  誠実で信頼される人  感動を共感できる人 

3 年生 

２年生 

１年生



 

≪浦和第一女子高校の活性化・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 (女)1087 計 1087 

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

アクセス JR 浦和駅西口より徒歩８分  JR 南浦和駅西口より徒歩１２分 

教育課程等

の特徴 

・「２期制」「土曜公開授業（隔週）」により授業時間の確保 

・２年次より類型選択（文理ともに英数国の基礎学力を重視しつつ、理科・社会の時数

を確保し、３年間で総合的な学力の完成を目指す。３年文系では大幅な選択制） 

・平成 30 年度より 50 分授業とし授業回数を確保 

・ＳＧＨの取組は令和 3年度以降も本校のグローバル教育として引き継ぎ、女性ならで

はの視点で、グローバルな課題を探究 

・ＳＳＨ（平成 16年度～、４期継続指定）科学を通じ未来を見渡す広い視野を身につ

けた国際社会をリードする女性科学者・技術者を育む 

活躍が顕著

な部活動 

「ボート部」インターハイ準決勝進出、国民体育大会優勝「水泳部」インターハイ出

場「ソフトテニス部」関東大会出場「ソフトボール部」関東大会出場「アナウンス

部」全国高等学校総合文化祭審査員特別賞・ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト（アナ

ウンス部門、朗読部門共）５位入選（ラジオドキュメント部門）制作奨励賞「競技か

るた部」全国高等学校総合文化祭（競技の部）第３位（読唱の部）優秀賞「文芸部」

全国高等学校総合文化祭出場、全国高等学校文芸コンクール優良賞、「音楽部」全日本

合唱コンクール銀賞（以上令和元年度） 

特色ある 

学校行事 

・生徒海外派遣等の国際交流 

・生徒が企画運営する学校行事 一女祭 スポーツ大会 全校討論会 等 

家庭・地域 

との連携 

 

・小高交流事業（ゆうやけサポート・わくわく体験教室 等）・地域小中高合同発表会 

・地域のイベントへの参加（部活動発表・ボランティア）・地域敬老会との交流 

進

路 

状況 四大 313 人 短大 0 人 専門 2 人 就職 0 人 その他 86 人 

傾向 

「初志貫徹、目標は高く第一志望は譲らない」を合い言葉に、ほぼ全員が４年生大学進学

希望し、約 95％が一般受験により、国公立大学をはじめとした難関大学進学を目指して

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＞知を探求し、国際社会に向け自らを鍛え、自主的に幅広い活動を行うことによ

り、将来、女性リーダーとして活躍しようとする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） 

 

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


育成方針 埼玉県立浦和第一女子高等学校 （全日制）

「コア＆オプション」を生かした指導
「コアの充実」を前提に「オプション」でも頑張る生徒を育て「魅力あるリーダー」へ成長させる
生徒がともに切磋琢磨する中で協力して高め合い、全員が自分の将来像を確立できる学校

３年後の目指す姿 ”伝統”と”実績”を持つ女子校として更なる飛躍へ
◆埼玉県屈指の公立進学女子校として、伝統を継承し発展させる

◆進学実績を向上させる ～東大をはじめ国公立大学・医学部・難関私立大学合格数の増加～

◆学校行事・部活動を通して社会性、リーダーシップ、逞しさを持った生徒を育成する

生徒・保護者の願い
●高い進路志望の実現

●わかる授業・伸ばす授業

●部活動と学校行事を通じた成長

●教科指導力があり、親身で熱心

な教員集団

地域からの期待
●伝統ある女子校としての高い

教育の実現

●地域への情報発信・交流

【目指す学校像】

世界で活躍できる知性と教養、逞しさを備え、社会に貢献する

高い志を持った 魅力あるリーダーを育成する女子高校

大
学
入
試

授業（「学問の魅力」）

•一女の授業は「学問の魅力」を伝えます。
•一女の授業は大学入試に対する表面的なノウハウだけを伝えるものではありませ
ん。

•学ぶことの楽しさを感じてください。
•授業を中心とした予習・復習のサイクルを確立することで希望の大学に進学できる
力がつき、大学入学後にも生きる力がつきます。

自主学習（興味・関心・志望、計画性、教科バランス）

•一女では自ら学び、学問を深める力を必要と考え求めています。
•通学時間や個々のオプションによって時間の使い方は変わります。
• ３年間を見据えた学習計画、各学年における学習計画、日々の学習計画を構築します。
•苦手科目も克服していけるようにバランス良く時間を確保することが大切です。
•計画は担任の先生等との面談を通して確認していきます。

小テスト・課題等

•各教科では学力定着を図るために必要な量の課題が提示されます。
•個々の自主学習も並行できるように配慮されています。自主学習計画に組み入れて準備しましょう。
•新書レポート・英語多読プログラムなどに取り組みます。

定期考査

•学習到達度を図るために年間５回、年間行事予定で期間が定められています。
•日々の授業を大切にし、計画的自主学習を進めることが大切です。

実力テスト

•大学受験のために３年間の学習にどう取り組んでいくかの指針となるテストです。
•４月、９月、１月の年間３回実施されます。
•この時期までにここまでは身につけておいてほしいという内容が出題されます。

実力養成講座

•授業に加えて、早朝・放課後・長期休業中に多彩な講座を実
施します。

SSH
•将来の研究者を育成します。
•科学の楽しさを知り、魅力を体験し、成果を発表することに
よって科学的な視野を広げ科学する力を高めます。

グローバルな視点に立つ探究プログラム

• SGHを引き継いだ「未来のための『女性学』探究プロジェク
ト、女性の視点からグローバルな課題を探求します。

•イギリス海外研修、台湾修学旅行、二つの姉妹校との交流
など多様なプログラムを用意しています。

１学年

一女生として基礎基本を身につ

ける
・各科目の学習方法をつかみ授業を核とした学

習習慣を確立する

２学年

自分の可能性を追求する
・国数英の全学力を共通テストレベルに仕上

げる

・高い進路目標を持続する

教職員の願い
●生徒の高い志の実現

●学校の更なる発展

●卒業生の活躍

３学年
今までの学びをもとに自分の力で

未来をつかむ
・進路決定に向けて本格的な受験体制に入る

・最後（国立後期）まで粘り強く努力する

大学に

おける

学びの

充実

魅力ある女性

リーダーに成長

学問や大学を深く研究し、自分と社会との関わりについて考え、高い志を持ってその実現に努力する

コア オプション

部活動

•約９５％の生徒が加入して全力で取り組んでいます。
•全国大会で活躍する部活動、日本の伝統芸能に取り組む部活動
など運動部１７、文化部２６の部活動があります。

学校行事

•伝統に支えられた多彩な学校行事があります。
•一女祭（文化祭・体育祭）、スポーツ大会など生徒が企画、運営し
ます。

生徒会活動

•自主自立。生徒の企画運営で行われます。
•全校討論会では生徒が決めたテーマについて白熱した討論が繰
り広げられます。



様式          ≪浦和西高校の活性化・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)551 

(女)546 
計 1097 

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

アクセス JR 与野駅東口より 1.7km   JR さいたま新都心駅よりバス 西高前下車 

教育課程等

の特徴 

〇 徹底した学習・質の高い授業で第一志望実現  

・２年次から、文系・理系の類型選択。   

・３年次では、より一層の進路実現に向けての授業を実施。 

・金曜日は７時間授業。土曜日は隔週で４時間授業を実施し、授業数の確保を実現。 

・土曜日公開授業を年１５～１６回実施。     

・８：２０登校による朝の自学自習。 

 

〇県教委指定「県立高校教育課程研究事業」『大学進学指導拠点校』 

 【国公立大学進学者数５０名以上の県立高校 １２校】 

活躍が顕著

な部活動 

・サッカー部インターハイ出場(H29)。全国大会優勝実績あり『昭 31・40 年（国体）』 

・女子サッカー部、弓道部、女子バスケットボール部など、関東大会に出場。 

・管弦楽部、美術部は、全国高校総合文化祭出場。 

特色ある 

学校行事 

・スプリングセミナー（１年生：２泊３日の学習合宿） 

・サマーセミナー（３年生：３泊４日の学習合宿） 

・オーストラリア研修、米国ボストン研修（１・２年生希望者） 

・西高祭（体育祭・文化祭） 

家庭・地域 

との連携 

・浦和西高「斜面林友の会」とともに、斜面林の保全活動 

・近隣小学校との交流（小学校で先生の補助） 

・埼玉大学との連携（放課後、埼玉大学の講義を受講・単位修得） 

・多彩なＰＴＡ、後援会主催行事（西高を語る会・よりみち西高(講)座・合同読書会  

 「未来の種」講演会・文化講演会・親のための進路カフェ 等) 

進

路 

状況 四大 323 人 短大 4 人 専門 6 人 就職 2 人 その他 65 人 

傾向 

・国公立大、難関私大の現役合格者が増加傾向。 

（国公立大学現役合格 72名・難関私立大学[早慶上理・GMARCH]現役合格 127 名） 

               【 目標：国公立大学現役合格１００名以上 】 

・就職者のうち、1名は防衛大学校進学。１名はサッカー・フランス２部リーグ加入。 

（※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＞ 

・高い志のもと、自ら考え、自ら行動できる生徒。 

・学習、生徒会活動、部活動など、強い意志を持って取り組める生徒。 

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


◇ 徹底した学習と質の高い授業により、第一志望の進学実現を目指す！
◇ 【自主自立】の校風『校則なし・制服なし・チャイムなし』 『西高生としての責任と誇りあり』
◇ 体育祭・文化祭などの学校行事はすべて生徒会主導。部活動加入率９０％以上（兼部含む）。
◇ 学校沿いには見沼代用水、敷地内には斜面林。第１・第２グラウンドを擁する緑豊かな広大なキャンパス。

県立浦和西高校 ～生徒の成長物語～

１年生１年生

２年生２年生

３年生３年生

本校の
特 色
本校の
特 色

□１年生では、学習の基礎づくりとして、全科
目を全員が学習（芸術科目は選択）

□入学直後に「スプリングセミナー」実施
※２泊３日の学習合宿により、高校の授業内
容や学習方法などをレクチャー

□文系・理系の選択から、個々様々な進路実
現に向けて、より一層充実した教科選択が
可能

□夏季休業中に「サマーセミナー」実施
※３泊４日の学習合宿により、１日１０時
間以上の学習習慣を確立

□西高での集大成
※３年間養ってきたものをフルに活用し、
進路実現へのラストスパート

コバトン＆
さいたまっち

年 間 行 事 部活動
加入率 90％以上(含兼部)

多彩な教育活動

□２年生では、各自の進路に向けて文系・理系
に分かれて学習

□生徒会活動・学校行事・部活動など、学校の
軸となる学年

〇全国大会出場・出展
サッカー部
管弦楽部・美術部

〇関東大会出場
女子バスケットボール部・
女子サッカー部・弓道部・硬式
テニス部

〇県大会上位進出
空手道部
男子バスケットボール部 他

〇オーストラリア研修
※夏休みに希望者による約２週間の研修（隔年受け入れ）

〇米国ボストン研修（冬休みに希望者による10日間の研修）

〇埼玉大学との連携
※放課後、埼玉大学での講義が受講可能

〇小・中学校交流 など
※県立高校教育課程研究事業『大学進学指導拠点校』に指定※

【 国公立大学進学者数５０名以上の県立高校１２校 】

本校の教職員

３年間で３つの力を確実につける「ＵＮビジョン９０」 西高力
Ⅰ 確かで高度な学力 Ⅱ 信頼される人間力 Ⅲ たくましく健やかな心身
３年間で３つの力を確実につける「ＵＮビジョン９０」 西高力
Ⅰ 確かで高度な学力 Ⅱ 信頼される人間力 Ⅲ たくましく健やかな心身

〇本校の教職員は、学習面や部活
動など、様々な事に対し生徒達
をサポート

〇研究授業や公開授業また、各種
研修会など積極的に参加し、質
の高い授業を目指す

本校の３年後の目標

国公立大学現役合格
１００名以上

サッカー部

進路実績
●令和２年3月卒業生(400名)進路状況

修学旅行

『西高力』 「自ら考え、課題を発見し、その課題を解決する力」『西高力』 「自ら考え、課題を発見し、その課題を解決する力」

国公立大学
６２名

１５．５％

私立大学
２６１名
６５．３％

その他
６４名
１６．０％

専修学校
６名

１．４％

短期大学
４名

１．０％

大学校
３名

０．８％

管弦楽部

文化祭

４月 入学式　 １年:スプリングセミナー

５月 ２年:校外学習(羽田方面)

６月 体育祭

球技大会　３年：サマーセミナー

オーストラリア研修

９月 文化祭

10月 ２年:修学旅行(３泊４日)

マラソン大会(森林公園・男女10km)

小学校交流(大東・上木崎・木崎)

12月 米国・ボストン研修

２月 百人一首大会

３月 予餞会　卒業式

７月

８月

11月



≪浦和東高校の活性化・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)607 

(女)344 
計９５１ 

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

アクセス 

路線バスで、いずれも「浦和東高校入口」下車、徒歩８分 

①大宮駅東口 浦和学院高校行、浦和美園駅行 ②東川口駅 さいたま東営業所行 

③東浦和駅 さいたま東営業所行 ④浦和美園駅 さいたま東営業所行、大宮駅行 

※①②③については、平日朝夕に限り「浦和東高校行（正門前）」もあります。 

教育課程等

の特徴 

「１(ワン)・２(ツー)・５(ファイブ)」のカリキュラム 

→１年生では全員共通の基礎学力を充実（ワン）、２年生では文系と理系（ツー）、３

年生では人文・社会・国際・理Ⅰ・理Ⅱの５系（ファイブ）に分かれ、一人ひとりの

進路希望を実現します。また、３年生には、各自の興味関心に応じた「共通選択科

目」が設定されます。 

「総合探究」の時間をＳＤ（Self Discovery：自己発見）と呼び、主に進路につい

て学びます。 

「新学習指導要領」と「大学入試改革」に積極的に対応 

→教育活動支援システム（クラウドサービス）を導入して「ポートフォリオ（学習の

記録と振返りにより主体的な学びを実現）」の強化、充実等に取り組んでいます。 

活躍が顕著

な部活動 

・サッカー部（R1関東大会出場･県予選２位、H28､30 関東大会県予選３位） 

      （H27､30 選手権大会県予選第３位）、出身プロサッカー選手１０名 

・バトン部（15 年連続全国大会出場、H28､30 ソングリーダー部門全国大会優勝） 

・なぎなた部（H28 インターハイ､国体出場） 

（H29､R1 関東大会出場・全国選抜大会出場権獲得) 

・弓道部（H27 インターハイ出場、Ｈ30 関東大会出場） 

・女子テニス部（H27 関東大会出場）          他多数県大会出場 

・美術部（H28 高文祭ポスター採用） 

・総合科学部（H21～サイエンスアゴラ連続出展） 

・吹奏楽部（定期演奏会の開催） 

特色ある 

学校行事 

・沖縄県への修学旅行（２年） ・遠足（１年） ・東雲祭（文化祭９月） 

・カルチャーフェスティバル（文化部合同発表会 12 月） ・芸術鑑賞会（12 月） 

・体育祭（５月）は学年の枠を超えた色別団対抗戦 

家庭・地域 

との連携 

・まなびあい（小学校の先生のアシスタントとして１日交流） 

・ふれあい交流会（特別支援学校の生徒たちと交流） 

・保育園、幼稚園での実習       ・三者面談（６月）  

進

路 

状

況 
四大 173 人 短大 12 人 専門 72 人 就職 14 人 その他 20 人 

傾

向 

四年制大学への進学者が増加傾向（中堅私大合格実績向上、推薦、ＡＯ入試等での合格

者数増加）。主な就職先は、東日本旅客鉄道、日本ホテル、イトーヨーカ堂、舟和本

店、また警視庁、埼玉県警、上尾市消防等公務員複数。 

（※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＞ 

・他人を思いやり、協働して目的を達成しようとすることができる生徒 

・社会や学校のルールをしっかり守ることができる生徒 

・主体的に自らの進路実現に向けて努力できる生徒 

＜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） 

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


３ 育成方針（埼玉県立浦和東高校 ～生徒の成長物語～） 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年後の目標 
☆学習面 

 主体的に探究する姿勢を身につける。 

☆進路面 

 自己肯定感を高め、自己実現を図る。 

☆生活面 

 自律心を以って人格の完成を目指す。 

卒業式 

（民泊） 



≪大宮高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制課程 学科 
普通科（８クラス） 

理数科（１クラス） 
生徒数 

(男) 572 

(女) 518 
計 1090 

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

アクセス ＪＲさいたま新都心駅より徒歩１０分 

教育課程等

の特徴 

 

【授業時間の確保】 

 ・２学期制 ６５分授業 

 ・土曜公開授業を年１７回程度実施 

 ・長期休業の短縮 

【授業力】 

 ・多くの教科で「主体的・協働的な学習活動」を実施 

 ・塾や予備校に頼らず、現役で難関国公立・私立大学へ進学 

【教育課程】 

 普通科：高い志を育て、実現するカリキュラム 

     ・２年からゆるやかな理系・文系の科目選択 

 理数科：医歯薬理工系専門職への夢を叶える万全なカリキュラム 

     ・「理数数学」「課題研究」など、専門性の高い授業展開 

 

活躍が顕著

な部活動 

 

令和元年度実績 

【物 理 部】      全国高等学校総合文化祭 出場 

【小倉百人一首競技かるた部】 関東大会 出場（埼玉県選抜チーム） 

【棋 道 部】     関東高校囲碁大会 出場 

【ボ ー ト部】    関東大会・関東選抜大会 出場 

【英 語 部】         全国大会 第６位 

 

特色ある 

学校行事 

 体育祭(６月）・文化祭（９月）・スポーツ大会（７月・３月）・予餞会（１２月） 

 オリエンテーションキャンプ（１年生・４月）・修学旅行（２年生・１０月） 

 芸術鑑賞会（３年生・７月） 

家庭・地域 

との連携 
・文化祭で保護者による相談室（中学生・保護者対象）が実施されます。 

進

路 

状

況 
四大 318 人 短大 0 人 専門 2 人 就職 0 人 その他 90 人 

傾

向 

・ほぼ全員が四年制大学への進学を希望しています。 

・約３割の生徒が、現役で東京大学をはじめとする国公立大学へ進学しています。 

 私立の四年制大学を含めると、約７割の生徒が現役で進学先を決定しています。 

（※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＞ 

  何事にも全力で取り組むことのできる生徒 

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


３ 埼玉県立大宮高等学校 育成方針 

 

大宮高校の 

特色 

◇授  業 ６５分授業２学期制、長期休業短縮や土曜授業実施により 

      充分な授業時間を確保します。 
◇行事・部活動 体育祭や文化祭、部活動にも全力で取り組みます。 
◇アクセス さいたま新都心駅から徒歩約１０分。県内全域通学可。 

大宮高校は､勉強・部活動・行事、何事にも全力で取り組む生徒を待っています。

卒業時の目標 
豊かな人間性と創造性を備えた人材を育成します。 
学力の向上を図り、第一志望の進路を実現します。 

高い志と強い使命感を持ったトップリーダーを育成します。 

学校行事 

□体育祭では、全校生徒が５つ

の団に分かれ、学年を越えて

協力しながら競います。ブロ

ック代表対抗リレーは体育

祭の目玉です。 
□文化祭では、クラスなど各団

体企画のクオリティが高く、

大高生ならではのこだわり

がつまっています。 

□ドイツ ブランデンブルグ州 

コトブス市のルドヴィッヒ・

ライヒハート・ギムナジウム

と、平成８年から姉妹校提携

をしています。 

□隔年で派遣・受け入れの交流

事業を実施。令和元年度は１

５名の生徒をドイツへ派遣

しました。 

□専門性の高い理数系の授業が

日々展開されます。 
□知的好奇心を刺激し、探究心を

育成するために、理数科独自の

行事が実施されます。 

 ・東京大学研究室訪問 

 ・最先端研究施設訪問 

 ・理化学研究所訪問  など 

理数科の特色 

国際交流 
○普通科では、選択科目により緩やか

な文系・理系に分かれます。 
○中堅学年として、部活動・委員会活

動などで中心的な役割を担います。

その中で、悩み・苦しみながらも人

間的な成長が期待されます。 

○沖縄への修学旅行を通じて、平和教

育、人権教育などを行います。 

○第一志望の進路先を見つめ、現役合

格の意識を高めます。 

○人間関係づくりや学習の基礎づ

くりとして、２泊３日のオリエン

テーションキャンプを実施しま

す。 
○２年次の科目選択だけでなく、将

来を見通して進路を考え、国際社

会に貢献する人材となるよう高

い理想を掲げて学習します。 

○ほぼ全員が部活動に加入し、同級

生だけでなく上級生とも人間関

係を深め、コミュニケーション能

力を養います。 

 

    ※１８の運動部と２２の文化部があります。 

 

令和元年度実績 

【物 理 部】      全国高等学校総合文化祭 出場 

【小倉百人一首競技かるた部】 

        関東大会 出場（埼玉県選抜チーム） 

【棋 道 部】     関東高校囲碁大会 出場 

【ボ ー ト部】    関東大会・関東選抜大会 出場 

【英 語 部】         全国大会 第６位  

主な部活動等の実績 

○普通科は文系クラスと理系クラ

スに分かれます。 

○授業では演習を交えながら受験

に備えます。 
○夏季休業中には学習合宿や夏期

講習を実施し、第一志望の合格へ

つなげます。 
○最上級生として、部活動、委員会

活動を通して、下級生を導き、指

導する中で、社会に出て必要とな

るコミュニケーション能力を養

います。 

３年生 

２年生 

１年生 

大宮高の教職員 

□本校教職員は授業研究の研

修を日々行い、より質の高

い授業の充実をはかり、あ

らゆる機会をとらえ、理解

できるまで生徒に寄り添っ

て指導します。 

□担任は年５回程度生徒と面

談を行うことにより、生徒

の状況をしっかり把握し、

学校生活全般にわたって細

やかなアドバイスをしてい

ます。 



≪大宮工業高校の活性化・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・電子機械科・ 

電気科・建築科 
生徒数 

(男)744 

(女) 53 
計 797 

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

アクセス ニューシャトル 今羽駅から徒歩１０分、ＪＲ宇都宮線 東大宮駅から徒歩２２分 

教育課程等

の特徴 

・１年次の数学Ⅰとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰにおいて少人数指導 

・２年次から専門コースとカレッジコース（英語・数学・理科）の選択制 

・３年次の課題研究での課題解決を繰り返しながらの自己・技術の探究 

活躍が顕著

な部活動 

・機械科生徒が関東甲信越高校生溶接コンクールに出場・優良賞獲得（平成３０年

度） 

・第 34 回モデルロケット全国大会にて優勝・準優勝（令和元年度） 

・第 42 回全国高等学校柔道選手権大会埼玉県予選会 52kg 級優勝（令和元年度） 

・ラジオ部が第８回「ものづくり日本大賞」内閣総理大臣賞を受賞（令和元年度） 

特色ある 

学校行事 

・体育祭(９月)での学年縦割りの組別対抗戦や各学年の雄姿 ・宮工祭（１０月） 

・修学旅行 関西・中国方面（２月・２年） ・インターンシップ（１１月・２年） 

・各科における課題研究発表会（１月・３年） ・学科別校外学習（２月・１年） 

・インターンシップ報告会（３月・１、２年） 

家庭・地域 

との連携 

・見守り隊（小学生登校時の声かけ運動と放課後の防犯パトロール：１年） 

・高度熟練技能士による技術指導 ・地域自治体と連携した地域清掃活動 

・公民館や児童館と連携した公開講座や出前授業 

・文化祭において地域企業等と連携したものづくり教室の実施 

進

路 

状

況 
四大  41 人 短大  0 人 専門  42 人 就職 170 人 

その他の 

卒業者 
 3 人 

傾

向 

・昨年度の求人企業数約２，３００社、求人件数約３，６００件、求人倍率約２４倍 

・内定者の産業分類は、製造業５０％、建設業３０％、その他２０％ 

・内定先の地区は県内６３％（大宮管内３５％）、東京２８％と地元志向 

・専門性を活かせる進路先を選ぶ生徒が多い 

（※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＞ 

・基礎学力が身についており、意欲を持って学ぶ姿勢のある生徒 

・身だしなみやあいさつ、言葉遣いなどの礼儀や基本的な生活習慣をしっかり身につけようとする

姿勢のある生徒 

・工業の専門的な技能や知識を身につけ、ものづくりや資格取得に熱心に取り組める生徒 

・部活動や地域のクラブ等において一生懸命活動し、地区大会等での実績や優れた能力を持ち、入

学後も熱心に取り組める生徒 

＜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 
～ 生 徒 の 成 長 物 語 ～ 

人間性豊かな、地域産業を担う職業人の育成 

目指す学校像 

 

「協働教育」 
 

～地域・企業・学校が連携したものづくり人材の育成～ 
 

宮工トリプル１００ 
 

宮工の目標 

・就職内定率１００％ 

 自己実現を図りながら、地域産業を担う生徒の育成 

・大学進学現役合格１００名 

 先端技術に参画し、スペシャリストとなる生徒の育成 

・国家資格取得者１００名 

 自ら知識・技術を高め、チャレンジする生徒の育成 

自己実現【３年次】 

進路活動の実践を通して自己実現を図る 
・県内トップレベルの求人倍率と丁寧な進路指導 
・カレッジコースによる理工系大学進学対応 

自己開発【２年次】 

企業、大学等の協力を得ながら働く喜びを学ぶ 
・インターンシップ（地域企業との連携） 
・公開講座、出前授業（公民館や児童館との連携） 

自他理解【１年次】 

地域の方々の協力を得ながら貢献する喜びを学ぶ 
・見守り隊（さいたま市立泰平小学校との連携） 
・地域清掃活動（本郷町自治会等との連携） 

 

３年間のキャリア教育をとおして、 

企業が求める人材を育成する 

キャリア教育全体目標 

機械科 
産業界で活躍できる

工業人の育成 

電子機械科 
先端技術に対応でき

る技術者の育成 

豊かな生活を支える

技術者の育成 

電気科 

建築物をデザインで

きる、技能有した技

術者の育成 

建築科 

各科の生徒の成長目標 

資格取得・コンテスト 等 

国家資格 
 ・第二種電気工事士 
 ・第一種電気工事士 
 ・二級建築施工管理技士 
 ・工事担任者(電気通信) 
 ・危険物取扱責任者 

国家検定 
 ・技能士(普通旋盤、 

  建築大工、とび) 

コンテスト 
 ・ものづくりコンテスト 

電気工事・木材加工 
 ・溶接コンクール 
 

学 校 行 事 

１学期 
 ・遠足〔５月〕 

２学期 
 ・体育祭〔１０月〕 
 ・宮工祭(文化祭)〔１０月〕 
 ・インターンシップ〔１１月〕 
 ・強歩大会〔１１月〕 

３学期 
 ・課題研究発表会〔１月〕 
 ・修学旅行(2 年)〔２月〕 
 ・学科別校外学習(１年) 

〔２月〕 

部活動・愛好会 

柔道部 
 Ｒ１選手権大会埼玉県予選 

女子 52ｋｇ級優勝 

ラジオ部 
 H30 国際大会(イギリス) 

第３位 
Ｒ１ モデルロケット全国大会 
定点着地競技 優勝・準優勝 

Ｒ１ 第８回「ものづくり日本
大賞」内閣総理大臣賞受賞  



≪大宮光陵高校の活性化・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・普通科外国語コース 

音楽科・美術科・書道科 
生徒数 

(男)３２４ 

(女)６４２ 
計９６６ 

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

アクセス ＪＲ大宮駅西口よりバス「大宮光陵高校前」下車徒歩０分、「足立神社」下車徒歩５分 

教育課程等

の特徴 

・普通科、普通科外国語コース、音楽科・美術科・書道科の５つの科・コースを設置 

・各科・コースでは生徒の将来を見据え、専門的な授業・学習活動を展開 

・普通科では２年から理系・文系の類型選択。四年制大学受験を視野に学力向上を図る 

・普通科外国語コースでは、英語スピーチコンテスト等で実践的英語運用能力を育成 

・芸術系３科では専門の学系の大学受験を視野に、専門家も招いて少人数教育を展開 

・「協調学習」等を取り入れたアクティブ・ラーニングを実施 

活躍が顕著

な部活動 

・弓道部が関東大会・インターハイ・国体関東ブロック大会へ出場 

・管弦楽部・合唱部・美術部・書道部が全国高校総合文化祭出場 

・合唱部が関東大会に出場 他県大会出場部活動多数 

特色ある 

学校行事 

・光陵祭（文化祭）はハイレベルな発表・展示から老若男女が楽しめる企画まで満載 

・専門学科・コースの特色を生かし、定期演奏会・展覧会・発表会等を多数企画 

・オーストラリア姉妹校交流、日台友好親善訪問、ヨーロッパ研修旅行 

・沖縄県への民泊修学旅行（２年）、英語キャンプ（１年外国語コース） 

・体育祭は学年・学科の枠を超えた対抗戦で盛り上がる 

家庭・地域 

との連携 

・公開講座（夏季・冬季）を毎年実施   ・三者面談・保護者会等を実施 

・地元小学校と交流（合同コンサート、授業手伝い等） 

・地元公民館の「社会を明るくする運動・作文朗読会」に毎年参加 

進

路 

状 

況 
四大 239 人 短大 16 人 専門 57 人 就職 6 名 

その他の 

卒業者 
34 人 

傾 

向 

・例年卒業生の７割前後が現役で四年制大学へ進学。各大学等の指定校推薦枠も多数 

・青山学院大学・学習院大学・慶応義塾大学・上智大学・法政大学等の四年制大学に現役で

進学 

・芸術系３科からは東京藝術大学をはじめ、音大、美大、書道系大学への進学多数 
（※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＞ 

・本校の特色を理解し、自己の個性を磨きながら学習活動や部活動に全力で打ち込める生徒 

・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 

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


生徒一人一人が個性を磨き光り輝ける本校で、一生の友情と教養を育もう！
他の学科・コースの友達からもよい刺激を受け、自分の良さを最大限に伸ばそう！
生徒一人一人が個性を磨き光り輝ける本校で、一生の友情と教養を育もう！

他の学科・コースの友達からもよい刺激を受け、自分の良さを最大限に伸ばそう！

◇ 普通科、普通科外国語コース、音楽科、美術科、書道科の５つの科・コースが生徒の一人一人の個性を育む
◇ 充実した国際理解教育（オーストラリア姉妹校交流、日台友好親善訪問、ヨーロッパ研修旅行など）
◇ 文化祭（光陵祭）、体育祭、修学旅行はもちろん、各種定期演奏会、展覧会、校内発表会など多くの行事

県立大宮光陵高校 ～生徒の成長物語～

１年生 ３年生

本校の
特 色
本校の
特 色

□入学後の出会いと刺激が、
将来へのモチベーションを
育む
□基礎基本をしっかりと身に
つけ、土台を築く。

□それぞれ個性を磨き
自分の夢見た希望進路
の実現へ！
□最上級生として、
３年間の集大成を！

コバトン＆
さいたまっち

行 事 部活動

□将来への志を固め、進路研
究を深め、自分の進む分野
は何か見極めていく。
□中堅学年として、行事・部
活動を担う意識を持つ。

文化部・運動部が、
それぞれ全国大会・
関東大会等に出場！
・管弦楽部 ・美術部
・書道部 ・合唱部
・弓道部 …
その他全２８部活動が
目を輝かせて活動中！

３年間で育てる生徒像

書
道
科

書
道
科

美
術
科

美
術
科

音
楽
科

音
楽
科

普
通
科

外
国
語
コ
ー
ス

普
通
科

外
国
語
コ
ー
ス

普
通
科

普
通
科

【 互いに刺激し合い切磋琢磨する５つの個性派グループ 】

一人一人が、自分の「夢の実現」に
向かって、大きく羽ばたく！

・体育祭

・修学旅行

・定期演奏会

・各種展覧会・発表会

・オーストラリア姉妹校交流

・日台友好親善訪問

・ヨーロッパ研修旅行

・大学見学会

・光陵祭

２年生 本校マスコット
LUMINA



≪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 全日制 学科 商業科 

生

徒

数 

(男)１１５ 

(女)５４７ 
計６６２ 

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

アクセス アーバンパークライン（東武野田線）大和田駅下車徒歩６分 

教育課程等

の特徴 

・資格取得を目指し、学年や教科で、補習等の丁寧なフォローアップをしています。 

・マーケティング・総合実践等、ビジネス実践教育を実践しています。 

・普通教科も重視しており、授業の３分の２は普通教科です。また、スモールステップ 

 形式の教材や確認テストを活用し、基礎学力の向上を図ります。 

活躍が顕著

な部活動 

・全国大会に１１年連続出場 珠算電卓部     

・吹奏楽部 コンクールＣの部 金賞受賞 

・県大会に出場に向けて、運動部、文化部が日々練習に励んでいます。 

・県コンクール・大会での入賞を目指して文化部は日々頑張っています。 

特色ある 

学校行事 

インターンシップ：２年生全員が、１月下旬に就業体験を行います。 

進路体験の発表会：卒業生の体験を３年生が聴きます。 

１年生は進路ガイダンス、２年生は分野別ガイダンスや３年生による合格体験発表会

３年生は、卒業生進路体験発表会や自己ＰＲ発表会などがあります。 

実践的グローバル事業：大原簿記専門学校講師による日商簿記２級集中講座開設 

 

家庭・地域 

との連携 

地元自治会の方を学校評議員に迎えるなど、地域との連携を強化しています。 

ホームページやメールを活用し、情報発信・情報共有をこまめにしています。 

吹奏楽部や生徒会・囲碁部・書道部・ダンス部が、地域の行事に積極的に参加してい

ます。 

進

路 

状況 四大 １７人 短大 ２人 専門 ５０人 就職 １３６人 
その他の 

卒業生 
１２人 

傾向 

本校の多くは、就職を希望し、事務系には例年１３０名程度が就職しています。 

昨年度も１２月中に就職希望者は内定をいただいております。 

公務員試験にも合格しています。 

進学希望者にも資格検定を利用した推薦入試等で、進路実現を図っています。 

（※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＞ 

 高校生活を意欲的に取り組む生徒を求めます。 

＜入学者選抜のポイント＞（令和３年度入学者選抜基準より）  

・学力検査と調査書をバランスよく評価します。 

・本校について理解し、しっかりとした将来像や学習意欲がかんじられるかを評価します。 

・生徒会活動･資格取得･部活動への積極的な取り組みを評価します。 

・面接を実施し、受検生の意欲・態度を積極的に評価します。 

 

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


野球部やダンス部・弓道
部などの運動部をはじめ
全国大会出場実績があ
る文化部。吹奏楽・写真
演劇部や商業高校特有
の簿記・ワープロ・珠算電
卓・情報処理等の部活
動もあります。

自ら学ぶ朝学習 － 積み重ねの朝の１０分間 １０×１９２日=１９２０分

自分に挑み 未来を拓こう！！自分に挑み 未来を拓こう！！

◆ 県内唯一の商業科のみの高校です。 ◆ 就職・進学決定率は、ほぼ１００％です。うち、事務職に約６２％内定しています。
◆ 普通教科も重視しています。スモールステップ形式の教材や小テストを用いて、基礎学力の向上を目指します。

◆ 資格取得に力を入れ、簿記･情報処理･ビジネス文書･電卓･珠算･経済等の商業系検定、英語検定･漢字検定も合格を目指します。
◆ 部活動は、文化部・運動部とも、全国大会・県大会出場目指して取組んでいます。

県立大宮商業高校 ～生徒の成長物語～

１年生 ３年生

本校の
特 色
本校の
特 色

□ 基礎学力の定着を目指します。
□ 検定は、簿記検定２級・ビジネス文書検定２級・
電卓検定１級・情報処理検定３級取得を目指します
□自分の将来を見通すために、「１０年チャートの作
成」や「進路講演会：３年間の過ごし方」等のキャリ
ア教育を1学年から進めます。
□ コミュニケーション能力と表現力の育成

２年生
□ 進路実現に全力で取組みます。
□ 「総合実践」の授業では、これまでに学習した
知識や技術を活用し実践的な授業を行います。

□ 「課題研究」の授業では、資格取得等に取組み
ます。秘書、MOS（マイクロソフトオフィススペシ
ャリスト）他

□ 就職・進学決定率１００％をめざし、学年・進路
指導学校全体でサポートします。

□ コミニュケーション能力と表現力の育成

コバトン＆
さいたまっち

育成方針

□ 学習・部活動・行事等に中堅学年としての
自覚を持って取組みます。

□ 検定は、簿記検定１級・情報処理検定２級・
商業経済検定２級・ ビジネス文書検定１級
取得を目指します。

□ 次年度の進路実現に向け、「インターンシップ
（就業体験：概ね１月下旬）」「３年生による
合格体験発表会」等を行います。

□ コミュニケーション能力と表現力の育成

本校の３年後の目標 チャレンジ精神に溢れたたくましい人財になる本校の３年後の目標 チャレンジ精神に溢れたたくましい人財になる

【１年生】 【２年生】 【３年生】
スモールステップ形式の基礎学力定着用教材 スモールステップ形式の基礎学力定着用教材 一般常識問題集・新聞を読む
新聞を読む 語彙力を高める 新聞を読む・小論文テキスト 語彙力を高める 語彙力・表現力を高める

週番が朝の伝達事項
を伝えます。生徒はメ
モ帳をもち、メモを取る
習慣を身につけていき
ます。

週番制

地元の自治会、老人ホ
ーム、公民館等に訪問
し異年齢の方と交流を
深めています。

地域との連携

宮商祭では、各クラスの出
し物や文化部・有志の発
表、体育祭はクラスパフォ
ーマンスが目玉競技。修
学旅行は、２年生で行って
います。

学校行事

企業と連携し、２年生全
員が、５日間の就業体験
を行います。事後には発
表会を
行い、成果
の共有を図
ります。

インターンシップ部活動

大宮商業高校の先生は、生徒の皆さんの成長を支援します。大宮商業高校の先生は、生徒の皆さんの成長を支援します。



≪大宮東高校の活性化・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・体育科 生徒数 
(男)623 

(女)362 
計 985 

ホームページ https://oh-h.spec.ed.jp/ ツイッター  @omiya_higashi 

アクセス 
東武鉄道七里駅から徒歩３０分。（多くの生徒が七里駅から自転車利用）。 

ＪＲ北浦和駅よりバス「宮下」下車徒歩１０分。 

目指す学校像 安全･安心な環境の下､文武両道を旨とし､正義感溢れる心身ともに健康な生徒を育てる学校  

教育課程等

の特徴 

・様々な進路実現へのニーズに応えるバランスのとれた教育課程。 

・普通科２年、体育科３年から理系・文系の類型選択。さらに普通科３年理系は、  

 理工系はもちろん、医療・看護系に対応する類型を別に設置。 

・体育科の国語、数学、英語、および普通科２年理系の数学における少人数指導。 

・体育科「スポーツ総合演習」の授業では、毎週、自分の専門の競技を学ぶ。 

・体育科における､ｽｸｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ(ﾗｲｾﾝｽ取得)等の｢野外活動｣。ﾃｰﾏ学習の｢課題研究｣｡ 

・全校生徒が毎日の朝学習を実施。漢検資格取得を目指した、新たな学力向上の取組。 

・自主学習の定着化と新大学入試のポートフォリオ評価に向けて手帳の導入。 

・新学習指導要領に対応した新教育課程は、文武両道を目指したものを作成。 

活躍が顕著

な部活動 

・全国または関東高校大会出場運動部活動、男女別１０競技（令和元年度） 

【陸上（男女）､体操（男女）、水泳（女）、弓道（女）、バドミントン（男女）、柔道

（女）、ソングリーディング（女）】 

・部活動加入率９６％｡運動部のほとんどが県大会上位の戦績。外部指導員を多く活用｡ 

特色ある 

学校行事 

・迫力あふれる体育祭は、男子組体操、女子集団演技、大学教授の指 

 導による体育科集団行動など特色に富み、新聞報道もされ、保護者 

 の他、地域からも大勢の方が来校。 

・志賀高原への集団宿泊研修（１年）で自律と学年の信頼関係づくり。 

・体育科における、スキー実習（１・３年、ライセンス取得）、 

スケート教室（毎年）。大学の授業受講と体育活動見学｡ 

・学年を横断した、縦割り団活動（団テスト、エコキャップ活動など）。 

家庭・地域 

との連携 

・地元の３つの小学校との交流事業。 

・大宮共立病院でのボランティア活動。  

・平成国際大学、女子栄養大学と連携協定。技術指導や栄養指導。 

・茶道部､吹奏楽部､ソングリーディング部等が、地域でﾎﾞﾗﾝﾃｨｱや演奏｡ 

・ＰＴＡと後援会が一体となって学校教育をサポートする体制。 

進

路 

状

況 
四大 １６１人 短大 １７人 専門 ９５人 就職 ４０人 その他 ３人 

傾

向 

・大学･短大が約６割、専門学校と合わせて進学率８６％。 

・４大指定校推薦枠は 100 を超える大学で 500 名分以上。多くの生徒が推薦入学で進学｡ 

・普通科､体育科とも､体育・ｽﾎﾟｰﾂ系、看護・医療系（主に看護師･理学･作業療法士､柔道

整復師等)､教育・保育系（教員･保育士）の分野に進学する生徒が多い（全体の３割）。 

・毎年２桁の公務員試験合格（主に警察、消防、自衛隊）。 

・心身ともに健康で礼儀正しく、進路先での評価が高い。 

（※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＞ 

 目的意識と集中力をもって、勉学と体育・スポーツ・文化活動に励む生徒 

 正義感あふれる心身ともに健康な生徒 

＜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） 

 

（ツイッター） 

（ホームページ） 

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


１ 進路希望実現１００％

２ 部活動実績､目標の達成

３ 正義感溢れ心身ともに健康

１年生

２年生

３年生

全分野に
対応した
段階的な

進路指導体制

■『自分を知り、自分自身
の生き方を考える』

○学習ガイダンス ○NOLTY手帳説明会
○スタディサポート○学校･文化施設見学会
○学びの基礎診断対応の実力テスト
○漢検全員受験 ○夢ナビプログラム

■『早期の進路決定と、
適切で効率的な進路対策』

○各種進路説明会
推薦･一般･看護医療･公務員･就職
○進路フェスタ(大学･専門学校等約100校）
○丁寧な個別指導
志望理由書･小論文･面接ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ･講演会
○外部講師による面接指導(就職･公務員)
○一般受験希望者向け外部模試･受験校指導

特色ある行事・施設など

人間づくりを重視した部活動

体験・交流・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動

■『自分の適性と具体的な
進路先を結びつける』

○進路分野別ガイダンス(大学等約30校)
○実力テスト ○スタディサポート
○大学･専門学校等見学会 ○小論文模試･講演会
○大学･公務員･看護医療模試
○大学教授等模擬授業 ○分野別進路説明会

○全校生徒の自校体操 ○縦割り団活動
○体育祭：男子組体操・女子集団演技

体育科集団行動
○体育科実習：スクーバ・スキー・スケート
○青龍祭：生物･美術部が新聞掲載
○体力向上優良校 ○スポーツ医学検定
○ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ２室完備 ○体育館２棟
○５０ｍプール ○専用野球場 ○合宿所完備

○放課後も食堂利用可

○部活動加入９割
○全国大会出場経験17部
○トレーニング室完備
○外部指導員の配置
○文化部の地域交流
吹奏楽･茶道･生物･軽音楽

○連携大学との交流(女子栄養大･平成国際大)
○地元小学校との交流(授業補助･演技発表)
○地元病院での交流ボランティア（体育科）
○老人施設慰問(茶道･吹奏楽部）
○公民館との交流(ソング･吹奏楽･軽音楽部)
○綾瀬川の清掃活動(年３回)
埼玉県川の国応援団表彰を受賞
○地域自治会への情報発信

○自転車マナーアップ推進校

東高生３年後の目標

リオｵﾘﾝﾋﾟｯｸ銅ﾒﾀﾞﾘｽﾄ
奥原 希望先輩

個々の目標
達成を目指して

ホップ・ステップ・ジャンプ

自主学習定着による学力向上

○始業前１０分間の朝学習
○文系と理系の類型選択
○授業公開週間の実施 ○自習室開設
○少人数授業有り ○学力テスト対抗戦
○学年・部活単位での考査前補習
○成績上位者の掲示 ○新聞活用学習

文
武
両
道

令和2年度 埼玉県立大宮東高等学校 創立41年目
安全・安心な環境の下、文武両道を旨とし、正義感溢れる心身ともに健康な生徒を育てる学校

本県唯一の普通科と体育科の併設校
自校体操・挨拶・礼儀・整容が自慢

生徒数 ９８５名（男６２３ 女３６２） R2,4,8時点

【普通科744】(男456女288) 【体育科241】(男167女74)

令和元年度

進路状況

ﾂｲｯﾀｰＨ Ｐ



≪大宮南高校の活性化・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 生徒数 
(男)588 

(女)480 
計 1068 

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

アクセス JR 大宮駅西口よりバス「大宮南高校行」終点（校内）下車 

教育課程等

の特徴 

・１年次では、共通の教育課程で基礎学力の徹底に努めます。 

・２年次では、文理類型化し、国公立大学を希望する生徒にも対応します。 

・３年次では、さらに細かく類型化（文系・理系Ⅰ・理系Ⅱ）し、多様な選択科目の

中から学習ができるカリキュラムになっています。 

 

 → 授業は真剣勝負、第一希望の進路実現を目指します。 

活躍が顕著

な部活動 

・平成３０年度は、弓道部が東日本大会に出場し優勝、陸上競技部も全国大会に出場

しています。令和元年度には放送部が全国大会に出場するなど、多くの運動部、文

化部が好成績をおさめています。 

 

 → 勉強と部活動を両立させ、自主自律を目指します。 

特色ある 

学校行事 

・学年の枠を超えて盛り上がる南翔祭（文化祭） 

・クラス真剣勝負の体育祭 

・大学の先生を招いて行われる大学特別講義 

・沖縄県への民泊を含む修学旅行（３泊４日） 

 

 → 授業、部活動、学校行事などの学校生活を通して、誇りと自信を育てます。 

家庭・地域 

との連携 

・保護者参加の分野別進路懇談会を実施 

・近隣の社会福祉施設でのボランティア活動や地域清掃活動 

進

路 

状

況 
四大  236 人 短大  24 人 専門  77 人 就職   2 人 その他 25 人 

傾

向 

・約７割が四年制大学へ進学しています。半数以上が推薦入試で合格しています。 

・現役進学者が多く浪人生は少ないですが、浪人して難関大学への合格もしています。 

・就職は公務員が中心で、令和元年度は２名が公務員試験に合格。 

（※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＞ 

・勉強と部活動を両立し、主体的に学ぶことのできる生徒 

 

 → 「主体的な学び」「活発な部活動」「あいさつ・身だしなみ・時間を守る」 

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


文武に秀で、主体的に学び、
社会に貢献する生徒の育成
文武に秀で、主体的に学び、
社会に貢献する生徒の育成

文武両道の精神で、勉強も部活動も全力で取り組む生徒を育成します

県立大宮南高校 ～生徒の成長物語～

現代社会で必要とされる資質の
基礎を固め、夢の実現に向けて
空高く翔けぬけていく人材に
成長していきます

卒業生(令和２年３月）の足跡
・ ９３％が現役進学
・ ４大・短大進学割合は全体の ７１％
・ 短大は保育・栄養・福祉関係が主
・ 専門学校進学割合は全体の２１％
（うち看護・医療技術系が３５％)

・ 公務員合格２名
（川口消防、川越市役所）

１年生

２年生

３年生

本校の育成方針本校の育成方針

・自主自律を自覚し、前向きで積極的な行動
を育成する

・進路実現に向け真剣に学ぶとともに、高い規
範意識とリーダーシップを育成する

育成方針

学習活動

・自律する力を育成し、達成感を醸成する（自
己管理能力と人間関係形成能力）

・１年は基礎科目の定着→２・３年
は文理の２類型選択により進路希
望に応じたカリキュラム選択

・大学入試に対応できる教育課程に
より、進路実現に向けた学力を
３年間で養成

本校の強み
①文武両道を実践できる「わ
かる授業」を展開し、シス
テム手帳を活用した自己管
理能力を育成

②生活規律、身だしなみ指導
を徹底し、自主自律を育成

③部活動、学校行事への主体
的で積極的な参加

・「あいさつ、身だしなみ、
時間を守る」を徹底

・授業参加への取組（チャイ
ム to チャイム）、集会時
の参加態度（聞く姿勢の育
成）

・部活動への参加意欲と誇れ
る実績

・面倒見の良い教職員集団
・明るく清潔感あふれる施設

大南生の将来像

・自己有用感を育て、主体的な
学びへと繋げる

・他校に誇れる実績

・相手を思いやる心、仲
間との団結、キャリア
意識の醸成

特別活動・行事

部活動

校訓

健康・誠実・創造

大南生としての活動



≪大宮武蔵野高校の活性化・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)197 

(女)486 
計 683 

ホームページ  http://www.om-h.spec.ed.jp/ 

アクセス  JR 指扇駅より徒歩 13分 

教育課程等

の特徴 

・1,2 年生は少人数学級編制 

・2 年から理系・文系類型選択 

・1～3 年生数学は習熟度別 2 クラス 3 展開 

・1 年生英語表現は少人数で 1クラス 2展開 

活躍が顕著

な部活動 

・チアダンス部：全国高等学校ダンスドリル選手権大会 2019 ソングリーダー部門 7 位 

・他の部活動も元気いっぱいに活動し頑張っています。 

特色ある 

学校行事 

・体育祭（6 月）は学年の枠を越えた色別対抗戦 

・ふれあい体験推進校として大宮北特別支援学校さいたま西分校との交流や共同学習 

家庭・地域 

との連携 

・馬宮地区ふれあいコンサート、さいたま市西区ふれあいまつり等参加 

・学校近隣地区との懇談会、中学校ＰＴＡ向け高校訪問、中学生の上級学校訪問の実

施 

進路 

状況 四大 75 人 短大 29 人 専門 111 人 就職 12 人 その他 22 人 

傾向 

・進学率 86％→全体の 4割が大学、短大に進学（文教大、駒沢大、東洋大、立正大 

他） 

・看護系専門学校が増加傾向（上尾中央看護、戸田中央看護、日本医科学大学校 

他） 

・主な就職先は、日本ホテル、トヨタカローラ新埼玉、ヤオコー、さいたま市消防 

他 
（※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＞ 

 ・大きな夢を持っている生徒､ 

 ・やる気をもって部活動に取り組む生徒､ 

 ・様々なことにチャレンジする生徒 

＜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） 

 ・学習の記録の得点については、学年比率 １：１：３で、３年次の評価を重視します。 

 ・第２次選抜では、第１次選抜と比べて学力検査を重視します。 

 ・第３次選抜は調査書の「特別活動等の記録」、「その他の項目」の得点で選抜します。特に部活動

や生徒会活動に積極的に取り組んだ者の選抜に考慮します。また、出席状況が特に良好な場合

に得点を与えます。 

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


３ 育成方針（埼玉県立大宮武蔵野高校 ～生徒の成長物語～） 

 

 

 



≪小鹿野高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 総合学科 生徒数 
(男)106 

(女) 94 
計 200 

ホームページ https://ogano-h.spec.ed.jp/ 

アクセス 

西武鉄道西武秩父駅、秩父鉄道秩父駅から西武バス小鹿野車庫行に乗車、「小鹿野」バ

ス停下車徒歩５分 

 

教育課程等

の特徴 

１年次は総合学科の原則履修科目である「産業社会と人間」において、インターンシ

ップを実施。２年次からは、自分で作成した時間割に基づき学習します。「国際教養系

列」「情報・ビジネス系列」「福祉・生活系列」「郷土・環境系列」の４系列に設置され

た約８０の選択科目から、自分の進路実現に必要な科目を選択し、主体的に学習を進

めていきます。 

 

活躍が顕著

な部活動 

【過去の実績】 

野球部（埼玉県高等学校北部地区大会優勝）、柔道部（関東女子ジュニア大会出場）、

陸上部（関東高等学校陸上競技大会出場、北部地区大会優勝）ボランティア部（彩の

国埼玉環境大賞優秀賞、eco-1 グランプリ審査員特別賞）等 

 

特色ある 

学校行事 

文化祭として「わらじかフェスタ」を開催し、地域密着型の学校行事としています。

来場者数は約１,０００人に迫り、全校生徒の約５倍の来場者が訪れます。小鹿野高

校は、様々な行事の機会を捉え、生徒の自己肯定感を育んでいきます。 

 

家庭・地域 

との連携 

先進的に地域との連携・協力に取り組んでいます。西秩父観光協会や地域施設等から、

多くの協力依頼をいただきますが、それらのボランティア活動に積極的な参加を促し

ています。学校以外の人々と行う取組を通じて、生徒の人間力を育み、秩父地域を支

える人材を育てます。また、地元の小中学生や高校生を対象とした「小鹿野未来塾」

にも参画し、地元の教育力向上に貢献しています。本校生徒も参加が可能で、漢字検

定や英語検定に無料で受検することができます。 

 

進

路 

状

況 
四大  7 人 短大  1 人 専門  21 人 就職  34 人 

その他の 

卒業者 
 2 人 

傾

向 

秩父管内への就職希望者の割合が多いです。進学については、看護・福祉の分野へ進学

希望のある生徒を対象に、専門的な学校設定科目を設置するなど、小規模校の利点を生

かした教育課程を整え、一人ひとりの進路実現を目指しています。 

 

（※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＞ 

何事にも諦めず真面目に取り組むことが出来る、または取り組めるようになりたい生徒 

 

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


新たな自信を持って「卒業」
学習 ：卒業後も「学び続ける」力
進路 ：希望進路に繋がるキャリア
生活 ：社会規範の尊重

「入学」

部活動で自分を磨く︕
・関東大会出場 柔道部、陸上競技部<やり投>
・県北大会優勝（県ベスト１６） 野球部
・県北大会優勝 陸上競技部<走高跳>
・eco-1グランプリ審査員特別賞、
彩の国環境大賞優秀賞 ボランティア部

その他、各部活動が奮闘中︕

スクールカウンセラー等が
学校生活をバックアップ︕

１年生全員を対象に
インターンシップを
実施します。

就職支援教員（ＪＳＴ）が
進路実現を全面的にサポート︕

基礎学力の向上
全校生徒で取り組む月曜放課後のマンデーレッ
スンやスキルアップトレーニング、希望者を対
象とした進学補習合宿やスタディサプリ等によ
り一人ひとりの学力向上を目指します。

協働で絆づくり「わらじかスポーツフェスタ」
学年対抗の体育祭、
学年としての一体感を醸成します︕

少人数学級だからできる
面倒見の良さ、
入って伸びる学校です。

地域が活性する「わらじかフェスタ」
約1,000名が来場する文化祭、
全校を挙げて、地域の方をもてなします︕

埼玉県立小鹿野高等学校 ～生徒の成長物語～
基礎から発展までの学びで、
新たな自信を身につけます。
やればできる︕

２・３年生『生徒の数だけ夢と時間割がある』
①福祉・生活系列…地域施設での介護実習等を通
して、相手の立場に立った「福祉」を学びます。
②情報・ビジネス系列…簿記や情報処理の資格取
得、また作品制作を通してｽｷﾙを高めます。
③国際教養系列…進学を意識した学習を行います
④郷土・環境系列…学校設定科目等を生かして特
徴のある学びを進めます。

地
域
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
行
事
等
を
通
じ
た
「
人
間
力
」
の
育
成
、

自
己
肯
定
感
を
は
ぐ
く
み
、
地
域
を
支
え
る
人
材
に
！

１学年

協調性、社会性をは
ぐくみ、公正公平な
考え方を身に付ける。

２学年

礼儀や思いやりの心
をはぐくみ、主体的
に考え判断し、行動
する力を身に付ける。

３学年

勤労意識・奉仕の精
神をはぐくみ、地域
に貢献できる「人間
力」を身に付ける。



≪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 全日制 学科 普通科 生徒数 
(男)310 

(女)280 
計 590 

ホームページ https://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）少人数制で、あらゆる進路に必要な英語の基礎力を養成します。（普通１年） 

（２）進学選抜クラスを１クラス設置。週３回７時間授業を実施しています。 

（３）２年から文系・理系へ選択。（４）リクルートやベネッセと連携。 

（５）進路希望に応じて、３年次選択群や総合的な学習の講座が豊富。 

活躍が顕著

な部活動 

【運動部】少林寺拳法部 全国大会２０年連続出場・インターハイ男女団体出場・

関東大会出場 【文化部】放送部・全国高等学校総合文化祭放送部門出場、審査員

特別賞・KWN グローバルサミット出品 

特色ある 

学校行事 

（１）手作り満載の葦火祭（文化祭）（２）各学年に応じた進路ガイダンス 

（３）芸術鑑賞会（４）２年生沖縄県への修学旅行（５)クラス対抗体育祭 

（６）夏期・冬期球技大会（７）予餞会（８）文科省指定「おがわ学」実践 

家庭・地域 

との連携 

（１）年３回の校門指導・PTA 登校指導（２）保護者対象進路指導講演会 

（３）葦火祭（文化祭）への保護者バザー参加 

（４）「ふるさと創生プロジェクト」 ①地元カフェのメニュー開発 ②地域行事の

司会 ③小川和紙普及活動 ④町の防災無線アナウンス ⑤地元マラソン大会の運

営補助等 

進

路 

状

況 
四大 ６３人 短大 １５人 専門 ５７人 就職 ４１人 その他 １７人 

傾

向 

・大学・短大・専門学校を合わせた現役進学率は約７０％、就職を含めた進路決定率は

約９１％と進路に対応したきめ細かなサポートによって、一人ひとりの夢を実現しま

す。 

・主な進学先 日本大学、東洋大学、駒澤大学、東京電機大学、大東文化大学他 

・主な就職先 日本郵便（株）・本田技研（株）・ボッシュ（株）・（株）ヤオコー 

       比企消防本部・自衛隊他 

（※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＞ 

 伝統校としての自覚を持ち、学習に重きを置き、行事や部活動に主体的にチャレンジする生徒 

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


◇ 本 校 の 授 業 進 路 希 望 に 対 応 し た 教 育 課 程 （ ２ 年 次 に 文 ・ 理 系 、 ３ 年 次 の 選 択 １ ９ 講 座 ・ 総 探 １ ２ 講 座 ） 。
◇行事及び部活動 年間をとおしての盛り上がる各種学校行事、躍動する３０の部・同好会が活動。
◇恵まれた教育環境 駅から徒歩３分の立地、緑豊かな自然環境、独立した図書館など整った施設。

県立小川高校全日制課程 ～生徒の成長物語～

□学習面 確かな学力+社会生活力
（コミュニケーション能力など）
の習得

□進路面 一人ひとりの夢の実現

□生活面 社会の一員としての自
覚を持たせ、責任ある行動がとれ
る

１年生

２年生

３年生

本校の
特 色
本校の
特 色

□１年生では、基礎学力の充実を図るとともに、ベ
ネッセと連携し進学への応用力を養成します。

□進学選抜クラス、２年後の受験を見据えた特別な
進学体制で生徒をサポートします。

□自分の将来を見通して、１年生から系統的な進路
指導を行います。

□進学希望の生徒へは、３年間の集大成として
、進路実現のためのサポートを積極的に行い
ます。

□就職希望の生徒へは、就職先の決定・試験（
面接指導も含む）・内定まで積極的にサポー
トします。また、公務員希望者へは、模試を
含む試験対策も含めて実施します。

□最上級生として、「考える葦（あし）」：自
ら考え、進んで行動できる人間に育てます。

行 事
部活動

体験学習

□２年生では、普通クラス・進学選抜クラス共
に、生徒の進路希望に対応した学習指導を実
施します。

□中堅学年として、部活動・生徒会活動・学校
行事に積極的に参加します。

□進路実現へ向けて具体的な目標を設定し準備
を始めます。

「ふるさと創生プロジェクト」

□生徒会役員が中心になって開催する「葦火
祭（文化祭）」

□沖縄県への修学旅行（民泊体験・７０万体
験活動など含む）

□ビブリオバトル

□少林寺拳法部 ２０年連続全国大会出場
□放送部 NHK杯全国高校放送コンテスト出場
□女子バレー 地区大会優勝
□ソフトテニス 県ベスト８
□部活動加入率８０％以上

□日赤との連携で看護体験を
実施しています。

□大学や地域と連携し、体験
学習を実施します。

本校の教職員

□生徒一人ひとりが個性や資
質・能力を最大限に発揮で
きるよう、”Ogawa 
Challenge”をスローガン
に「学力向上」「進学実績
の向上」「生徒の進路希望
実現」を目標として教職員
一丸となって取り組んでい
ます。

本校の３年後の目標

①地元カフェのメニュー開発
②地元小学校との交流活動
③町主催の合同コンサート参加
④地元マラソン大会補助役員など

文科省指定「おがわ学」

□地域の歴史、文化、自然に
ついて、探究的な学びで課
題解決力を育てます。

□自治体や地元企業と協力し
、未来に向けた新たな学び
を創造します。



様式         ≪埼玉県立桶川高校の活性化・特色化方針≫ 
                   （令和３年度～） 

１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 普通科 生徒数 
(男)524 

(女)417 
計 941 

ホームページ https://okegawa-h.spec.ed.jp 

アクセス 
・ＪＲ高崎線桶川駅下車 加納循環バス 加納公民館下車 徒歩３分 

・ＪＲ高崎線桶川駅から自転車１２分 

教育課程等の特徴 

・１年次は、文系・理系科目をバランスよく学びます。 

・２年次は、３年次の文理選択を視野に入れた科目を選択して学びます。 

・３年次は、文系・理系に分かれて専門的に学びます。 

・少人数授業を実施しています。（１年国語総合（古典分野）、２年英語表現Ⅱ、３年数学） 

・民間企業と連携した「桶高クエスト」に取り組んでいます。 

活躍が顕著な部活動 

・陸上競技部 

  関東高校選抜新人大会・優勝（３０００ｍＳＣ）（令和元年度） 

  インターハイ出場（走高跳）（平成３０年度） 

  北関東大会出場（七種競技）（平成３０年度） 

・書道部 

  第４２回全国高等学校総合文化祭出場（平成３０年度） 

・囲碁将棋部 

  全国高等学校囲碁選抜大会出場（平成３０年度） 

・弓道部 

  関東高等学校弓道個人選手権選抜大会（令和元年度） 

・吹奏楽部 

  東京ディズニーリゾート・ドリーマーズ・オン・ステージ１３年連続出演（令和元年

度） 

特色ある学校行事 

・生徒主催（企画・運営）の体育祭（６月）、文化祭（９月）予餞会（２月）  

・大学見学バスツアーの実施（１年） 

・芸術の日（芸術選択ごとに実施）（１年） 

・民間企業と連携した「桶高クエスト（コミュニケーション能力、表現発表力を育成）」（総

合的な探究の時間で実施） 

・学力増進講座（夏季休業期間に全学年で実施） 

家庭・地域との連携 

・近隣小中学校に出向いての学習ボランティア 

・陸上競技部・サッカー部・ダンス部・吹奏楽部による地元小中学校との交流 

・「桶高ニュース」の発行（近隣小中学校等へ配付） 

・定期的な通学路指導 

進路 

状況 四大 148 人 短大 27 人 専門 112 人 就職 12 人 その他 17 人 

傾向 

・四大の７割が文系、３割が理系に進学（指定校推薦合格者約４割） 

・看護医療系（大学・専門）進学者が多い（毎年３０名前後） 

・公務員（市役所、警察等）は６名 

（※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＞ 

一つ上の自分を目指して努力できる生徒 

＜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） 

 

 

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


◇ 本校の授業 １年：文系・理系科目をバランスよく学習、２年・３年：希望進路に合わせた文系・理系選択
◇ 学校行事・部活動 たくましくしなやかな心と体を育成（２０の運動部、１３の文化部）
◇ 恵まれた環境 坂田台に広がる自然豊かな緑に囲まれた学び舎

県立桶川高校 ～地域の期待に応える学校～

◆主体的・対話的で深い学びの授
業を実践します。

◆自己肯定感を持ち、勇気を持って
未知の世界へ一歩を踏み出せる生
徒を育成します。

◆地域の期待に応える学校づくりに
取り組みます。

◆きめ細やかな生徒指導に取り組
みます。

１ 年 生

２ 年 生

３ 年 生３ 年 生

本校の
特 色

【文系・理系科目をバランスよく学習】

【文系・理系に分かれた専門的な学習】

学 校 行 事

部 活 動

進 路 指 導 【３年生の文理選択を視野に入れた科目選択】

■ 生徒主催（企画・運営）の体育祭・文化祭・予選会
■ 修学旅行、遠足、駅伝大会

■ インターハイ出場の陸上競技部、全国総合文化祭出場の書道部、
全国高校囲碁選抜大会出場の囲碁将棋部、東京ディズニーリゾート・
ドリーマーズ・オン・ステージに１３年連続出演の吹奏楽部など、活発な
部活動（運動部２０、文化部１３）

□ 学力増進講座（夏季休業期間
に実施し、９００人以上の生徒が
受講）
□ １年で実施する、大学見学バ
スツアー（進路意識の啓発）
□ きめ細やかな面接指導、小論
文指導

教 職 員

本 校 の 目 標

総 合 的 な 探 究 の 時 間

・ 民間企業と連携した「桶高クエスト」

→ 課題解決力の育成

進 路 目 標

総 合 的 な 探 究 の 時 間

進 路 目 標

総 合 的 な 探 究 の 時 間

進 路 目 標

地域と
の連携

・ 自己理解と職業理解に基づく進路実現

・ 基礎学力の向上と学習習慣の定着

・ 「桶高クエスト」の継続実施

・ 修学旅行事前学習

・ 進路実現に向けた情報収集・活用

・ 応用力の育成

・ 専門的な進路学習の実施

・ 情報活用力、実行力の育成

・ 受験対応力、表現力の育成

「チーム桶川」をモットーに、

ベテラン揃いの先生方が、
生徒の心身の健やかな成長
を全力でサポートします。

□ 近隣小中学校に出向い
ての学習ボランティア、部活
動交流

□ 「桶高ニュース」の発行



≪桶川西高校の活性化・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)280 

(女)253 
計 533 

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

アクセス ＪＲ桶川駅西口下車 桶川市内循環バスで８分「桶川西高校入口」下車 徒歩２分 

教育課程等

の特徴 

本校は「ハートフル桶西」を掲げ、思いやりと優しさを大切にする学校です。 

きめ細かな指導のもと、自分磨きをして３年間で大きく成長します。 

 ・１学年 少人数学級編制（１クラスを 32名で編制） 

 ・３学年 多彩な選択科目の設置 

 ・「朝のコツコツ学び」を活用し、基礎学力や一般教養の定着を図る 

 ・考査前の「土曜学習会」や、教科別の補習を開講 

 ・進学や各種資格の取得を目指す「桶西サマースクール」の実施（夏休み） 

 ・学習サポーターによるきめ細かな指導（数学・英語等） 

 ・「未来を拓く『学び』プロジェクト」研究開発員による公開授業や研修の実施 

活躍が顕著

な部活動 

運動部１３、文化部８が活動中 

・科学部：一般公開型高校水族館「ハートフル桶西水族館」の管理運営 

    （年間平均入場者数は約 2000 名） 

     第 23 回ボランティアスピリットアワード首都圏ブロックコミュニティ賞 

     令和元年度桶川市青少年文化活動奨励顕彰      

・野球部：卒業後ＢＣリーグに所属、昨秋ドラフト３位で「埼玉西武ライオンズ」

に入団（H30 年度卒業生）    ・柔道部：県大会６０ｋｇ級準優勝（個人） 

・剣道部：関東大会予選個人県大会出場    ・ソフトテニス部：県大会出場 

・陸上競技部：地区大会砲丸投げ優勝、県大会出場 

・放送部：地域の行事や外部団体によるイベントに出演 

・美術部：県高校美術展 優秀賞 桶川駅西口ウォールアート作成 

特色ある 

学校行事 

体育祭（10 月）：クラスが団結して楽しみながら、競技では真剣に競い合う 

文化祭：文化部やクラス・有志が参加する、高校生活最大の華やかな行事 

修学旅行（10月）：現地の生活・文化・自然・歴史等を、体験活動を交えて学習 

家庭・地域 

との連携 

三者面談   保護者向け講演会   地域の企業での就労体験 

部活動が地域のお祭りやイベント、体育祭等にボランティア参加 

小学校での学習ボランティア   中学校での出前授業 

進

路 

状

況 
四大 29 人 短大 16 人 専門 67 人 就職 44 人 その他 14 人 

傾

向 

進学から就職まで、多様な進路希望 

四大・短大・専門学校への進学が増加、就職者は全体の約 4分の 1 である。 

四年制大学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 月卒業生の実績値） 

 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞  

・学習活動等に地道に努力できる生徒  

・部活動や生徒会活動等に積極的に取り組むことができる生徒 

・規律正しい学校生活を送ることの出来る生徒 

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


◇ 学 習 指 導
◇ 進 路 指 導
◇ 生 徒 指 導
◇ 行事･部活動

埼玉県立桶川西高等学校 ～生徒の成長物語～

本校の
特 色
本校の
特 色

ハートフル桶西

育成方針

学び直しで基礎学力を定着させ、授業の工夫改善を進めて生徒の実力の養成
大学受験から就職まで、希望する進路を実現させるきめ細かな指導
基本的生活習慣を確立させ、個性を伸ばす指導
助け合いの心を通わせて作り上げる体験により協調精神を持った生徒の育成

１年生

３年生

生徒指導生徒指導

◆自己肯定感の体得
◆社会で活躍するための
コミュニケーション能力の習得

◆社会人として必要な一般教養等の習得
◆進学に必要となる学力の養成
◆スキルを磨き資格の取得

進路指導進路指導

◆講演会・分野別ガイダンス等で
進路先の理解

◆上級学校訪問・インターンシップ参加

◆希望する進路の実現
大・短・専希望者の進学決定率 １００％
就職希望者の就職決定率 １００％

◆定着した基礎学力を
もとに学力向上

学習指導学習指導

○ほめて育て、長所を引き出す指導
○登校指導・整容指導等で規律ある生活習慣の定着
○多様な生徒に対応する充実した教育相談体制

◆学校行事や部活動で中心となって
活躍することで自信の定着

○キャリア教育の推進
○高い志を持った生徒の育成
○面倒見の良い進路指導

◆ガイダンス等による自己理解

◆進路に必要な基礎知識の習得

入学

卒業

◆部活動・生徒会活動への参加
◆基本的生活習慣の習得

２年生

●

●

●

●

●
●

○少人数学級編制・少人数授業等でわかる授業・伸ばす授業
○３年間の「朝のコツコツ学び」により基礎学力・一般教養等の定着支援
○考査前の土曜学習会、平日補習・長期休業中補習等による徹底した学習サポート

◆学び直しの授業で
基礎学力の習得

◆多彩な選択授業で
進路に必要な学力の養成

●

●

●

◆企業見学・オープンキャンパス等で
進路先の知識の蓄積・理解の深化

◆個別指導で面接試験等に通用する
実践力・コミュニケーション能力の習得

●

◆リーダーシップを身につけ
上級学校や社会で活躍

●

◆
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
参
加
で
社
会
体
験
・
社
会
貢
献



≪越生高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 普通科・美術科 生徒数 
(男)179 

(女)195 
計 374 

ホームページ https://ogose-h.spec.ed.jp/ 

アクセス JR 八高線 東武越生線越生駅下車 1.5km（徒歩 20 分バス 5 分） 

教育課程等

の特徴 

・少人数クラス編成、少人数授業＆習熟度別授業で基礎力アップ 

・多様な進路希望に応じた豊富な選択科目を設置 

・充実した美術専門科目の設置と少人数授業を展開 

・県内美術科で唯一のＣＧの授業を実施 

活躍が顕著

な部活動 

・美術部は１４年連続で総合文化祭（全国大会）に出品しています。 

・野球部、陸上部、サッカー部、バスケットボール部、ソフトテニス部など公式戦で 

 健闘しています。 

・演劇部や軽音楽部など文化部も発表活動等で活躍しています。 

特色ある 

学校行事 

・「修学旅行」は、平和学習や多様な体験学習を実施 

・創意工夫とアイデア勝負の「白梅祭（文化祭）」を開催 

・「ロードレース大会」の達成感は自信とチャレンジ精神を醸成 

家庭・地域 

との連携 

・地域の企業や公共施設への職場体験を実施（１年生） 

・ボランティア活動への参加、美術作品の出展等、積極的に地域交流活動を展開 

・ＰＴＡ後援会の協力による学校行事などの運営 

進

路 

状

況 
四大 １０人 短大 ６人 専門 ５８人 就職 ４８人 その他 ９人 

傾

向 

 過去３年間では、普通科は約５割（４８％）が就職し、美術科は約７割（６８％）が

進学しています。就職の多くは学校斡旋であり、製造業が全体の４割程度を占めていま

す。進学の多くは、指定校推薦やＡＯ入試などの受験方式で合格しています。 
【主な進学先】 

 東北芸術工科大、女子美術大、東京造形大、長岡造形大、東京国際大、城西大、駿
河台大、跡見女子大、淑徳大、文京学院大、東京工芸大、拓殖大、帝京短大、女子美
短大、城西短大、秋草短大、山村短大、東京交通短大、新座総合専攻科、埼玉県立高
等看護学院、桑沢デザイン研究所、東洋美術学校、阿佐ヶ谷美術専門学校 

【主な就職先】 
 山崎製パン（株）、日本スタンゲ（株）、アコーディア・ゴルフ、鳩山松寿会、(株)
栄喜堂、光村印刷（株）、共同印刷（株）、（株）東ハト、（株）ベイシア、（株）ソーシ

ン、東洋エアゾール工業（株）、（有）くらづくり本舗 
（※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＞ 

・自分の夢や可能性を広げたい生徒 

・学校行事に主体的に参加したい生徒 

・楽しく部活動に励みたい生徒 

・美術をより広く、より深く勉強したい生徒（美術科） 

・レベルの高い美術にチャレンジしたい生徒（美術科） 

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


★ 個性にあわせて・・・ ２学科併設 ★

◇少人数授業のほか「ボトムアップ補習」で基礎学力定着を、 「プルアップ補習」で進学・資格取得を、それぞれしっかりサポート。
◇ 規律を重視し、生徒が安心して勉強できる学習環境を提供。
◇美術の各分野の専門教員が、生徒一人ひとりの個性を重視し、のびのびとした創作活動を支援。

県立越生高校 ～生徒の成長物語～

コバトン＆
さいたまっち

本校の
魅 力
本校の
魅 力

就職し、社会で活躍

上級学校へ進学

越生高校は､社会で活躍できる「人財」の育成を目指します。越生高校は､社会で活躍できる「人財」の育成を目指します。

・就職希望者100％内定
・「５美大」現役合格者の輩出
・卒業後の進路実現未定者０％
・普通科全員が資格や検定に合格

本校の３年後の目標

少人数クラス編成と少人数授業＆
習熟度別授業で生徒一人ひとりの
基礎力アップをしっかりサポート！

充実した美術専門科目の設置！
少人数授業による生徒の個性を重視
し、のびのびとした創作活動を支援！

１年生 （物語） ２年生 （物語） ３年生 （物語）

・基礎学力の定着と人間関
係能力の向上
・進路を見据えた体験活動
・美術の基礎的知識・技術
を習得

・中堅学年での成功体験
・基礎学力の完成
・卒業後の進路設計とイメージ
・美術作品の創作・出展による
実績を蓄積

・最高学年としての自信
・進路に応じた選択科目
・進路実現に向けた挑戦
・美術の専門性と創造力の
更なる向上

外部専門家(SC、巡回支援員、SSW、学習サポーター等)との連携による、3年間を通じての充実したサポート体制

・自分の夢や可能性を広げたい生
徒、学校生活をやり直したい生徒

・美術をより広く、より深く勉強した
い生徒、よりレベルの高い美術に
チャレンジしたい生徒

本校の求める生徒

社
会
で
活
躍
で
き
る
人
財



１　学校基本情報　

全日制 学科 生徒数
(男）1,073
(女）　　 0

計1,073

状況 251名 139名 合計 390名

傾向

２　入学者選抜情報

　校訓「質実剛健」、教育方針「文武両道」を実践し、広く社会で活躍できるリーダーを育て
る進学校です。

アクセス

進
路

教育課程等
の特徴

　県内でもトップクラスの施設や質の高
い授業、熱心な部活動、春高祭をはじめ
とする多くの行事があります。「文武両
道！」「質実剛健！」「自主自律！」何に
でも全力で頑張れる。それが春高生の
姿です。

在校生からのメッセージ

４年制大学 進学準備

　全員が4年制大学進学希望です。令和元年度卒業生の現役進学率は64.4％でした。

本校の特色

　勉学を充実してこその部活動、という方針に基づき、授業に真剣に臨むよう指導します。また、全学年とも
日常的に早朝講習、放課後講習を実施し、夏季休業中には３年生は多数の講座を開講します。また、１，２
年生は夏季休業第１週には、全員が希望する講習を受講できるよう図り、部活動との両立を図っています。

≪県立春日部高等学校の活性化・特色化方針≫

(令和３年度～）

　　ｈｔｔｐｓ://kasukabe1899.spec.ed.jp

　国公立大学への進学に対応しつつ部活動との両立を図るために、様々な工夫を行って
います。現在は、６５分授業、隔週土曜日授業を実施しています。（令和４年度からは５０
分ベースに移行予定）　１，２年生は国数英を充実させ、５教科をまんべんなく学び、３年
生から文系・理系それぞれの選択科目をおき、入試対策演習も含めた教育課程で学びま
す。　また、ＳＳＨ（スーパーサイエンスハイスクール）の指定を受けており、探究的な学習
を行う科目も設定されています。

　昨年度は、陸上競技部と水泳部が全国大会に出場しました。また、卓球部、剣道部、バ
スケットボール部が関東大会に出場しました。　文化部では、将棋部が、全国高等学校総
合文化祭で個人戦の代表となりました。　化学部は、全国高等学校総合文化祭の自然科
学部門で文化連盟賞を受賞しました。　英語部は、ウィンターカップ全国高校生英語ディ
ベート大会に出場し、ベストディベーター賞を受賞しました。　他の部活動も県内外の競技
会や発表会に出場し、成果をあげています。

　例年6月上旬に、文化祭(春高祭）を実施します。音楽ホールでは、吹奏楽部、音楽部、
演劇部の公演、体育館では応援指導部による「臙脂の集い」や書道パフォーマンスが人
気です。仮設ステージでもさまざまなパフォーマンスが行われます。　10月には大運動会
11月には10,000m走大会があります。

課程

ホームページ

特色ある
学校行事

　安心安全メールに加入した生徒・保護者には、登録したカテゴリーに従って学校から必
要な情報がメール配信されます。　文化祭、10,000メートル走大会などでは保護者にも協
力いただいています。　大学見学会、進路講演会などＰＴＡ主催の進路行事もあります。
　また、地域の防災訓練に会場を提供したり、植栽事業にも協力しています。

活躍が顕著
な部活動

　  普通科

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

家庭・地域
との連携

（「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）

　<本校が求める生徒>

　勉学と特別活動を両立し、使命感をはぐくみ自己実現を果たす生徒を求めます。

　<詳しい入学者選抜基準はこちら>

　　　　　　　　　　　（※生徒数：R2.5.1現在、進路はR2.3卒業生の実績値）

https://kasukabe1899.spec.ed.jp/
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html


県立春日部高等学校　～生徒の成長物語～

日本の各界、世界の各界で活躍するリーダー卒業生

◆東京大学合格
１０名以上

◆難関国公立大
５０名以上

◆国公立大学

１６０名以上

◆早慶合格

延１００名以上

◆志望校別
チーム結成

◆志望校別

問題演習

◆数学
先取り学習

◆模擬講義

大学教授による各専門

分野の講義を聴く

◆進路講演会

進路実現にむけた

心構えについての講演

◆進路トーク

各界で活躍する

◆６５分授業

１日５時間で展開

◆隔週土曜日授業

公開授業の実施

◆５教科をしっかり学ぶ

教育課程の編制

文、理系分けのクラス

編成は３年生から

◆発展的学習と
成績不振者へのケア

◆夏季休業中の講習
３年生は６０講座以上

◆運動部 １７部

文化部 ２１部

◆全国・関東大会等

複数の部が出場

◆勉学との両立

・19:00～19:30に終了

・夏季休業中の第１週

は講習を優先する

5月 バレーボール大会

6月 春高祭

7月 水泳・卓球大会
10月 大運動会
11月 10,000m走大会

修学旅行 (２年次)

12月 校内体育大会

◆目的・目標

「21世紀型スキル」の修得

科学技術分野のリーダー

となる人材の育成

◆フィールドワーク

◆研究施設訪問

◆課題研究発表会

◆兄弟校との相互交流

Melbourne High School

３年後の目標 春高スピリットを体現する

○社会の発展に尽くす使命感をもつ
・社会貢献の方法を考えながら世界の動向を観る

・今、学ぶ意義を理解する

○第一志望を貫く覚悟をもつ
・これまでに培った粘り強くやり遂げる力を発揮する
・夏季休業中の学習時間５００時間を達成する

○部活動、学校行事をやり遂げる
・リーダーとして行動し、活動目標を達成する

３年生 ＳＳＨ 第３期

受験団体戦体制
国際交流

春高スピリットを実践する

○自己の将来像、学びたい分野を明確化する
・世界の動向を観て、いかにして自分を役立てるか

を考える

・日本、世界のリーダーが未来をどう描こうとして
いるかに関心を持つ

○２年生後半から受験勉強を本格的にスタート
・具体的な目標をに向けて計画的に勉強する

○部活動、学校行事に参画する
・課題を明確化し、解決策を考える力をつける
・仲間と協力して、目標を達成する体験を積む

２年生

学校行事

部活動

志を育む進路行事

授業で勝負

放課後・長期休業講習

春高スピリットを体得する

○自己管理能力を身につける
・「春高手帳」の活用

○中学校までの勉強との違いに気づく
・インプットばかりでなくアウトプットすること

・クリティカルシンキング（鵜呑みにしない）

○学習習慣を定着させる
・平日２時間、休日４時間の家庭学習

・早朝、昼休み、電車内等の隙間時間学習

○部活動、学校行事に参加する
・協調性、忍耐力を身につける

１年生



≪春日部工業高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 
工業科 

機械科・建築科・電気科 
生徒数 

(男)637 

(女)70 
計 707 

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

アクセス 東武スカイツリーライン 北春日部駅東口 徒歩３分 

教育課程等

の特徴 

・資格取得やコンテストをとおして、専門知識・技術の「技」を磨きます。 

・課題研究や実習、地域連携をとおして、「心」を育みます。 

・大学進学や就職、多様な進路希望に対応するため、２・３学年から選択科目や進路 

 実現のために個別進学指導も行っています。 

・協調学習を中心としたアクティブ・ラーニングを取り入れ主体的な学びを推進 

活躍が顕著

な部活動 

全国大会：建築研究（ものづくりコンテスト・木材加工部門） 

     電気研究（アメフト部門・相撲ロボット部門）、スキー（大回転、回転） 

関東大会：柔道（男子団体） 

陸上競技、卓球、ソフトテニス、剣道、バレーボールは県大会の常連 

特色ある 

学校行事 

文化祭は生徒が製作したアーチやミニ電車等が好評 

３科合同課題研究発表会 

春日部市や東武鉄道・地元商工会議所との地域連携 

遠足 

１年生：こもれびの森イバライド 

２年生：東京散策、修学旅行は民泊体験（沖縄） 

３年生：東京ディズニーランド               ３科連携の作品製作 

家庭・地域 

との連携 

・近隣の幼稚園・小学校との交流事業 

・中学校への出前授業 

・地域イベントへの企画・運営 

・プロフェッショナルによる実技指導 

・関連企業とのインターンシップ 

・保護者対象の実習見学会 
平屋建て住宅の躯体工事     電気自動車講習会 

進

路 

状

況 
四大 ３２人 短大  ２人 専門 ３７人 就職 １６２人 その他 １人 

傾

向 

・就職内定率 100％  

求人件数 2,500 件以上、求人倍率は１７倍。 
・主な就職先は東武鉄道㈱グループ、東京地下鉄㈱、㈱関電工、㈱日立ビルシステム、 

 清水建設㈱、東京積水ハイム工業㈱、ポラテック㈱、㈱ＬＩＸＩＬ、㈱藤倉ゴム工業、 

 トヨタカローラ新埼玉㈱、埼玉県職員（総合土木）、警視庁、さいたま市消防など 

・進学先は日本工業大学、千葉工業大学、東京電機大学等、４年制大学の指定校推薦は 

 ５０校 
（※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＞ 

各分野のスペシャリストを目指している生徒 
・あらゆる教育活動をとおして「技を磨き 心を育む」教育の定着を図ります。 

・体験的な活動をとおして、学ぶことや働くことの意義と役割が理解できます 

・社会人として自立するための意欲・態度や能力を育成します 

＜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） 

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


３ 育成方針（埼玉県立春日部工業高校 ～生徒の成長物語～） 

 
 

 

 

 

 

 
 

「埼葛人権を考えるつどい」 

                屏風調行灯の製作 

 

 
鉄道フェスティバル 

 

 

 
 

 
             道の駅しょうわ 

                                     わくわく体験イベント 

 

 

 

 

 
              関東大会出場 柔道部（男子団体） 

 

 
ものづくりコンテスト（建築大工） 

 

 

 

 
                   エコカーコンテスト 

機械研究部 

 
電気工事コンテスト                    第２種電気工事士 朝補習 

３年生（希望進路の実現） 
・進路決定１００％ 

・多様な選択科目から進路実現 

・課題研究等で専門技術の深化 

地域との連携 
地元商工会との連携事業 

春日部市、東武鉄道㈱グループ等との産官学連携 

小学生へのものづくり教室（プログラミング教育の推進） 

関係企業からの技術指導（キャリア教育推進） 

資格取得特別講習の充実 
電気工事士、危険物取扱者、アーク・ガス溶接技能講習 

技能検定（普通旋盤・建築大工）、小型車輌系建設機械 

二級建築施工管理技士、建築ＣＡＤ検定等 

規範意識と社会マナーの育成 
身だしなみ指導、遅刻指導の徹底 

挨拶の励行、マナーの向上、交通安全指導 

２年生（学力向上） 
・専門知識・技術の向上 

・国家資格取得やコンテストに挑戦 

１年生（基礎学力の定着） 
・実習でものづくりの楽しさを実感 

・丁寧で「わかる授業」 

・補習等により、苦手科目を克服 

 

育成方針     埼玉県立春日部工業高等学校 

”技を磨き 心を育む” 

•自動車や電車など、身の周りのあらゆる製品の
仕組みや作り方、製造の技術と知識を学びます。

機械科

•住居や街を彩る建築物。住まいについて企画か
ら設計、施工、管理について幅広く学びます。

建築科

•テレビや冷蔵庫、洗濯機、コンピュータやゲー
ム機、信号機など。発電から送電、電気の配線や
利用について、基礎から応用まで学びます。

電気科



≪春日部女子高校の活性化・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・外国語科 生徒数 (女) 955 計９５５ 

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

アクセス 
春日部駅東口より、徒歩１７分  

または、朝日バス「消防署前・豊野工業団地」行きで５分「女子高前」下車 

教育課程等

の特徴 

１ 普通科と外国語科を併設 

２ 普通科は、２学年から少人数、文理選択別クラス 

３ 外国語科は、英語に加え、第２外国語（ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語 

  から１か国語を選択）を履修 

４ 土曜公開授業を実施 

活躍が顕著

な部活動 

陸上競技部は、関東大会出場 

吹奏楽部は、西関東大会出場 

競技かるた部は、関東大会出場 

書道部は、全国高等学校総合文化祭出場 

運動部では、バスケットボール部、バドミントン部など多くが活発に活動 

文化部では、吹奏楽部、音楽部、マンドリンギター部が毎年定期演奏会を実施 

特色ある 

学校行事 

・１年生から３年生までを縦割りで９の団に分け、団対抗で競う体育祭、球技会 

・文化祭は女子校ならではの企画展示等があり、来場者が多数あり 

・国際理解教育 

 （オーストラリア英語研修、交換留学、エンパワーメントプログラム等） 

・企業等と連携したＳＤＧｓ探究プログラムの実施 

家庭・地域 

との連携 

・ＰＴＡ主催の文化講演会、大学見学会、軽スポーツ大会等の実施 

・小学校、中学校及び特別支援学校との交流事業の実施 

・土曜公開授業の実施 

・自治会、施設等に赴いての演奏（マンドリンギター部、吹奏楽部、音楽部等） 

・春日部市におけるイベントへの参加（会場アナウンス、演奏、ボランティア） 

進

路 

状

況 
四大 248 人 短大 １０人 専門 ３２人 就職  ５人 その他 ２１人 

傾

向 

・国公立大学、ＧＭＡＲＣＨ、有名女子大学、医療看護系大学への現役合格 

 １００名以上。 

・四年生大学現役合格率７８％ 

（※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＞ 

 常に切磋琢磨し、自分らしさを求めることができる生徒 

 自ら調べ、自ら考え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.kasujo-h.spec.ed.jp/
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html


女子伝統校の底力女子伝統校の底力

普通科と外国語科を有する、女子校教育の特質を活かした総合進学拠点校
◇ 本校の授業 ・・・・・進路希望別少人数学級、きめ細かい学習指導、第一志望の進路実現へ。
◇ 学校行事 ・・・・・・生徒主体の企画運営によって、リーダーの育成。
◇ 部活動 ・・・・・・・９００名を超える女子が目標に向かって、日々活動。

県立春日部女子高校 ～生徒の成長物語～

・国際社会で活躍できる女性

・地域社会に貢献できる女性

・自ら調べ自ら学ぶ女性

１年生

２年生

３年生

本校の
特 色
本校の
特 色

社会に出て必要な基礎基本の知識教養の習得
□入学後すぐの「学習オリエンテーション」によっ
て、学習習慣の確立

□アクティブラーニングの手法を活用し、主体的対
話的で深い学びの授業

□学校行事、部活動を通じての人間関係の構築。

将来に向けての進路実現
□高度な授業展開と、補習等を含めた演習を行う。

□最高学年としての自覚を持ち、多くの場面で指導的
な立場での活動を行い、リーダーとしての資質を育
成する。

□学校外を意識し、社会を俯瞰する視点を育成する。

春女であなたの夢を実現

行 事 ～春女を学び、春女で学ぶ～ 部活動 ～文武両道～

国際理解・外部連携
～英語力を身に着け、そして世界から～ 学校の中核としての活動を通して人間を磨く

□普通科は進路希望別に文系クラスと理系クラスに
分け、少人数学級展開する。

□学習、学校行事、部活動に主体的に関わり、全力
で取り組む

□自ら調べ、自ら考え、思いやりの心を持って行動
する態度を身に付ける。

地域との連携

～思いやりの心を育む～

□全校生徒が１つになる春女祭
（体育祭、文化祭）

□芸術鑑賞会、文化講演会

□校外学習、修学旅行（沖縄）

□全国大会・関東大会で活躍
☆運動部
陸上競技部
弓道部
☆文化部
書道部
競技かるた部

□英語劇、スピーチコンテスト
□ブリティッシュヒルズ語学研修
□エンパワーメントプログラム
□オーストラリア英語研修
□交換留学生受入
□SDGs 探究プログラム

春女の目指す女性像

□ボランティア活動

□地域との交流

□土曜公開授業

・品格ある女性リーダーの育成

・女子のための学習指導

・女子校ならでは生活指導

春女の女子教育



≪春日部東高校の活性化・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 人文科 生徒数 
(男) 702 

(女) 360 
計 1062 

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

アクセス 
・東武線「春日部駅」または「藤の牛島駅」から共に徒歩２５分 

・春日部駅東口よりイオンモール方面の朝日バス「東高校入口」下車、徒歩３分 

教育課程等

の特徴 

・県内初の５５分授業×６時間授業を行い、土曜授業を行わず３３単位を確保 

・ＩＣＴを積極的に活用した授業を展開！！ 

・２年次より文系、理系にコース分け 

・３年次には多彩な選択科目を用意し、幅広い進路に対応可能 

・人文科は、グローバルな視点を持った生徒を育成し、探究活動の最先端 

活躍が顕著

な部活動 

・陸上部はインターハイ常連校   

・ソフトボール部は東日本大会の常連校（H29~H30 連覇） 

・野球部は選抜高校野球埼玉県代表候補  

・吹奏楽部は西関東アンサンブルコンテストに出場、各方面から演奏依頼あり 

・多くの部活動が県大会上位の常連 

特色ある 

学校行事 

・修学旅行は沖縄（２年生１０月）  

・体育祭（６月）は部活動対抗リレーが熱い！ 

・球技会（７月、３月）は生徒が自主的に運営 

・文化祭（９月）は様々な個性あるイベントで盛り上がる 

・オーストラリア研修で、異文化コミュニケーション！！（２年生８月） 

家庭・地域 

との連携 

・小学校への算数ボランティア  

・小学校や特別支援学校等での吹奏楽部コンサート 

・陸上部による小学校での授業補助  

・５月、１１月に授業公開、保護者アンケート実施 

・地域の保全活動に参加し清掃活動実施  

・生徒会が市内文化祭にボランティアで参加 

進

路 

状

況 
四大 291 人 短大 12 人 専門  17 人 就職  3 人 その他 35 人 

傾

向 

・4 年制大学現役進学率は例年 80％を超える。 

・国公立 24 名・早慶上理 6名・GMARCH 32 名（現役） 

・公務員受験にも対応 

（※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＞ 

 

「文武両道」の校訓を実践し、何事にも意欲的に取り組める生徒 
 

 

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


・授業勝負！！ICTも積極的に活用！！
・55分×６時間授業
・土曜授業を行わず週３３単位確保
・学習方法「東高式」で授業を大切に家庭学習を充実
・「生活と学習の記録」で学習習慣の確立（Classi活用）

文武両道の進学校

県立春日部東高等学校 ～生徒の成長物語～

本校の
特 色
本校の
特 色

育成方針

◆自己実現に向かって本気になれる場所◆

人格の形成

進路実現
国公立
早慶上理
ＧＭＡＲＣＨ等

１年生

Ｐｌａｎ
職業観・進路観の学習

将来の計画を立てる

２年生

Ｓｅａｒｃｈ ＆ Ｓｅｌｅｃｔ
大学・学部探し

大学を研究し学ぶ

３年生

Ｄｏ
１・２年次の進路学習を基に一生懸
命勉強する

進路実現のための行動

●難関文系大学を目指す

朝勉と少人数・習熟度別授業

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｾﾐﾅｰ

専門科目

キャリアガイダンス

サマースクール

海外研修

法・経済・商・文・教育・外
国語等の大学へ！

人文科探究
・生徒自ら課題発見
・文献研究
・フィールドワーク
・研究協議

・論文作成
・プレゼンテーション

人文科（グローバル＆探究）

力を伸ばす授業

・本校オリジナルの手厚い指導
・「きめ細やかな面談」で第一志望実現へ
・「進路検討会議」で生徒一人ひとりの指導方針を検
討、指導
・R01:国公立24名、早慶上理6名、GMARCH32名

きめ細やかな進路指導

・部活動加入率９３％
・陸上部：全国大会の常連校！！
・ソフトボール部:H29~H30東日本大会連覇！！
・野球部：選抜高校野球２１世紀枠埼玉県推薦
・吹奏楽部：西関東アンサンブルコンテスト出場

夢を実現する部活動

東高キャラクター
「Ｃｏｃｈｉ」コチ



≪川口高校の活性化・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)480 

(女)486 
計 966 

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

アクセス 埼玉高速鉄道 新井宿駅下車１番出口より徒歩 10分   鳩ヶ谷駅下車 徒歩 12 分 

教育課程等

の特徴 

・１年次には基礎学力の育成のため数学、英語、国語を５単位配置。  
・１年次は、数学Ⅰと数学Ａを１クラス２展開、コミュニケーション英語Ⅰを２クラ 

 ス３展開、２年次ではコミュニケーション英語Ⅱ（３単位分）で２クラス３展開を 

 実施。  
・早期から進路希望に向け、２年次から理系・文系に分かれる。  
・３年次では理系Ａ、理系Ｂ、文系の３系統に分かれ、すべての進路に対応する。  
・全学年体育３単位配置、内１単位は 24 分間の持久走を実施、集中力・体力を強化。 

・学校生活の集中力アップを図るための朝自習と朝読書の実施。  

活躍が顕著

な部活動 

・ウエイトリフティング部 

全国高校総体：55kg 級 C＆ジャーク第１位 ／全国高校選抜大会：トータル２位 

・野球部 第１００回全国高校野球選手権記念南埼玉大会 準優勝 
・ラグビー部 全国高等学校７人制ラグビーフットボール大会埼玉県予選：ベスト８ 
・柔道部 高校総体県予選：男子団体ベスト８・男子個人 73kg 級３位 

・書道部 第１５回安芸全国書展高校生大会：文部科学大臣賞   

         第２７回全国書道展全国教育書道展：文部科学大臣賞 

・吹奏楽部 埼玉県吹奏楽コンクールＢの部県大会（銀賞) 

・フォークソング同好会 全国高校総合文化祭出場  
 その他の運動部も県大会等に多数出場 

特色ある 

学校行事 

・体育祭（６月）学年の枠を超えて、色別団対抗の運動の祭典。  
・諏訪山祭（９月）クラス・文化部の発表、販売・模擬店など文化の祭典。  
・長崎県での３泊４日の民泊修学旅行（２年）。 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談を６月に実施   ・ＰＴＡ主催の大学見学会など  
・書道部「川高書展」、川口駅前キュポ・ラ広場で作品展示とパフォーマンスを実施 

進

路 

状

況 
四大  231 人 短大 20 人 専門  80 人 就職  7 人 

その他の 

卒業者 
22 人 

傾

向 

・約７割が大学・短期大学に進学する。 
・生徒の学力が向上し、難関大学に現役で合格するようになった。 

（※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＞ 

１ 学習意欲が高く、具体的な目的意識を持って上級学校への進学を考えている生徒  
２ 文化・芸術・体育的活動の分野で、優れた適性・能力や実績を持つ生徒  
３ 生徒会活動や学級活動などの分野で実績があり、リーダーシップの発揮できる生徒  
４ ボランティア活動の体験を生かし、これからも地域社会や国際社会に貢献をしようという意欲 

  と行動力を持つ生徒 

＜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://kawaguchi-h.spec.ed.jp/


 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

重点目標３ 地域、家庭、中学校と連携し、伝統を
受け継ぎつつ躍進する開かれた学校づくりを目指
す。 
・情報発信の工夫・改善による、川高ファンの育成 

・学校評価懇話会での双方向の意見交換と情報提供 

・年間２回の生徒・保護者のアンケート 

・部活動等による地域や中学生・保護者との交流 

【目指す学校像】生徒の可能性を追求し、進路を実現する力と人間力を高める学校 

 

生徒の可能性の追求 
 

 

・学年毎・教科毎の週末課題と確認テスト 

・チーム川高賞の創設による学習意欲の喚起 

・朝読書、朝自習の実施 

・研究授業や公開授業週間の授業参観と教科会 

・校外の授業力向上研修参加と校内の授業改善研修会 

・模試等のデータを活用した生徒の弱点分析 

・「上級学校体験授業」等の進路行事 

・「スタディサポート」や模試等の実施 

・大学訪問やオープンキャンパスの参加とレポート提出 

・平日や長期休業中の進学補講・小論文指導・個別指導 

・保護者向けの説明会・進路講演会 

重点目標２ 部活動・学校行事を通して、協同し
ながら高い志を持って挑戦する強い心と自ら考
えて行動する習慣を養う。 
・部活動の取組み姿勢の改善及びスキルアップの追求 

・生徒が主体的に活動する学校行事 

・挨拶、登校・整容指導と昼休みの生徒指導 

・生徒会・委員会と連携した制服の着こなし指導 

・自転車乗車指導による交通安全意識の育成 

育成方針  埼玉県立川口高等学校～生徒の成長物語～ 

 

チ
ー
ム
川
高 

川
高
フ
ァ
ン

校訓 「高く正し」 

    ２年次 

○ 進路目標の研究 

○ 理系文系に別れ、進路目 

   標に向けた学力の育成 

  ３年次   ○ 進路最終目標の設定  ○ 理系Ａ、理系Ｂ、文系に分かれ、進路目標の実現に必要な力を育成 

                           ○ 自らの可能性を最大限に追求 

※ 全体のデザインは旧制川口中学校校旗より 

重点目標１ 高い志と目標を持って、主体的に勉学に取り組む姿勢を育成し学力の向上を図る。 

１年次 

○ 自分自身の適性を探り、 

   文理選択を実施 

○ 英数国を中心に、基礎    

   学力の育成・定着 

◇授業の充実と家庭学習の確立 生徒の進路実現にむけた授業の実施と家庭学習２時間の励行 

◇進学実績の向上       国公立大学・私立上位校の合格と私立中堅校合格者数の増加 

◇部活動の更なる活躍     全国大会・全国展、関東大会への出場、県大会・県展上位での活躍 

 



≪埼玉県立川口北高校の活性化・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)608 

(女)466 
計 1074 

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

アクセス ＪＲ東浦和駅徒歩１６分 

教育課程等

の特徴 

・大学の先まで見据えた教養主義に基づく、広い知識と教養を身に付けられる教育課

程。 

 そのため１，２年次までは文理分けせず、共通カリキュラム 

・２学期制、５５分授業、土曜授業（隔週）等のよる学習時間の確保  

活躍が顕著

な部活動 

・【男子バスケットボール部】H24～28,30 関東大会出場、H27 インターハイ出場 

・【男子ハンドボール部】H26,28,29 関東大会出場、H26 全国選抜出場 

・【陸上競技部】H26,28,R1 関東大会出場、H26 インターハイ出場 

・【弓道部】H26,29,R1 関東大会出場 

・【かるた部】H28,29,R1 関東大会出場       

・【囲碁・将棋部】H28,30 全国大会出場 

・【書道部】H28,29,30,R1 書の甲子園出場 

・【美術部】H29,30,R1 全日本学生美術展入賞 

・県大会入賞多数 

特色ある 

学校行事 

・３年ＨＲ（勉強）合宿 

・１年林間学校 

・１年かるた大会 

・豪州姉妹校との交流 

・教養講演会、リベラルゼミ 

・ビブリオバトル  

・小・中学校へ学習ボランティア訪問 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談を年２回実施  

・部活動が地域の活動に参加（生徒会、吹奏楽部、書道部、水泳部等） 

進

路 

状

況 
四大 323 人 短大 2 人 専門  5 人 就職 0 人 その他 56 人 

傾

向 

・国公立大学現役合格者５６名、早慶上理１０名、ＧＭＡＲＣＨ９８名等  

・早朝や放課後の補講、長期休業中の補講、国公立大学や難関大学希望者対象のセミナ

ー、年６回の面談、年４回の受験校検討会など、充実した進路指導 

（※生徒数：R2.5.1 現在、進路は R2.3 月卒業生の実績） 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 

  様々なことに興味関心を持ち、何事にも挑戦する意欲をもった生徒 

 

＜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.kawaguchikita-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） 

・知性と教養あふれる  

 生徒  

・学業及び心身の鍛錬に 

 努める生徒  

・ともに高め合い互いを 

 敬う心を有する生徒  

・日本及び国際社会に貢 

 献できる生徒 

・第１希望の進路実現 

進路希望の実現 
・キャリアブックを用いた 
 キャリア教育 
・万全のサポート体制 
 二者面談、三者面談、 
 校長面談 
 
 

自ら行動、挑戦する 

・ＨＲ（勉強）合宿 

・難関大セミナー 

・部活動の集大成 

 

 

 

 

 

視野を広げる 

・行事・部活動の中心に 

・修学旅行 

・大学出張 

 講座 

 

 

 

 

 

 

3 年 

教養主義 
・バランスのとれた教育 
 課程 
・教養主義に基づく授業 
・読書教育の充実 
・リベラルゼミの実施 

グローバル人材の育成 
・フランクストン 
 校との交流 
・国際ロータリークラブ 
 交換留学 
・ハーバード大学研修 
 （県の事業を活用） 

高いレベルでの文武両道 
・充実した部活動 
・強い意志、体力、コミュ 
 ニケーション力の育成 

凡事徹底 
・明るく爽やかな挨拶 
・気持ちの良い返事 
・清潔感あふれる服装 
・マナー・ルールの遵守 

学力の向上 
・５５分授業  
・アクティブラーニング 
・土曜授業（隔週） 
・黄金サイクル（予習→ 
 授業→復習）の確立  
・自学自習の習慣化 
 （積極的な動画配信） 

自己と向き合う 

・当たり前のことを   

 徹底的に 

・自学自習 

・林間学校 

 

 

 

 

 

川北生になる 

大きな志を持つ 

人を思いやる心 

協調性 

共に頑張る仲間づくり 

1 年 

3 年後の目標 

川北を支える 

川北の「顔」としての 

プライドを持つ 

志を育む 

日本の歴史と文化を学ぶ 

自主自立の精神 

豊かな人間関係 

志の実現 

心技体の充実 

他者の尊重 

仲間との強い絆 

2年 



≪川口工業高校の活性化・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・情報通信科 生徒数 
(男)546 

(女) 79 
計 625 

ホームページ http://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（国際興業バス） 

①番ポール 新井宿駅・東浦和駅行き・網代橋循環「六円橋」下車徒歩 4 分 

⑤番ポール 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 

本校では、学力向上、進路指導、生活指導等のあらゆる面で地域と連携し、自らの将

来像を明確にさせ生徒一人一人の自己実現をサポートします。 

１年生では、国語・数学・英語の授業において１クラスを２つに分けて少人数で授業

を展開しています。 

また、情報通信科では３年次に通信類型とネットワーク類型から選択をする類型別選

択をしています。 

活躍が顕著

な部活動 

機械研究部が埼玉県エコカーコンテストで３年連続総合優勝、全国大会では優勝 1 回 

 令和元年度は全国大会４度目の３位と毎年好成績を上げています。 

弱電部が平成２３・２５・２９年キャリアロボット部門で全国大会に出場しています。  

バスケットボール部が平成３０年度インターハイ予選から３大会連続で県大会出場、柔道

部が埼玉県高等学校柔道新人戦ベスト 16、陸上部が令和元年度に８種目で県大会出場、円

盤投げや三段跳び等３種目で入賞を果たした。他の部活動も活気があります。また、掃除

部が校内の美化を担当しタイルの修繕や天井、壁の塗装などを行っています。 

 

特色ある 

学校行事 

夏の公開講座（かわこうざ）を実施しています。工業科の先生だけではなく、普通科の先

生もイベントに参加し色々な講座を開講しています。 

文化祭では工業高校の特色を生かして、ものづくりの体験など生徒が主体となった催しが

たくさんあります。 

家庭・地域 

との連携 

夏の公開講座（かわこうざ）を地元の小学生から一般の方まで幅広く実施しものづくりの

楽しさを体験していただいています。 

２年生全員が１１月に川口市内の企業をはじめ、多くの専門企業の協力を得て、企業にお

いて就業体験を実施しています。 

進

路 

状

況 
四大 １３人 短大 １人 専門 ２４人 就職 １３０人 その他 ８人 

傾

向 

就職に関しては、誰もが名前を知っている全国区の大手企業から地元の企業まで非常に多く

の求人をいただきます。製造や建設といった分野での求人が多く、就職状況は非常に恵まれ

ており、学校紹介での就職率は 100％です。川口市内の企業への就職が多く、全体の 30％か

ら 40％を占めます。進学については多くの生徒が指定校推薦やＡＯ入試等を利用して進学し

ています。令和元年度では、大学では 52 校 200 名以上、専門学校では 70 校以上の指定校推

薦がありました。 
（※生徒数：R2.5.1 現在、進路は令和 2 年 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）誠実で礼儀正しく、学校の規則を守ることができる。 
（２）創造力が豊かで、工業について学ぶ意志が強い。 
（３）勤労で学習活動、部活動、学校行事に積極的に参加する 

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


川口工業高校は､就職も進学も選択できるハイパフォーマンスな学校です。川口工業高校は､就職も進学も選択できるハイパフォーマンスな学校です。

■機械科 私たちの生活を支える自動車や飛行機などあらゆる製品をつくるための「ものづくり」の基礎を学びます。

■電気科 家電から自動車まで電気の無い生活は考えられません。電気におけるエネルギーと制御について学びます。

■情報通信科 現在の情報社会における様々な情報通信や画像、映像などのデジタル情報を扱うIT技術について学びます。

県立川口工業高校 ～生徒の成長物語～

１年生

２年生

３年生

本校の
特 色
本校の
特 色

・働くための基本的な生活習慣を
確立する。

・基礎学力の向上と専門分野に関す
る興味関心を深める。
・学びの基礎診断
・コミュニケーション力の育成
・アドベンチャー教育

育成方針

行 事 部活動

体験学習・地域連携

・仕事への興味と適性を測り、
自己理解を深める。

・職業体験（企業）
インターンシップ

・地域との連携
・修学旅行

生徒会を中心に自主的な活動をしており
「あおぎり運動」（あいさつ・思いやり
・行事に積極的に参加・良識）をはじめ
、体育祭など１年間を通して学校生活に
欠かせない行事がたくさん
用意されています。
川工祭（文化祭）では
工業高校ならではの催
しがたくさんあります。

野球、バスケットボール、サッカー、陸上競
技、バレーボール、柔道、水泳、バドミント
ン、卓球、自転車、山岳、硬式テニス、弱電
機械研究、コンピュータ、科学、剣道、

ハンドボール、掃除、漫画創作研究、軽音楽

放送、女子テニス,電気研究、ボランティア

ボウリング、空手道など

部活動が盛んです。

工場見学
（彩の国魅力発信事業）
夏の公開講座
２年：インター

ンシップ
３年：進路の日

生徒に応じた進路指導

「就職と進学」

一人一人の個性と適性に応じた
進路指導を行っています。就職は
もちろん進学にも高い実績を上げ
ています。

本校卒業生の進路（R元年度)

川工イメージキャラクター
かわリス君

地 地学 就
～地域全体が学びの場～
基本理念：「地学地就」 地域密着型工業高校
■地学とは

①地域全体を学びの場とする
②地域の教育力を生かす

■地就とは

①地域のものづくり人材を育てる
②地域に就職する

・時間厳守の徹底とマナー指導を
通じて進路実現を計る。

・社会人としての素養を身につけ、
自身の責任と能力で解決できるよ
う支援する。
・就職活動、企業研究、学校研究

機械科 電気科 情報通信科

学 科 就 職 大 学 専門学校 その他 計

機 械 科 44 ６ 10 ４ 64

電 気 科 37 ２ ７ 1 47

情報通信科 49 6 ８ ３ 65

合 計(名) 130 14 24 ８ 176

割 合(％) 74.0 8.0 13.6 4.4 100

昨年度(％) 75.6 5.0 18.9 0.5 100

本校の３年後の目標

・進路希望100%実現
・旋盤技能検定3級
・第2種電気工事士
・第3種電気主任技術者
・情報配線施工技能士
・第2級陸上特殊無線技士
・工事担任者DD3種
・危険物取扱者乙種4類

川口市の地場産業である
鋳造の実習ができます。

機械科は、地域の産業に
貢献できる人材を育ててい
ます。

卒業後３年間の実務経験で
第３種電気主任技術者の資
格が取得できます。電気工
事、保守・点検に従事できる
人材を育てています。

情報通信技術の学習を通
じて、社会に出る前に必要
なことを、前向きに学べる
生徒を育てています。



≪川口青陵高校の活性化・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) 458 

(女) 402 
 計 860 

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

アクセス 

  埼玉高速鉄道「新井宿駅」から徒歩２０分 

 川口駅東口発 国際興業バス 東川口駅行もしくは戸塚安行駅行 神戸下車徒歩７分 

 東川口駅南口発 国際興業バス 川口駅東口行 神戸下車徒歩７分 

教育課程等

の特徴 

・基礎基本を重視した「分かる授業」を展開。 

・「学ぶ楽しさ」を体験させ、「主体的・対話的で深い学び」を促す授業を展開。 

・２学年から、進路に応じた選択科目の設定。 

・３学年では、進路希望に応じて文系・理系の類型選択。 

・日常の補習や長期休業中には進学希望者対象の講習を実施。 

活躍が顕著

な部活動 

・男子バレーボール部が県大会 第３位（平成 30年度）、ベスト８（令和元年度） 

・野球部が関東大会ベスト８（平成 20年度）、県大会ベスト３２（平成 29年度）、 

     県大会ベスト１６（令和元年度） 

・サッカー部 全国高校サッカー選手権県予選ベスト３０（令和元年度）      

・陸上競技部が関東大会出場（平成 23年度）、毎年県大会出場 

・写真部が関東大会に出展（平成 27 年度）  

・文化部展を毎年川口リリアで開催 

特色ある 

学校行事 

 ５月体育祭、 ７月球技大会、 ９月青陵祭（文化祭）、 １０月修学旅行（２年）、 

１１月マラソン大会、 １２月芸術鑑賞会・球技大会、 ２月３年生を送る会。 

家庭・地域 

との連携 

・５月にＰＴＡ総会、クラス懇談会実施    

・６月に三者面談実施 

・ＰＴＡで連携し本校独自の「心のカレンダー」を作成（Ｈ２７彩の国教育ふれあい賞受賞）

・小高交流事業を実施（本校運動部部員が小学校にて、体育授業やクラブ活動を補助）

・「ふれあいクリーン作戦」として本校周辺の清掃活動を実施 

進

路 

状

況 
四大 59 人 短大 18 人 専門 82 人 就職 66 人 

その他の 

卒業者 
25 人 

傾

向 

令和元年度卒･････大学短大進学 31％、専門学校 33％、就職 26％ 

○主な進路先･････岡山理科大学・東洋大学・大東文化大学・国士館大学・拓殖大学・ 

                 大正大学・城西大学・跡見学園女子大学・川口短期大学・ 

         川口市立看護専門学校・埼玉県理容美容専門学校   他 

〇主な就職先･････東京消防庁・埼玉県警・陸上自衛隊・日本ホテル・東川口病院・ 

         埼友草加病院・なだ万   他 
（※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＞ 

 ○ ３年間、部活動を頑張り続ける人 

 ○ 勉強や学校行事に、一生懸命取り組む人 

 ○ 夢の実現に向けて努力する人 

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


川口青陵高校は､「進んで学び、実践できる生徒」を育成します。

◇ 勉強や部活動、学校行事、資格取得等で頑張ろうとする意欲のある生徒を応援します。
◇ 朝学習や充実した授業により、落ちついた学習環境で「主体的・対話的で深い学び」を創造します。
◇ ルールやマナーを大切にし、社会に貢献できる人材を育成します。

県立川口青陵高校 ～生徒の成長物語～

川口青陵高校では、３年間
で基本的生活習慣を身につけ、
基礎学力を向上させ、社会に
貢献できる人材を育てます。

「川口青陵アワード」３年
間皆勤・３年間部活動所属・
資格取得を推奨し、表彰しま
す。

大学短大進学・専門学校進
学・就職と、多様な進路の実

現に対応します。

１年生

２年生

３年生

本校の
特 色

１ 生活習慣を確立し、明るく規律正しい高校
生活を実現する。

２ 朝学習を実施し、学習習慣を定着させ、基
礎学力の充実を図る。

３ 学校行事・学年行事・生徒会活動・部活動
へ、積極的に参加する。

４ 自分の適性を把握し、自己の進路を考え教
育課程の選択をする。

１ 健全な社会生活を送るための基本的な生活
習慣を身につける。

２ 最上級生として下級生をリードし、充実し
た高校生活を送る。

３ 社会の有為な形成者としての自覚を持つ。
４ 自らの生き方を考え、社会生活に適応でき
る人間性を育てる。

５ 卒業後の、自分の進路を実現させる。

埼玉県マスコット「コバトン」

全力で取り組む学校行事 盛んな部活動

修学旅行での体験学習

１ 安定した学校生活を送り、基本的生活習慣
を確立する。

２ 中堅学年として、学校行事や部活動に積極
的に参加し、リーダー的役割を果たす。

３ 個別指導・補習・進学希望者対象の講習の
実施により、基礎学力の向上を目指す。

４ 充実した進路指導から、自己の進路を決定
し、進路実現につなげる。

写 真

写 真

ＰＴＡ・後援会との連携

体育祭では、クラスの団結力を養い、
文化祭では、クラスの絆を深めます。

野球部、男子バ
レーボール部が
全国大会まで、
あともう一歩。
他の部活動も県
・関東･全国大会
出場を目指しま
す。

修学旅行では、日常で体験でき
ない体験学習を実施します。

本校の教職員

伸びる生徒をさらに伸ばします。
○分かりやすい授業の実施
○きめ細かな進路指導
○個別指導と補習の充実
○長期休業中に講習の実施

本校の３年後の目標

祝卒業

○ＰＴＡ･後援会が学校行事へ積極的に
参加し、生徒を応援します。

○交通安全指導・挨拶運動の実施
○生徒へのメッセージを込めた、本校
独自の「心のカレンダー」作成

祝入学

「コバトン」

「コバトン」

「コバトン」



≪川口東高校の活性化・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)427 

(女)382 
計 809 

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

アクセス 
JR 武蔵野線「東川口駅」南口から国際興業バス 東川 01『川口東高校入口』下車８分 

埼玉高速鉄道「戸塚安行駅」２番出口から徒歩 10分 

教育課程等

の特徴 

・１年生英語の授業では少人数展開（２クラスを３展開）を実施 

・１、２年生では多くの共通科目を学び、基礎・基本の定着を重視 

・３年生では３つの類型（文系・理系・総合系）を設置し、多様な進路希望に対応 

・「未来を拓く『学び』プロジェクト」研究開発校として、「知識構成型ジグソー法」

を活用し、アクティブ・ラーニング型授業をチームとして研究・実践 

・ＨＲ全教室にプロジェクターを設置 

・タブレット 44 台を備えた「タブレット教室」を設置 

活躍が顕著

な部活動 

・サッカー、男女バスケ、男子テニス、卓球、柔道、女子バレーボール部、軟式野 

 同好会が県大会出場                     （令和元年度） 

・バドミントン部男子（ダブルス）が関東総合大会出場（平成 30 年度） 

・ハンドボール部女子が関東大会出場（平成 27、29、30 年度） 

・ハンドボール部男子が全国大会ベスト 16（令和元年度） 

・弓道部が全国高校選抜遠的弓道大会出場（平成 29 年度） 

・写真部が関東大会出品（令和元年度） 

・書道部が国際高校生選抜書展（書の甲子園）４名入選（令和元年度） 

・新聞部が全国高校新聞年間紙面審査賞入賞、全国高等学校総合文化祭参加 

（令和元年度、令和２年度） 

特色ある 

学校行事 

・体育祭を５月末に行い、年度初めにクラスの結束を固めます 

・文化祭（９月）は「東高祭」として全校で盛り上がります 

・球技大会（12 月）では、新しい生徒会が中心となって企画・運営し、課題解決力 

を高めます 

・学校説明会では本校生徒が「施設見学」の際に校内施設を案内します 

家庭・地域 

との連携 

・公開授業（年３回程度）を実施します 

・月１回、地元町会に学校新聞（新聞部作成）を配布します 

・落ち葉清掃として、校舎周辺の清掃活動を実施します 

・小学校との交流事業（ﾊｰﾄﾌﾙﾃﾞｰ）を実施し、学習支援のボランティアをします 

進

路 

状

況 
四大 125 人 短大 18 人 専門 121 人 就職 28 人 

その他の 

卒業者 
16 人 

傾

向 

・四年制大学・短大・専門・就職、あらゆる分野の進路希望に対応 

・四年制大学への進学者が増加傾向 

・学校斡旋の就職内定率は 100％ 

（※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＞ 

・自らの目標に向かってたくましく生き抜く生徒 

・豊かな心を持つ生徒 

・社会に貢献できる生徒 

＜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） 

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


埼玉県立川口東高等学校～生徒の成長物語～

◇ 1・2 年次は共通科目を履修、3年次は文系・理系・総合系の類型を選択履修

◇ 「時を守り、場を清め、礼を正す」を指針とした、きめの細かい指導

◇ 敷地内にたくさんの樹木があり、四季それぞれに緑豊かで落ち着いた環境

２
学年

伸
ば
す

３
学年

活
か
す

輝
く

１
学年

見
つ
け
る

本校の特色 校訓

勉強や部活動、行事などの学校生活を通して、自分の「良さ」を見つけます。「時を守り、場を清め、
礼を正す」の指導方針にのっとり、基本的な生活習慣を身につけます。

自分の「良さ」を活かし、理系・文系・総合系の３つの類型に分かれて進路実現を目指します。
卒業後は、大学や短期大学、専門学校への進学から就職まで多岐にわたります。

中堅学年として学校行事の中心的な役割を担います。その中で自分の「良さ」を伸ばし、進路実
現に向けた学力向上を図ります。また、各行事で下級生をまとめ、「リーダー」資質を養います。

３年間で自らの目標に向かってたくましく生
き抜く力を身につけます。そして、豊かな心
を持って社会に貢献し、輝かしい実績を残す
人材となります。

　　　君の夢、東風にのせて…　
　　　　　　　　夢の実現を全力で応援します。
埼玉県川口市長蔵３－１－１
TEL 048-296-7022　　FAX 048-290-1014
URL https://kawaguchihigashi-h.spec.ed.jp

こ　ち

修学旅行
沖縄や南九州などで平和学習を
行い、命の尊さを学びます。

少人数授業
英語Ⅰは２クラスを３つに分け
た少人数授業を展開しています。

朝読書
集中力が高まり、落ち着いた気
持ちで授業を受けられます。

部活動
放課後は、部活動に参加する生
徒たちで活気にあふれています。

体育祭
総合優勝を目指し、クラスで団
結して競技に臨みます。

協調学習
生徒が主役の授業を展開して、
深い学びを実践します。

進路指導
きめ細かい進路指導で、生徒の
夢を全力でサポートします。

ハートフルデー
戸塚綾瀬小学校を訪れ、小学校
の先生の仕事を体験します。

文化祭
各クラスで企画を考え、仲間と
協力して完成させます。



様式          ≪川越高校の活性化・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)1,119 計 1,119 

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

アクセス 
西武新宿線本川越駅より徒歩 15 分、東武東上線川越市駅より徒歩 20分 

東武東上線・ＪＲ川越駅より徒歩 25 分、東武バス神明町車庫行き一番街下車徒歩 7 分 

教育課程等

の特徴 

５０分授業。隔週土曜日授業。月・水曜日は７時間目まであります。 

令和元年度より、学年制と単位制の良さを組み合わせた「進学型単位制」を導入し、生

徒の進路実現を全力でサポートします。 

１年次で基礎基本となる科目を中心に学習します。２年次では自らの希望進路を見据え

て、文系・理系を意識した選択を行います。３年次では、希望大学に対応した科目を幅

広く選択できる、「進学型単位制」の利点を生かし、よりきめ細かな指導を行っていま

す。 

活躍が顕著

な部活動 

・演劇部 新聞部 弦楽合奏部 音楽部 令和２年度全国高等学校総合文化祭出場 

・新聞部、美術部 令和元年度全国高等学校総合文化祭出場 

・庭球部 令和元年度全国高等学校総合体育大会出場 

・弓道部 令和元年度全国高等学校選抜弓道遠的大会 第３位 

特色ある 

学校行事※ 

・球技大会（６月） ５種目をクラス対抗戦で争い、教員チームも参戦します。 

・くすのき祭（文化祭）（９月） 毎年１万人を超える来場者があります。 

・陸上競技大会（１０月） 川越市運動公園陸上競技場で行い、最終種目の騎馬戦は 

             大変盛り上がります 

家庭・地域 

との連携※ 

・５月に面談週間、夏季休業中に保護者面談、１１月に三者面談を設定。 

・近隣小学校で学習サポートを実施（７、８月）。 

・川越市内の小中学生を対象とした冬休み科学教室を実施。 

進

路 

状況 四大 ２１１人 短大 ０人 専門 ２人 就職 ０人 その他 １５０人 

傾向 

 国公立大学進学志向が高くなっている。今春の卒業生は、中上位層が国公立大学受験で

健闘し合格者が１１５名と多かった。進学先の内訳では、現役進学者の約５割が国公立大

学、２割強が最上位私立大学（早慶上智東京理科）、２割弱がＧＭＡＲＣＨへ進学した。 

 国立難関大＊（５５名）、国公立医学部（１２名）進学者が増加している。 

 ＊旧帝大＋東工・一橋・神戸 

（生徒数：R2.5.1 現在、進路は R2.3 月卒業生の実績値） 
※は例年の日程 

 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 

 伝統ある自主自立の精神を自覚し実践する生徒。高い志を立て、その実践に向け常に努力を重ねる生

徒。文武において切磋琢磨し自己を高め、有為なリーダーを目指す生徒。 

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


  盛んな学校行事・部活動 

 くすのき祭（文化祭）は川越高校

最大の行事。毎年１万人を超える来

場者があり、大変盛り上がります。 

 部活動は全員加入しています。掛

け持ちしている生徒もいます。 

 川高サイエンス探究 

 SSH２期 11 年間の成

果を基に、総合的な学

習の時間や部活動で研

究活動を実施します。 

 また、研究施設訪問

や研究者を招いた特別

講座も開講します。 

・入学当初から、学習法の指導を行い主体的

な学習姿勢を学びます。また、進路講演会や

大学説明会を早い段階から行い、進路意識を

明確にします。 

・国際交流プログラムのＳＴＥＰ１として、

英語圏以外の在日外国人から文化等を学び、

世界に目を向けるきっかけを作ります。 

・中堅年次として、部活動・学校行事・生徒会

活動等でリーダーシップを発揮します。 

・修学旅行では平和学習や歴史・文化・自然を

学びます。また、班別行動を行うことにより自

主性・主体性を身に付けます。 

・大学への現役合格者を招いて懇談会を開き、

受験への意識を高めていきます。 

・卒業年次として目標を確かなものとし、その

志を達成するために努力を積み重ねます。 

・文系・理系や国立大学・難関私立大学受験に対

応するため、幅広く選択科目を設定することで、

よりきめ細やかな指導をしています。 

・５月には志望大学別受験説明会により、大学

ごとの入試の傾向と対策を明らかにします。 

・従来の学年制の良さを残しつ

つ、学年制と単位制を組み合わせ

た新しいシステムで学習をサポ

ート。 

・多様化する大学入試に対応する

ため、単位制の良さを生かし、選

択科目を多く配置することで生

徒の進路希望を叶える。 

（令和元年度より） 

３ 育成方針（生徒の成長物語） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 充実した国際交流プログラム 

「Go Global 高い志、世界へ向

けて」をテーマに高校生のうち

から世界へ目を向けられるプ

ログラムを用意しています。 

 ＳＴＥＰ２：エンパワーメン

トプログラム。ＳＴＥＰ３：次

世代リーダー育成プログラム。 

   熱意ある授業が生徒の力を伸ばす 《生徒も教員もトップを目指す》 

  川越高校最大の魅力であり、もっとも力を入れているのが授業です。 

 毎日の授業、一時間一時間に集中しています。 

  教員は「真の実力」を育てるために質の高い、時に高校の範囲を飛 

 び出さんばかりの授業を展開し、授業改善に日々取り組んでいます。 

   毎日の授業と着実な家庭学習で第一志望大学現役合格へ一直線。 

    県立川越高校 ～生徒の成長物語～ 

 １年次 

 ２年次 

 ３年次 

単位制を導入 

本校の 

特 色 

◇ 本校の授業 大学に合格するだけでなく、大学での勉強の幅を広げ、社会に出てからも通用する「真の実力」を身  

 に付けることを目標としています。 

◇ 行事や部活動 学業だけでなく、学校行事にも部活動にも一生懸命に取り組みます。 

【川高の育成する３つの力】 

・大学に入る力 

・大学で伸びる力 

・社会に貢献し活躍できる力 



≪埼玉県立川越工業高校の活性化・特色化方針≫ 
（令和３年度～） 

１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 デザイン，化学，建築，機械，電気 生徒数 
(男) 621 

(女) 209 
計：830 

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

アクセス ○JR 川越線・東武東上線川越駅東口下車徒歩 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 

○高い専門性：充実した施設・設備で各専門分野の基礎から応用まで体系的に学び、次代を

担うための高い専門性を育成します。（専門科目の合計単位数：33～38） 

○少人数制授業：実習系科目は 1 班 10 人程度の安全に配慮した少人数制によるきめ細やか

な指導を行います。数学（1 年生）、英語（1・3年生）、国語（2・3年生）は 20人程度の

少人数制によるきめ細やかな指導で社会生活や大学生活を支える教養を身に付けます。 

活躍が 

顕著な 

部活動 

○野球部：甲子園出場(2回)，H29 全国高等学校野球選手権埼玉大会ベスト８，H28 選抜高

等学校野球大会 21世紀枠埼玉県推薦校 

○自転車競技部：インターハイ・選抜大会毎年出場，R01 インターハイ 女子ケイリン優勝 

女子ポイントレース優勝，2019 年アジア大会 女子ジュニアスプリント銅メダル 

○関東大会出場：柔道部(R01 女子団体)，陸上競技部(H29 走高跳)，ラグビー部(H25)， 

弓道部(H23)，庭球(ソフトテニス)部(H22) など 

特色ある 

学校行事 

○工業祭：本格木造建築のウエルカムアーチ、電

気自動車・電車などの走行をはじめ、各学科や

部活動で研究・製作した作品の展示や「ものづ

くり教室」を開講するなど、工業高校ならでは

の学習成果の発表の場としての特色ある文化

祭です。毎年 10 月の最終土日に開催します。 

○体育祭：川越市陸上競技場を会場に開催。 

○強歩大会：正丸駅から芦ヶ久保駅までの初夏の山道を友達と語らいながら歩きます。 

○五科合同課題研究発表会：３年生全員が発表する他に類を見ない大規模な発表会です。 

家庭･地域 

との連携 

〇企業、大学、研究機関、博物館、自治体、商工会議所、観光

協会、ＮＰＯなど、地域社会と連携した他に類を見ない充実

した教育活動を実践しています。 

・理化学研究所との水素エネルギーに関する「共同研究」R01 

・企業や大学研究室での「インターンシップ」 

・丸広百貨店での「卒業制作展」や「アパレルショー」 

・観光協会との連携による川越きものの日での「機織体験」 

・川越産業フェスタでの「ものづくり教室」や「ミニ電車の走行」「サイエンスショー」 

・川越市との連携による「小江戸川越ハーフマラソン」ポスター等の制作 など 

進 

 

路 

状 

況 
四大 38 人 短大 2 人 専門 55 人 就職 161 人 進学準備等 10 人 

傾向 

・ 

実績 

○主な進学先：東京電機大，東洋大，城西大，東京理科大，女子栄養大，日本工業大， 

   千葉工業大，ものつくり大，神奈川工業大，日本体育大 など（工業高校進学実績 No.1） 

○主な就職先：本田技研工業，トヨタ自動車，SUBARU，武州製薬，富士薬品，大和ハウス， 

  パナソニック，岩堀建設工業，関東電気保安協会，ロッテ，東武鉄道グループ，丸広百貨店， 

  西武鉄道グループ，いるま野農業協同組合 など（求人票受付件数約 2,000 社) 

（※生徒数：R2.5.1 現在、進路は R2.3 月卒業生の実績） 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞本校の教育目標と目指す学校像を理解するとともに、本校を強く志望し、基本的な

生活習慣が身についている次の(1)から(4)のすべてに該当する生徒 

 (1) 志望学科に対する興味・関心の高い生徒 

 (2) 主体的に学び、豊かな創造性を育む意欲のある生徒 

 (3) 資格取得や部活動などに意欲的に取り組む生徒 

 (4) 高い倫理観と責任感があり、人を思いやる心をもつ生徒 

＜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） 

 

 [デザイン科] 
アパレルショー 

[化 学 科] 
サイエンスショー 

[建 築 科] 
ウェルカムアーチ 

[機 械 科] 
４ＷＤ電気自動車 

[電 気 科] 
電車自動運転 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

埼玉県立川越工業高等学校  育成方針 ～生徒の成長物語～ 

【目指す学校像】 新しい時代を切り拓く たくましく 創造性豊かな 実践的技術者を育成する 

※本校の教育目標と目指す学校像を理解するとともに、本校を強く志望し、基本的な生活習慣が身についている次のすべてに該当する生徒 

●志望学科に対する興味・関心の高い生徒        ●主体的に学び、豊かな創造性を育む意欲のある生徒 

●資格取得や部活動などに意欲的に取り組む生徒    ●高い倫理観と責任感があり、人を思いやる心をもつ生徒 

特徴的な 

教育活動 

興味・関心・意欲 

知識・技術・技能 

主体性・協調性・専門性・探究心 

入学前（求める生徒像） 

１・２年生（基盤を構築するための学び） 

活躍・幸福 

「
工
」
の
道
の
一
筋
を
命
と
た
ど
る
若
人
わ
れ
ら 

●常に職業(働くこと)を意識した“キャリア教育” 

●成功体験や失敗体験に学ぶ“ものづくり教育” 

●実学(実践・実理)を基盤とした“ＳＴＥＭ教育” 
 

３年生（学び合い・高め合う学び） 

卒業後（中核的専門人材として活躍） 

川越工高 

「社会に開かれた教育課程」の実現 
本校の魅力の源「ＦＩＶＥ ＳＹＮＥＲＧＹ」 

川越工高 

専門 

専門性や社会生活 
を支える一般教養 

精神力や忍耐力 
人間性を育む部活動 

教育課程の一環とした 
様々な学校行事 

地域や企業・大学等 
社会との積極的な連携 

成功や失敗、ホンモノから 
学ぶ高い専門性 行事 

部活 教養 

連携 

笑顔で入学！ 

全員揃って 

笑顔で卒業！ 

中途退学 0% 
進路実現 100% 

心身の成長 120% 

●専門性や大学生活、社会生活を支える一般教養の習得 

●専門科目の徹底した指導による知識・技術・技能の習得 

●プロフェッショナルの指導による高度で専門的な知識・技術・技能の習得 

●高度な資格取得への果敢なる挑戦 

●地域や産業を支え、新しい時代を切り拓く、創造性豊かな 

  実践的技術者としての活躍と幸せな生活 

●工業高校ならではのアクティブ・ラーニングによる主体性・協調性の向上 

●企業・大学・研究機関等との連携による専門性・探究心の向上 

「夢信進工道（夢を信じ工の道を進む）」（著彫者：椎橋章夫氏 Suica 開発者） 

[建 築 科] 
ウェルカムアーチ 

 

 [デザイン科] 
ファッションショー 

[化 学 科] 
化学実験ショー 

 

[機 械 科] 
４ＷＤ電気自動車 

[電 気 科] 
電車自動運転 



≪埼玉県立川越女子高等学校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 普通科 生徒数 (女)1117 計 1117 

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

アクセス 東上線川越市駅 徒歩５分・西武新宿線 本川越駅 徒歩８分 

教育課程等

の特徴 

１年：基礎的基本的科目に重点を置き、単位を増加させて基礎学力の徹底を図ります。 
２年：学習内容の充実を図り、一部選択科目を導入するなど、実力養成に力を入れていま 
   す。 
３年：進路希望により文系・理系の２類型に分け、あらゆる大学受験に対応できる自在な 
   教科選択を可能にしています。 

 SSH 指定校による独自の教育課程と生徒が主体的・対話的で深く学ぶ「質の高い授業」

で、５教科７科目のセンター試験や難関私立大学・国立大学の個別試験に対応することが

できます。また、将来のあらゆる分野の第一線で活躍するために必要な確かな学力を養う

ことができます。 

活躍が顕著

な部活動 

令和元年度実績 
 
＜全国大会＞文芸部、カラーガード部、弓道部、英語部、書道部、地球天文部 
「一緒に読もう！新聞コンクール」優秀学校賞、優秀賞 
「青少年読書感想文コンクール」サントリー奨励賞 

 科学技術振興展覧会（生物部門） 
 
＜関東大会＞水泳部、陸上部、カラーガード部、音楽部、弓道部、放送部 

特色ある 

学校行事 

・体育祭（６月）①生徒が企画する体育祭 ②縦割りの応援団 
         ③団別対抗戦で生徒の結束力を高める 
・修学旅行（２学年・１２月）沖縄方面 平和学習と班別自主行動 
・紫苑祭（９月）①生徒が企画する紫苑祭  
        ②１３、０００人を超える来場者  

        ③７０年の歴史と多彩なクラス・有志の発表 

家庭・地域 

との連携 

・市内小中学生対象冬休み科学教室（川越市内の高校とコラボレーション） 
・市内小中学校における補習授業ティーチングアシスタント 

・保護者のための進路勉強会（年間５回） 

進

路 

状

況 
四大  326 人 短大 1 人 専門  0 人 就職 0 人 

その他の 

卒業者 
36 人 

傾

向 

・多くの生徒は国公立大学志望 

・現役進学率 90．4％ 

（※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＞ 

 
社会に貢献できる自主・自律の精神に満ちた自立した人間を育成します！ 
○「学力の向上」と「人格の陶冶」  →  生徒の心身と学力を鍛え、生徒の能力を引き伸ばす 
○２学期制・６５分授業・隔週土曜日公開授業 → 授業時間を確保し、自学自習力を育成する 

○教育課程、指導到達目標、学習ＯＴの充実  →  難関大学受験に対応できる学力を育成する 

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


３ 育成方針（埼玉県立川越女子高校 ～生徒の成長物語～） 

 

 
 

 

 

 



≪川越総合高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 

１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 総合学科 生徒数 
(男) 168 

(女) 551 
 計 719 

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

アクセス 
ＪＲ川越駅から徒歩 20分  西武新宿線本川越駅から徒歩 15 分  

東武東上線川越市駅から徒歩 20 分 

教育課程等

の特徴 

・単位制の総合学科であり、普通教科と多様な専門教科を総合的に学習します。 

・１年次は普通科目を中心とした基礎学力の定着とキャリア教育の充実を図ります。 

・多彩な選択科目を用意し、２年次からは進路や適性・興味・関心によって多くの科 

 目を選択することで、一人ひとり自分の時間割をつくります。 

活躍が顕著

な部活動 

・弓道部(R1 インターハイ出場、R1 全国高校遠的弓道大会 準優勝、 

     R1 関東高校弓道大会出場)  

・女子バレーボール部(R1 高等学校選手権大会県予選出場) 

特色ある 

学校行事 

・1 年次の共同実験実習（１泊２日） ・東日本大震災復興支援ボランティア 

・川総祭（模擬店など企画多数）    ・体育祭（応援合戦、騎馬戦、棒引き） 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談（６月）  ・学年別保護者会  ・ＰＴＡ研修会  ・地元育成会との交流 

・農産物販売会（校内、地元百貨店等） ・地元中学校を招いた理科授業 

・大学との連携  ・里山保全活動（ＮＰＯ法人、卒業生との連携） 

川総の魅力 

・多彩な授業科目（約 100 種類）を活かして、自分が目指す進路や興味・関心に応じ 

 た「自分だけの時間割」を作り、目的意識をもって学ぶことができます。 

・少人数授業でわかりやすく学び、知識・技術を確実に身に付けることができます。 

・農業や家庭科を通して、生命や食の大切さを学ぶことができます。 

 

 

 

 

 

 

在校生からのメッセージ 

 川越総合高等学校は他の学校にはない科目がたくさんあり、２年次からは自分で授

業を選択できます。農産物や花、パンの製造など普通科の高校では経験できないこと

もたくさんあります。川総で充実した高校生活を送ってみませんか？      

                          （川島町立川島中出身 T.K） 

進

路 

状

況 
四大  35 人 短大 31 人 専門 102 人 就職 68 人 その他  6 人 

傾

向 

・例年、四大・短大、専門学校、就職の割合は同じような傾向にあり、四大・短大への 

 受験は、総合型選抜（旧公募制・ＡＯ入試）の利用割合が多い。 

・就職は、製造・販売・事務・サービスなど多方面にわたる。 

・在学中に学んだ専門分野を生かせる進路先を目指す者が多い。 

（※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＞ 

                         ・夢の実現に向けて、学ぶ意欲がある生徒 

                         ・主体性、協働性を持ち、素直で明るい生徒 

＜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） 

 

本校（総合学科）の特徴を良く理解している人  

（授業「調理」） （ｷｬﾗｸﾀｰ） （QR ｺｰﾄﾞ）HP へ （授業「温室野菜」） （授業「総合実習」） 

 

http://www.kawagoesogo-h.spec.ed.jp
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html
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  川川越越総総合合高高等等学学校校       

 ○自分には何が向いているのだろう？  ○将来どのような進路を目指せばいいのか？ 

 ○自分の可能性を信じ、いろいろなことにチャレンジしたい  ○一人の人間として社会に貢献したい 

中
学
生 

生生きき方方を考え、 

   未未来来を拓く 

◇ 豊かな心を育み、自然や生命を慈しむ体験活動 
◇ 自らに責任を持ち、誇りと自信を持った生活 
◇ 個を尊重し、博愛と協調の精神を育む地域貢献活動 

・夢と希望の実現 

・社会に貢献する人材 

・全生徒の進路保証 

ＦＦＪ活動 

東日本復
興支援 
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

高大連携 

活気ある
部活動 

ＮＰＯ 
との連携 

地域や産
業界との
連携 

実践教育
の充実 

・希望進路に向けた選択科目 

・適性や興味・関心の伸長及び人間力の育成 

・社会の諸課題を認識し、自らの生き方を探究 

・文化祭、体育祭など学校行事の中心的な役割 

・希望進路への取り組み 

ＰＴＡ活動 

挨拶運動 

～～生徒の成長物語～～ 

３
年
次
生 

・進路実現に向けた選択科目 

・適性、興味・関心による進路学習 

・自分自身の時間割作成が可能 

・選択の目安となる４つの系列（農業科学、食品科学、 

 生物活用、生活デザイン）の設定 

・修学旅行､文化祭､体育祭など学校行事への積極的な参加 

・ＳＤＧｓに代表される社会の諸課題を認識した課題解決学習 

２
年
次
生 

・基礎、基本を重視したクラス別授業 

・科目「産業社会と人間」を通したキャリア教育の充実 

・科目「総合実習」を通した体験的教育の充実 

・共同実験実習、遠足などを通した集団生活への適応及び 

 基本的生活習慣の確立 

１
年
次
生 

学力の３要素（社会で自立して
活動していくために必要な力） 



≪川越西高校の活性化・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)354 

(女)591 
計 945 

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

アクセス ＪＲ川越線 笠幡駅から徒歩１５分 又は 東武東上線 鶴ヶ島駅から自転車２０分 

教育課程等

の特徴 

・３年生から文系・理系の類型選択。 

・「協調学習」を取り入れた主体的・対話的で深い学びを通年で実施。 

・地歴・公民科、家庭科では専門家を講師に招いての出前授業を実施。 

・スタディサプリを利用し、授業の学習を補充。 

・校舎は冷暖房完備の各教室。トイレはウォシュレット付き洋式トイレ完備。 

・野球、陸上・サッカー、ソフトボールが同時に練習できる広いグランド。テニスコ

ート６面や夜間照明など施設も充実しています。 

活躍が顕著

な部活動 

【運動部】 

・陸上競技部:男子走高跳、女子 100m 関東大会出場(H28) 

・野球部:全国高等学校野球選手権埼玉大会 ベスト１６(H27) 

・女子ソフトテニス部:関東大会出場(H26)、新人大会県大会３位(R1) 

・空手道部: 県大会女子個人形第８位､女子団体組手県ベスト８（R1)、 

      男子団体形第６位(H30) 

【文化部】 

・書道部：第 20 回「高校生国際美術展」書の部 学校奨励賞（全国３位相当）（R1) 

・演劇部：第 66 回埼玉県高等学校演劇中央発表会 優良賞（R1) 

・合唱部：平成３０年度全国高等学校総合文化祭出場         

                       他の部活:県大会へ多数出場あり 

特色ある 

学校行事 

・文化祭（９月実施）は各クラスの企画や書道部、吹奏楽部、合唱部、ダンス部、ギ 

 ター部のパフォーマンスなどで大いに盛り上がる。 

・体育祭（１０月実施）は全員リレーなど様々な種目で盛り上がる。 

・図書館主催のビブリオバトル、１学年主催の百人一首大会など特色ある行事も開催。 

家庭・地域 

との連携 

・学校行事や進路、生徒指導からのお知らせ等を保護者に一斉メール配信。 

・霞ヶ関西小学校とはソフトボール部がボール投げの指導、バスケットボール部がド 

 リブルやシュートの指導に、夏休みは宿題ボランティア等を実施し、交流が盛ん。 

・霞ヶ関西中学校３年生全員が本校で高校の授業を体験。（７月） 

・霞ヶ関西公民館主催の寺子屋教室や書き初め教室などボランティア事業の積極的参

加。 

進

路 

状

況 
四大  108 人 短大 42 人 専門 158 人 就職  36 人 その他 10 人 

傾

向 

・多種多様にわたる将来の希望を持つ生徒が増えてきている。 

・短大、専門学校は幼児教育系、医療系が多い。 

（※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＞ 

 規律と品位のある学校生活を送り、勉強と部活動の両立を３年間頑張り続けることのできる生徒。 

＜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） 

 

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


川越西高校は､進路の実現に向けて頑張る生徒を応援しています。川越西高校は､進路の実現に向けて頑張る生徒を応援しています。

○ 部活動がさかんで、勉強と部活動の両立に頑張る生徒が多く、活気があります。
○ 緑が多く自然環境に恵まれ、施設が充実しており、きめ細かな指導で生徒をフォローします。
○ 近隣の小中学校と連携した取り組みが充実しています。

県立川越西高校 ー生徒の成長物語ー

□ 地域との絆をより大切に

□ すべての部活動を１ランクＵＰ！

□ 粘り強く努力する生徒を育成

□ キャリア形成のための深い学びを支援

１年生

２年生

３年生

本校の
特 色
本校の
特 色

□ 基本的生活習慣を確立
□ 勉強と部活動の両立
□ 進路についての意識を高める

□ 文系・理系の類型別カリキュラム
□ 様々な進路に対応した多彩な選択科目
□ 進路希望を実現し、社会性・公共心を育成

コバトン＆
さいたまっち

育成方針

□ 行事でも部活動でも中心に
□ 自分の進路を見据えた取組を実施
□ 他者から信頼される生徒を育成

地域との連携

行 事

様々な行事で生徒
主体の運営

本校の今後の目標

□近隣の小中学校との交流が活発
□地域のボランティア活動への積極
的参加

部 活 動

様々な部活動が関東大会、
県大会で活躍

出前授業等

大学の先生、専門学校の
先生、各分野の専門家から
実践を学ぶ



 

≪川越初雁高校の活性化・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)312 

(女)233 
計 545 

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

アクセス 東武東上線 新河岸駅下車 徒歩２０分・自転車１０分 

教育課程等

の特徴 

学び直しでわかる喜びと達成感。 

生徒の基礎学力を定着・向上させ、進路希望の実現を図ります。 

・少人数学級編制と数学・英語での少人数授業、さらに数学での習熟度別授業 

・総合進学クラスでの発展的な学習・部活動可能 

・未来を拓く「学び」プロジェクト等による主体的な学び 

・きめ細かい進路指導で大学･専門学校･就職のそれぞれに実績 

基本的生活習慣を確立させ、社会に貢献し活躍できる人材に育てます。 

・徹底した生徒指導と規律ある学校生活 

活躍が顕著

な部活動 

運動部：野球,女子バレーボール,サッカー,ソフトボール,弓道,硬式テニス 

    女子バドミントン,男子バスケットボール,陸上,剣道,卓球,登山(12 部) 

文化部：吹奏楽,華道,茶道,文芸,写真,調理,放送,出版,書道,美術,理科,演劇(12 部) 

※ 令和元年度部活動実績 

【関東大会出場・国体出場】弓道部  【県大会ベスト８】ソフトボール部 

【県大会出場】野球部 陸上競技部 女子バレーボール部 

【展覧会等入選】美術部（日本彫刻展覧会入選・埼玉県美術展覧会入選） 

特色ある 

学校行事 

令和２年度学校行事 

「体育祭」１１月６日(金) ※一般公開は行っていません。 

「初雁祭」（文化祭）※検討中です 

「修学旅行」１２月１６日(水)～１８日(金)  ※令和２年度旅行先は沖縄です。 

「初雁トライアル 2020」２月５日(金) ※令和２年度は２月にマラソン大会を行います。  

様々な体験をとおして、「人を育む」取組を行っています。 

家庭・地域 

との連携 

・川越特別支援学校川越たかしな分校（校内に併設）との交流 

・近隣保育園や小中学校との学習活動や部活動をとおしての交流 

・ボランティアチャレンジ（近隣の雑木林・通学路のごみ拾い） 

・地域ＮＰＯとの連携による「武蔵野の落ち葉堆肥農法（※）」体験 
 ※日本農業遺産にも登録されている環境保全型農業の一環として落ち葉拾いを体験 

進

路 

状

況 
四大 ２９人 短大 ９人 専門 ５５人 就職 ７２人 その他 ３６人 

傾

向 

指定校推薦について、令和元年度には、60大学 200 を超える学科を始め、多くの短期大

学や専門学校からもいただいています。 

就職希望者の内定率 10年連続 100％を達成！ 

平成 30 年度も令和元年度も、就職希望者の 87.5％以上が、1 回目の就職試験で内定を

いただきました。 
（※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＞ 

調性があり、学校を休まず、学習・部活動など毎日の活動に一生懸命取り組む生徒 

＜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） 

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


生活

３年後・そしてその先を見すえた
３年間の継続的・計画的な進路指導進路

基礎学力と「思考力」・「判断力」・「表現力」
の習得を目指すきめ細かな学習指導

社会とのつながりを実感し自分を再発見する
学校行事・体験活動・ボランティア活動

目標へ努力する力・仲間と高め合う力を
身につける充実した部活動

落ち着いた学習環境の中で、基本的生活習慣・
規範意識を身につける徹底した生徒指導

学習

行事

部活

生活

特色 あらゆる進路希望をかなえる学校

県 立 川 越 初 雁 高 校 ～生徒の成長物語～ コバトン＆
さいたまっち

本校の教育活動はすべて「教職員総がかり」で行っています

学習

校外の体験：
社会とのつながり:多くの経験

部活 仲間と高め合う力を
身につける充実した部活動

進路

卒業時の目標
社 会 に
貢献できる
人になる

学校行事
校内の行事：
仲間とのつながり・豊かな経験

落ち着いた
学習環の中で、

基本的生活習慣・規範
意識を身につける徹底
した生徒指導

・少人数学級編成
・少人数授業（英語）
・習熟度別
少人数授業（数学）

実践的学力を獲得する
自律した生活を送る
進路先が決定する

主体的・対話的で
深い学びの実践

３年生

応用力が身につく
生活習慣が定着する
進路の視野が広がる

基礎学力が定着する
生活習慣が確立する
進路意識が明確になる

１年からの
継続的な指導

就職内定率
９年連続１００％

１年生 ２年生

!"#$%&３'

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
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


≪川越南高校の活性化・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 生徒数 
(男) 429 人 

(女) 649 人 
計 1,078 人 

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

アクセス 
■西武新宿線「南大塚駅」下車 徒歩 13分 

■ＪＲ・東武東上線「川越駅」下車 西口から自転車 15分 

教育課程等

の特徴 

■「大学入学者選抜改革」に対応する新たな教育課程を編成し令和４年度入学生から実施 

■新しい「学習指導要領」に示される育成すべき資質・能力を身に付け、確かな未来へと導く

教育課程を編成 

■令和３年度入学生までは２学年からの文系・理系のコース制を導入すると同時に、幅広い

教養も身に付けることができる教育課程を編成（令和４年度入学生から２学年コース制廃止） 

■多様化する進路希望に対応するための選択科目を設置 

活躍が顕著

な部活動 

■「文武両道」の精神を教育活動の柱とする本校の部活動加入率は 94％（R1.5 調査） 

■「部活動」充実度 生徒 87%・保護者 89%（R1.11生徒・保護者対象アンケート） 

＜令和元年度から令和２年度５月までの実績＞ 

運動部 

【関東大会出場】陸上競技部・弓道部 

【県大会出場又は同等レベルの実績】野球部・ソフトボール部・サッカー部・男女バドミントン部・

女子ソフトテニス部・男女テニス部・男女バレーボール部・男女バスケットボール部・男女卓球

部・剣道部・弓道部・空手道部・ハンドボール部・ダンス部・ワンダーフォーゲル部 

文化部 

【全国大会出場】放送部・理科部 【関東大会出場】吹奏楽部（西関東吹奏楽コンクール） 

【県コンクール出場又は同等レベルの実績】音楽部・美術部・書道部・ギター部・新聞部 

【その他】写真部・茶道部・パソコン部・文芸部・料理部・英語同好会 

特色ある 

学校行事 

■「学校行事」充実度 生徒 88％・保護者 94％（R1.11生徒・保護者対象アンケート） 

■入学式・新入生歓迎会・新入生オリエンテーション（4月） 遠足（5月） 体育祭（6月） 文

化祭「藤華祭」（9月） 交換ホームステイ（9 月） 芸術鑑賞会・留学生交流会（10月） 長距

離走大会・修学旅行（11月） 球技大会・百人一首大会（12月） 予餞会・卒業証書授与式

（3月） 

家庭・地域 

との連携 

■地域行事への参加や中学校での進路指導を支援「中学校進路学習会」「出前授業」「理科

教室」「卒業生進路懇談会」「中学校ＰＴＡ学校見学会」「上級学校訪問」など 

■ＰＴＡ・後援会活動も活発 大学視察会・進路講演会・広報紙「かわなん」発行など 

進

路 

状

況 
四大 280 人 短大 21人 専門 34人 就職 7人 

その他の 

卒業者 
19人 

傾

向 

■四年制大学進学希望者が 8～9割で、国公立大学や難関私立大学受験希望者・合格者が微

増傾向(R2.3 現役合格者数 国公立大 9 早慶上理 11 GMARCH49 日東駒専 120 他） 

■専門学校は看護医療系専門学校、就職者は公務員が顕著 
（※児童生徒数：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＞ 

■知性と教養を高め、勤労と責任を重んじ、心身とも健康で自主的精神に充ちた人間性豊かな生徒 

■「文武両道」の精神で、高い志を貫き、何事にも積極的にチャレンジする進取の気性に富んだ生徒 

＜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://kawagoeminami-h.spec.ed.jp/%20




≪北本高校の活性化・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)303 

(女)191 
計 494 

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

アクセス JR 北本駅東口よりバス 約８分「北本高校前」下車 徒歩１分 

教育課程等

の特徴 

・１年生の数学で習熟度別の少人数授業を実施 

・３年生では進路希望に合わせた３つの類型（文系・文理系・理系）から選択 

・校内で実施する各種検定の受検に支援費を支給し、資格取得を奨励 

・「協調学習」を取り入れたアクティブ・ラーニングを多くの教科で実施 

・全ＨＲ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展開 

・タブレット端末および Wi-Fi 環境の整備 

活躍が顕著

な部活動 
・書道部が全国高等学校総合文化祭に出展（平成 29 年度、令和元年度） 

特色ある 

学校行事 

・ ９月 文化祭 （生徒会を中心に全生徒が主体的に取り組む） 

・１０月 体育祭（学年の枠を超えた団対抗） 

・２年生 修学旅行（沖縄県で民泊 ３泊４日） 

・年間２回の球技大会（クラス対抗で一致団結） 

家庭・地域 

との連携 

・KISEP（北本市小・中・高相互交流事業）による小・中学校との連携行事の実施 

・北本高校の未来を創る会（生徒・保護者・評議員との意見交換）を年２回実施 

進

路 

状

況 
四大 ３０人 短大 １０人 専門 ６９人 就職 ４９人 その他 １１人 

傾

向 

・四年制大学・短期大学・専門学校への進学および民間企業や公務員への就職など多岐 

 にわたる。 

・大学への進学者は指定校推薦及び AO 入試によるものが多い。（指定校推薦枠 44 校） 

・主な就職先は(株)ヤオコー、（株）東洋、(株)シード 鴻巣研究所、日本郵便(株) 等 

・昨年度より「進路モデルプラン指導拠点校」の指定を埼玉県から受けている。 
（※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＞ 

 礼儀正しく、社会・学校のルールが守れる生徒 

 学業と部活動への意欲が高い生徒 

＜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.kitamoto-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～ 

 
 

 

本校の特色 

① 未来を拓く「学び」プロジェクト 

⇒ 生きるために必要な資質・能力の育成 

 

 

 

 

 

② 新学習指導要領に対応したＩＣＴ環境整備 

   ⇒ ＩＣＴ機器を活用した主体的で深い学び 

 

 

 

 

 

③ ボランティア活動の推進 

   ⇒ 社会に貢献する態度や資質の育成 

 

 

 

 

 

１年生 
～基礎学力の定着～ 

・少人数、習熟度別授業による 

 丁寧な「わかる授業」を実施 

・学習のつまずきを自習ｺｰﾅｰ 

 等で解消。学ぶ楽しさを体得 

２年生 
～進路を見据え学力向上～ 

・行事や部活で下級生をまとめ 

 リーダーとしての資質を養う 

・さまざまな検定試験に挑戦 

 丁寧な検定対策補習で合格へ 

 

３年生 
～希望進路の実現～ 

・個に応じた３類型から選択 

 （理系・文理系・文系） 

・丁寧な進路指導で進学・就職 

 を決定（進路先見学でｷﾞｬｯﾌﾟ解消） 

 



≪久喜高校の活性化・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) 

(女)839 
計 839 

ホームページ http://www.kuki-h.spec.ed.jp/comm2/htdocs/ 

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 

平成３１年度入学生までは総合クラスの他、特進クラスを 1クラス設けています。総

合クラスは週 2回 7限授業、特進クラスは週４回 7 限授業を行い、国公立大学・難関

大学への進学を目指しています。 

 令和２年度入学生からは「久喜高プラン～Growing Nadeshiko～」に基づき、勉

強、部活動ともに頑張る総合力重視の学校を目指します。 

 1，2 年次は基礎力を重視した科目を学び、3 年次からは希望進路に合わせた類型を

選択します。3年次には少人数クラス展開を行い、きめ細かな指導で進路実現をバッ

クアップします。総合的な探究の時間では従来の進路学習に加え、メンタルトレーニ

ング、手帳を活用したスケジュール管理等を加え、主体的な学びを支える力をつけま

す。 

活躍が顕著

な部活動 

令和元年度、バスケットボール部が３×３Ｕ１８日本選手権で第３位の成績を修め

ました。バスケットボール部ではデフバスケ世界選手権日本代表選手を輩出してい

ます。剣道部、登山部、サッカー部、文学部が関東大会出場を果たしている他、多

くの部活動が県大会に出場し、成果を上げています。さらに、吹奏楽部やＪＲＣ部

が地元でボランティア活動を行うといった地域貢献も行っています。 

特色ある 

学校行事 

団対抗で競う体育祭。1年生伝統の旗体操や創作ダンス、手作り衣装をまとっての応

援合戦は卒業生や保護者、地域の皆様から大変高い評価を頂いています。文化祭は

生徒会が中心になって行い、各クラスが趣向を凝らした催しを行います。2 年生によ

るダンス発表会も力作ぞろいです。球技大会、予餞会、百人一首大会も行われま

す。希望者対象のオーストラリア語学研修も好評です。 

家庭・地域 

との連携 

多くの生徒が、幼稚園、小学校他、観望会（天文）、ラジオ放送、すこやかかるた大

会、久喜市食育祭り等さまざまな分野で地域でのボランティア活動に取り組んでい

ます。ＰＴＡでは防災備蓄品の整備に取り組み、生徒の安心安全を支えています。 

進

路 

状

況 
四大 147 人 短大 35 人 専門 70 人 就職 5 人 

その他の 

卒業者 
15 人 

傾

向 

卒業生の 90％以上が進学で、全体の約 50％強が四年制大学へ進学しています。日本女

子大学、学習院女子大学など指定校推薦枠が充実しているため、推薦で進学する生徒が

多い傾向があります。また、女子大に人気があり、医療看護系の希望者も比較的多いで

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＞ 

〇志を持った生徒  〇礼儀正しく、基本的生活習慣が確立している生徒 

〇自己の可能性に挑戦する気概を持った生徒 〇心と体を鍛え、健康で心豊かな生徒 

 

＜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.kuki-h.spec.ed.jp/comm2/htdocs/
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html


久喜高生になる

♪授業に集中し基礎力をつける
♪行事・部活動で自分を磨く
♪ボランティア活動で体験の幅を
広げる

♪読書を通して教養を深める
♪スケジュール管理力を
身につける

♪メンタルトレーニングで心を育てる

久喜から花咲く

♬授業を究め入試に
対応する力をつける

♬行事・部活動に花開く
♬進路実現に向け、
自分が主人公になる

・少人数クラス展開

・習熟度別授業

・希望進路に合わせた補習

・個別の小論文指導

♬「自分らしく生きる力」をつける

久喜高生を楽しむ

♫授業を活用し実践力をつける
♫行事・部活動の中心になる
♫資格取得・GTEC等に挑戦する
♫プレゼン力・記述力を向上させる
♫ポートフォリオを活用する
♫自分の適性を見極める
♫将来像を描く

１ 真の生きる力をつけるため、勉強も部活もあきらめない総合力重視の女子高校を目指す

２ 新大学入試制度に合わせ、先行実施される「総合的な探究の時間」の活用を含め、

進路対策を万全に行う

３ 特進クラスを大幅に見直し、公募制推薦、一般受験に対応する学力をつける

久喜高校を支える伝統の力

女子校ならではの特色ある教育

時代を生き抜くなでしこ魂

育成方針



≪久喜工業高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 
工業化学科・環境科学科・ 

情報技術科・電気科・機械科 生徒数 
(男)606 

(女) 53 
計 659 人 

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

アクセス ＪＲ宇都宮線・東武伊勢崎線の久喜駅東口より徒歩 14 分です。 

教育課程等

の特徴 

・基礎学力定着に向けて基礎から応用への授業をスムーズに展開しています。 

・1 年の英語会話と体育、2，3 年の体育は少人数指導を実施しています。 

・資格取得につながる専門教育を行います。多くの国家資格取得で就職や進学に有利です。 

・実験実習が豊富で、ものづくり学習の集大成｢課題研究｣では実践的自主的な活動を行います。 

活躍が顕著

な部活動 

・バレーボール部、柔道部は県大会ベスト 16、ソフトテニス部、 

陸上競技部等が県大会出場、登山部は全国大会優勝もあります。 

・プログラムコンテスト出場の情報電子部､エコノレース大会へ 

出場の自動車部、など工業高校ならではの部活も活躍中です。 

特色ある 

学校行事 

・企業見学、専門学校・大学見学会を実施(１年生)しています。 

・体育祭(６月)はチーム対抗形式で盛り上がります。  

・文化祭(10 月)は工業高校の魅力溢れる出展がされます。 

・修学旅行では平和学習や地元の方々との交流、自然体験を 

行っています。 

家庭・地域 

との連携 

・久喜市民まつり等へのイベントに子供電気機関車等で参加しています。 

・地元小学校と、ものづくり体験教室などの交流事業を実施しています。 

・地元中学校への出前授業を実施しています。 

・地元企業でインターンシップ（4 日間・2 年生全員) を実施しています。   

・授業公開、学校公開を実施しています。 

進

路 

状

況 
四大 26 人 短大 3 人 専門 39 人 就職 157 人 

その他の 

卒業者 
2 人 

傾

向 

5 年連続就職内定率 100％ 求人件数 2500 件以上 大学の指定校推薦枠は約 200 名分 

★過去 2 年間の就職先は，三菱ﾏﾃﾘｱﾙ㈱中央研究所,コスモ石油㈱中央研究所,三井金属鉱業

㈱総合研究所,凸版印刷㈱総合研究所,東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱,東京電力ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ㈱, ㈱関

電工,三菱電機㈱,高田製薬㈱,光製薬㈱,東日本旅客鉄道(JR 東日本),日本貨物鉄道(JR 貨物), メトロ

車両㈱,東武ｲﾝﾀｰﾃｯｸ㈱,鹿島道路㈱,㈱菱電ｴﾚﾍﾞｰﾀ施設㈱, 日立ｼｽﾃﾑﾌｨｰﾙﾄﾞｻｰﾋﾞｽ㈱, 日野自

動車㈱,㈱SUBARU(富士重工業),UD ﾄﾗｯｸｽ㈱,関東ｸﾞﾘｺ(株),日本製紙ｸﾚｼｱ株,東京ｾｷｽｲﾊｲﾑ工業㈱,日

本郵便㈱,埼玉県警察，陸上自衛隊･海上自衛隊･航空自衛隊ほか 

★過去 2 年間の進学先は,東京電機大学工学部,東洋大学理工学部･総合情報学部,日本大学生

産工学部,千葉工業大学,日本工業大学,埼玉工業大学,ものつくり大学,帝京大学,中央校学

校,日本電子専門学校,東京電子専門学校,埼玉自動車大学校,関東工業自動車大学校ほか 

（※生徒数：R2.5.1 現在、進路先は R1.3 および 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」や「体験」を通して「技術」・「学力」を身につけ、地域の信頼と期待に応え社会の 

変化に対応できる人財を育成する学校 

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


久喜工業高校で、社会の変化に対応出来る人財になろう！

目標とやりがいを発見でき、工業技術者としての才能が開花します。
①就職内定率１００％、大学進学も指定校推薦で安心です。
②多くの国家資格取得が可能です。各種のコンテストにも積極的に参加します。
③部活動やインターンシップ、地域小中学校との連携で”こころ”を育みます。

埼玉県立久喜工業高等学校 ～生徒の成長物語～

本校の
特 色

□基礎学力の定着を目指し
基本の学習を重視する

■専門の授業により､もの
づくりへの興味・関心
を高めていく

□高校生としての自覚を持
ち、責任を持った行動

■自分の将来を見通して、
進路学習を行う

□充実した就職･進学先からの選択でワンランク上の
進路実現も！ 就職内定率100％

■部活動で養った人間性が開花し､自分の成長を認識
□３年間の集大成「課題研究」の授業で、自ら課題
を発見、解決しながら、主体的な制作を行う

■社会に出て役立つ高度な資格にもチャレンジ！
埼玉県専門資格等取得表彰制度やジュニアマイスタ制度

において多数が表彰される

コバトン＆
さいたまっち

□資格取得に熱心に取り
組む

■中堅学年として行事の
中心的役割を担う

□修学旅行・インターン
シップ等で様々な体験

■部活動・生徒会活動の
リーダーとして活躍

行 事
□文化祭(久工祭)では、工業高校らしい
ものづくり体験、催し物が充実

■体育祭では、チーム対抗競技で大盛況

部 活 動
□ソフトテニス部東部
地区大会団体優勝(H31)

■県大会ベスト16常連の
バレーボール部

□登山部クライミング
全国大会優勝(H29)

■｢久喜工だより｣を制作
する情報電子部

□エコノレース参戦の
自動車部

体験的学習
□全員参加の4日間の地元企業へ
のインターンシップ

■修学旅行での、地元の方々との
交流や自然体験

３年間の目標

写真

工業化学科 1クラス40名

環境科学科 1クラス40名

情報技術科 1クラス40名

電 気 科 1クラス40名

機 械 科 2クラス80名

特色ある５学科
それぞれのニーズに応え,幅広い分野
を網羅する学科があります

地域との連携
■小中学校への体験講座や出前
授業で活躍中！

□久喜市民まつりへの参加

□希望する進路を実現する
□部活動や資格取得を通して
生きる力をつける

□地域の産業を支えるコミュニケー
ション能力の高い人間性豊かな
中堅技術者をめざす

３年生

２年生

１年生

久喜工
オリジナル
キャラ
くこぽん

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


≪久喜北陽高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 総合学科 生徒数 
(男)518 

(女)425 
計 943 

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

アクセス ＪＲ宇都宮線・東武伊勢崎線「久喜駅」（西口）から徒歩 25分 

教育課程等

の特徴 

 総合学科の特徴を踏まえ、本校の教育課程は個性の伸長と国際化、情報化社会に対

応できる人材育成を目指して次のねらいを定める。 

⑴普通科の教科・科目と専門科目、職業科目を進路希望に合わせて自由に選択して 

 学習することができる。 

⑵興味関心のある分野の教科・科目を重点的に学習することができる。 

・１年次は、高校卒業に必要な科目を重点的に学習する。 

・２年次から「文系」「理系」「総合」パターンに分岐し、選択科目が多数ある。 

⑶大学等への進学に必要な教科・科目を効率的に学習することができる。 

⑷情報処理、簿記、英検、漢検等、様々な資格を取得することができる。 

活躍が顕著

な部活動 

野球部：第 101 回全国高校野球選手権大会出場、東部地区新人大会ベスト８(H30) 

チア部：ダンスドリルウインターカップ 2020 全国大会出場(R1) 

   全国高校ダンスドリル選手権 2019、全国大会出場(R1) 

陸上部：新人陸上大会 男子走幅跳２位、関東大会 男子走幅跳 14位 

山岳部：全国高校選抜スポーツクライミングの部 優勝(全国大会出場) 

   地区新人大会(山岳競技 リードクライミングの部)女子優勝(全国大会出場) 

サッカー部：学校総体 県大会出場(R1)、東部支部新人大会６位(R1) 

女子バド部：学校総体 県大会出場(R1)、新人大会県予選 団体県ベスト 16 

男子バド部：新人大会県予選 個人ダブルスベスト 32、関東団体県ベスト 16(H31) 

男子ハンド部：新人県ベスト 16(R1)、ｲﾝﾊｲ県第５位(R1)、地区選抜選手２名(R1) 

弓道部：ｲﾝﾊｲ県予選 女子団体ベスト 16(R1)、国体強化選手４名(R1) 

剣道部：ｲﾝﾊｲ県予選 女子個人 県ベスト 16、新人県予選 男子団体 ベスト 16 

女子テニス部：新人大会東部地区予選 ダブルス、シングルス県大会出場 

男子テニス部：新人大会県予選 団体ベスト 32、東部地区団体戦１部ﾄｰﾅﾒﾝﾄ残留 

ESS 部：県商業高校英語スピーチコンテスト スピーチの部 優勝(全国大会出場) 

特色ある 

学校行事 

⑴国際理解教育の推進：オーストラリアへの短期留学 

          ：イングリッシュサマーセミナー（福島県） 

⑵交通安全教育の徹底 

⑶学年の枠を超えて盛り上がる体育祭と文化祭（光陽祭） 

家庭・地域 

との連携 

⑴サポーターバンク登録制度により、保護者によるキャリア教育を開催 

⑵久喜市主催の各種イベント、協議会等に生徒会、部活動等の生徒参加 

⑶チア部 久喜市 「くき親善大使」 

⑷久喜市内小学校との交流事業において、アシスタントティーチャー体験 

進

路 

状

況 
四大 168 人 短大 15 人 専門 104 人 就職 15 人 その他 11 人 

傾

向 

・９年連続で国公立大学の合格者あり 

・４年制大学志望者が約 65.0％、短大志望者 4.0％、専門学校志望者 23.0％ 

・看護医療系の専門学校や公務員試験の合格者もあり 
（※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＞（目指す学校像） 

 進学型総合学科の特長を生かし、｢誠実｣で何事にも主体的に｢真剣勝負｣でチャレンジする、これ

からの時代を生き抜く力をもった人材を育成する。 

＜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.kukihokuyo-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）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立久喜北陽高校 ～ 合言葉は「真剣勝負」！！ ～ 

チャレンジ精神 
高い目標を目指す、明るく生き

生きした生徒を育てます。失敗

を恐れず目標達成に粘り強く

取り組む生徒を育てます。 

自己教育力 
自分で目標を定め、その目標

に向かって主体的に自己実現

ができる力を育成します。 

たくましい体と 

豊かな心 
勉強と部活動の両立をはかり

「切り替え」を身に付けた生

徒を育てます。 

規律ある生活態度と 

責任感 
きちんとした生活の中で、自

分が果たすべき役割を果たせ

る生徒を育てます。 

部活動 
運動部１８部・文化部１８部 

多くの部活動が県大会に出場し

ており、さらに関東大会や全国

大会への出場を目指して毎日熱

心に活動しています。 

進学型総合学科の特長を生かし、｢誠実｣で何事にも主体的に｢真剣勝負｣でチャレンジす

る、これからの時代を生き抜く力をもった人材を育成する。 

学校行事 
体育祭、文化祭（光陽祭） 

修学旅行、球技大会、予餞会、生

徒総会、英語スピーチコンテス

ト、遠足 等たくさんの学校行

事があり、どの行事も盛り上が

ます。 

取得可能な資格 
◇ＩＴパスポート試験 

◇全商情報処理検定 

◇全商・全経電卓検定◇秘書検定 

◇全商ビジネス文書検定 

◇日商・全商簿記検定 

◇全商商業経済検定 

◇実用英語技能検定 

◇日本漢字能力検定 

◇実用技能数学検定 他 

国際理解教育 
オーストラリア短期留学やイン

グリッシュサマーセミナー 

が用意されています。また、・Ａ

ＬＴが常駐しており英会話を学

びやすい環境があります。 

 

進路指導 
生徒の進路希望を踏まえ、面談を

重視したきめ細やかな進路指導

を１年から３年まで計画的に行

います。年間多くの補習授業が展

開されます。 

小高交流事業 
地域の小学校と交流し、アシス

タントティーチャーとして小学

生と学校生活を共にします。 

 
１年 

必修科目（高校卒業に必ず必

要な科目）を重点的に勉強し

ます。小テストや週末課題で

学習習慣を身に付けます。 

２年 
文系・理系・総合パターンを

選択します。１年次の基礎固

めを基に必修科目と選択科

目を半分ずつ勉強します。 

３年 
文系・理系・総合パターンを

選択し、進路実現のための科

目を一人一人が選択し勉強し

ます。 

ボランティア活動 
久喜市などが行う事業へ生徒が

ボランティアで参加します。 

 

公務員 
警察官･消防士 

自治体職員など 

就職 
事務・製造 

販売など 

大学・短大 
理学部・工学部 

看護学部など 

看護医療系

専門学校 
看護師など 

専門学校 
理美容･調理 

服飾･ﾃﾞｻﾞｲﾝなど 

大学・短大 
文学部・経済学

部 



≪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 全日制 学科 普通科 生徒数 
(男)963 

(女) 
計 963 

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

アクセス ＪＲ高崎線熊谷駅（北口）より徒歩 25分またはバス「気象台入口」下車徒歩 5 分 

教育課程等

の特徴 

 ・進学型単位制を導入（平成２８年度から） 

 ・スーパーサイエンスハイスクール（第２期）指定（平成２９年度から５年間） 

 ・土曜日公開授業を実施 

 ・総合的な学習の時間に課題探究型の「熊高ゼミ」を実施 

活躍が顕著

な部活動 

平成２７年度以降 

 全国大会出場 陸上競技部、ソフトテニス部、スキー部、水泳部 

 関東大会出場 剣道部、音楽部（銀賞獲得）、軟式野球部（春・秋）、 

        陸上競技部（春・秋）、ソフトテニス部、水泳部、スキー部、 

        山岳部 

特色ある 

学校行事 

・４０キロハイク（５月・全学年） 

・臨海学校（７月・１年生全員） 

・班別行動中心の修学旅行（１１月・２年生全員） 

家庭・地域 

との連携 

・生き生き仕事人（キャリア教育）を実施（１年生全員） 

・地元小・中学校への学習ボランティア（夏季休業中） 

・地元小・中学校との部活動交流（陸上競技部、音楽部、吹奏楽部、水泳部、應援團等） 

進

路 

状

況 
四大 183 人 短大  人 専門   1人 就職  人 

その他の 

卒業者 
128 人 

傾

向 

・国公立大学合格者 12年連続 100 名以上（浪人生含む）。 

・難関国公立大１４名合格  

（※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＞ 

 

○志高く、何事も情熱を持って、最後までやり抜く生徒 

 

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


３ 育成方針（埼玉県立熊谷高校 ～生徒の成長物語～） 

 

  
  

 質実剛健  文武両道  自由と自治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

校訓 

               ◇学業      本校は何よりも授業を大切にします 

      ◇部活動    運動部・文化部・愛好会など部活動が盛んです 

      ◇学校行事  中学校ではできない学校行事が沢山あります 

熊高の 

三本の矢 

２年生 

○「文武両道」の学習習慣を確立する 

 ・学習ガイダンスで家庭学習と授業の受け方を学ぶ 

 ・進路ガイダンスで大学を知り、単位制について学ぶ 

○熊高生になる 

 ・新潟県柏崎市での臨海学校で自然を学び友と向き合う 

 ・各界の第一線で活躍するＯＢから仕事と生き方を学ぶ 

○熊高を支える中堅学年となる 

 ・後輩を教え、先輩を支える熊高の要となる 

 ・３学期は「３年０学期」で最上級生としての自覚を形成 

○修学旅行で「自由と自治」を具現化する 

 ・４泊５日の旅行を自分達の力で計画し、班別行動で自分 

  を鍛える 

 ・日本の歴史や文化を肌で感じ、世界平和について考える 

１年生 

３年生 ○熊高の中心となる 

 ・学業、部活動、学校行事に全力投球する姿を行動で示す 

 ・熊高の伝統を重んじ、「質実剛健」の人間になる 

○第一志望は譲らない、「受験は団体戦」が合言葉の大学受験  

 ・短期・長期学習計画の立案ときめ細かい二者面談 

 ・最後まであきらめない雰囲気づくりと友人との切磋琢磨 

熊高生を支える充実した学びの場と熊高生を育てる学校行事 
 

◇恵まれた学習環境：夜８時３０分まで図書館を開放 

◇進学型単位制：少人数授業できめ細かい学習指導、受験に向けて実力アップ 

◇充実した補習授業：朝ゼミ、夜ゼミ、夏季休業中の実力養成講座 

◇総合的な学習の時間：「熊高ゼミ」で課題探究 

◇ニュージーランドの兄弟校サウスランド・ボーイズ・ハイスクールとの交流 

◇近未来学校創造プロジェクト：タブレット端末を用いたＩＣＴ教育の実施 

◇伝統行事の４０キロハイク：荒川河川敷から上長瀞駅まで完歩・完走する自分との戦い 

◇絆を強める年次行事：（１年）水泳、バレー、ラグビー、百人一首 （２年）柔道、水泳、 

 バスケ （３年）テニス・卓球、水泳、サッカー 

入学３年後の目標 
・現役国公立 150 名以上、 

 うち難関国立大 20 名以上合格 
・全国・関東大会 10 部以上出場 



≪熊谷工業高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 
電気科・建築科・土木科 

機械科・情報技術科 
生徒数 

(男)660 

(女)38 
計 698 

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

アクセス 
・秩父線 石原駅下車 徒歩 20 分   ひろせ野鳥の森駅下車 徒歩 25 分 

・高崎線 熊谷駅下車 自転車 20 分  籠原駅下車 自転車 20 分 

教育課程等

の特徴 

・１年生ではインターンシップを実施  職業観、勤労観を育成 

・２年生の数学・英語では希望進路に応じた習熟度別授業を実施 

・３年生は専門技術コースと４大進学コースで異なる教育課程を実施 

・国家資格をはじめとして、多くの資格取得に対応 

活躍が顕著

な部活動 

・各科研究部が高校生ものづくりコンテスト関東大会出場 

・建築研究部が技能五輪全国大会出場 

・ソフトテニス部が個人・団体で関東大会、個人で全国大会出場 

・ソフトボール部が新人戦県ベスト４ 

・野球部が新人戦県ベスト１６ 

特色ある 

学校行事 

・熊工祭（文化祭）は生徒が制作した木製の椅子や塵取りの販売、ジェットコースタ

ー等、工業高校ならではの企画が多数 

・体育大会は陸上競技場（熊谷文化公園陸上競技場）で実施 

・工場見学、現場見学等、工業高校ならではの行事が多数 

家庭・地域 

との連携 

・地元企業・事業所へのインターンシップを実施（１年生全員） 

・地元企業・大学等に講師を依頼しての講演会、技術講習会の実施 

・学校制作物を用いた、幼稚園等の地元施設訪問や、イベント参加の実施 

進

路 

状

況 
四大 ２４人 短大 ０人 専門 ４０人 就職 １６４人 

その他の 

卒業者 
０人 

傾

向 

・７割の生徒が就職希望、３割の生徒が大学等への進学希望 

・求人件数 3,717（令和元年度） 

（※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＞ 

・ものづくりに関心を持ち、魅力を感じている生徒 

・集団の一員としての自覚を持ち、社会や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） 

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


県立熊谷工業高校育成方針

１年生

基礎学力の定着

職業観・勤労観

の育成

３年生

専門的な知識・

技術の習得

進路実現

２年生

学力・進路
意識の向上

・英語・数学では進路希望に応
じた習熟度別授業を実施し、
学力と進路意識をさらに伸
ばします。
・国家資格をはじめとして、
多くの資格取得に取り
組み、その中で学力
と進路意識を伸ばします。

＜建築・土木 ・電気・機械 ・情報技術＞

・学びの基礎診断により個々の
状況を把握し学習指導を行
います。
・インターンシップにより、
職業観・勤労観を身に
着けます。

～熊工で回せ！夢の歯車～

部活動による

体力・専門的技術・

人間性の向上

・地域の匠から直接指導を受け、専門的な知
識や技術を深化させ習得させます。
・４大進学コースと専門技術コースに分かれ、
進路に合わせた教育課程による授業を実施
します。
・計画的かつきめ細かい進路指導に
より、個々の進路を実現します。

・関東大会、全国大会に出場する部活動多数！
熊工の部活動で努力と忍耐を経験し、人間性を
高める！

熊工の３力
みりょく

工業のｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ
を育成する力

進路の夢や
目標を実現
させる力

部活動で高校
生活を充実さ
せる力



≪熊谷商業高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 

１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 総合ビジネス科 生徒数 
(男) 244 

(女) 368 
計 612  

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

アクセス 秩父鉄道「ひろせ野鳥の森」から徒歩１０分 

教育課程等

の特徴 

・総合ビジネス科では「情報処理」と「商業」を発展的に取り込む。 

・２年生から３つの選択群「Ａ群大学進学」「Ｂ群商業」「Ｃ群情報」による。 

・２年生から各選択群での専門的な学習を重視し、スタートする。 

・３年生では商業の多彩な専門科目を設定。また、少人数授業を実施。 

・３年生では興味・関心・進路に応じた「課題研究」を設定。 

・授業と連動した資格取得を推進。 

活躍が顕著

な部活動 

・近年の全国大会出場 陸上競技部、写真部、ワープロ部、ソフトウェア部、簿記部。 

・近年の関東大会出場 柔道部、陸上競技部、写真部。 

・ほとんどの部が県大会出場（地区大会突破）。 

・野球部は過去に春夏合わせて６回甲子園出場。 

・吹奏楽部とバトン部は定期演奏会開催や地域イベントに参加。 

特色ある 

学校行事 

・民泊体験の修学旅行       ・全校一体となって盛り上がる体育祭 

・生徒会中心に運営される文化祭  ・クラスが団結する球技大会     など 

家庭・地域 

との連携 

・地元企業と連携した販売実習。 

・ＰＴＡ協力のもとで行われる体育祭、文化祭、ロードレース大会などの学校行事。 

・高大連携を活用した高度資格取得指導。 ・部活動による地域貢献活動等。 

進

路 

状況 四大 43 人 短大 8 人 専門 77 人 就職 102 人 その他 1 人 

傾向 

・優良大企業を中心に就職状況は極めて良好。金融機関等の事務職や公務員等も好調。 

・普通高校からの進学者も多い商・経済・経営学部等を中心に大学指定校推薦枠多数。 

・商業の資格を活用した公募推薦やＡＯ入試による大学進学も増えている。 

（※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＞ 

・商業高校をよく理解し本校を第一志望とする生徒  ・学習や資格取得に対する意欲の高い生徒 

・部活動に積極的に取り組み活躍が期待できる生徒  ・将来の進路を前向きに考えている生徒 

＜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」が別ウィンドウで開きます） 

 

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


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷商業高校 育成方針《生徒の成長物語》 

３年後の目標 

◇普通教科に加えて商業の基礎的科目 

◇朝学習等による基本的生活習慣の確立 

◇あいさつ、身だしなみの徹底 

◇部活動全員加入 

◇各種検定３級・２級の取得 

１年生 ･･･基礎基本の定着 

２年生 ･･･個々の能力の伸長・発展 

◇３つの選択群「Ａ群大学進学」「Ｂ群商業」

「Ｃ群情報」を２年生から選択 

◇各選択群での専門的な学習を重視 

◇進学・就職に向けたガイダンスを実施 

◇各種検定１級の取得 

３年生 ･･･実践的キャリア教育 

◇興味・関心・進路に応じた「課題研究」を設定 

◇商業の多彩な専門科目を設定、少人数授業の展開 

◇ビジネスマナーの指導、上位・高度な資格取得 

◇企業や大学等と連携した各種セミナー 

☆進路実現（第一に考えた教育活動を展開） 

☆学びの充実（個に応じた多様な学びを支援） 

☆部活動と学校行事の活性化（生徒の主体的な活動の場を提供） 

☆基本的生活習慣の確立（規律ある態度、豊かな人間性、笑顔で活気がある） 

 

Ａ群 

大学進学

等 

Ｂ群 

商業 

Ｃ群 

情報 

「自己実現・進路実現」希望実現の達成 

生徒それぞれが卒業後の進路先において 

熊商で得た知識や経験は力になり続けます 



≪熊谷女子高校の活性化・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 (女)960 計 960 

ホームページ  https://kumajo-h.spec.ed.jp/ 

アクセス ＪＲ熊谷駅より徒歩７分 

教育課程等

の特徴 

毎日の授業が真剣勝負！質の高い授業で差をつけよう！ 
幅広い知識を身に着け、思考力・判断力・表現力を育成 

・週あたり３４単位時間の授業（月・水７時間、隔週土曜日４時間授業） 

進路希望実現に向けた早期からのきめ細かい対応 

・２年：文型・理型、３年生：文型・文理型・理型のコース選択 

主体的・対話的で深い学びの実践 

・総合的な探究の時間 

・学校設定科目「人文科学探究」（２年文系：国語、地歴、美術、英語の分野から選択） 

・１年：英語表現Ⅰ、２年：英語表現Ⅱ・数学Ｂで少人数授業を実施 

活躍が顕著

な部活動 

陸上競技部（R1インターハイ出場、R1 関東大会出場） 

ラクロス部（R1 関東大会出場（春季・秋季）） 

ソフトボール部（H30関東公立高校大会出場） 

ソフトテニス部（R1関東大会出場） 

美術部（R1全国高等学校版画選手権大会） 

書道部（R1全日本高等学校書道コンクール） 

写真部（R1全国高等学校総合文化祭優秀賞） 

音楽部（H30関東合唱コンクール銀賞、H30関東ヴォーカルアンサンブルコンテスト金賞） 

チアリーディング部（USA Nationals 2019 全国３位 2020全国大会出場権獲得） 

特色ある 

学校行事 

鈴懸祭 文化の部 

鈴懸祭 体育の部 

Kumajoパークマラソン 

ニュージーランドのサウスランド・ガールズ・ハイスクールとの姉妹校交流 

高大連携（理系分野）［京都大学、お茶の水女子大学、群馬大学］ 

家庭・地域 

との連携 

夏季休業中を中心に全学年三者面談を実施 

近隣の福祉施設や保育園等でボランティア活動を実施 

近隣の小学校・中学校への学習支援、部活動連携等 

進

路 

状

況 
四大  281人 短大 3人 専門  17人 

就職 

（公務員） 
2人 その他  18人 

傾

向 

多数の生徒が国公立大学・難関私立大学を志望し、ほとんどの生徒が第一志望またはそれ

に準じる大学へ進学している。特に教育系、看護・医療系の学部・学科に進学する生徒が

多い。大学等の卒業後は各方面でリーダーとして活躍をしている。 

（※生徒数：R2.5.1現在、進路は R2.3月卒業生の実績値） 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 

１ 己の行動に誇りと責任を持つことができる生徒 

２ 高い学力と豊かな教養を身につけた生徒 

３ 人間相互に尊敬し合い、仲間と一緒に課題を解決できる生徒 

 

＜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.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html
https://kumajo-h.spec.ed.jp/


◇ 令和２年に創立１１０年を迎える伝統ある女子校です。
◇ 週あたり３４単位の授業を実施しています。（月・水７時間、隔週土曜日４時間授業）
◇ 好奇心・探究心を養う数々のプログラムと生徒同士が学び合い、高め合う環境が整っています。
◇ 生徒主体の学校行事、充実した部活動で生徒の自主性を育みます。
◇ 熊谷駅（ＪＲ・秩父鉄道）から徒歩７分の好立地。

埼玉県立熊谷女子高等学校 ～生徒の成長物語～

２年生

本校の
特 色

□１年生では、週間学習記録表や手
帳などを活用し基本的な生活習慣
・学習習慣を定着させる。

□朝学習の取組や自習室の利用など
を通して、自学自習の習慣を身に
つける。

□部活動・委員会活動・行事を通し
て、自ら考えて行動できる力やコ
ミュニケーション能力を高める。

□３年生では文型・文理型・理型に分か
れ、より深く学び受験に対応する力を
身につける。

□校内で実施する５回の模試や公開模試
を活用し自分の力を自己分析し主体的
に学習に取り組む姿勢を確立する。

□大学受験を通して将来の自分を展望す
ることで望ましい勤労観や職業観を身
につける。

□文化祭や体育祭等の行事を通して、ク
ラスや団のそれぞれの役割でリーダー
シップを発揮し、自ら考え判断し表現
する力をさらに高める。

コバトン＆
さいたまっち

育成方針

部活動

□２年生で文型・理型に分かれ、早期より生徒の
進路希望に対応したきめ細かい授業を行い、基
礎力・応用力を身につける。

□文型では人文科学探究、理型では理科の科目で
探究活動を行い、応用力・思考力・表現力を高
める。

□部活動・委員会活動・行事において中心となっ
て活動することにより、自ら課題を見つけ考え
行動し主体性や協働性を向上させる。

□すずかけ祭文化の部では5000人以上の来場者
を迎えます。各参加団体は趣向を凝らした出
し物を披露します。

□すずかけ祭体育の部はくまがやドームで行い
ます。学年を超えた縦割り編成で競技を競っ
たり応援合戦を行います。

□バレーボール大会・ハンドボール大会・バス
ケットボール大会はクラスが一致団結して優
勝を目指します。

□陸上競技部やチアリーディング部、
写真部、書道部、美術部が全国大会
に出場・出品しています。

□ほとんどの生徒が部活動に加入し、
多数の部が県大会はもちろん関東大
会に出場しています。

□進路オリエンテーション・進路講
話・キャリア教育（１年生）・大
学模擬授業（２年生）・合格体験
談を聴く会（１，２年生）など様
々な行事で生徒の進路に対する意
識を高めます。

□校内で模擬試験を実施し、学力の
伸長を図り志望校選択の指標とし
ます。

□朝・放課後・長期休業中に多数の
進学補習を行い多くの生徒が受講
しています。

□「世界をリードする科学技術人材育成事業」
□教育課程研究事業大学進学指導拠点校
□未来を拓く｢学び｣プロジェクト研究開発校
□ニュージーランドの姉妹校との国際交流
□大学との連携（理系分野）
（京都大、お茶の水女子大、群馬大等）
□土曜学習開放（授業のない土曜日）

生徒の可能性を伸ばす
様々な取組

◇自主自律の精神を身につける。
◇次世代の社会をリードする人材としての資質を身につける。
◇第一志望の進路を実現する。

まっすぐに、しなやかに。

１年生

行 事

３年生

本校の３年後の目標進路指導

（2020年3月卒業生）

国公立大学 ４６名
私立大学 ２３５名
短期大学 ３名
専門学校 １７名
就職（公務員）２名
その他 １８名

進路状況

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


≪熊谷西高校の活性化・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・理数科 生徒数 
(男)496 

(女)463 
計９５９ 

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

アクセス 

ＪＲ高崎線籠原駅から徒歩１５分、秩父鉄道大麻生駅から自転車１５分 

籠原駅は、上り始発列車多数あり。帰りは必ず座れ、南部からの通学もラクラクで

す。 

教育課程等

の特徴 

目指す学校像は「生徒の力を最大限に伸ばす県北が誇る進学校」です。 

・５５分授業により平日５日間で３４単位確保 

・令和元年度から５年間文部科学省スーパーサイエンスハイスクール指定 

・全生徒の科学的資質の向上と理数科を核とした高度な科学技術系人材の育成 

・アクティブ・ラーニング、探究活動、論文作成による学力養成 

・「課題研究」の全校実施により科学的思考力・問題解決力を育成 

・毎日３０分の朝学習による自主自律の学習習慣の確立 

活躍が顕著

な部活動 

部活動加入率９０％超で、文武両道を実現。部活動でも高い目標にチャレンジする勇

気を育て、達成感や自信を持たせます。 

・書道部 R1「全国総文祭（文化部のインターハイ）」２年連続出場 

・美術部 R1 はんが甲子園全国大会７年連続出場 

・H30 英語スピーチコンテスト県大会優勝関東大会出場 

・ダンス部 H29 県大会優勝全国大会出場 

・多くの運動部で県大会出場等 

特色ある 

学校行事 

勉強・部活動に加え、学校行事も「全力さわやか」に取り組むのが熊西流です！ 

・西高祭（文化祭） 土日２日間で４千名以上来校 ３年生のクラス劇は見もの 

・そのほか、理数科２年臨海実習、ブリティッシュヒルズ英語研修合宿、ＮＺ姉妹校

とのホームステイ交流、校内英語スピーチコンテスト、校内ビブリオバトル、校内百

人一首大会、持久走大会（熊谷スポーツ文化公園利用）、修学旅行（沖縄方面）など 

家庭・地域 

との連携 

地域社会に貢献する生徒の主体的な活動等を通して、品格や勇気を養います。 

・通学路清掃ボランティア（年２回） PTA 通学路パトロール（年８回） 熊谷市外国

人日本語スピーチ大会審査員派遣 熊谷市投票立会人派遣 献血キャンペーン協力 

鉄道警察隊キャンペーン協力 高大連携講座（埼玉大、東北大、埼工大、女子栄養大） 

進

路 

状

況 
四大 260 人 短大 ６ 人 専門 14 人 就職 ０ 人 その他 36 人 

傾

向 

志を高く持たせ最後まで諦めさせない進路指導を実践しています。 

・国公立大学に現役４０人合格 

・早慶 GMARC 等難関私立大学に現役４０人以上合格 

・現役大学進学率約８０％ 

・西高卒業生は地域のあらゆる場面で活躍し、社会を支えています！ 
（※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＞ 

学力検査得点を軸に、中３で特に学習を頑張り、特別活動は本部役員や委員長等以上、部活動等は

県大会レベル以上、資格は主要検定準２級レベル以上 

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


規律と品位ある高校生活

高い志の育成

学力の向上

「探究活動」の熊西
ASK A QUESTION, AND ANSWER IT!

①授業力の向上
②学習の質の保証
③学習の量の保証
④学習環境の保証
⑤ リーダーを育てる学校

熊西進学力養成プラン
WEST FIVE  

生徒の力を最大限に伸ばす進学校

目指す学校像

• 学びの改革
（授業公開・研究授業等）

• 国・県の事業の活用
• 模試の分析・活用
• 新大学入試への対応

教員同士の学び合い

ﾁｬｲﾑ to ﾁｬｲﾑ５５分授業

ＳＳＨ／ＡＬ活動、探究活動、論文作成／大学・企業・研究施設等との連携

英語スピーチコンテスト・ＮＺ国際交流・ＢＨ研修・ビブリオバトル・百人一首大会

部活動・学校行事の充実と計画的実施

挑

戦

す

る

進

学

校

サイエンスマインドを育てる
探究活動、論文作成、発表会

西高スタイル 「全力 さわやか 西高生！」

ｽﾀー ﾄｱｯﾌ゚
学習講座 朝学習３０分 進学補習の充実

主体的学習の定着

進路ガイダンスの徹底

毎日＋30分
週３時間相当

毎日＋30分
週３時間相当

授
業
重
視
の
文
化

理
数
科

普
通
科

第一志望現役合格を叶える教育課程

完全下校の徹底

週授業時数 ３４単位

研究・実習 高度な科学技術
系人材へ

文武両道

プレゼンテー
ション研修

補習・自習室の充実

第一志望は譲れない

５月 校外学習（芸術鑑賞会等）
６月 体育祭
７月 球技大会／理数科臨海実習

篭原クリーンアップ美化活動
英語スピーチコンテスト
ブリティッシュヒルズ研修

８月 国際交流(NZへ隔年)
９月 西高祭（文化祭）／ﾋﾞﾌﾞﾘｵﾊﾞﾄﾙ

国際交流(ＮＺから隔年)
11月 修学旅行（沖縄）／持久走大会
１月 百人一首大会
３月 球技大会

多彩な学校行事知性を磨く多彩な
行事満載

一
人
一
人
が
輝
け
る
場
所
が
あ
る

進路の実現
第一志望
現役合格

進路の実現
第一志望
現役合格

 １年：自ら進んで学習する習慣を確立
 ２年：勉強と部活動を両立し、高い志
を維持

 ３年：国公立大学を始めとする第一
志望現役合格

 将来は地域を支えるリーダーに成長

各学年終了時には…

埼玉県立熊谷西高等学校成長物語



≪熊谷農業高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 
生物生産技術・食品科学 

生物生産工学・生活技術 
生徒数 

(男)332 

(女)450 
計 782 

ホームページ http://www.kumanou-ah.spec.ed.jp 

アクセス 
・ＪＲ高崎線「熊谷駅」北口下車 徒歩 30 分又は北口から太田駅行きバス 10 分  

 気象台入口下車 徒歩 5分、秩父線「石原駅」から徒歩 20分 

教育課程等

の特徴 

・動植物の生命を育む教育をとおして、豊かな教養と専門的知識･技術が学べます。 

・１年次の英語は、少人数による授業を行います。（２クラス３展開） 

・２年次から各学科（食品科学科を除く）とも２コースに分かれ専門性を深めます。 

・新しい実習棟を十分に活用して、実験･実習を中心とした学習で専門的知識･技術を 

 習得できます。 

・最初から最後まで自分で作る「ものづくり」により､達成感･充実感を体感します。 

・多彩な教育内容で専門科目が多く､いろいろな資格が取得できます。 

・外部から講師を招き、専門家から専門技術を学べます。 

・ＧＡＰ（農業生産工程管理）認証取得し、安心安全な農業を学びます。 

活躍が顕著

な部活動 

・弓道部：東日本大会出場（H29）・書道部：学芸書道全国展優秀団体賞受賞４年 

 連続（H28.H29.H30.R1）・写真部：第 25 回関東地区高等学校写真展 奨励賞 

 第 26 回関東地区高等学校写真展 出品・陸上競技部：「1500M」関東大会出場(H25) 

・皇室への「鈴虫献上」（昭和 39 年～） 

※教科の活動として 学校農業クラブ：「フラワー競技会」全国大会出場（H30） 

 ｢プロジェクト発表｣関東大会出場（H29.H30.R1）「意見発表」関東大会出場（H29）

「農業鑑定競技」全国大会優秀賞受賞(R1) 学校家庭クラブ「全国大会」出場（R2） 

特色ある 

学校行事 

・「熊農祭」（文化祭）：研究発表、成果発表、展示、農畜産物や加工食品の即売会、 

 かかしコンクール（クラス製作）・「グリーンフェスティバル」 

・「マラソン大会：熊谷スポーツ文化公園陸上競技場」 

・修学旅行：（H28.H29.H30：沖縄  R1：北陸･関西） 

・「海外農業研修」（３年に１回：H26.H29：ニュージーランド、R2 は R3 に延期） 

家庭・地域 

との連携 

・地域の保育園児、幼稚園児、小学生との田植え・稲刈りなどの交流 

・地元小学生によるウシの写生会  ・県庁花時計の製作  

・マスコット「事故帽子」配布 ・熊谷献血ルームへ「くまのうあいす」の提供 

・熊谷市雪くま暖簾会のかき氷「雪くまシロップ」用ブドウの提供 

・市役所の花壇管理と壁面緑化 ・「オレンジカフェ」での認知症の方との交流 

進

路 

状

況 
四大 22 人 短大  5 人 専門 80 人 就職 103 人 その他 15 人 

傾

向 

・進学 48％（指定校推薦等）、就職 46％  ・専門性を生かした進学・就職 

・四年生大学進学者の 60％以上は農学・農業系大学へ進学 

「農業」「動物」「栄養」「調理」「保育」「福祉」「看護医療系」の各種専門学校に進学 

（※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＞ 

 ◆自分の夢に向かって努力し、規律正しい学校生活を送れる生徒 

 ◆命を大切に育み、誠実で明るく思いやりのある生徒 

 

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


３ 育成方針（埼玉県立熊谷農業高等学校 ～生徒の成長物語～） 

 
  

 

 

 

 

 

 

        農業各分野の担い手・技術者と、地域を担う人材に！ 
        学科の特色を生かした専攻学習、小グループ学習、実験実習が中心 

            『考え、学び、実践する力』 が身につきます！ 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

                          

 

                         

 

                                                                              

                                   社会で活躍 ♪       

        夢の実現に向けて……     

      

      ＊農業各分野の担い手に！ 

  ＊専門性を生かした進路へ    心の成長とともに…                                       

  ＊「課題研究」で力をつける                     ＊地域を担う人材に！ 

 ＊多くの「資格」が取得できる                 ＊農業関係大学・農業大学校への進学 

 ＊専門知識と技術が習得できる                    ＊支援アドバイザーによる面接指導 

  （未来の職業人材育成事業）                   ＊進学に向けた小論文指導 

 ＊ＧＡＰ教育（「農力」育成強化プロジェクト）               ＊個別指導と補習授業 

  ＊先端的農業を学習できる                           ＊キャリア教育の充実 

   ＊実験・実習をとおして体得できる                ＊様々なボランティア活動の機会 

    ＊農業クラブ活動で多くを知る                  ＊外部・地域との交流体験 

      ＊農業の基礎を学ぶ                         ＊基礎学力の向上 

         UP!                   UP!                        
  「学ぶ意欲の育成」 「農業教育」 「進路指導」 「地域との連携」 

    ～ しっかりと大地に根を張り、自分らしく生き抜く力を身につけるために ～ 

 ・・・・・☆☆☆ 輝け！未来の熊農生 ☆☆☆・・・・・ 

このイメージは、現在表示できません。

 豊かな自然の中で、生徒たちが協力して「ものづくり」に励み、作る喜び、協力する喜び、

完成する喜びを味わっています。部活動も盛んで、運動部・文化部の他に農業高校ならでは

の「農業クラブ活動」も盛んです。 

 勤労を貴び、責任を重んじる誠実さと、 

   心身ともに健康で実行力のある「産業人」の育成 

 

  

 

 



≪栗橋北彩高校の活性化・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)309 

(女)323 
計６３２ 

ホームペー

ジ 
http://www.kurihashihokusai-h.spec.ed.jp（下にＱＲコードあり） 

アクセス 栗橋駅（ＪＲ宇都宮線・東武日光線）より徒歩１０分 

教育課程

等の特徴 

・生徒一人一人を大切にする、規律・活力のある学校です！ 

・生徒に学力の基礎・基本を身に付けさせ、主体性を育む学校です！ 

・地域との連携・協力のもと、生徒の目標実現・保護者の期待・地域からの信頼に 

 応える学校です！ 

・単位制普通高校で、県内でも数少ない全学年すべてのクラスが少人数編制です。 

・習熟度別授業（１年国語・数学・英語、２年英語・数学、３年英語）で「分かる授業」実施。 

・２年次より興味関心にあわせた４つのプラン(カリキュラム)を選択します。 

・進路決定率９６．３％の高い進路指導実績で自分らしい進路実現を図ります。 

活躍が顕

著な部活

動 

・一昨年の関東大会女子個人優勝をはじめ、２年連続関東大会出場を果たした弓道部 

 そして陸上競技部をはじめ、サッカー部の県大会ベスト１６、バスケットボール部、 

 ラグビー部、卓球部、テニス部、剣道部は県大会出場を果たしています！ 

・放送部 ＦＭﾗｼﾞｵ鷲宮で番組ﾊﾟｰｿﾅﾘﾃｨ担当 ・美術部「全日本学生美術展」に入賞 

 書道部「県書道芸術展」教育長賞、情報ビジネス部のＩＴﾊﾟｽﾎﾟｰﾄ取得 

・運動部・文化部共に活発に活動しています。 

特色ある 

学校行事 

・クラスが一丸となり盛り上がる体育祭や文化祭などの学校行事。 

・著名人によるスポーツ文化講演会 ・いろどり祭（文化祭）   

・クリーン栗橋（全校生徒による学校周辺の清掃活動） 

・漢字検定全員受験や各種検定試験へのチャレンジと希望進路に向けたサポート充実 

家庭・地

域 

との連携 

・栗橋さくら幼稚園との交流 ・学校公開講座（理科実験教室(夏・冬)、冬休み書道教室）  

・小学校のｻﾏｰｾﾐﾅｰ補助     ・陸上部＆野球部による小学校出前指導 

・毎年「静御前祭り」に静御前役など、多くの生徒が仮装参加      

・人権フェスタ in栗橋に書道部・家庭部が看板・胸章作成で参加 

・加須市「まちなか賑わいフェスティバル」放送部が司会で参加 

・幸手警察署より自転車マナーアップ推進校で表彰 ・久喜市女性会議参加（生徒会） 

進

路 

状

況 
四大 ２３人 短大 １０人 専門 ６７人 就職 

１０７

人 

その他の 

卒業者 
８人 

傾

向 

進学先：跡見学園女子大学、聖学院大学、日本工業大学、尚美学園大学、江戸川大学、白

鴎大学、女子美術大学短期大学部、川口短期大学、埼玉純真短期大学、埼玉県理容美容専

門学校、上尾医師会上尾看護専門学校、幸手看護専門学校、関東工業自動車大学校、埼玉

歯科技工士専門学校、資生堂美容技術専門学校、中央工学校、他 

就職先：東京地下鉄、山崎製パン、ＹＫＫ ＡＰ、セキ薬品、自衛隊、大日本印刷、資生

堂久喜工場、コロンバン、ジョイフル本田、セキスイハイム工業 他 
（※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＞ 

・目標に向かって、計画的に努力でき、主体的に考え、課題意識 

 をもって率先して行動できる生徒 

・仲間を大切にして規律を重んじ、学校生活をとおして進路実現 

 に向け意欲的に行動できる生徒 

＜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） 

学校ＨＰはこちら
からアクセスして

ください 

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


Question３：栗橋北彩高校での３年間を教えて！ Ａ．自分らしさを栗橋北彩で実現しよう

栗橋北彩で育てよう、あなたの「成長物語」！

入
学

県内でも数少ない、全クラス少人数編制と進路で選べる４つのプラン

さらに習熟度別学習で「わかる」授業を展開。栗橋駅（ＪＲ宇都宮線、

東武日光線）から徒歩１０分の近さと、周囲は静かな雰囲気！そして･･･

 体育祭や文化祭等の行事は盛り上がり、クラスの仲が深まります。

 スポーツ文化講演会は各界で活躍する著名人から進路の話を伺います。

 陸上部インターハイ出場、そしてサッカー部、

やバスケットボール部は県大会の常連です！

 運動部だけでなく、文化部もとても盛んです。

 本校の先生たちは熱血教員集団です。生徒たちのやる気に火をつけ、

しっかりサポートしています。

Question１：栗橋北彩高校の魅力って？

Ａ．３年間で一人一人に合った進路指導を行います。

 １年次→自分らしさ、自分再発見がテーマです。
 ２年次→さまざまな体験を通して進路を肌で感じます。
 ３年次→自分らしい生き方の進路を実現します。

Ａ．地域に根ざした取り組みを行っています。

 授業や部活で近隣幼稚園や学校と交流！
 地域の祭りやイベントに参加しています。
 「クリーン栗橋」で地域の美化に貢献。

「地域」との連携

充実の「進路指導」

あなたの３年後は…

一人一人が目標の
進路を実現します！

R元年度進路決定率

９６.３％

Ａ．栗橋北彩高校が選ばれる理由･･･これが魅力だ！

①活発な学校行事！

②活気ある部活動！

③先生たちも「やる気」！

自分の将来が見つかる！

Question２：将来のことが心配です…

１年次

基礎から学ぶ
「共通プラン」

 国語・数学・英語で習熟度別

学習（約20名）で実施、基

礎学力を育成します。

 「分かる授業」で基礎基本を

定着を図り、４つのプラン選

択につなげます。

 部活動の全員加入、

充実した学校生活！

大学進学で
自分自身を
高めます

基礎から着
実に自分を
磨きます

事務系の就
職を目指し

ます

保育や衣食
を学び生活
をデザイン

プログレス ステップアップ

ビジネス
ホーム

エコノミクス

２年次 ３年次

進路、興味関心
で選べる

「４つのプラン」

さあ、あなたも栗橋北彩高校で、豊かな人間性を育み、希望する進路を実現させよう！

本校キャラクター
みのりちゃん



≪芸術総合高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 
美術科・音楽科 

映像芸術科・舞台芸術科 
生徒数 

(男) 70 

(女)383 
計 453 

ホームページ http://www.geiso-h.spec.ed.jp 

アクセス 

西武池袋線小手指駅南口バス停から「早稲田大学」「宮寺西」行バス・約１５分乗車 

「芸術総合高校」下車 左に上がる坂道を進み約５分 

※自転車やタクシー利用の場合「狭山ケ丘駅」も便利 

教育課程等

の特徴 

・芸術系進学重視型 単位制専門学科高校 

・単位制専門学科高校のメリットを生かした少人数授業展開の実施 

・授業全体の３分の２は共通科目、３分の１は専門学科の科目 

・３年次では、興味・関心・進路希望により他学科の授業を選択することが可能 

・多様な経験と豊富な知識を持つ教員による専門性の高い授業 

・第一線で活躍する著名な外部講師が授業を担当 

活躍が顕著

な部活動 

・ダンス部：全日本高校・大学ダンスフェスティバル県代表出場（令和元年度） 

・吹奏楽部：西関東吹奏楽コンクールＢの部銀賞（令和元年度） 

・美 術 部：全国高等学校総合文化祭出品（平面・立体部門６年連続出場） 

・写 真 部：写真甲子園 2019 北関東ブロック審査会出場（令和元年度） 

・国際大会や国際コンクールで活躍する生徒もいます。 

特色ある 

学校行事 

・ハイクオリティーな学校行事 

・新入生歓迎会（４月）、体育祭（５月）、四つ葉祭（９月）、三送会（２月）は、 

 芸術４学科のコラボレーション企画で、学科・全校で大変盛り上がります。 

・各学科の特徴を捉えた行事が多数あります。 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談を年１回実施（６月）、その他各学科で進路面談を随時実施 

・中学校への出前授業の実施や芸術鑑賞会等への参加協力 

・吹奏楽部・合唱部・ダンス部等の生徒による地域の様々なイベントへの参加協力 

・生徒及び保護者の学校満足度が高い学校 

進

路 

状

況 
四大 ９６人 短大 １３人 専門 ２０人 就職 ７人 

その他の 

卒業者 
１２人 

傾

向 

・約８７％の生徒が現役で大学・短大・専門学校に進学しています。 

・進学者のほとんどは芸術系の分野へ進学します。 

（※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＞ 

・芸術的表現力を更に高めようと努力する生徒 

・専門教科と共通教科を両立できる生徒 

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


■新入生歓迎会  各学科の説明、部活動、生徒会を芸総らしく紹介し、新入生を歓迎します。 
■体育祭        学科対抗・クラス対抗などの種目や、学科の特色を生かした応援旗・応援合戦で競います。 
■四つ葉祭      展示、コンサートやステージ、クラスや部活動など、芸総ならではの文化祭を作り上げます。 
■修学旅行    ２年次の後期に芸総独特の文化の薫る行程が設定されます。 

    

 

【1 年次】 
素描、構成（日本画・油彩画・彫刻・クラフトデザイン・ビジュアルデザイン）、 
美術史などの美術の基礎・基本を幅広く学びます。 
【２年次】 
素描、美術史、専攻（日本画・油彩画・彫刻・クラフトデザイン・ビジュアルデザイ
ン）別に分かれ、各専門分野を深く学びます。 
【3 年次】 
素描と専攻の授業を両軸に、より専門的・発展的に学びます。 
更に、多様な表現と理論の研究に取り組み、美術系大学・短大・専門学校受験に
も対応します。 
 

【1 年次】 
専攻レッスン（声楽/器楽）、副科レッスン（声楽/ピアノ）、音楽理論、 
ソルフェージュ、音楽史、器楽/声楽アンサンブルなど音楽の基礎を学びます。 
【2 年次】 
専攻・副科レッスン、音楽理論、ソルフェージュなど、より発展的な内容を学びます。
ピアノデュオ基礎演習や音楽史研究などの科目を選択することができます。 
【3 年次】 
各レッスンでは、より専門的な演奏技術や音楽表現を深める学習をします。 
音楽に対する知識や技能を深め、音楽大学や音楽系短期大学、専門学校等へ
の受験に対応します。 

 
■人間教育 
社会で生き抜くために必要な力、創造性、豊かな感性、
思考力、判断力、コミュニケーション力が身についている。 
社会性と自立心、一流のマナーが身についている。 

■学力の養成 
進路実現のために必要な知識・芸術的表現力が身につ
いている。 

■未来へつながる進路指導 
１年次から計画的に進路指導、ガイダンス等を行い全員
の進路希望が実現できる。 

学校行事 

部活動 

【1 年次】 
「演劇」「クラシックバレエ・モダンダンス」「舞台技術」を学びます。実習を通して基礎
から学ぶことで、自己の適性を探ります。 
【2 年次】 
全員が「日本舞踊」を学びます。演劇、舞踊ともにより高度な内容の学習をします。
後半は、３年次の学科公演に向けて練習を開始します。 
【3 年次】 
多彩な選択科目を通して自己の学びを深めます。学科公演へ向けて、クラス全員
で舞台公演を創造します。また、進路希望に合わせて選択した科目を学習し舞台
芸術に対する視野を広げます。 
 

■音楽科 

【1 年次】 
クラス単位で、表現するという事を学びます。様々なメディアに触れ、適性を探しま
す。 映像の見方、作り方を知る１年間です。 
【2 年次】 
選択授業が始まり、基礎的な課題から、自己の考えを見つけ取り組む課題へと変
わっていきます。写真、ビデオ表現、ＣＧの専攻選択では２年間をかけて表現を磨
きます。 
【3 年次】 
卒業制作展と進路に向けた活動を関連させて取り組みます。 
学習や実習の内容も卒業後のステップに活かせる展開を組んでいます。 ■授業はノーチャイム制 → 自己管理能力の育成 

■授業科目は大きく３つのタイプに分類 
  ①「共通科目」国語・数学・英語など 
  ②「専門科目」各学科の芸術科目 
  ③「選択科目」他学科の科目や受験対応科目 
■カリキュラムは共通科目２／３＋専門科目１／３ 
■「選択科目」では他学科の科目の履修も可能 

学校生活 

      学芸を共に高め合い、芸術文化を担う人材を育成する高校 
    県立芸術総合高校 ～生徒の成長物語～ 

美術部、演劇部、写真部などの芸術系文化部は、全国大会へ出場・出品するなど、高いレベルで活躍をしています。 

■映像芸術科 ■舞台芸術科 

■美術科 

多様な経験と豊富な知識をもつ教員と第一線で活躍する著
名な外部講師が授業を担当しています。 

本校の教職員 

３年間で育てる生徒の姿 



≪鴻巣高校の活性化・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（200）,商業科(80) 生徒数 
(男)378 

(女)456 
計 834 

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

アクセス ＪＲ高崎線 鴻巣駅西口から 徒歩 10 分 

教育課程等

の特徴 

○１年の英語・数学の授業は１クラス２０人。少人数でわかる授業を展開します。 

○普通科は、丁寧な進路ガイダンスでワンランク上の大学へ。毎日のように補習を実施。 

○商業科は、多くの生徒が簿記・情報処理・ビジネス文書・電卓検定で複数１級に合格。 

○進路に向けて英語検定・数学検定等の資格取得に積極的に取り組む。ＡＬＴも常駐。 

活躍が顕著

な部活動 

○H29 陸上競技部やり投げインターハイ出場。H30 男子バドミントン部関東大会出場。 

 野球・男女バスケ・女子バドミントン・ソフトテニス・硬式テニス・卓球・水泳・ハ 

ンドなど多くの運動部が県大会出場、さらに上位を目指して練習に励んでいます。 

○H28･29 美術部全国大会出場。H30･R1 簿記部簿記ｺﾝｸｰﾙおよび電卓競技会全国大会出場。 

書道部は県展、筝曲部銅賞、吹奏楽部など県大会やコンクールで文化部も活躍。 

特色ある 

学校行事 

○沖縄への修学旅行(R2)。体験活動を重視した 4 日間。R1 は関西地方に 3 泊 4 日。 

○鴻高祭（９月）は部活もクラスも一致団結。迷路・縁日・お化け屋敷が人気。 

○体育祭（６月）はクラス対抗リレー、色別対抗応援合戦など学校全体が盛り上がる。 

○グローバル力育成(国際理解教育)を推進。R1よりｵｰｽﾄﾗﾘｱ短期派遣研修(ｼﾄﾞﾆｰ近郊)を

鴻巣市と連携しｽﾀｰﾄ(隔年で派遣と受入)。その他、韓国に毎年、ｱﾒﾘｶ、ﾒｷｼｺに実績あり。 

家庭・地域 

との連携 

○インターンシップを鴻巣中央小学校、北里ﾒﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ病院など５か所で実施（希望者）。 

○交通安全ﾏｽｺｯﾄ「無事ｶｴﾙ」吉見町立小学校に配布・交流。科学の甲子園実技 3 位受賞。 

○生徒が鴻巣警察署の一日署長になり街をパレード。吹奏楽部の駅前コンサートも恒例。 

○FM フラワーラジオ｢放課後なう｣放送中。卒業生照英が｢出没！アド街ック天国｣で紹介。 

進

路 

状況 四大 110 人 短大 20 人 専門 97 人 就職 29 人 その他 
(公務員ほか） 20 人 

傾向 

・普通科・商業科ともに進学が増加。四大は推薦による受験者が多い。昨年度（R1)は、国

公立のお茶の水女子大理学部数学科に特待生で合格、既卒生も群馬大理工学部に合格。 

・大学・短大指定校推薦枠は、東洋大、東京電機大、駒沢大、北里大看護専等 100 校以上。 

・就職は銀行・信金・農協、鉄道、郵便、市役所・消防・県警・有名企業等。事務に強い。 

・「のす高手帳」でスケジュール管理。地域と共に 100 年「”100 年の想い”を継なぎ未来

を拓く」がキャッチフレーズ。地域と連携し様々な教育プログラムに取り組んでいます。 

・鴻巣高校は、充実した学校生活･丁寧な進路ガイダンスであなたの将来の夢を実現します。 
（※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＞ 

 誠実な生徒を求めます。 

＜校訓＞ 

誠実 

＜教育理念＞ 

心清く、気高く、人のために生きられる律儀な青年に育て 

文化祭などの学校行事は、生徒がみんなで創り感動を分ち合います。 

部活動では、心と体を鍛錬し人として成長します。生徒の多様な進路

を実現するために、本校では主体性・チャレンジ精神をもって学校生

活に取り組めるよう様々なプログラムを用意しています。 

 

 

 

 

 

 

 

在校生からのメッセージ 

 普通科は、幅広く多様な進路に対

応できます。先生から勉強や進路へ

の指導が手厚く、友人ともお互いを

高め合い、充実した三年間を送るこ

とができます。（北本中出身 A．I） 

 商業科は、誰もが挑戦し輝ける場

所です。合格を目標に、共に頑張る

仲間と手厚く支援くださる先生方

がいることで、高度な資格取得に挑

戦できます。頑張った分だけ、成果

が形で現れ学ぶ喜びが湧いてきま

す。（鴻巣中出身 H．K） 

 

＜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）  

（「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） 

 

（授業風景） （文化祭） （鴻巣高校 Web ページ） 

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


【目指す学校像】 確かな学力と人間力を育成し、地域の期待に応える学校

鴻巣高校は、あなたの夢を実現します。鴻巣高校は、あなたの夢を実現します。

◇ 本校の授業 教員全員が自己評価シートに生徒の主体性を育む具体策を記載して授業改善に努めています。
◇ 行事や部活動 行事は生徒がみんなで創り感動を分ち合います。部活動は心と体を鍛え人として成長します。
◇ 学校の周辺情報 鴻巣駅西口から８００ｍ、１０分です。となりは源経基館跡の杜で自然にも恵まれています。

県立鴻巣高校 ～生徒の成長物語～

◆心清く、気高く、他人のた
めに生きられる律儀な青年
に育て

◆生徒の本気を引き出し、希
望する進路を実現させ

◆地域に愛される学校として

新たな１００年に継ぐ

１年生

２年生

３年生３年生

本校の
特 色
本校の
特 色

□１年の英語・数学の授業は１クラス２０人。
少人数でわかる授業を展開します。

□ベネッセのスタディサポートの導入で客観的
な学力の診断ができる。
□商業科は、簿記・情報処理・ビジネス文書・
電卓検定の２・３級に合格できる。

文
科
系

文
科
系

理
科
系

理
科
系

文
科
系

文
科
系

理
科
系
Ａ

理
科
系
Ａ

進路ガイダンスを生かして、
□生徒の希望に沿った大学へ。
□幼児教育・保育などの短大へ。
□高等看護学校をはじめとする資格を取得できる
専門学校へ。
□就職は、銀行・信金・農協、鉄道、郵便、市役
所・消防・県警・有名企業など。
□商業科は、高度資格１級取得にチャレンジ。

コバトン＆
さいたまっち

育 成 方 針

行 事

部活動

□普通科は、２年から文科系・理科系に分かれていく。
進路などにあわせて多様な選択科目を用意している。

□商業科は、簿記・情報処理・ビジネス文書・電卓検定
などの１・２級にチャレンジできる。

地域との連携

■修学旅行（R2)は、沖縄で文化と歴
史・マリン体験・グループ活動。
■体育祭の華は、クラス対抗リレー。
■鴻高祭は、生徒がみんなで創りあげ
感動を分ち合う。

■多くの部が県大会で活躍。野球部や
女子バスケット部が県ベスト１６。
■男子バドミントン部H30関東大会出場
■簿記部が全国大会に出場、筝曲・華
道・茶道部は外部講師が指導する。

キャリア教育

■進路講演会や体験活動の機会
が充実、成功体験や失敗体験
を通して学ぶことで、将来必
要な社会的な能力態度を育成

本校の成長目標

■生徒が一日警察署長を務め吹奏楽部と
ともに街頭をパレード。
■毎朝の清掃ボランティアは地域の方か
らの学校の信頼に。
■H30より鴻巣市と連携協定締結。
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体験学習
■海外体験プログラムに生徒派遣
(ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、韓国、ｱﾒﾘｶ、ﾒｷｼｺetc）

■サイエンスアカデミー ■福島復興ボランティア
■インターンシップを５か所で実施（希望者）

普 通 科 商 業 科

普 通 科 商 業 科

普 通 科 商 業 科

電

卓

電
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”100年の想い”を継なぎ未来を拓く －鴻巣高校－

地域連携、キャリア教育に取り組む

進路実現学校への愛情や人間力を育成し高める

つ ひら

朝読書

朝読書

朝読書

総
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総
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究



様式          ≪鴻巣女子高校の活性化・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・保育科・ 

家政科学科 
生徒数 (女) 547 計 547 

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

アクセス ＪＲ鴻巣駅東口より 徒歩１３分 

教育課程等

の特徴 

・普通科１年生は数学と英語の授業で、２クラス３講座展開の少人数制授業を実施。 

・保育科は全国の公立高校で唯一本校のみであり、多彩な専門科目を開講するとともに 

保育実習を実施。全国高等学校家庭科保育技術検定を１級まで受検。 

・家政科学科は調理と被服の両方を学ぶ教育課程であり、専門科目では少人数で授業を 

 実施。全国高等学校家庭科技術検定（食物調理・被服製作）を１級まで受検。 

活躍が顕著

な部活動 

・バレーボール部・バドミントン部・陸上競技部・ソフトボール部等が県大会出場 

・人形劇部・チアダンス部・合唱部・箏曲部等が地域の保育園やイベント等で発表 

特色ある 

学校行事 

・体育祭（６月）の３年生がクラス対抗で披露する「ソーラン節」が圧巻！ 

・文化祭（９月）の保育科３年生による「こどものくに」、家政科学科３年生によ 

 る「ファッションショー」は、そのレベルの高さから毎年大好評！ 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談を年 1 回、授業参観を年２回実施  ・小中学校や特別支援学校との交流 

・地元幼稚園や保育園での保育実習等を実施  ・地元自治会行事への参加 

・スペシャリストによる特別授業の実施 

進

路 

状況 四大 １２人 短大 ５０人 専門 ６６人 就職 ３９人 その他 １３人 

傾向 

・大学・短大指定校推薦枠はそれぞれ５０校以上、専門学校指定校推薦枠は１００校以上 

・保育や子どもに関する学部・学科の指定校推薦枠が多数 

・看護医療系への進学者が増加傾向 
（※生徒数：R2.5.1 現在、進路は R2.3 月 卒業生の実績値） 

本校の魅力！  

普通科・保育科・家政科学科の３学科からなり、特色ある教育活動を展開。 

「自立した女性の育成」と「スペシャリストの育成」を目指す学校です。 

体育祭や文化祭、球技大会など学校行事に全力で取り組みます！ 

・社会人としてのマナーを身につけ、多様な科目を学び、自己実現 

を図る行動的な女性を育てます。 

・専門的な知識技術を身につけ、高度な資格取得を目指し、家庭に 

関する専門分野で活躍できるスペシャリストを育てます。 

   
  ＜授業風景＞     ＜保育実習＞    ＜集団調理＞ 

在校生からのメッセージ 

普通科では少人数制の授業が

あり、質問しやすく、力を伸

ばすことができると思いま

す。保育科や家政科学科では

１年生から専門的な授業がた

くさんあり、３年間を通して

技術検定１級合格を目指しま

す。一緒に充実した高校生活

を送りましょう！ 

 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 

・自主的に物事を考え、行動することができる生徒  ・他者に対する思いやりをもった生徒 

・目的意識を持っている生徒 

＜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大きな差を設けずに評価します。 

・面接を実施し、受検生の意欲・態度を積極的に評価します。 

・普通科、保育科、家政科学科の間で、相互に第２志望を認めます。 

 

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


鴻巣女子高校は､強くやさしく、未来を切り拓く自立した女性を育てます鴻巣女子高校は､強くやさしく、未来を切り拓く自立した女性を育てます

◇ 目指す学校像 ・・・ 「自立した女性の育成」と「スペシャリストの育成」
◇ 少人数制授業と多彩な選択授業のある「普通科」
◇ 調理と被服の両方を学べる県内唯一の「家政科学科」
◇ 質の高い専門科目を学べる全国の公立高校唯一の「保育科」

県立鴻巣女子高校 ～生徒の成長物語～

１年生

２年生

３年生

本校の
特 色
本校の
特 色

□普通科：少人数制授業を通じた「絆」づくりと基礎学力定着
□保育科：保育に関する基礎的な知識・技術の習得

保育技術検定３級
□家政科学科：被服と調理に関する基礎的な知識・技術の習得

家庭科技術検定（食物調理３級・被服製作洋服２級)

□普通科：多彩な選択授業と生徒の個性を生かした進路実現
□保育科：年間を通した保育実習や文化祭発表「こどものくに」

保育技術検定１級
□家政科学科：生徒がデザイン・出演する「ファッションショー」

家庭科技術検定（食物調理・洋服・和服）１級
※３種目１級合格者は「三冠王」として表彰

□普通科：１年生での学びを踏まえた、更なる学力向上
□保育科：保育に関する専門的な知識・技術の習得

保育技術検定２級
□家政科学科：被服と調理に関する専門的な知識・技術の習得

家庭科技術検定（食物調理２級・被服製作和服１級）

地域との連携

～本校は地域での学びを

大切にしています～

□体育祭での３年生クラス対抗「ソーラン節」は圧巻！
□全力で取り組み学校全体で盛り上がる文化祭
□各種大会や地域で活躍する部活動

□２年生では全員が「保育体験」
□小中学校への出前授業や学習支援
□地域のイベントへの参加

「学び」の向上を支える取組

本校の３年後の目標

□第一志望の進路実現
□社会人としてのマナーを身につけ、行動できる女性
□専門的な知識技術を身につけたスペシャリスト

学校行事や部活動

～本校には生徒一人ひとりが活躍する場があり、

仲間と出会い、友情を育む場があります～

豊かな心を育む取組

□全校一斉の「朝読書」
□アクティブラーニングを取り入れた授業
□タブレット端末やＩＣＴ等の活用
□グローバル化への対応（海外の高校やＪＩＣＡとの連携）

落ち着いた学習環境と充実した授業

～本校では落ち着いた学習環境の下、

生徒一人ひとりの「確かな学力」を育みます～



≪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 全日制 学科 普通科 生徒数 
(男)447 名 

(女)513 名 
計 960 名 

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

アクセス 
東武スカイツリーライン越谷駅より徒歩１５分 
越谷駅東口より朝日バス（花田循環コース）５分、越ヶ谷高校前下車 

教育課程等

の特徴 

・１年次より『国公立大学進学希望者クラス』を編成 
・『スタディサプリ』導入による効果的な学習方法の研究 
 （ﾀﾌﾞﾚｯﾄ等 88 台、全教室にﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰを設置） 
・６５分授業（午前３コマ、午後２コマ）× 週５日 
・２年次から理系・文系を選択、英語・数学は少人数授業を展開 
・「協調学習」を取り入れたアクティブ・ラーニングを多くの教科で実施 
・県立高校教育課程研究事業における『大学進学指導推進校』    

活躍が顕著

な部活動 

・ボート部：インターハイ・国体・関東大会出場 
・アーチェリー部：インターハイ・全国選抜・関東大会・関東選抜出場 
・男子テニス部：関東公立高校大会出場 
・弓道部：東日本大会出場 
・少林寺拳法部：全国選抜・関東大会出場 
・吹奏楽部：西関東吹奏楽コンクール(Ｂの部) 金賞 
・軽音楽部 全国高校軽音楽コンテスト 優秀賞   

特色ある 

学校行事 

・たんぽぽ広場（４月：新入生歓迎会） 
・体育祭（６月：４ブロックによる対抗戦。各ブロックによる集団演技が好評） 
・文化祭（９月：平成３１年度の一般公開日の来場者２，４３９名） 
・大競走大会（１０月：渡良瀬遊水地で実施 男子１５km、女子１０km）  
・沖縄県への修学旅行（１２月上旬：２年次） 

家庭・地域 

との連携 

・在校生保護者への授業公開を年２回実施 
・中学生向け学校説明会を年３回実施 
・ＰＴＡ進路講演会・大学見学会の実施、保護者へのメール配信 
・中高交流授業及び高校生による中学生への学習支援を実施 
・町内清掃年２回実施と部活動による朝清掃の実施     

進

路 

状

況 
四大 284 人 短大 0 人 専門 12 人 就職 0 人 その他 25 人 

傾

向 

・ ほとんどの生徒が四年制大学に進学し、年々、国公立大学進学を希望する生徒が増加し
ている。 

・ 国公立大学２７名、早慶上理・Ｇ－ＭＡＲＣＨ１２９名合格。（平成３１年度実績）  
・ 大学の指定校は明治大学、青山学院大学、立教大学、東京理科大学など約１２０校。 

（※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＞ 

・ 進路等の目標を明確に持ち、その実現へ向け、最後まで粘り抜くことができる生徒  

・ 将来、社会のリーダーとして、また、グローバルな舞台で積極的に活躍できる生徒 

・ 社会の規律を重んじ、自らの責任を自覚して、自ら考え、行動できる生徒 

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


３ 育成方針（埼玉県立越ヶ谷高校 ～生徒の成長物語～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埼玉県立越ヶ谷高等学校（全日制の課程） ～ 生徒の成長物語 ～ 

               １ 家庭学習時間の確保とアクティブラーニングの推進 

              ２ 国公立大学進学希望者への支援充実で国公立大学合格者５０名以上    

               ３ 規範意識及びマナー意識の高揚と部活動・学校行事を通じた人づくり                

              ４ 地域・保護者との連携・協力の強化と施設事故及び教職員事故ゼロ     

              ５ 夏季短期海外研修の充実とグローバル化に伴う生徒の発信力の向上 

本校の 

重点目標 

 
○社会で貢献できる大人への成長 

・第１志望の大学合格に、一直線 

・大学受験は、団体戦。クラス一丸と

なって、励まし合い、競い合う 

・学び、考え、発信する学習過程を最

大限に高める 

３ 年 次 

 
○１年生からは信頼される先輩に、 

 ３年生からは任せられる後輩に成長 

・生徒会活動、部活動など学校諸行事の

中核 

・文系･理系に分かれ、１２月の修学旅

行が終わると、本格的な受験勉強へ 

２ 年 次 

 
○中学生から、何事にも一生懸命頑張る 

 越高生へと成長 

・学習面においては、大学受験のため

の基礎固め 

・生活面においては、規律を重んじる

心の育成 

１ 年 次 

越ヶ谷高校は、１０００日で夢を現実
ほんもの

にしてみせる学校 

  学 校 行 事 
 

 ４月 たんぽぽ広場（新入生歓迎会） 

 ５月 遠足、６月 体育祭 

 ９月 文化祭、１０月 大競走大会 

 １２月 修学旅行（沖縄)、予餞会 

 ３月 球技大会 

  学 習 面 
 

・国公立大学進学に対応したカリキュラム 

・週５日、６５分授業を午前３、午後２時間 

 の週３４単位の授業展開 

・進路希望に合わせた科目選択 

・少人数講座展開 ２７．０人／１講座 

  部 活 動 
 

・運動部 ２１部、文化部 １２部 

・心･技･体の人間的総合力の育成 

・ボート部がインターハイに出場 

・アーチェリー部がインターハイに出場 

・少林寺拳法部が全国選抜大会に出場 

  進 路 指 導 
・進学講習の充実、ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ･ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾞの充実 

  グローバル教育の推進 
 

・オーストラリア夏季短期海外研修の実施 

  本校の教職員 
 

・使命感にあふれ、熱心に指導する教職員 

  本校の目標 
 

・国公立大学合格者  ５０名以上 



≪越谷北高校の活性化・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  各学年８クラス 

     
理数科    各学年１クラス 

生徒数 
普(男)469(女)489
理(男) 74(女) 45  

計
1077 

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

アクセス 東武スカイツリーライン せんげん台駅より徒歩１５分 

教育課程等
の特徴 

・平成 30 年度から５年間スーパーサイエンスハイスクールの指定を受けています。 
・「主体的・対話的で深い学び」をとおして、「学びに向かう力」を育成します。 
・理数科を中心とした理数教育とＳＳＨの取組における多様な探究的な活動、「リベ
ラルアーツ」教育の充実により、課題発見力や課題解決力を身に付けるとともに、
論理的思考力を高めます。 

・土曜授業（年間１５回）及び週２回の７時間授業等により３４単位の授業を実施。 
・普通科は２年次から文系・理系の類型に分かれ、８クラスを９クラスに少人数展
開。 

活躍が顕著
な部活動 

・パワーリフティング部 全国大会（H29 男子 93 ㎏超級１位 男子団体第４位） 
・陸上競技部 北関東大会（H30 男子 400ｍハードル出場） 
・吹奏楽部 西関東吹奏楽コンクールＡの部（H29 金賞､H30･H31 銀賞） 
・新聞部 全国総文祭(H31 出場､R2 出場権獲得)､H31 埼玉県学校新聞ｺﾝｸｰﾙ最優秀賞・高文連会長賞 

・書道部 国際高校生書道選抜展（H30 優秀賞）､R2 全国総文祭出場権獲得 
・筝曲部 埼玉県邦楽祭(H31 金賞､埼玉県教育長賞)､R2 全国総文祭出場権獲得 
・文芸部 埼玉県高校生文芸ｺﾝｸｰﾙ(H31 韻文部門最優秀賞)､R2 全国総文祭出場権獲得 
・生物部 日本生物学オリンピック（H31 全国大会出場 2 名､銅賞･実験試験優秀解答賞） 
・化学部 日本植物学会第 83 回大会高校生研究ﾎﾟｽﾀｰ発表優秀賞､化学ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ 2019 一次選考奨励賞 

特色ある 
学校行事 

・体育祭、文化祭（しらこばと祭）、修学旅行、海外派遣プログラム（カナダ研修） 
・球技大会は年３回実施（毎学期末）、特別支援学校との交流会（９月・１２月） 

家庭・地域 
との連携 

・保護者面談を実施（６月）  ・保護者会を実施（７月・１１月） 
・部活動単位等で地域貢献活動や地域連携活動を実施 

進
路 

状
況 

四大 331 人 短大 2 人 専門 5 人 就職 2 人 その他 48 人 

傾
向 

ほぼ全員が四年制大学へ進学し、難関大学や国公立医学部等の合格者数も増加してい
る。 

（※生徒数：R2.5.1 現在、進路は R2.3 月卒業生の実績値） 

２ 入学者選抜情報 
＜本校が求める生徒＞ 
○越谷北高校での勉学や部活動等への意欲や期待と、卒業後の生活に夢や志を持つ生徒。 
○豊かな人間性を持ったグローバルリーダーになるために、すべての教科・科目の学習にバランス
よく取り組むことができる生徒。 

○理数科の実験・実習やスーパーサイエンスハイスクールとしての探究的な学習に興味・関心の高
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://koshigayakita-h.spec.ed.jp/
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html


１年 勉学と部活動の両立に挑み、
高校生としての学習・生活リズ
ムを確立する時期です

・基礎基本を徹底し、自分に適した学習方法が身
につくための授業を展開します。

・学校の教育活動に積極的に取り組み、基本的な
生活習慣、学習習慣を定着させます。

２年 部活動や様々な行事で中心と
なり、リーダーとしての意識が
確立する時期です

・文系・理系に分かれ目指す進路に応じた授業
を展開します。

・中軸学年として人間性を高め、リーダーとして
の資質を育みます。

３年 卒業後の生き方がイメージで
き、その目的を果たすための
行動が確立する時期です

・個々の進路希望を実現させる授業を展開しま
す。

・積極的・自発的な学習に取り組み、第一志望
をあきらめない進路指導を行います。

１ すべての教育活動における「主体的・対話的で深い学び」によって、一人一人の生徒の主体性
を伸長します。

２ 理数教育やＳＳＨの取組の充実と「リベラルアーツ」教育の実現によって、グローバル人材とし
ての資質を高めます。

３ 地域と連携し、高い進路目標を掲げ、自己実現を目指す学校の情報を発信し、学校の評価を
高めます。

高い理想と豊かな人間性を兼ね備えたグローバルリーダーを育成する

勉学

•予習・授業・復習の黄金のサイクルで、実力をつけます。

•朝・放課後や長期休業中の講習で、実力を伸ばします。

学校行事

•体育祭・文化祭・球技大会等で主体性を発揮します。

•大いに盛り上がり、勉強とのメリハリをつけます。

部活動

•２１の運動部、１６の文化部、２の同好会で活動します。

•９３％の加入率で熱心に取り組みます。

教職員

•朝・放課後や長期休業中の講習、部活動、生徒の自主的な活動など、成長する生
徒のために、労を惜しまず全力でサポートします。

地域との連携
•特別支援学校との交流、小中学生対象の実験や自然の観察・観測の補助、スポー
ツの指導等を通じて地域の方々と連携を図ります。

３ 育成方針（埼玉県立越谷北高校 ～生徒の成長物語～）

ＳＳＨ

•理数科を中心として、実習・探究活動に取り組みます。

•主体的な学びで、課題発見力・課題解決力を育みます。



≪越谷総合技術高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 
電子機械科・情報技術科 

流通経済科・情報処理科 
服飾デザイン科・食物調理科 

生徒数 
(男)375 

(女)284 
計 659 名 

ホームページ https://ksg-h.spec.ed.jp/ 

アクセス 
東武スカイツリーライン越谷駅下車徒歩 20 分又は西口からタローズバス 10 分 

ＪＲ南越谷駅、東武スカイツリーライン新越谷駅西口からあさひバス 8 分＋徒歩 5 分 

教育課程等

の特徴 

総合技術高校の特色を生かし、社会人としてのマナーや人間性の育成、充実した専門

教科の学習によって、物事に進んで取り組む力や目的を設定して実行する力等の「前

に踏み出す力」、課題を発見する力や計画する力、創造する力などの「考え抜く力」、

相手の意見を丁寧に聞く力や自分の意見をわかりやすく伝える力、自分と周囲の人々

や物事との関係を理解する力、社会のルールや人との約束を守る力などの「チームで

働く力」を身に付けた「人間性豊かな産業人材」の育成を目指しています。 

活躍が顕著

な部活動 

☆埼玉県高等学校生徒商業研究発表大会 優良賞 

☆第１０回全国和菓子甲子園 奨励賞 

☆メカトロニクス部 

 全日本ロボット相撲関東大会 ラジコン型高校生の部３位 全国大会出場 

 高校生ロボットアメリカンフットボール埼玉大会  準優勝・４位 全国大会出場 

工業高校生アイデアロボットコンテスト自立型相撲ロボット 優勝・３位 

                 ラジコン型相撲ロボット 準優勝  

☆ＩＴ部 

 第４０回全国高校生プログラミングコンテスト ３位 

 埼玉県工業高校生プログラミングコンテスト 競技部門 最優秀賞 情報技術科 
 優秀賞  電子機械科 

☆陸上部 男子４００ｍハードル 埼玉県大会優勝 関東大会出場 

☆男子バレーボール部 新人戦埼玉県予選 ベスト８ 

特色ある 

学校行事 

【課題研究発表会】（商業系１１月、工業系・家庭系１月）各学科の集大成となる発

表は、例年、外部審査員や保護者の方を招待して盛大に行われています。 

【体育祭（５月下旬）】、【文化祭（１０月下旬）】 

文化祭（越総祭）は、学科・学年の垣根を越え、全生徒が力を合わせて開催してお

り、地域の方々にも好評を得ています。  ※今年度はコロナ感染症対策にて未定 

家庭・地域 

との連携 

地元中学生対象の体験講座を開講しています。その他各学科で、 

工業系 越谷ミラクルでの連携事業、各地でのミニ新幹線運行 

商業系 商工会や店舗との商品共同開発や広報キャラクターＬＩＮＥスタンプ作成 

家庭系 越谷市田んぼアート、地元小学校での食育教育のお手伝い その他多数 

進

路 

状

況 
四大 ４８人 短大 ４人 専門 ８４人 就職 ９８人 その他 １０人 

傾

向 

全体では、４０％の生徒が就職、５０％の生徒が進学しています。近年、４年制大学に

進む生徒が増えてきました。平成３０年度は国立大学の合格者が出ました。６つの学科

それぞれに進路希望の傾向があり、高校で学んだ知識や技術を活かした進路実現を目指

しています。 

（※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＞ 

１ 本校の教育内容を理解し、本校での学習に強い意欲を持つ生徒 
２ 本校卒業後の進学や就職等について考えている生徒 
３ 積極的に取り組む意欲を持ち、努力することの大切さを知っている生徒 
４ 基本的な生活習慣が身に付いている生徒  

＜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） 

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


 

 

 
□文化祭は、各学科 

の特性を生かした企画が盛りだ

くさんです。 
□体育祭は、クラスの団結 

 力がいかんなく発揮され 

 ます。 

県立越谷総合技術高校～生徒の成長物語～ 

       ◇ 本校の授業 ・・・・・６つの学科で将来のスペシャリストを育てます。 
       ◇ 行事や部活動 ・・・・様々な場面で、誰でも輝くチャンスがあります。 
       ◇ 学校の周辺情報 ・・・越谷市郊外の緑豊かな環境に立地しています。 

 

本校の 

特 色 

本校では、大学や専門学校に劣

らない知識と技術を習得させます。

そして、社会や企業、進学先の皆様

の期待と信頼に応えるために、あい

さつ、言葉遣い、みだしなみ、コミュ

ニュケーション、心遣いなどを基盤と

して「前に踏み出す力」、「考え抜く

力」、「チームワーク」等の「基礎力」

を身に付けさせます。生徒一人一人

の夢の実現を全力で支えます。 

 

ミックスホームルームで学科の枠を越えて仲

間づくりをします。学科の授業、部活動、行事

を通じ、２・３年生の姿を見ながら越総生とし

ての基礎を固めます。 

将来を見通した進路指導を始めます。進学・ 

就職のどちらにも対応できるよう幅広い学習を 

心がけます。 

１年生 

学科ごとに専門的な授業の割合が増

えます。様々な検定試験にも積極的に

チャレンジします。５日間の企業実習

で実践力を磨きます。 
中堅学年として、先輩の背中を追い

ながら、後輩のお手本になります。 

２年生 

 

□進学希望者は、専門的な教育内容を

生かして進学を目指します。数多く

の大学から指定校推薦をいただいて

います。 

□就職希望者は、早期から始める面接

指導等の成果で毎年高い就職内定率

を誇ります。民間企業だけではなく

公務員の合格者も出しています。 

                         

最上級生として、学科、さまざまな

行事、部活動を盛り上げ、学校全体

をリードします。 

３年生 行 事 

 
 数多くの企業と連携し、

２学年で、企業実習を実施

します。 

体験学習 

 

 
 

ファッション甲子園 

和菓子甲子園 

プログラミングコンテスト 

等で活躍 

各学科の活動 
 

 
本校の教職員は、英知を

結集して、生徒一人一人を生

かした、特色ある実践的な教

育を行います。 

 

本校の教職員 

越総３年間の約束 

越総は､生徒一人一人を大切にし、６つの学科のスペシャリストを育てます。 

 
 

ＩＴパスポート 

簿記検定 

販売士検定 

電気工事士 

家庭技術検定  他 

資格取得 

地域の小中学

校・大学・企業等

と積極的に連携

しています。 
 

 



≪埼玉県立越谷西高校の活性化・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)519 

(女)439 
計 958 

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

アクセス 
東武スカイツリーライン・越谷駅よりバス 越谷西高校入口前下車 徒歩５分 

東武アーバンパークライン・岩槻駅よりバス 越谷西高校入口前下車 徒歩５分 

教育課程等

の特徴 

・２年次から類型を選択（Ａ類：ゆるやかな文系、Ｂ類：ゆるやかな理系） 

・３年次では進路を見据えた類型を選択（文系１コース、理系は２コース） 

・進路希望に基づいた多彩な講座があり、個性を伸ばす授業を展開 

活躍が顕著

な部活動 

【令和元年度の実績】 

 

○陸上競技部 

 ・全国選抜大会出場（走幅跳） 

○応援部 

 ・全国高等学校ダンスドリル選手権出場 

 ・全国高等学校ダンスドリル冬季大会出場 

○女子バドミントン部 

 ・新人大会団体戦県３位入賞 

○新聞・放送部 

 ・NHK 杯全国高校放送コンテスト創作ラジオドラマ部門決勝進出 

特色ある 

学校行事 

・ロードレース大会は埼玉スタジアム２００２の周回コースで実施。 

・修学旅行は、平成 30年度沖縄方面、令和元年度・２年度広島・関西方面で実施。 

家庭・地域 

との連携 

・学校評議員・懇話会のメンバーに、保護者代表の方を選出。 

・越谷ロータリークラブと連携し、交換留学生を受け入れている。 

・地域の小学校や中学校との交流を実施している。 

・平成 31 年度から、新たに特別支援学校との交流会も実施となった。 

進

路 

状

況 
四大 170 人 短大 25 人 専門 85 人 就職 14 人 その他 17 人 

傾

向 

・四年制大学への進学割合は毎年約６割。１００以上の大学に指定校推薦枠がある。 

・３年間を見据えた計画的な進路指導を実施。センター試験は推薦合格者も受験する。 

（※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＞ 

 文武両道の校風を理解し、勉強と部活動の両立を決意できる生徒 

 学校内外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） 

・学習の記録の得点については、学年比率 １：１：２で、３年次の評価をやや重視します。 

・第１次選抜は「学力検査」を重視した選抜を行います。（８０％） 

・第２次選抜は「調 査 書」を重視した選抜を行います。（１５％） 

・第３次選抜は調査書の「特別活動等の記録」を重視した選抜を行います。（５％） 

 

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


越谷西高校は､生徒が文武両道の実践に全力で取り組む学校です越谷西高校は､生徒が文武両道の実践に全力で取り組む学校です

◇ 文武両道 勉強と部活動の両立を全力で応援、約３０の部活動が活発に躍動
◇ 学習指導 進路希望に応じたコース選択と、多彩な選択科目で学力を育成
◇ 進路指導 １００％の進路希望実現をめざし、３年間の進路指導を計画的に実施

県立越谷西高校 ～生徒の成長物語～

１年生

２年生

３年生

本校の
特 色
本校の
特 色

□教育課程：各教科をバランスよく配置すると
ともに、基礎学力の向上をはかるため、英語
・数学・国語の単位数を充実

□部活動：全員入部で高校生活をスタート、一
人一人が光輝くために全力で活動開始

□進路指導：将来の自己実現に向け進路意識を
高める

□教育課程：文系・理系に細分化、多岐にわ
たる類型内選択科目で国公立大学受験にも
対応

□部活動：最上級生として部をまとめるとと
もに、各種大会等で結果を残す

□進路指導：実力をさらに養成し、進路希望
達成に向け入試本番へ

□学校行事：各種行事でリーダーシップを

コバトン＆
さいたまっち

□教育課程：進路希望に応じた２類型（ゆるや
かな文系・理系）選択で、進路実現に向けた
実力を養成

□部活動：各部の中核として活躍、先輩と協力
しながら後輩を育成

□進路指導：進路選択の見通しを立て、実力の
向上に努める

□学校行事：修学旅行で一生の想い出を
本校の３年後の目標

進路希望の達成
部活動の継続
安全・安心な生活

すべてにおいて最高
を目指します！

ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ
コシニー

校章

学習支援教材スタディサプリを
活用した学習指導

毎朝１０分間読書で心を整頓
週のはじめは英語テストで出発

文化祭では文化部の発表が秀逸
体育祭ではクラスの団結力向上

約６割の生徒が現役で四年制大学へ進学
センター試験100人超受験
大学推薦指定校も充実

＜躍進する部活動＞ 【令和元年度の実績】
○陸上競技部
・全国選抜大会（走幅跳）
○応援部
・全国高等学校ダンスドリル選手権出場
・全国高等学校ダンスドリル冬季大会出場
○女子バドミントン部
・新人大会団体戦県３位入賞
○新聞・放送部
・NHK杯全国高校放送コンテスト創作ラジオドラマ部門決勝進出

スタディサプリの導入による学力ＵＰ
ＡＬＴのベース校で英語力ＵＰ



≪越谷東高校の活性化・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) 356 

(女) 478 
計 834 

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

アクセス 
ＪＲ南越谷駅、東部スカイツリーライン新越谷駅より「花田」または「市立図書館」

行きバスにて「越谷東中学校前」下車 徒歩３分 

教育課程等

の特徴 

・１年生では全員共通して高校での基礎・基本を学習 

・２年生ではＡ類(文系傾向) Ｂ類(理系傾向)の類型の２つに分かれて学習 

・３年生では個々の生徒の多様な進路希望に対応できるよう文系・理系に分かれ、 

 さらに選択科目を設けきめ細かい授業を展開 

・２年生でのＡ類Ｂ類のどちらからも、３年生の文系・理系を選択可能 

・未来を拓く「学び」プロジェクト研究開発校(Ｈ２６～Ｈ３１年度) 

活躍が顕著

な部活動 

○カ ヌ ー 部：Ｈ１８から１４年連続インターハイ出場 

       Ｈ３０インターハイ出場 Wk-2 500ｍ第９位 

       Ｈ３０国民体育大会出場 WK-2 200m･500m第７位 

○弓 道 部：Ｈ２９インターハイ出場、Ｈ３０・Ｒ１関東大会出場 

○ソフトテニス部：Ｈ２８関東大会出場  

○軽 音 楽 部：Ｈ２８・２９・３０We Are Sneaker Ages関東グランプリ大会出場 

○吹 奏 楽 部：Ｈ２８県吹奏楽コンクールにて優秀賞を受賞 

○美 術 部：Ｈ２９日学黒板アート甲子園にて優秀賞を受賞 

特色ある 

学校行事 

４月新入生歓迎オリエンテーション、５月体育祭、     ６月遠足、 

７月芸術鑑賞会、      ９月若菜祭(文化祭)、 １０月２学年修学旅行、 

１１月マラソン大会、    １２月球技大会、   ２月三送会 

・体育祭ではクラスの団結力を養い、文化祭ではクラスの絆を深めます。 

・修学旅行では日常で体験できない体験学習を実施します。 

家庭・地域 

との連携 

・５月ＰＴＡ総会        ・６月３者面談実施    

・小学校補習授業の手伝い    ・中学校との授業交流 

・生徒による母校訪問      ・ＪＲＣインターアクトによる募金活動 

・吹奏楽部による地域訪問演奏会 ・川の応援団(元荒川の清掃ボランティア) 

進

路 

状

況 
四大 ９５人 短大 １１人 専門 １１８人 就職 ３４人 その他 １１人 

傾

向 

大学、短大学、専門学校、就職とすべての分野に対応した進路指導を実施 

令和元年度卒････大学短大進学３９．４％、専門学校４３．９％、就職１２．６％ 

○主な進学先、埼玉県立大学、獨協大学、文教大学、大東文化大学、流通経済大学、 

       拓殖大学、桜美林大学、目白大学、東京女子体育大学、大妻女子短大、 

       春日部市立看護専門学校、川口市立看護専門学校、戸田中央看護専門学校、他  

○主な就職先、日本郵政、ＪＡ越谷、戸田中央病院、東武ステーションサービス、 

       東武バス、イオンリテール、ベルク、コモディイイダ、ウエノ、他 

（※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＞ 

 ・他人に思いやりを持てる生徒  

 ・チャレンジ精神をもって自分の目標に向かって頑張れる生徒        

 ・勉強、部活動、学校行事に、全力で頑張る生徒              

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


越谷東高校は、生徒一人一人の希望にそった進路決定を実現

◇ 東高は、学ぶところ。東高は、美しいところ。東高は、夢や希望を共に実現するところ。
◇ 志を高くチャレンジ精神に満ちた生徒を育て、きめ細かく面倒見のよい指導を実践します。
◇ 勉強、部活動、学校行事に、全力で頑張る生徒を応援します。

県立越谷東高校 校訓～健康・向学・協働～

越谷東高校では、３年間
で基礎学力の向上と社会性
を身に付け、社会で貢献で
きる人材を育てます。

大学短大進学・専門学校
進学・就職と、多様な進路
指導に対応し、生徒一人一
人の希望にそった進路決定

を実現します。

基礎の１年生

飛躍の２年生

進路実現の３年生

本校の
特 色

生活習慣を確立し、基礎学力の向上を図る！

自分の希望にそった進路決定を実現させる！

勉強・部活動・学校行事に積極的に参加し、
リーダー的役割を果たす！

本校の３年後の目標

本校の取組

○学習習慣を確立させ基礎学力向上

授業の充実と予習・復習等の家庭学習の習慣化

○基本的生活習慣の確立と進路意識の向上

身だしなみ指導の徹底と社会性を育む指導

○自己理解に基づく生徒一人一人の適切な進路実現

３年間を見通し進路指導計画の実施・進学補習の実施

○学校行事の活性化とリーダーシップの育成

クラスの団結力を養い、クラスの絆を深める学校行事の運営

○部活動の活性化

部活動加入率９２％

○地域との協働

地域との協働を図り、魅力ある情報発信

生徒指導の徹底
身だしなみ指導
社会性を育む指導

地域交流に挑戦
中学校との授業交流
地域ボランティアに参加

進路指導の充実
各種進路説明会の実施
看護・公務員対策講座
小論文・面接指導

学力向上の取組
わかる授業の実施

朝補習・放課補習の実施

学校行事
体育祭・若菜祭・修学旅
行等､どの行事にも全力

で取組みます

盛んな部活動
運動部18・文化部14
全国大会出場
カヌー部

KOBATON



          ≪越谷南高校の活性化・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・外国語科 生徒数 
(男) 529 

(女) 585 
計 1114 

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

アクセス ＪＲ武蔵野線 越谷レイクタウン駅 より徒歩５分 

教育課程等

の特徴 

・２年生数学で習熟度別少人数授業を実施（基礎学力を定着させる） 

・２年生より文系・理系の類型を選択（深く学び、自分に合った進路を実現する） 

・総合的な探究の時間を活用し、キャリア教育を推進                                                                            

活躍が顕著

な部活動 

・陸上競技部棒高跳び、男子ハンドボール部（全国大会出場）  

・バドミントン部、男女ハンドボール部、男子バレーボール部（関東大会出場） 

・吹奏楽部（西関東大会金賞） 

特色ある 

学校行事 

・オーストラリア海外研修（２年生希望者） 

・英語サマーセミナー（１年生外国語科） 

・長距離大会 男子 30km 女子 22km（全学年） 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談、保護者向け授業公開を実施（全校） 

・小学校との交流事業を実施（外国語科） 

・レイクタウンでのイベントに参加（応援団） 

進

路 

状況 四大 317 人 短大 8 人 専門 46 人 就職 8 人 その他 19 人 

傾向 

・進路決定率は 95.2％ ・私立４年制大学進学者が多い。近年国公立進学者が増加傾

向。 

・「国公立・G-MARCH」を目標とする生徒が多数。 ・就職は１名を除き、公務員。 

（※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＞ 

・部活と学習の両立を目指し、主体的な努力を惜しまない生徒 

・目標に向かって果敢にチャレンジし、最後まで前進し続ける生徒 

＜詳しい入学者選抜基準はこちら＞ 

・学習の記録の得点については、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次選抜においては、いずれも学力検査と調査書の記録の比率を６：４とし、学力 

 検査を重視します。 

・第３次選抜においては、第１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 

 動等の得点及びその他の項目の得点で選抜します。 

・外国語科の学力検査では、英語を２００点満点とする傾斜配点を行います。 

 

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


埼玉県立越谷南高等学校

「文武両道」をとおして「知・徳・体」の調和を実現し、
目標を高く持って社会に貢献する人材を育てる学校

目指す学校像

求める生徒像

１「主体的・対話的で深い学び」を実現する４つの力(分析力・行動力・思考力・表現力)
の伸長を踏まえた教育活動の改善を行い、学力の飛躍と難関大学等への進路を実現する。

重点目標

２ 規律ある生活態度と文武両道を発展させ、豊かな人間性を育てる。

３ 外国語科の特性を生かし、異文化理解を深めるとともに語学力を高め、
積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育てる。

４ 本校の教育活動への関心をさらに高めるとともに、地域との良好な関係
づくりを推進する。

教職員
生徒の成長を力強くサポートします。個
人面談や三者面談を多く実施し、学校生
活・進路実現への後押しをしています。

学校行事
体育祭・文化祭・修学旅行・長距離大会等、
教員と生徒、または、生徒同士が声をかけ
あいながら、素晴らしい行事にしています。

｢

思
考
力｣｢

分
析
力｣｢

行
動
力｣

｢

表
現
力｣

の
４
つ
の
力
の
基
礎
を
作
る
。

１年 ２年

｢

思
考
力｣

｢
分
析
力｣

｢

行
動
力｣

｢

表
現
力｣

を
進
路
実
現
に
結
び
つ
け
る
。

部活動への
積極的参加
多くの仲間とともに
目標に向かって頑張
っています。

「４つの力」の向上
進路希望に応じ、文系と理系に
分かれ学習に取り組みます。
模試を活用し、学力を高めていきま
す。後半には、実力養成の進学補習
を実施し、学力を高めていきます。

国際性の育成
夏休みを利用し、
オーストラリア
語学研修に希望
生徒が参加します。

英語力の活用
スピーチコンテスト
を実施。代表は県大会へ。
埼玉県英作文コンテスト出場

３年

地域との連携や信頼関係づくり
地元小学校との交流を外国語科生徒が
行っています。また、地域のボランティ
ア活動への参加もしています。

オーストラリア語学研修

｢

思
考
力｣

｢

分
析
力｣
｢

行
動
力｣

｢

表
現
力｣

を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
。

校訓の｢知・徳・体 文武両道｣を踏まえ、規律ある生活
を基盤に学習と部活動の両方に優れることを目指して
努力することができる生徒

～生徒の成長物語～

since 1974

普

通

科

外
国
語
科

体育祭の様子

大学入試改革への対応
普通科・外国語科ともに「英語４
技能評価」へ対応するため、１年
次からG-TECを受けます。
その成果を３年生で発揮し、自己
最高スコアを目指します。
そのスコアを持って、
大学入試に挑みます。

生活習慣の確立
高校生活の基盤となる生活習
慣と、礼儀等の指導を通じて
高校生としてふさわしい基本
的態度を身につけます。

「４つの力」の
頭で考え、客観的に分析し、
相手に伝えながら行動できる
人間になるため、成長を促します。
進路実現のため、早期より大学
入試に向けた実践に取り組みます。
早朝・放課後に実力養成の補習が
組まれ、希望に応じて受講します。

英語力の向上
英語科目の多くは少人数授業で
展開します。
２人のＡＬＴが常駐配置しています。
授業だけでなく、校内生活を通して
英語４技能が向上します。
夏休みにブリティッシュヒルズ
で英語研修に取り組み、
「表現力」を磨きます。

進路意識の向上
講演会、大学オープンキャンパス参加、
進路の日（大学見学や授業体験）を設
け、進路意識を高めます。

国際性の育成
１年間、交換留学生として本校
生徒を他国に送り出し、他国の
高校生を受入れています。

越
南
で
育
み
、
培
っ
た
「
４
つ
の
力
」
で
、
次
の
ス
テ
ー
ジ
へ
。

学習習慣の確立
授業と自主学習時間を大切にします。
週末課題等が課せられ基礎力を確か
なものにしていきます。

進路実現
国公立大・難関私立大学をはじめ、
進路希望校の現役合格を目指します。
平成31年度は、国公立１２名
（埼玉大・千葉大・埼玉県立大等）
早慶上理－GMARCHに３１件の
合格を達成しました。



≪児玉高校の活性化・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・体育コース 生徒数 
(男)111 

(女)147 
計 258 

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

アクセス 

・JR 八高線 児玉駅から徒歩で約１５分 

・朝日バス  JR 本庄駅南口停留場からバスで約３０分 

      ガード下停留所から徒歩で約１０分 (高校入口停留所から徒歩約３分) 

教育課程等

の特徴 

「普通科」の１・２年次では芸術選択を除き全員が同じ科目を履修する。３年次では

文系と理系に分かれ履修する。「体育コース」では専門科目として１４～１６時間の体

育実技や体育理論を履修する。一般体育と合わせると、２５時間以上を履修する。 

活躍が顕著

な部活動 

・柔道部：H27～31 関東大会、全国大会や国体に個人団体で出場。準優勝、3位入賞、 

 5 位入賞。 

・陸上競技部：H26･27･30･31 関東大会や全国大会に出場。5位入賞。 

・バスケットボール女子：H26 関東大会に出場。 

・サッカー部：Ｕ－１８北部支部２部リーグ所属。 

特色ある 

学校行事 

・九州、関西方面への修学旅行(２年)  

・男子 11 ㎞、女子 9 ㎞のクロスカントリー大会  

・生徒会が企画運営の中心となる体育祭(6月)と文化祭(9月)  

・春と秋の遠足  

・1、2、3学期末の球技大会  

・スキー実習（１年体育コース）  

家庭・地域 

との連携 

・「児玉高校だより」の地域回覧や地域への掲示。 

・地域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の実施。 

・地元小学校と連携したスポーツ交流事業の実施。 

・学習サポーターの配置。 

・スクールカウンセラーの配置。 

・就職支援アドバイザーによる就職サポート。 

進

路 

状

況 
四大 １０人 短大 １人 専門 ３６人 就職 ４４人 その他 １４人 

傾

向 

・進学は 44.8％(大学 9.5％・短大 1.0％・専門学校 34.3％)、就職は 41.9％、その他 13.3％。 

・進学者数、就職者数はほぼおなじ。 

・大学進学者、短大進学者は推薦又はＡＯ入試での合格。 

（※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 部活動や生徒会活動をがんばりたい生徒 

 ② 自分の進路を実現したい生徒 

 ③ 勉強を基礎からがんばりたい生徒 

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


【卒業生を囲んで】 

【協調学習風景】 

【体育コース ゴルフ実習】 

３ 育成方針（埼玉県立児玉高校 ～生徒の成長物語～） 

 

児玉高校は、創立９９年の伝統を背景に、個性を伸ばし適性を見いだし、 

自分らしく生きていく基礎を培い、大きく羽ばたき巣立っていく生徒を育てます。 

 
 ◆第１学年：個性を伸ばし適性を見いだす！ 

○「普通科」では、2 クラスを 3 クラス展開する少人数学級編成を実施し、

基礎学力の向上を目指します。また、資格取得に力を入れています。 
○「体育コース」では、国語・社会・数学・理科・英語の 5 教科を少人数授

業展開で、基礎学力の向上を目指します。1 年次より体育専門科目を導入

し、専門性を高めています。また、資格取得に力を入れています。 
○卒業生を囲んでの懇談会で様々な経験談から多くのことを学びます。 
○職業別体験学習会で、さらに職業選択について考えを深めます。 
○規律ある学校生活を柱に、規範意識や基本的生活習慣の確立を目指します。 

 部活動や学校行事などを通してチャレンジする心を磨きます。 

 

 

 ◆第２学年：自分らしさを磨き、進路を選択！ 

○「普通科」では、1年次の基礎の上に、引き続き学力の向上を目指した 
 取り組みを行います。資格取得にさらに力を入れます。 

○「体育コース」では、継続して国語・英語の少人数授業展開を実施します。

また、体育専門科目を増やし、より専門性を高めます。資格取得にも力

を入れます。 
○卒業生を囲んでの懇談会、職業分野別説明会で職業理解を深めたり、企

業・大学等訪問で進路の方向性を絞っていきます。 

○規範意識や基本的生活習慣の確立で落ち着いた学校生活にします。 

 
 
 ◆第３学年：大きな羽ばたきを実現！ 

○「普通科」では、文系理系に別れ、進路に応じた学力向上を目指します。 
○「体育コース」では、さらに体育専門科目が増え、専門性を高めます。

また、基礎学力で築いた力を進路の実現に結びつけます。 
○就職希望者は、企業見学会、進路手続説明会、面接練習で進路を決定し

ます。 
○進学希望者は、進路手続説明会、面接練習により、進学先を決めます。 
○進路実現に向けて、身だしなみや言葉づかいなど、社会人としての基礎の

確立に取り組みます。 

 

 

  

 児玉高校の３年間での達成目標！ 
 

①授業、補習指導、課題テスト、一般常識テストによる学ぶ習慣づくりと基礎学力の定着！ 

②漢検、英検、ビジネス文書検定、電卓検定などの資格取得による専門的知識・技能の習得！ 

③各学年での積み重ね指導を受け、進路希望を実現！ 

④身だしなみや言葉づかいなど、社会人として身につけておく基礎を確立！ 

⑤規律ある学校生活で基本的生活習慣を確立！ 

⑥部活動や学校行事などの特別活動を充実させ、活気のある高校生活の実現！ 

【面接指導】 

【体育コース スキー実習】 



≪児玉白楊高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 
生物資源科・環境デザイン

科・機械科・電子機械科 
生徒数 

(男) 257 

(女) 123 
計 380 

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

アクセス ＪＲ八高線利用児玉駅より徒歩 22分 ・本庄児玉間バス利用 駅入口下車徒歩 17 分 

教育課程等

の特徴 

〇「母校を愛し、地域の未来を担う心豊かな産業人を育成する学校」を目指す学校像とし、 

 将来の職業人として必要な専門的な知識・技能を身につけます。 

〇農業の２学科は、様々な選択科目があり、多様な進路選択に対応しています。また、農 

 業クラブ活動や地域と連携した取組を推進しています。 

〇工業の２学科は、生徒一人一人の能力や適性に応じた学習を展開しています。ものづく 

 り競技会や地域イベントなどに積極的に参加しています。 

〇確かな学力の習得のため、毎日１０分間の朝学習（英数国）を行い、生徒が主体的に学 

 習活動に取り組んでいます。また、各種資格（国家資格を含む）試験や検定試験を実施 

 しており、生徒たちはその取得に向けて日々努力しています。 

活躍が顕著

な部活動 

〇１２の運動部、７つの文化部があり、1 年次は全員加入制です。 

【機械研究部】 

・ＨＯＮＤＡエコマイレッジ第３６回全国大会「デザイン賞」日本一（平成２８年度） 

・ＨＯＮＤＡエコマイレッジ第３７回全国大会準優勝（平成２９年度） 

・ＨＯＮＤＡエコマイレッジ第４０回全国大会本校記録更新（令和元年度） 

【書道部】 

・「第１５回岐阜女子大学全国書道展」準大賞受賞（平成２８年度） 

・「第３２回全日本高等学校書道公募展」特選（平成２８年度） 

・「第２６回国際高校生選抜書展（書の甲子園）」優秀賞受賞、入選（平成２９年度） 

〇「農業クラブ」という農業関連高校ならではの全国クラブもあります。 

・日本学校農業クラブ「農業鑑定競技」全国大会 優秀賞受賞（平成２６、２７、２９年 

 度） 

〇その他 

・環境デザイン科「全国造園デザインコンクール」特別賞受賞（平成２９年度）、住宅庭 

 園部門入選（令和元年度） 

特色ある 

学校行事 

 「ポプラ祭」では、毎年大行列ができる農産物の即売や各学科・部活動の発表、競進社

資料記念館の公開などがあります。「体育祭」では４団に分かれ、全生徒が熱戦を繰り広

げます。「修学旅行」では沖縄等での民泊体験や平和教育を行います。その他、「校内漢字

大会」、「ロードレース大会」、「球技大会」、「予餞会」などがあります。 

家庭・地域 

との連携 

 地域交流事業（イベント参加など）や学校周辺の清掃活動を積極的に実践しています。

また、本校の魅力や専門的技術等を広く理解いただくため、「親子でおもしろ体験講座」

を開催したり、「学校だより」（回覧板）により児玉地域全域への情報発信を行っています。 

進

路 

状

況 
四大 3 人 短大 0 人 専門 45 人 就職 88 人 その他  1 人 

傾

向 

・高い専門性を有する資格（国家資格等含む）や検定取得に力を入れ、就職や進学等の進路 

 実現は 100％です。  

・伝統校として多くの地元大手企業等からの求人があり、「就職内定率」100％を達成してい 

 ます。  

・大学、専門学校等へ進学を希望する生徒は、全員が合格しています。 
（※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＞ 

(1)将来に対し、明確な目的意識を持ち、主体的に学習していくことが期待できる生徒。 

(2)創意工夫を喜びとし、将来、産業人として地域社会に貢献しようと考える生徒。 

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


３ 育成方針（埼玉県立児玉白楊高等学校～生徒の成長物語～）

●保護者と協力し、高校生活
に慣れ、基本的生活習慣を身
に付けさせる。
●自己実現に向けて、基礎学
力の向上を図る。

学
校
生
活

学
校
行
事
・部
活
動
等

産
業
人
の
育
成

（
キ
ャ
リ
ア
教
育
）

専
門
教
科

普
通
教
科

母校を愛し、地域の未来を担う心豊かな産業人を育成する学校

朝学習
挨拶・礼
法指導

学びの
基礎診断

地域との
協働活動

将来の夢や職業、働くこ
となど、自分の生き方に
ついて考える。

■進路ガイダンス

主体的な学びの実現
と確かな学力の育成
主体的な学びの実現
と確かな学力の育成

豊かな心と
社会性の醸成
豊かな心と
社会性の醸成

キャリアアップ

資格取得に向けた
「補習指導」の充実

●将来に向けて目標を立てる。
●インターンシップ、学校見
学に取り組み、進路意識を高
める。

この経験をもとに学習意欲
を高め、将来の進路に向け
ての主体的な
学習を進めな
がら、自分の
進路を考える。

【２年次の
インターンシップ】

■インターンシップ

●生徒一人一人の主体的な取
組・教職員のきめ細かなサ
ポート・家庭との連携による
進路希望の実現。

学校行事・部
活動への積極
的な参加

進路希望の実現に向けた生
徒一人一人への支援を行う。

■進路決定に向けた個別支援 ３年

２年

１年

◎卒業後の進路を視野にどのように社会
に参画していくか、明確な目標を持つ。
◎社会的・職業的自立に向け、社会人と
して必要な能力や態度を身に付ける。

本校の３年後の目標

活気あふれる体育祭



≪坂戸高校の活性化・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 

外国語科 
生徒数 

(男)537 

(女)540 
計 1077 

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

アクセス 東武東上線北坂戸駅下車 徒歩 13 分 

教育課程等

の特徴 

・４５分×７時間授業による週３４単位で、徹底した学力向上 

・１学年「国語」・「数学」・「英語」で標準プラス１単位増加 

・２学年「数学」は少人数習熟度別授業 

・国公立大学（特に理系）志望者への十分な対応 

・ＡＬＴ２名常駐に加え、外国語科は普通科の 1.4 倍の「英語」授業数 

活躍が顕著

な部活動 

・１年時には全員が部活動に加入 

・科学部は文部科学大臣賞・アメリカ国際大会特別賞 

・放送部、美術部、アウトドア部は全国大会出場 

・剣道部、卓球部、写真部は関東大会出場 

・ギター部（クラシックギターオーケストラ）は、全国総合文化祭出場 

・剣道部、ソフトボール部は県内公立高校の上位レベル 

特色ある 

学校行事 

・やなぎ祭(文化祭)のダンシング・フェスティバルは、圧巻 

・体育祭は生徒主導の本気モード。クラスごとの手作りワッペンを体育着に着用 

・オーストラリア姉妹校との相互交流、英作文・スピーチ・ディベートのコンテスト 

 の参加、留学生との交流、イングリッシュ・セミナー(外国語科行事）など、国際 

 理解の行事も盛りだくさん 

家庭・地域 

との連携 

・隣接する小学校との年間を通じた相互交流事業（外国語科生徒による異文化交流、

各部活動の交流、教員志望者の学習支援等々） 

・地域に愛され、文化祭では 4,700 名超の来校者。 

進

路 

状

況 
四大 282 人 短大 12 人 専門 36 人 就職 4 人 

その他の 

卒業者 
31 人 

傾

向 

大多数の生徒が四年制大学へ進学。留学する生徒もいる。「第 1志望を堅持する」を基本

方針とし、大学見学会、進路講演会、大学入試共通テスト対策、進学補講等を実施。総

合型選択・学校推薦型選択に頼らず、一般選択で最後まで粘り強く努力する姿勢を育む。 

（※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＞ 

○高い志を持ち、大学等の上級学校への進学意欲が明確な生徒 

○他人への思いやりを持つとともに自主性と、リーダーシップを発揮する生徒 

○学習、部活動や特別活動に対する意欲を持ち、入学後も努力を重ねその成果が期待できる生徒 

○外国語や異文化について興味・関心のある生徒 

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


埼玉県立坂戸高等学校
～ 生 徒 の 成 長 物 語 ～

普 通 科 外 国 語 科

【目指す学校像】 文武に秀で、地域に愛され、国際感覚豊かな人材を育てる学校
【 重点目標 】 １ 確かな学力の向上と高い志を育む教科指導と進路指導の充実

２ リーダー育成を図る特別活動と部活動の充実
３ 開かれた魅力ある学校づくりの推進

どのように学ぶか何を学ぶか

≪進路実現のためのステップ≫
〈1年次〉

①自己と他己を知り、社会を知ることで学びの意欲を高める。
②職業理解を進め、自己の興味・適性を考えて夢を育む。

〈2年次〉
③上級学校で何を学ぶかを考え、学問について理解を深める。
④自己理解を深め、高い目標の指導を宣言する。

〈3年次〉
⑤志望宣言した進路の実現に向けて、取り組むべきことを確にして実行する。
⑥最後まであきらめることなく挑戦し、高い目標を実現させる。

3つの学校文化

自学自習

部活動学校行事

●新たな価値を創造する力

●責任ある行動をとる力●対立やジレンマを克服する力

入学当初の学習オリエン
テーション（1年生）。
全員体育館に机を運んで
高校での学習方法を学ぶ

自習室は早朝7時10分～
放課後（～19時30分）だけ
でなく、土日も開放。
部活動のすきま時間を利用
して両立を図る

18の運動部

14の文化部

文化祭でのダンシング
フェスティバルは圧巻

オーストラリア研修
とっても濃い2週間

♦「坂高スタイル」による学び
・予習・復習を前提とした45分×7時間の授業（週３４単位）
・自習室の確保と時間管理の徹底
・実力テストの目標設定と分析（振り返り学習）
・学習内容における学びの最適化（講義型・ＡＬ型・ICT活用型）

♦確かな学力を培うための教育課程
・1学年「国語」・「数学」・「英語」で標準プラス1単位増加
・2学年「数学」は習熟度別
・普通科3年次より文理選択（２年次一部選択有り）
・国公立大学（特に理系）志願者への十分な対応

♦国際理解教育
・ALT２名常駐
・オーストラリア姉妹校との相互交流、英作文・スピーチ・ディベート等のコンテ
ストへの参加
・外国語科は普通科の1.4倍の「英語」授業数を確保。２年次より第２外国語を選択

♦社会や将来へつなげるキャリア教育
・系統的な進路行事やキャリア教育の実施
・外国語科は普通科の1.4倍の「英語」授業数を確保。２年次より第２外国語を選択
・異校種交流事業（部活動、英語・算数支援）を通した社会性の向上
・グローカル課題をSDGsの視点から考える「テーマ探究」
・保護者の進路勉強会「子どもの進学を考える会」による家庭との連携

積極的な学び合い

何ができるようになるか



≪坂戸西高校の活性化・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) 544 

(女) 410 
計９５４ 

ホームページ https://sw-h.spec.ed.jp/ 

アクセス 東武越生線 西大家駅下車 徒歩６分 

教育課程等

の特徴 

・単位制を導入（平成１５年度から） 

・充実した学習指導（基礎基本を学ぶ授業、大学進学に対応した授業、興味関心に応 

 じた授業） 

・きめ細かい進路指導（夏期学習会、進路別バス見学会、小論文指導等） 

・一人ひとりの主体性を大切にする生徒指導 

活躍が顕著

な部活動 

・インターハイ・全国大会出場（弓道、陸上競技、水泳） 

・関東大会出場（弓道、陸上競技、男子バレーボール、男子ソフトテニス、卓球、水泳） 

・音楽部 全国総文祭出場 ・書道部 県展推薦賞 ・美術部 県展出品 

（過去３年間の実績。下線部は２年以上連続） 

特色ある 

学校行事 

・日本一をめざす体育祭（１０月）・・・H22「全国学校体育研究最優秀校」文部科 

 学大臣賞受賞 

・心を込めた文化祭「さつき祭」（９月） 

・歴史・文化・自然を体感する沖縄県修学旅行（１１月） 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談を実施（６月） ・ＰＴＡ懇談会を実施（７月） 

・城西大学、女子栄養大学、埼玉医科大学短期大学と連携協定（講演会、校内行事講 

 師依頼、施設借用等を実施） 

・坂戸市の事業（スポーツ推進課、市立図書館等の催し）に参加 

進

路 

状

況 
四大  141 人 短大 32 人 専門  129人 就職  38 人 

その他の 

卒業者 
 12 人 

傾

向 

・現役進路決定率 9７％ 

・看護・医療系進学者６０名 

・主な四年制大学 …津田塾大、東洋大、獨協大、日本大、武蔵大、立正大 他 

・主な就職先 … 公務員（埼玉県警、消防署、他）、いるま野農協、ヤオコー他 

（※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＞ 

・勉強と部活動を両立させ、自分の夢実現に向けて全力で取り組む生徒 

・規律正しく、自ら考え行動できる生徒 

＜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） 

 

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


３ 育成方針（埼玉県立坂戸西高校 ～生徒の成長物語～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ○ 授業 … 単位制なので「自分の進路(目標)に応じた時間割」が作れます。 

  ・１年 入学して６月には２年の選択科目を決めます。進路がはっきりして 

      いない人には、先生が丁寧に指導します。 

  ・２年、３年 各自が選んだ科目でさらに学力を高めていきます。 

  ○ 学校行事 … 体育祭 文化祭 修学旅行 他                    

  ・「心をつなぐ集団行動」一体感を味わうことができます。 

  ・生徒が熱く燃えます！ 

  ・体育祭では、1200 人を超える保護者が声援を送ります。  

  ○ 部活動 … 運動部１９、文化部１８ 

  ・関東大会や全国大会にも出場しています。 

  ・３年間、ひたむきな青春がここにあり！                  

  ○ 進路指導 …  
  １年 夏期学習会、進路別バス見学 他 

  ２年 進路講演会、進路説明会、保護者対象進路説明会 他 

  ３年 分野別説明会、小論文指導 他 

  ○ 私たちの「成長物語」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進化する坂西  

夢 の実現 １００％を目 指 して   

○ 自分の進路希望に応じた授業が選択できます。（全日制・普通科の単位制高校） 

○ 学校行事や部活動が充実しています。（学びを実践につなげる成長の場） 

○ 個別面接指導等、一人ひとりにきめ細かい進路指導を行っています。 

1 年生 
 坂戸西高校野球部で活躍

する先輩にあこがれて入

学、すぐ野球部に入り、頑

張っています。１年生部員

は 20名ほどいてライバル

も多いです。入部した時

は、先輩たちの迫力に圧倒

されました。ついていけな

い、と思いましたが、夏を

過ぎた頃から体力に自信が

つき、練習試合にも出られ

るようになりました。 

 家に帰ってからは、最低

限その日のうちに宿題と、

翌日の漢字テストや英単語

テストの勉強をして、「部

活だけ」にならないように

しています。 

 将来は、体育の教員に 

なりたいと思っています。

２年生の選択科目では、「総

合スポーツⅠ」を受講しよ

うと決めました。 

２年生 
 吹奏楽部で金管楽器を担

当しています。野球部の応

援、夏の合宿、コンクール

などが終わり、３年生も引

退し、自分たちが中心とな

って、活動するようになり

ました。最初の大きなイベ

ント「さつき祭」では手ご

たえを感じることができま

した。これからは、「ウィ

ンターコンサート」や「ア

ンサンブルコンテスト」に

向けてさらに頑張ろうと思

っています。 

 修学旅行後は、進路選択

の時期となります。私は幼

稚園の先生になるために短

期大学に進学したいと考え

ています。好きな音楽も生

かせると思います。３年生

の科目では、「子どもの発

達と保育」を選択しまし

た。 

３年生 
 サッカー部でディフェンダー

として選手権出場を目指し、部

活動に取り組んできました。そ

の夢は叶いませんでしたが、や

り切った満足感はあります。 

 ２学期初めの文化祭ではクラ

スメートと協力し、準備や当日

の分担に積極的に取り組みまし

た。その結果、文化祭参加クラ

スの最優秀賞である「さつき大

賞」を受賞することができ、ク

ラスの仲間とステージに駆け上

がって喜びました。 

 四年制大学への進学を目指し

ていて、２年生・３年生の科目

選択では、大学受験に向けて

「上級科目」や「演習科目」を

選択し、学業も頑張ってきまし

た。大学入学共通テストの出願

を終え、これから志望大学の一

般受験に向けて、さらに勉強に

集中していくところです。放課

後は、学校の自習室に直行して

います。 

 

３年間系統的にきめ細かい進路指導を行います。 
 



≪幸手桜高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 総合学科 生徒数 
(男)233 

(女)350 
計 583 

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

アクセス 東武日光線幸手駅から 徒歩１５分 

教育課程等

の特徴 

・総合学科として、ビジネス会計系列、情報マネジメント系列、文理系列を設定 

・一人一人の進路希望に対応した、多彩な学習プログラム（進学にも就職にも強い） 

・少人数授業・習熟度別授業による、きめ細かな学習指導 

・1 年次は少人数学級編成   

・多様な資格取得が可能 

・8:30～の 10 分間を『朝学習』の時間として、基礎学力向上に取り組んでいる 

活躍が顕著

な部活動 

・書道部が「第 42回全国総文祭」に出場(H30 年度)  
・演劇部が「ちんどんパフォーマンス」で年間 50公演を達成(H30 年度) 

・女子バレーボール部、陸上部などが県大会へ出場 

特色ある 

学校行事 

・九州・長崎方面への修学旅行を実施 

・体育祭、文化祭（１０月）は多彩な催しで盛り上がる 

家庭・地域 

との連携 

・地元企業でのインターンシップ（２年次生全員・５日間） 

・幸手市文化祭や幸手市民祭に部活動単位や有志で参加 

・演劇部が「ちんどんパフォーマンス」で地域イベントに協力 

・女子バレーボール部、陸上部が地元小学校との交流事業を展開 

進

路 

状

況 
四大 14 人 短大 7 人 専門 60 人 就職 94 人 その他 17 人 

傾

向 

・商業系以外の多岐にわたる大学進学希望者が増加 

・製造業や物流業を中心に求人件数が大幅な増加 

・大学、短大指定校推薦枠や指定求人も多数あり 

（※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＞ 

・高校生活を充実させようと、勉強や部活動に意欲的に取り組む生徒 

・学校のルールをしっかり守ることができる生徒 

・しっかりとした将来像を持っている生徒 

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


•企業で発生する取引を記録・計算・整理して経営成績や財政状態を明らかに
する簿記や会計について中心に学びます。ビジネス会計系列

◇本校は、キャリアガイダンスが充実しており、進学にも就職にも強い総合学科です。
◇入学時に商業系、文理系のいずれかを選択します。これにより、早い時期からの進路を見定めた専門的な学習
を進めることができます。

県立幸手桜高校 ～生徒の成長物語～

１年次生

２年次生

３年次生

本校の
特 色
本校の
特 色

◇勉強や部活動に
意欲的に取り組
む生徒

◇学校のルールを
しっかり守れる
生徒

◇しっかりとした
将来像を持って
いる生徒

□１年次から、商業系と文理系に分かれる
効率よい学習プログラムで学びます。

□自分の将来を見通して､｢産業社会と人間｣
で自己の進路ついてじっくり考えます。

□進学希望の人には、進学補講を実施して
受験をサポートします。
□就職希望の人には、外部講師による面接
指導を徹底して行います。
□最上級生として、後輩の模範となるよう
に学校生活を締めくくります。

行 事

部 活 動

地域連携

□２年次では､系列ごとに､より高度で専門
的な内容を学習します。

□中堅年次として、学校行事や部活動に積
極的に取り組みます。

取得可能な主な資格

□桜香祭は､ＰＲ合戦に始まり､ステージ
発表や模擬店で大いににぎわいます。

□書道部が全国大会に出場する
など､活躍しています。

□地元企業等と連携し、２年次生が
５日間のインターンシップを行い
ます。

本校の教職員

□本校の教職員は、いつでも熱
心に親身になって教えてくだ
さいます。頑張る生徒をしっ
かりサポートします。

本校の３年後の目標

◎育てたい生徒像
◇元気な生徒
・あきらめない粘り強い人材
・自ら行動できる人材
◇優しい生徒
・他人を思いやる人材
・協調性のある人材
◇誠実な生徒
・約束を守る人材
・まじめで責任感の強い人材

◎進路希望の実現
◇大学等の上級学校への進学
を目指します。

◇就職内定率１００％を目指
します。

•コンピュータの仕組みやソフトウェアについて理解し、実務で必要とされるソフト
ウェアの活用方法について学びます。

情報マネジメント系列

•国語や数学、英語などを中心に学習し、入学試験を受験して大学への進学を
目指します。文理系列

共栄大学、十文字学園女子
大学、中央学院大学、東洋学
園大学などへの進学

武蔵野銀行、栃木銀行、
凸版印刷、川口信用金庫
日本郵便、東武ストア、山
崎製パン、越谷市農業協
同組合などの企業へ就職

｢感謝を学ぶ学校｣として､地域との連携に
よる体験学習を通じ､人の役に立つ尊さを
学びます｡

｢夢を語る学校｣として､卒業後の進路を明確
にし､学ぶ意義を理解させます。

｢使命感を持って巣立つ学校｣として､社会
に貢献できる有為な人材を育成します｡

・簿記検定 ・情報処理検定
・ビジネス文書検定
・電卓検定 ・ＩＴパスポート

□体育祭は､応援合戦や
綱引き､大縄跳びに歓
声があがります。

□１３の運動部･１７の文化部が､
目標に向かって仲間と熱心に活
動しています。

□演劇部やボランテ
ィア等が､地域の
イベントに協力し
ています。

求める生徒



≪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/
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html


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



《志木高校の活性化・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)420 

(女)397 
計 817 

ホームページ https://shiki-h.spec.ed.jp/ 

アクセス 

東武東上線「志木駅」東口より徒歩２５分またはバス約１３分 

ＪＲ線「浦和駅」西口より「志木駅行」バス約２５分 

ＪＲ線「南与野駅」西口より「志木駅行」バス約２０分 

教育課程等 

の特徴 

・志木高スピリット(立志・言志・続志)の下、３年間学校生活全体を通して志を育み

ます。 

・数学、英語で習熟度別授業を実施。自分の学力にあった授業を受けます。 

・幅広い知識をバランスよく身に着けることを目指し、文系・理系に分かれるのは３

年生からです。 

・多様な進路希望に、あわせて選択科目から選んで学びます。 

・授業の内容は、こまめに小テストで確認します。また、職員室近くに設置してある

質問・勉強コーナーで、いつでもわかるまで質問することができます。 

・分野別模試、進学補講、面談等を通じて生徒一人一人の進路実現を支援します。 

・生徒用手帳「Shikidaiary」を活用し、セルフマネジメント能力を育成します。 

活躍が顕著 

な部活動 

・運動部１５、文化部１１（同好会含む）が活発に活動しています。 

・多くの部活動が県大会出場、上位入賞を目指し頑張っています。 

・陸上競技部関東大会出場、女子バスケットボール部、女子バレー部県大会出場 

・吹奏楽部による商業施設や福祉施設などへの地域出前演奏は大変好評です。 

・美術部とイラストコミック部が、志木駅東口ペデストリアンデッキでチョークアー

トを製作しました。 

特色ある 

学校行事 

・各 HR の創意工夫で盛り上がる文化祭(河骨祭：こうほねさい) 

・学校全体の団結を強める学年の域を超えた団対抗の体育祭 

・ブリティッシュヒルズにおける語学研修(希望者) 

家庭・地域 

との連携 

・三者、二者面談を複数回実施。年３回の学校評価懇話会は保護者も多数参加します。 

・生徒会を中心に、地域の方々が、生徒、保護者、教職員で協力し、学校脇を流れる

新河岸川土手に、毎年コスモスの苗を植栽しています。 

・市民団体「宗岡りんくす」や東洋大学等と連携し、本校を中心とした地域交流を進

める「志木校倶楽部プロジェクト」に取り組んでいます。(県教育委員会 WIN-WIN プ

ロジェクト認証校) 

進路 

状

況 四大 77 人 短大 26 人 専門 109 人 就職 32 人 その他 31 人 

傾

向 

・四大、短大、専門学校、看護、公務員、就職等、多様な進路を実現しています。 

・近年は四大進学者が増加傾向にあります。四大指定校は８６校(令和２年度入試)。 

・就職希望者にきめ細かく指導しています。 

(※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＞ 

「志木高スピリット～立志・言志・続志～」を 3年間実践できる生徒 

 

＜詳しい入学者選抜基準はこちら＞ 

(「埼玉県効率高等学校入学者選抜における各高等学校の選抜基準」が別ウィンドウで開きます) 

 

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


自己の可能性を知る

自己を鍛える

自己の進路実現

１学年

２学年

３学年

校章のデザイン
～河骨(こうほね)～

ﾏｽｺｯﾄｷｬﾗｸﾀｰ
こうちゃん

志木高アルバム

１ 学習習慣の確立と授業改善により
主体的な学びを推進し学力を向上
させます。

２ 志木高スピリットを醸成させ夢の実
現に向けたセルフマネジメント力を
身につけさせる。

３ 安心・安全な学校生活を保障し学
校生活に誇りと自信を持たせる。

指標【３年後の目標】 （現状値）

◆学校満足度 ９０％ （７５％）
◆部活動定着率７５％ （６８％）
◆進路決定率 １００％ （９７％）

体育祭

パソコンルーム

体育館

第２グラウンド(野球)

部活動

修学旅行

文化祭

芽吹き

蕾を持ち

花開く

学校の重点目標

◎ 学び方を学び、学習の基礎
基本を習得します

◎ 将来の職業選択を見据えて
進路学習に取り組みます

◎ 基本的な生活習慣を確立し、
自立します

◎ 学校の中心としての自覚を
持ち、自発的に高校生活に取
り組みます

◎ 異なる文化への理解を深め
視野を広げます

◎ 進路目標に向けての学習に
積極的に取り組みます

◎ 生涯を通じて学び続ける姿
勢を身につけます

◎ あきらめない強い心と継続
する意志を持ちます

◎ 社会人として必要な知識を
習得します



≪庄和高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 普通科 生徒数 
(男)247 

(女)333 
計 580 

ホームページ https://showa-h.spec.ed.jp/ 

アクセス 南桜井駅(東武野田線）よりバスで５分 バス停は目の前 自転車でも１０分 

教育課程等

の特徴 

・１、２年次では、１クラス約３３名で、きめ細かな指導 

・１、２年次では、英語・数学で習熟度別授業を実施 

・３年次では、多様な進路希望に対応した選択科目群を設置 

・全クラスにプロジェクタを設置し、効果的・効率的な授業展開 

・タブレット端末を利用した視覚的・即時的な情報収集 

活躍が顕著

な部活動 

・関東大会出場 男子バスケットボール部（令和元年度） 

・県大会出場 野球部、陸上部（令和元年度） 

・埼玉東部支部展優秀賞 美術部（令和元年度） 

・県下でも数の少ない女子サッカー部にも期待 

・各部で外部指導者を招聘してのフィジカルやメンタルのトレーニングは特徴的 

特色ある 

学校行事 

・「総合的な探究活動の日」を設定し、学校全体で探究活動に取り組んでいる 

・台湾への修学旅行＋現地校交流＋Ｂ＆Ｓ班別研修・海外教育旅行受入 

・丹鳳高級中学（台湾）、メリーボロー州立高校（オーストラリア）との姉妹校協定 

・オーストラリアメリーボロー高校への短期研修（令和元年度） 

家庭・地域 

との連携 

・県教委指定「学校地域ＷＩＮ-ＷＩＮプロジェクト認証校」。かすかべ未来研究所 

 や企業と連携し、ＳＤＧｓを踏まえた学校と地域がより活性化する取組を推進 

・地域のボランティア活動に広く参加している。 ex 大凧あげ祭り、大凧マラソ 

 ン、周辺小学校への学習支援ボランティア・合同コンサート・陸上指導など 

進

路 

状

況 
四大 ６０人 短大 １７人 専門 ８７人 就職 ２１人 

その他の 

卒業者 
 ２人 

傾

向 

・進学者が８割を超える。その多くが指定校推薦等推薦入学やＡＯ入試を活用している 

・医療・看護系の学校へ進学する者も多く、個別に適切な進路指導を実施している 

・就職者は、事務、販売、製造と多岐にわたっており、様々な職種にも対応している 

・公務員指導も綿密に行い、令和元年度は３名(警察・自衛)が合格している 

（※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＞ 

・コツコツと地道に学習を続けられる生徒 

・部活動に活力をもたらす生徒 

 

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


校訓

夢
飛揚

生徒の現状 ・ 自己肯定感が低く、ネガティブ思考

・ 指示待ち型で自主的な行動が取れない

・ 目的・目標・夢がなく、その場限りの学習・生活

あらゆる場面において「経験値が低い」

主体的な学び
～学力向上への取り組み～

◪ 基礎学力の確実な定着
◪ その場限りではない真の学力

○ 授業展開の工夫

①前時の復習と本時の振り返り
②ＡＬ式の生徒主体型授業
③間違えることを恐れず
積極的に発言できる環境
④小テストの実施
小さな「できた！」の積み重ね
⑤「褒められた」が自信へ
○ 個に応じた学習指導
①習熟度別少人数授業
②進学補習
③学習スペースの活用
④ヘルプデスクを活用した家庭
学習支援
⑤学習方法の確立
○ 探究活動の実践
○ 教員の資質向上

計画的なキャリア教育
～行きたい進路への挑戦～

◪ 生き方・職業観の深化
◪ 目標実現に向けて努力を
継続する力

○ 進路指導部による系統的な
進路指導
①表現トレーニングから小論文
への発展
②各種進路説明会・模試
③進学・就職希望者に対する
指導

○ グローバル教育
①海外修学旅行
②姉妹校交流
③海外留学
○ さまざまな進路に対応した
カリキュラム
①看護・医療・保育・栄養の
分野を特化

活力ある学校生活
～努力して目標達成する経験～
◪ ＰＤＣＡの経験
◪ 責任感・社会性・主体性・
協調性の涵養

◪ 心身の健やかな成長

○ 多くの生徒に企画・運営の

機会を
①1年生のうちからクラスレク
や学年行事などを生徒が運営
②体育祭
③文化祭
④球技大会
○ 充実の部活動
○ 生徒会活動の活性化
①生徒会本部
②委員会活動
③ボランティア活動
○ 規範意識の醸成
「あたりまえ」を高みへ

○ 「振り返り」から行動改善の
習慣化

中期学校経営方針
の合言葉

「挑戦・自律・継続」

5年後を見据えて・・・
教員の心構え

➳ 先回りしすぎない
‘間違えてもいい’環境

失敗を恐れず表現
失敗から学ぶ

➳ self-empowerment

こうあってほしい！

5年後の庄和高校生

Action!
̶ 経験が

未来の自分を育てる ̶

庄和VISION
３ 育成方針
（埼玉県立庄和高等学校

～生徒の成長物語～）



≪白岡高校の活性化・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)315 

(女)215 
計 530 

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

アクセス ＪＲ宇都宮線「新白岡駅」から徒歩１５分 

教育課程等

の特徴 

本校は全日制の普通科の学校です。 

【特徴的な教育課程】 

・２年次から文系、文理系、文系情報の類型選択となります。 

・選択科目は商業科目や、「スポーツⅡ」、「異文化理解」、「音楽史」など専門科目が

多数あります。 

・１，２年次は、数学・英語で習熟度別授業を実施しています。 

活躍が顕著

な部活動 

運動部、文化部ともに熱心に活躍！ 代表的な活動成果は・・・ 

・陸上部が全国選抜大会入賞（令和元年度）、 

 関東大会出場（平成 30年度まで、9 年連続） 

・野球部が夏の甲子園大会県予選準優勝（平成 27年度） 

・男子バスケットボール部が関東大会出場（平成元年度） 

・吹奏楽部が西関東金賞、東日本で銀賞（平成 27年度） 

・書道部が全国総文祭出品（平成 27 年度）など 

特色ある 

学校行事 

・ありの実祭（文化部を中心に盛り上がる文化祭） 

・オーストラリア研修（クイーンズランド州ヘレンズヴェイル高校と姉妹校提携を

結んでいます） 

家庭・地域 

との連携 

・レッツクリーン白岡（年２回実施する地元の老人会の皆さんと合同の清掃活動） 

・広報誌「きらめき」の発行（白岡市内の全世帯に回覧板でお知らせしています） 

・市内中学校への出前授業 ・部活動や授業を通じた市内行事への参加多数 

進

路 

状

況 
四大 ５９人 短大 ９人 専門 ７２人 就職 ３６人 

その他の 

卒業者 
４人 

傾

向 

・近年では入学時より進学希望の生徒の割合が多くなっています。 

・一般受験で学習院大学、法政大学、駒澤大学、国士舘大学に合格。（2020 年度入試） 

・就職では、学校斡旋の内定率は１００％です。 

・公務員３名合格（埼玉県警、東部消防組合、白岡市役所） 

（※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＞ 

 

規律ある学校生活の中で、自らの力を伸ばし、社会に貢献する人材に成長しようと努力する生徒 

 

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


①全クラスにプロジェクター設置。１，２年次は、数学・英語で習熟度別授業を実施。
②就職内定１００％、指定校推薦で大学進学を確かなものに！
③さかんな部活動で心身を鍛え、豊富な特別活動で自分を磨く。

県立白岡高校 ～生徒の成長物語～育成方針
県立白岡高等学校学校 ～生徒の成長物語～

本校の
特 色
本校の
特 色

年 生

年 生

・１年次では、学習の基礎を固め、進路意識を高めます。
・部活動や学校行事に積極的に参加し、社会性を育てます。

・２年次では、自分の進路を考えて文系・理系・文系情報の選択をします。
・部活動や学校行事の中心となって、コミュニケーション能力を育てます。

テーマテーマ

・職業研究／福祉体験

本校の３年後の目標

総
合
的
な
探
究
の
時
間

・職業調べ／環境学習

なし坊スクールマスコット

すべての部活動が熱心に活動し、すばらしい成果
を上げています。
陸上 … 全国（H26,R1)、関東（H27,28,29,30)
野球 … 県準優勝 (H27)
男子バスケット… 関東（R1）
吹奏楽 … 東日本 銀賞（H27）西関東 銀賞（H29）
書道…全国総合文化祭出品（H27)

年 生

・学力の向上／自己実現

テーマテーマ 白岡まつり、高岩保育所訪問、老人福祉
センター訪問、レッツクリーン白岡、
ふれあいの森コンサート、わんぱく笑店街

●就職内定、進学率１００％
●確かな学力、奉仕の精神の育成
●心豊かな社会に貢献できる人材の育成

テーマテーマ

ていねいで面倒見
のよい進路指導で
一人一人の進路を

実現します。

オーストラリアの
へレンズヴェイル高校
と姉妹校提携。毎年相
互に訪問しています
。



≪進修館高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 
総合学科・電気システム科・ 

情報メディア科・ものづくり科 

生徒

数 

(男)567 

(女)366 
計 933 

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

アクセス 
秩父鉄道東行田駅から徒歩８分。 

／JR 吹上駅から行田車庫行きバス桜町下車徒歩１０分。 

教育課程等

の特徴 

・総合学科は文科探究系列・理科探究系列・総合教養系列・美術探究系列・商業探究

系列で、進路希望に合わせた「自分だけの時間割」で学習します。 

・工業系３学科は社会で戦力となるスペシャリストの養成を目指しています。 

・様々な資格を取得したり検定を受検したりできる機会が豊富にあります。 

活躍が顕著

な部活動 

・陸上競技部 ５名９種目関東大会出場、３名沖縄インターハイ出場。 

・柔道部 団体 関東大会出場。 

・電子機械研究部 ロボット競技大会 11 年連続全国大会出場 

・ダンス部 ２年連続関東大会出場 

・機械研究部 HONDA エコラン全国大会 ４・５位入賞 

・弓道部 令和元年全国大会出場 

・写真部 関東写真展出展 

特色ある 

学校行事 

・体育祭は熊谷市スポーツ文化公園 陸上競技場で実施。本格的なトラックでの競技

はとても盛り上がります。 

・民泊による体験活動を取り入れた修学旅行。今年度は沖縄。 

家庭・地域 

との連携 

・総合学科 美術探究系列の生徒による地元企業との連携 

・田んぼアートへのボランティア参加 

・書道部・ダンス部の生徒が地域のイベントに参加し、パフォーマンスを披露 

・地域開放型図書館（年間 20日、土曜日）地域の皆様に利用いただいています。 

進

路 

状

況 
四大 ４３人 短大 

１１

人 
専門 

１０９

人 
就職 １２９人 その他 １２人 

傾

向 

・大学進学は、総合学科 文科探究系列・理科探究系列（2018 年度入学生以前は普通

科）からの割合が高く、指定校推薦枠も豊富。主な進学先は、法政大学、獨協大学、

ものつくり大学、立正大学等。平成 30年度は、早稲田大学、東京理科大学、明治大

学等。 

・就職は工業科、総合学科 商業探究系列からの割合が高く、主な就職先は、関東電気

保安協会、SUBARU、本田技研工業、日本郵便、東和銀行、羽生市役所等。 
（※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＞ 

・目的意識を持ち、進路希望を叶えるための努力を惜しまない生徒 

・基本的な生活習慣を身につけ、学習や部活動に積極的に取り組む姿勢を持っている生徒 

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


①学力向上 ●ICT活用の推進 ●科目により習熟度授業 ●主体的・対話的で深い学びの授業推進  
②施設設備の充実 ●２校分の校地・校舎 ●ナイター設備 ●総合学科棟・工業実習棟 
③少人数学級 ●３３名程度の少人数クラス ●多彩な少人数の選択授業 
④進路実現の充実 ●キャリア教育体制の充実 ●細かな進路ガイダンス ●補習の計画的実施 
⑤専門教育 ●高度専門資格取得の実現 ●職業教育の組織的支援 ●学科を超えた資格取得支援 
⑥地域との連携 ●地元企業との商品開発 ●小中学校との定期的交流 ●地域の大学との連携  

『目指す学校像』 
「進徳修業」の精神に基づき､
知･徳･体の調和のとれた人材を
育成し､明るく活力にあふれ、地
域から信頼される学校。 

『教育目標』 
みずみずしい感性をもち、心豊
かで、自ら進んで学業を修める
人間を育成する。 

 

 

   県立進修館高校        ～生徒の成長物語 episodeⅠ～  ようこそ! 進修館高校へ 

校名の由来 忍藩の藩校名「進修館」 

３つの伝統がひとつに 

進修館高校 ３つの学力向上の取組 

電気ｼｽﾃﾑ科・４０名 

【広大な敷地・設備】 
 東京ドーム 1.7個分 
･４つの専用グランド 
･２つの体育館､格技場 
･冷暖房完備  

●部活動で交流 

●学校行事で交流 

●補習資格取得で交流 

工業系３学科 文科探究系列 

理科探究系列 

商業探究系列 

１年生 

２年生 

美術探究系列 

文化祭（華蓮祭）   体育祭 
(第１種公認陸上競技場) 

進路実現 

応用力  
全学科生徒 
対象講習 

専門力 
総合学科 
工業科の 
専門力向上 

特色 

進修館高校は、あなたの未来を応援します！ 

基礎力 
基礎学力 
向上の補習 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

総合学科 工業系３学科 

単位制です。１年生は共通で系列の授
業はありません。「産業社会と人間」
でのキャリア教育をとおして、２年次
からの「系列」選択を考えます。 

学年制です。工業系３学科では、
１年生から専門的な学習が始まり
各学科の基礎力を固めます。資格
試験への補習も始まります。 

修学旅行（２年生）     遠足 

活躍ステージ② 学校行事 

総合学科 

活躍ステージ① 部活動 

  吹奏楽部  機械研究部(エコカー) ラグビー部   陸上競技部 

電気システム科 

情報メディア科 

ものづくり科 

総合学科は５系列！ 
「系列」ってなに？ 
 数多くある選択科
目を系統立てて、５
つのグループに分け
たものを「系列」と
いいます。この中か
ら将来の進路や興味
関心に応じて科目を
選択し、自分だけの
時間割をつくります｡ 

 

 

 

 

本校の教職員 

  進修館の強み 
本校には、熱い情熱 
と、高い指導力を持 
った教員達がいます。 

ものづくり科・４０名 

総合学科・２００名 

 
平成３１年度入学生
より普通科を総合学
科に統合しました。 

  進修館高校の３年後の目標 
 ●基本的生活習慣の確立 
  規律ある態度と豊かな人間性を育み、 
  自ら判断し行動する生徒を育成する。 
 ●学びの充実 
  基礎学力の確実な向上と、第一希望 
  をかなえる進路指導で個に応じた 
  多様な学びを支援する。 
  定期考査前の土曜勉強会で「自ら学 
  ぶ集団」「お互いに学び合う集団」 
  を育成する。 
 ●部活動と学校行事で頑張る進修館 
  生徒の主体的な活動の場として、部 
  活や学校行事をより活性化していく。 
   

２年生から各系列で
の学習がスタートし
ます。 

・英数国の充実を図 

 り基礎学力の定着 

 を図る教育課程 

・１年次より週３１ 

 単位で授業時間を 

 確保 

情報ﾒﾃﾞｨｱ科・４０名 

設置学科・定員 
 

４学科(総合学科･５系列) 

※その他、学年別スポーツ競技会や３年生を送る会等が人気の行事です。 

※陸上競技部の投擲は、毎年関東大会以上 

 

 

 

 

 ２年生は、より専門的 
 な学習となります。 
・高度な資格取得も本格化。 
・各学科､系統的で発展的な学習となる｡ 
・就職希望者に向けたｶﾞｲﾀﾞﾝｽを実施。 

「基礎から発展へ｣入学してから１年が過ぎ 
  高校生活の中心学年として活躍！ 

修学旅行も終わり、「発展から実現・完成へ」 
「自己実現･進路実現｣の最終段階｡第一希望を実現へ！ 

 学力ＵＰ特訓プログラム(全学科対象)の継続 
 放課後・土曜・長期休中の補習、スタディサプリ実施 

総合学科 工業系３学科 

 生徒それぞれの     卒業後の進路先 
 進修館で得た知識や経験は､力になり続けます。 

・総合学科では、進路希望に合わせてより専門的 
 な授業を選択します。また、総合的な学習の時 
 間で探究した「行田學」の集大成をします。 
・工業科では、専門教育と高度な技能、職業資格 
 を身につけます。課題研究の発表会があります。 
 

・３年間の高校生活も最 
 終学年となりました。 
・頑張ってきた勉強や部 
 活動、思い出深い行事 
 や大会、苦労して取得 
 した資格の集大成。 
・様々な形で、費やして 
 きた時間と努力、経験 
 を自分自身の目標を実 
 現するためのステージ 
 で活かしてください。 

・高校生活も最 
 終学年、頑張 
 ってきた勉強 
 や部活動、思 
 い出深い行事 
 や大会、苦労 
 して取得した 
 資格の集大成。 
 目標を実現す 
 るためのステ 
 ージです。 

３年生 

 校 章 

総合教養系列 

４年制大学の文科系学部進
学を目指す 

４年制大学の理科系学部進
学を目指す 

大学・短大・専門学校・公務
員等幅広い進路選択に対応 

デザイン・絵画に分かれ、美
術系大学・専門学校進学を目
指し、就職にも対応 

３年次にビジネス・情報に分か
れ、商学・経済系大学進学や
企業への就職を目指す 



≪杉戸高校の活性化・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)545 

(女)365 
計 910 

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

アクセス 東武スカイツリーライン・伊勢崎線・日光線 東武動物公園駅下車 徒歩８分 

教育課程等

の特徴 

５５分授業で週５日３３単位の教育課程を実施しています。 

・１年は主要５教科をバランスよく学習し、基礎・基本を固めます。 

・２年から文系と理系に分かれ進路を視野に学力を一層強化します。 

・３年では両系とも２コースを設定し、進路実現に向けてよりきめ細やかに学習しま

す。 

・理系科目・英語で少人数指導や習熟度別指導を行っています。 

・「総合的な探究の時間」で地域に根差した探究活動を行っています。 

活躍が顕著

な部活動 

全国大会出場  ダンス部（Ｈ２８年度・Ｒ元年度） 書道部（Ｈ２８年度）  

関東大会出場  空手道部（Ｈ３０・Ｒ元年度） 

        陸上部 やり投げ（Ｈ２８年度）三段跳び（Ｈ３０・Ｒ元年度）  

        男子ソフトテニス部（Ｒ元年度） 

県大会出場   多数の部活動 

特色ある 

学校行事 

・入学当初の学習オリエンテーション合宿   

・沖縄県への修学旅行（令和２・３年度） 

・体育祭（５月）は学年の枠を超えた色別団対抗戦で盛り上がります。 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談を実施（６月） 

・ＰＴＡ主催の大学見学会・学年懇談会を実施しています。 

・吹奏楽部、空手道部、サッカー部、男子バスケットボール部等が地域の行事や小学

校との交流事業に参加して交流を深めています。 

進

路 

状

況 
四大 222 人 短大 15 人 専門 47 人 就職 10 人 

その他の 

卒業者 
14 人 

傾

向 

「一般受験で国公立大学へ！」を目指して進路指導を進めています。また、受験の力だ

けではなく「進取の気概を持ち、社会に貢献できる、総合的な知の習得」を実現させま

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＞ 

・日々の学習を大切にし、継続的に努力する生徒 

・継続して部活動に励む生徒 

・他人の気持ちを考えて行動する生徒 

 

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


県 立 杉 戸 高 等 学 校 ～ 生 徒 の 成 長 物 語 ～

本校 キャッチコピー

共 に 目 指 そ う
夢 の 実 現

□１年生は入学してすぐに１泊２日の学習オ
リエンテーション合宿を行い、学習習慣の
基礎づくりをしています。

□１年生から自分の進路について考えていき
ます。
□「総合的な探究の時間」で地域に根差した
探究活動を行っています。

□２年生では、授業選択に合わせて文系と理系
に分かれます。

□キャリアゼミで大学の学科の内容等を学び、
さらに進路の意識を高めていきます。

□１０月の修学旅行が終わると本格的な受験体
制になります。
□部活動でも学校の中核となって活躍。

２年生１年生 ３年生

□３年生では授業選択に合わせ、文系・理系が
さらに２つに分かれます。
□朝・昼休みや放課後・長期休業中・三者面談
や修学旅行中等、寸暇を惜しんで進学補習や
面接練習、小論文指導を行います。生徒も教
職員も希望の進路実現へ向けて全力で取り組
んでいます。

１０年連続国公
立大学合格者
１０名突破！

一般受験で国公
立大学を目指す
進路指導進取の気概を持ち、社会に貢献できる 総合的な知の習得ができる人間に！

●授業中に対話の機会は設定されていると肯定的に回答した生徒 ８６．７％
●主体的に学習に取り組んでいると肯定的に回答した生徒 ７４．５％
●学校行事に積極的に取り組んでいると肯定的に回答した生徒 ８７．５％
●部活動に積極的に取り組んでいると肯定的に回答した生徒 ７２．６％
●本校に入学させてよかったと肯定的に回答した保護者 ９０．７％
●本校は安心して通わすことができると肯定的に回答した保護者 ９６．３％

Ｒ１．１２月実施アンケートより

対話を取り入れた授業＆ＩＣＴを活用した授業 タブレットは１２０台 生徒主体で盛り上がる学校行事 全国大会出場のダンス部を筆頭に運動部
１９、文化部１５の部活動が活躍

杉高には共に頑張れる先生・友人・様々な
しかけがあります！

杉高で共に目指そう 夢の実現

探究スパイラルを３回まわす杉高「総探」カリキュラム
で確実に５つの力を育成

土曜授業はなくて
も、55分授業で
週３３単位！



≪杉戸農業高校の活性化・特色化方針≫ 
                   （令和３年度～） 

１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 

園芸科、生物生産技術科 

造園科、生物生産工学科 

食品流通科、生活技術科 

生徒数 
(男)362 

(女)335 
計６９７ 

ホームページ https://sugito-ah.spec.ed.jp/ 

アクセス 
東武動物公園駅 下車 東口から東へ 2.6km 徒歩 30 分 又は 

     東口からバス 関宿中央ターミナル行き 10分 豊後（ぶんご）下車 徒歩 10 分 

教育課程等

の特徴 

・農業に関する授業が約１／３あり、実習を行いながら実践的に学びます。 

・２年３年で、自分の興味や進路に応じて選択できる授業が、４時間ずつあります。 

・１年の数学と英語は、習熟度による授業を行います。（２クラス３展開） 

・外部から講師を招いたり、校外で実習を行ったりして、プロから専門技術を学べます。 

・大学等進学希望者、成績不振者等への補習を行います。朝読書も行っています。 

・ＧＡＰ（農業生産工程管理）認証を取得し、安心安全な農業を学んでいます。 

活躍が顕著

な部活動 

・自転車部はインターハイ（全国大会）の常連校です。 

・弓道部は関東大会に出場しています。陸上部は県大会入賞。食品研究同好会は全国高校

生そば打ち大会で全国２位。 

・他にも一勝、入賞目指して頑張る部も多数あります。 

・「学校農業クラブ」は、県大会最優秀賞受賞者続出。関東、全国でも、優秀賞受賞者が 

多数出ています。 

特色ある 

学校行事 

・１２月には、冬の即売会としてシクラメンや草花などの販売を開催。(生徒が育てた草花 

や生徒が製造したパンを販売します) 

・「杉農祭」は収穫祭を兼ねた地域に期待されるイベント。生徒が元気に運営します。 

・長距離走大会では、自然豊かな学校周辺を生徒が一生懸命に走ります。 

・１年生全員が農家や企業等でインターンシップを行い、「働くこと」を学びます。 

家庭・地域 

との連携 

・町のイベントに、本校は欠かせません。野菜や食品の販売、音楽祭には吹奏楽部など。 

・地域の幼稚園児や小学生の“先生”となって、ナシの栽培や田植えを行います。 

・警察署と連携し、カエルマスコット(無事カエル）やナシ（事故ナシ）を配って、交通 

事故防止を進めます。 

進

路 

状況 四大 28 人 短大 6 人 専門 54 人 就職 125 人 その他 6 人 

傾向 

・四年制大学への進学者が増加傾向。多くの大学から指定校をいただいています。 

・企業からの求人は１３００社を超えます。活躍する先輩のお陰で、多くの求人をいただいて 

います。 

・授業内容に即した進路先が多数あります。農業関係への就職もあります。 

・公務員、郵便局などへも複数名就職しています。 

（※生徒数：令和 2.5.1 現在、進路は令和 2.3 卒業生の実績値） 

 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 
・農業に興味があり、農業を学びたい生徒。 

・体を動かすことが好きな生徒。 

・明るく将来を描く生徒。 

＜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://sugito-ah.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） 

 

 

         いのちとみどりを育む学校 県立杉戸農業高校 
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校

外

で

の

活

動 

◎ 社会の役に立つ人となる 

 ・働くことにやりがいを持てる 
 ・他人がやりたがらないようなことも率先して行える 
 ・基本的コミュニケーション力を持つ 
 ・基本的生活習慣を身に付ける 
 ・基本的知識と学ぶ習慣を身に付ける 
 ・体力をつける 

３年後の目標 

杉農は 
 

◇体験、実践をとおして学ぶ 
◇生徒一人一人が主役 

３年 はばたく 
  ○希望進路の実現 

  ○部活動 

  ○農業クラブ活動 

  ○資格取得 

２年 育む、高める 
  ○知識・技術を高める 
    ・学習の発展、応用 

    ・現場実習 

  ○友情をはぐくむ 
    ・修学旅行 

    ・総合教育センター実習 

１年 なれる、つくる、身に付ける 
  ○高校生活に慣れる 

  ○生活習慣、学習習慣 
    ・通学と生活のリズム 
    ・学習する時間の創出 

  ○学力 
    ・数学、英語で習熟度授業 

    ・成績向上、進路実現の補習 

  ○新たな人間関係 

  ○職業意識 
    ・専門家による授業 

    ・インターンシップ（就業体験） 

  ○温かな心、豊かな心 

高校に入学して 
新しい授業 

・体験的、実践的 
・課題解決型の学習方法 

新しく知り合う仲間 
・ホームルーム（クラス） 
・部活動 

資

格

取

得 

 

学

校

農

業

ク

ラ

ブ

活

動 

 

進

路

関

係

の

行

事 

 

国
際
交
流 

学校行事 

 

 

杉農祭 

    

 

球技大会 

 

遠足 

 

修学旅行
（２年） 

 

即売会 

 
 など 

ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
・
生
徒
会
活
動 

部

活

動 

 



様式          ≪誠和福祉高校の活性化・特色化方針≫ 
                   （令和３年度～） 

１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 福祉科・総合学科 生徒数 
(男) 85 

(女)388 
計 473 

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

アクセス 東武伊勢崎線南羽生駅下車 徒歩２０分 自転車１０分 

教育課程等

の特徴 

 

 

福祉科：1年次は共通履修。２年次より福祉総合コース、介護福祉士コースに分かれ 

ます。現場実習を含め、専門的なことを学ぶことができます。 

総合学科：1年次は共通履修。２年次より福祉系列、看護系列、保育系列、教養系列 

に分かれます。普通科目と専門科目の両方を学ぶことができます。 

 

 

活躍が顕著

な部活動 

 

 

・ハンドボール部 関東大会予選県大会ベスト１６（令和元年度）、学校総合 

体育大会県大会ベスト１６（令和元年度）、新人大会県大会出場ベスト１６ 

（平成２８年度） 

・箏曲部 第４３回高校邦楽祭銀賞受賞（令和元年度）、第４２回高校邦楽祭 

銅賞受賞（平成３０年度） 

・ユーリカ部、吹奏楽部、コーラス部等 地域の施設との交流・ボランティア 

・将棋同好会 第２８回全国高等学校文化連盟将棋新人大会出場（令和元年度） 

 

 

特色ある 

学校行事 

 

・学年の枠を超えた団対抗戦の体育祭 

・年２回行われる学校内外でのボランティア 

 

家庭・地域 

との連携 

 

・埼玉純真短期大学（総合学科保育系列）、浦和大学との高大連携事業 

・実習施設、保育園等をはじめとする各種ボランティアへの参加 

・特別支援学校との交流会  ・地域の福祉施設での現場実習 

 

進

路 

状 

況 
四大 17人 短大 21人 専門 46人 就職 46人 その他 9人 

傾 

向 

 

・福祉・保育・看護系への進学者が多い。立教大学等福祉系大学指定校推薦枠もあり。 

・介護をはじめ、求人多数あり。就職内定率は１００％。 

 
（※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＞ 

健康で明るく、思いやりと福祉の心を持つ生徒  礼儀正しく自律心を持った教養ある生徒 

福祉社会の創造に寄与する人材となる生徒 

 

＜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.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html




≪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 

解決能

力 

 
チ ャ レ ン

ジ 

精神 

 
コミュニ 

ケーショ

ン 

能力 

 

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



≪秩父高校の活性化・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)316 

(女)345 
計 661 

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

アクセス 秩父鉄道「御花畑」駅下車徒歩１０分 西武鉄道「西武秩父」駅下車徒歩１３分 

教育課程等

の特徴 

１ １年次に特進クラス、進学アドバンスクラス、一般クラスを編制し、より高い志

をもって大学等への進学を目指す。２・３年次では特進、アドバンスクラスはその

まま進級し、一般クラスは進路に応じて私立文系クラス、私立文系選抜クラス、国

公立・私理クラスに分かれて、それぞれの目標に応じて学習することが可能。 

２ 隔週土曜日授業。学力向上と委員会活動、部活動の活性化の両立。 

３ 少人数学級編制と英語･数学で習熟度別授業により一人一人に寄り添うきめ細や

かな学習指導。 

活躍が顕著

な部活動 

１ 最近では陸上競技部が関東大会に出場し、男・女ソフトテニス部、女子バスケッ

トボール部、柔道部が県大会に出場するなど活躍している。 

２ 書道部、箏曲部などは全国大会でも活躍し、吹奏楽部も地域のイベントに参加し

ている。 

特色ある 

学校行事 

１ 文化祭「いちょう祭」～生徒が主体的に取り組み趣向を凝らした発表有り。 

２ 体育祭～体育祭の最後に生徒が楽しみにしている本校伝統のフォークダンス有

り。 

３ 修学旅行は関西方面へ。９月～１０月に実施。 

４ ビブリオバトル、読書会の全校実施～ビブリオバトル埼玉大会への出場。 

５ オーストラリアの高校と姉妹校提携。短期語学留学を実施。 

家庭・地域 

との連携 

１ 本校卒業生やＰＴＡ関係の方による職業別キャリア教育講演会の実施。 

２ 文化祭におけるＰＴＡ主催のバザーの実施。 

３ 秩父地域の小学生に対する学習支援活動(チャレンジスクール)の実施。 

４ 中学生及びその保護者を対象とした学校説明会及び個別相談会の実施。 

５ 中学３年生の保護者を対象とした在校生の保護者による相談会の実施。 

進

路 

状

況 
四大 138 人 短大 21 人 専門  47 人 就職  12 人 その他 6 人 

傾

向 
国公立大学をはじめ、将来への高い志を持って難関大学への進学を目指している。 

（※生徒数：R2.5.1 現在、進路は R2.3 月卒業生の実績値） 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 

・自らの進路実現に向かって一生懸命勉強に取り組むことができる生徒。 

・積極的な失敗をおそれず、何事にもチャレンジできる生徒。 

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


３ 育成方針（埼玉県立秩父高校 ～生徒の成長物語～） 

 

 

 
 



≪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 全日制 学科 
農業科・森林科学科・食品化学科 

電気システム科  機械システム科 

ﾗｲﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ科 ﾌｰﾄﾞﾃﾞｻﾞｲﾝ科 
生徒数 

(男)425 

(女)338 
計７６３ 

ホームページ https://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 

3 学部 7 学科を有する総合専門高校。少人数授業や豊富な実習により、ものづくりの楽

しさを味わいながら、確かな専門技術を身に付けることができます。 

 ○農業科は農作物や観賞用草花の栽培方法など 

 ○森林科学科は測量、山地保全、林産物利用など 

 ○食品化学科は食品の製造、保存方法、成分分析、流通など 

 ○電気システム科は電気、電子、情報に関する技術、技能の習得 

 ○機械システム科は機械工作、自動車、電子機械などに関する技術、技能の習得 

 ○ライフデザイン科は食物、被服、保育、福祉など家庭科の分野を幅広く学習 

 ○フードデザイン科は豊富な実習で調理の腕を磨き、卒業と同時に調理師免許を取得 

活躍が顕著

な部活動 

・男子ソフトボール部 全国選抜大会出場 （令和元年度）大会中止 

             アジアカップ優勝 引間晃一（投手出場） 

・弓道部 東日本弓道大会出場（令和元年度）大会中止 

・相撲部 関東大会出場（令和元年度） 

・全国そば打ち大会 団体 3 位・個人 2位（令和元年度） 

・第 70 回日本学校農業クラブ全国大会 平板測量競技大会出場（森林科学科） 

・第 46 回全国造園デザインコンクール （一社）日本造園建設会会長賞受賞（〃） 

特色ある 

学校行事 

 新型コロナウイルス拡大防止の趣旨を踏まえて、今年度の学校行事等を精選し中止

または縮小した。 

・展示や生産物の即売を目当てに開会前から長蛇の列！11月の農工祭（文化祭） 

・生徒、保護者アンケートにより修学旅行の行き先を決める（令和３年度は沖縄県） 

家庭・地域 

との連携 

・小学生ふれあい体験  

・地元企業での就業体験 ・地元のイベントでの屋台ばやし演奏（屋台囃子保存部） 

・農工チャレンジショップの運営  

・秩父宮杯自転車競走競技大会補助ボランティア（運動部）  

 その他、多数地元での活動あり 

進

路 

状

況 
四大 12 人 短大 18 人 専門 80 人 就職 161 人 

その他の 

卒業者 
 0 人 

傾

向 

就職が約 60％、進学が約 40％ 11 年連続就職内定率１００％達成 

主な就職先：西武鉄道（株）、キヤノン電子（株）、（株）リテラ、（株）ベルク、公務員等 

主な進学先：埼玉工業大学、日本工業大、東京電機大、東洋大、日本大、日本体育大 

秋草学園短大、埼玉女子短大 

（※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＞ 

将来、この秩父地域をそして広く日本の産業と未来を支えていくという高い志を持った生徒 

 ○ものづくりや資格取得に熱心に取り組める生徒 

 ○部活動を頑張れる生徒 

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


埼玉県立秩父農工科学高等学校

育成方針

～生徒の成長物語～

【目指す学校像】 『秩父地域の産業と未来を支えるスペシャリストの育成』

・学力向上を目指した授業と多様な教育活動
朝学習毎日実施 各種資格取得奨励 各種コンテストへの参加 社会で活躍する専門家による授業の実施

・多彩なキャリア教育と進路保障（就職内定率１００％）
段階的進路指導 進路に応じた個別指導 各種ガイダンス・企業説明会・卒業生報告会等の実施

・基本的生活習慣の確立と活発な部活動
教職員総意に基づく規範意識の醸成 保護者・地域・関係機関との連携 １９運動部・１３文化部が各種大会で活躍

豊かな教養と技術を備えた農業技術者を育成する事を目指しています

卒業と同時に調理師免許取得 実践力を身に付け食のスペシャリストを目指します

３年生
◎部活動・学校行事などリーダーシップを発揮する
◎課題研究等、より探究的な授業を通してスペシャリスト
として必要な力を身に付ける

◎進路活動の実践を通して自己実現を図る

２年生
◎修学旅行・学校行事・部活動を通して、仲間と協力して
主体的にものごとに取り組む力をつける

◎各科の特色を生かした専門的な知識や技術を習得する
◎進路について研究し、進路実現できるよう準備を始める

１年生
◎部活動・資格取得・コンテスト等、高校生活で熱中
できるものを見つける

◎授業を大切にした学習習慣を確立し、基礎学力を養う
◎自分の興味や適性を理解し、生き方を考える

校訓 勤勉努力 質実剛健 規律節制 協同和親 至誠一貫

目指せ！スペシャリスト～君たちの夢を叶える七つの学科～

全日制

KOBATON



≪鶴ヶ島清風高校の活性化・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)341 

(女)282 
計 623 

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

アクセス 
東武東上線「一本松駅」から徒歩１５分 

JR 川越線「武蔵高萩駅」から自転車１５分 

教育課程等

の特徴 

 

1

年 

国数英(習熟度別) 

12 単位 

共通履修 

14 単位 

選択 

2 単位 

総 

探 

L 

H 

R 

2

年 

数英(習熟度別) 

7 単位 

共通履修 

13 単位 

選択 

8 単位 

3

年 

数英(習熟度別) 

7 単位 

共通履修 

9 単位 

選択 

12 単位 

 

 

 
 

・1 年次では国数英、2,3 年次では数英を習熟度別で実施している。 

・2 年次では 23 科目から合計 8単位分を選択する 

・3 年次では 35 科目から合計 12 単位分の豊富な選択科目。 

・生徒一人ひとりの進路希望に合った時間割がつくれる。 

・簿記、保育技術検定等、授業の中で資格取得に向けた学習が可能である。 

・単位制、習熟度別により、20 人程度の少人数授業が受けられる。 

活躍が顕著

な部活動 

女子ソフトテニス部 関東高校ソフトテニス大会個人戦県予選出場(R1) 

剣道部 関東高等学校剣道大会県予選会 男女団体・男女個人出場(R1) 

陸上競技部 学校総体県予選会 女子 400ＭＨ出場(H30) 

卓球部 新人卓球大会 男子団体・女子団体 県大会出場(R1) 

文芸部 関東地区高校生文芸大会（R1 ８年連続出場） 

アウトドア部 関東高校登山大会（女子）出場(H29) 

そのほか、16の運動部、12 の文化部が熱心に活動中！ 

特色ある 

学校行事 

清風祭はクラスだけでなく有志によるステージ発表も充実しています。 

また体育祭・マラソン大会も優勝を目指して盛り上がります。 

家庭・地域 

との連携 

・6 月に三者面談を実施    ・鶴ヶ島市内への学校通信（i-colors）の回覧 

・地元企業へのインターンシップ（職業体験） 

・近隣中学校との部活動合同練習 

進

路 

状

況 
四大 ３６人 短大 １９人 専門 ７２人 就職 ６０人 その他 ２４人 

傾

向 

・生徒ごとに様々な進路があり、進学・就職どちらにも対応しています。 

・企業見学や進学先の見学等、自らの進路について考える機会を多く設けています。 

（※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＞ 

地域に貢献できる人材 

＜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） 

 

23 科目から 
8 単位分を選択 35 科目から 

12 単位分を選択 

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


埼玉県立鶴ヶ島清風高校 ～生徒の成長物語～ 
 

□ 一人ひとりの進路希望に合わせた時間割作成が可能な  

□ 習熟度別授業や少人数授業による

□ 体験活動、資格取得など一人ひとりに寄り添う  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 清風祭・体育祭・部活動 学校行事にも全力の清風生！！ 

 

 

 

 
 

 

 

○ クラス開きしてからすぐの遠足！ 

新しい仲間と 1 日課外学習をして絆を

深める。 

○ 国語・数学・英語の 3 教科で習熟度別

授業を行い、基礎基本を定着させる。 

○ インターンシップは自分の希望する職

種で就業体験をする。働くことの楽し

さ、大変さを感じる。 

1 年次 

 
 

○ 感動体験！修学旅行 沖縄の自然・文

化・人との触れ合いに感動！事前学習

で平和の尊さを学ぶ。 

○ 数学・英語の 2 教科で習熟度別授業

を行い、基礎基本を定着させる。 

○ 週 8 時間の選択科目により、自分の

進路希望に沿った勉強をする。 

 

 

 

○ 進路見学会で、自分の志望する大学、専

門学校、企業を見学しに行く。 

○ 昼休みも放課後も夏休みも何度も面接

練習を行う。 

○ 数学・英語の 2 教科で習熟度別授業を

行い、基礎基本を徹底する。 

○ 週 12 時間の選択科目により、自分の

進路希望に沿った勉強をする。 

2 年次 

3 年次 



≪常盤高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 看護科・看護専攻科 生徒数 
(男)7 

(女)382 
計 389 

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

アクセス 
京浜東北線北浦和駅西口 3 番乗り場より西武バス約 20分「大久保行き」「浦和北高校
行き」にて「大久保団地東」バス停下車 

教育課程等

の特徴 

・看護科の 3 年間と、看護専攻科の 2 年間の 5 年一貫教育の看護師養成専門高校。 
・他の高等学校を終えて看護師養成機関に進むより 1～2 年早く看護師になれる。 
・看護科では普通科目と看護に関する科目を、アクティブラーニングを積極的に取り

入れ学習する。 
・看護専攻科では一般教養を高める基礎分野科目を学習するほか、専門分野科目では

看護実践のための高度な知識・技術を習得することで高度化する医療に対応できる
ようにする。 

・看護師国家試験の合格率 98％以上を達成している。 
・平成 26 年度～30 年度までスーパー・プロフェッショナル・ハイスクール（ＳＰＨ） 
 に指定されていたため、その成果を次世代の教育活動に継承するための授業を展開 
 している。 

活躍が顕著

な部活動 
・ＪＲＣ部 青少年赤十字の精神に基づき各自が救急救命技術の向上に努め、エコキ

ャップ回収などの各種ボランティア活動も積極的に行っている。 

特色ある 

学校行事 

・戴帽式 基礎的な看護教育を終え、専門的な看護教育の課程に入る志を高める。 
・修学旅行 看護科 2 学年において沖縄方面で実施し、平和学習及びひめゆり学徒隊
について学ぶ。 

家庭・地域 

との連携 

・3 者面談を看護科 1、3年、専攻科 2 年で実施。 
・県内の各病院で看護科 1 年～3 年の合計で 8 週間、専攻科 1～2年合計で 18 週間実

施。 
・地元の自治会－老人会との交流。「敬老会」を本校で実施。 
・「夏休み地域活動体験」 看護科 1年～3 年全員がﾎﾞﾗﾝﾃｨｱや地域を知るための活動

に取り組んでいる。 

進

路 

状

況 
四大 4 人 短大  人 専門 6 人 就職 61 人 その他 1 人 

傾

向 

・修了生全員が看護師国家試験を受験し、ほとんどが看護師として県立病院をはじめと

する県内の病院に就職する。 

・少数ではあるが、4年制大学への編入や保健師・助産師養成学校への進学者も出ている。 

（※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＞ 

看護師になりたいという強い希望を持ち、勉学に熱意のある生徒。心身ともに健康かつ誠実で責任

感の強い生徒。 

 

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


【イメージする力】

・働くことの楽しさ・厳しさの実感、
看護師としての意味・意義

【イメージする力】

・働くことの楽しさ・厳しさの実感、
看護師としての意味・意義

【課題発見・解決力】

自ら課題を見つけ、解決に
向けて積極的に考え
行動する力

・

【課題発見・解決力】

自ら課題を見つけ、解決に
向けて積極的に考え
行動する力

・

【プレゼンテーション力】

・相手に伝わる言葉・
手法で伝える力

【プレゼンテーション力】

・相手に伝わる言葉・
手法で伝える力

【看護観の形式】
・授業と実習による看護師と
しての意識向上を実感する

・他者を尊重する気持ち

【看護観の形式】
・授業と実習による看護師と
しての意識向上を実感する

・他者を尊重する気持ち

●TOKIWAの特色 【主体的に学ぶ力】
①スーパー・プロフェッショナル・ハイスクール（SPH）レガシー ●プロジェクト学習 ●キャリアポートフォリオ ●エビデンス探求
②充実した設備・学習環境 ●全教室冷暖房 ●専攻科棟 ●看護専門実習室 ●ICT機器完備・WIｰFI環境
③５年一貫教育による高い合格率 ●高校３年＋専攻科２年の最短で看護師に ●高い国家試験合格率
④専門性の高い密度の濃い学び ●病院や老人ホーム、訪問看護ステーションでの実習 ●医師、大学教員による専門講義
⑤病院への就職及び進学 ●看護師としての病院等への就職 ●保健師・助産師養成機関への進学、大学編入

常盤高等学校 看護科・看護専攻科【5年一貫教育の看護師養成専門高校】 ～生徒の成長物語～
目指す学校像︓豊かな人間性、確かな知識・技術を兼ね備えた看護のスペシャリストの養成

●「生涯学び続ける力」・・・高度化する医療に対応する基礎的な力を身につける
●「豊かな人間性」・・・・・・ボランティア等を通して看護師として人に寄り添う
●「確かな知識・技術」・・・アクティブ・ラーニングとICT教育を推進する

高１・２年錬成期Hop

●「科学的思考・判断」・・・・・病院実習に対し根拠をもとに考え判断する
●「看護師としての覚悟」・・・・戴帽式でのナースキャップ授与、灯への誓い
●「専攻科へのステップアップ」・現場の看護師、医師や大学教員などの外部講師

による授業

高３・専1年実践期Step

病院実習を通してこれまで身につけた知識・技術を統合する
●「看護研究発表会」・・・・・５年間の総括としての卒業研究発表
●「看護師国家試験対策」・２月の国家試験合格を目指す

専２年実現期Jump

●TOKIWAの育てたい力
【生涯学び続ける力】

夢への実現に向けて具体的に行動する

どのような看護師になりたいのか

看護師になりたい



≪所沢高校の活性化・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)553 

(女)522 
計 1075 

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

アクセス 西武池袋線 西所沢駅より徒歩８分、西武新宿線 所沢駅より徒歩１５分 

教育課程等

の特徴 

○土曜公開授業の実施（隔週）により週 33時間の授業を確保 

○1･2 学年は共通科目を履修、3 学年で文系と理系それぞれに大幅な自由選択科目を 

 設定 

○スタディプランの作成による計画的な学習指導と校内補習の実施 

活躍が顕著

な部活動 

○陸上部（R1：男子 400m 全国高校総体出場） 

○山岳部（R1：関東大会出場） 

○野球部（R1：春季県大会ベスト 32） 

○男子バレーボール部・男子ソフトテニス部・剣道部（R1：県大会出場) 

○フォーク部（R1：全国高等学校軽音楽コンテストグランプリ） 

○ギター部（R1：全国高等学校総合文化祭出場） 

○音楽部・書道部（H30：全国高等学校総合文化祭出場） 

○演劇部（H30：関東大会出場・優秀賞） 

                     【運動部 18 文化部 17 同好会１】 

特色ある 

学校行事 

○体育祭（6 月） ○芸術鑑賞会・ニュージーランド語学研修〈隔年〉（７月） 

○所高祭・修学旅行（9月） ○長距離走大会（11 月） 

○ラグビー大会・ダンス発表-手具体操選手権（2月） 

○「学力向上プロジェクトチーム」：生徒と教員が共に所高生の『学力観』を考察し 

 ます。 

○行事に熱い所高、多彩な学校行事でリーダー育成と人間関係づくりを推進します。 

家庭・地域 

との連携 

○土曜授業の公開 ○部活動による小学校、特別支援学校、地域との交流 

○生徒による学習支援ボランティア 

○「所高ＫＩＺＵＮＡ活動」として各種連携事業を展開 

進

路 

状

況 
四大  267 人 短大  6 人 専門  30 人 就職  4 人 その他  52 人 

傾

向 

○現役進学率 86％ 
○大学、短大指定校推薦枠は約 250 

○就職は主に公務員希望 

（※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＞ 

 何事にもチャレンジし、自己の能力と人間性を高めようとする生徒 

＜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） 
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明治３１年創立 １２２年目を迎える県下屈指の伝統校です（卒業生２万７千人）
自主自立の校風で、制服や生徒心得はありません（社会の常識が所高の常識）
学力向上の取組と多様な学校行事・部活動で「生涯を通じて学び続ける力」を育成します

埼玉県立所沢高等学校（全日制） ～世界で活躍できる人材を育成する伝統校～

・学力向上の取組によって生涯学び続ける力を育みます
・第一志望をあきらめないたくましい心を育てます
・多様な行事体験等で、リーダーを育成します
・所高ＫＩＺＵＮＡ活動等を通じ、ボランティア精神を養います

３年後の

目標

３年後の

目標

自己実現を図る3年生
•１・２年で得た自らのキャリアを振り返り、進路目標を明確にする
•熱望入試の実現に向け、具体策を立て実践する

選択する力を養う2年生
•職業や学問分野について調べ、志望分野を絞り込む
• 1年生からの体験的な学習を深め、文理の選択を行う
•卒業生体験談 合格体験記をとおし、乗り越えていくために必要な資質を知る

自己を理解する1年生
•Ｒ－ＣＡＰ などの調査をとおし、自分の在り方・生き方を考える
•夢ナビ、ジョブシャドウイング、オープンキャンパス、高大連携講座などの体験
をとおし「社会で活躍できる力」について考える

（学習指導） 学力向上の取組 (学校行事・部活動） リーダーの育成
様々な取組で生涯にわたって学び続
ける力を育んでいます。

（取り組み例）

・土曜公開授業で週３３時間を確保し
ています。

・補習（早朝・放課後・長期休業）の実
施で受験を突破する力を育てていま
す。

・『学力向上プロジェクト』で生徒と教
員がともに所沢高校の学力向上の
具体策を検討し提案しています。

・ニュージーランド語学研修、中央大
学教養講座、理科の研究者による講
演会など、語学力の向上や学問への
志、グローバルな視点を育んでいま
す。

・伝統ある学校行事（体育祭・所高祭・ラ
グビー大会・ダンス発表‐手具体操選
手権・長距離走大会等）が、リーダーを
育成します。

・３０以上の部活動で人間関係づくりや
何事にもチャレンジしようとする心を育て
ます。

生徒・教員・保護者が一丸となって、地域に貢献しています。

部活動を通じた小学生との交流、生徒による中学校への学習ボランティア、ＰＴＡや生徒による地域清掃、所高サポート委員会
による挨拶運動や交通マナーアップ運動等で生徒の豊かな心とボランティア精神を育みます。

（家庭・地域との連携） 所高ＫＩＺＵＮＡ活動

（進路指導・キャリア教育） 熱望入試の実現



≪所沢北高校の活性化・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・理数科 生徒数 
(男)580 

(女)501 
計 1081 

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

アクセス 西武新宿線 新所沢駅より徒歩１０分 

教育課程等

の特徴 

６５分×５時間 （４週間１セット） 

・１年次は各教科・科目の基礎力を充実させる。  

・２年次は教養主義のもと、多様な進路希望に対応するカリキュラム。 

・３年次は国公立・難関私立大学を含めた進路実現に合わせた科目を設定。 

・理数科においては、理数科専門科目を多く設定、普通科理数系に比べて理数系分野

を先行して学習する。 

活躍が顕著

な部活動 

・陸上部 インターハイ出場（男：100×4リレー）(H30)、（女：100H）(R1) 

・女子バスケットボール部 関東大会県予選ベスト 16（H30）  

・ラクビー部 国体県予選ベスト４(H29)  

・男子ハンドボール部 関東大会県予選ベスト 16(H30) 

・女子ハンドボール部 県新人大会ベスト 16（H28,H30,R1） 

・弓道部 関東出場(H30)、全国選抜県予選団体４位,個人２位(R1) 

・チアダンス部 JCDA チアダンス部門 3位(H29,30,R1) JAM 全米大会準優勝（H29） 

・美術部 全国総文祭出品作品に選出（H29,R1）埼玉県美術展入選（H29,30,R1) 

※H29～R1 の中で県大会ベスト 16以上の成績の中から代表的なものを記載 

特色ある 

学校行事 

・体育祭(６月）、文化祭(９月）が生徒会を中心に企画・運営される。 

・英語スピーチコンテスト、バレーボール大会、剣道大会等、各教科の学習成果を

発表する行事を実施。  

・国際交流 ニュージーランド研修（希望者約３０名） 

家庭・地域 

との連携 

三者面談(１，２年は年１回 ３年は年２回） ・保護者会(年２回） 

地元公民館主催の夏休み子供教室への協力/学習指導ボランティア/地域清掃 

進

路 

状

況 
四大  320 人 

(大学校含む） 

短

大 
 2 人 専門    5 人 就職  1 人 その他 48 人 

傾

向 
ほぼ 100％進学。国公立・難関私立大志望者が大多数。国公立大 65名合格 

（※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＞ 

深い知性を求め、高い志を胸に、学習・部活動・学校行事に主体的に取り組む生徒 

＜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） 
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1st

2nd

部活動

96%の生徒が加入

(運動部14、文化部18)

行 事
友情を育む一体感

体験学習

ニュージ―ランド研修等

の国際交流プログラム

理数科H28開設

科学する力を伸ばす

 
 
 

 
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    県立所沢北高校     ～生徒の成長物語～ 叡智育成・自主自律 

初期学習指導と学習習慣の

定着、知識基盤社会を生き

抜く力を育むキャリア教育 

学習・部活動・進路に高い

目標を持つ。諦めない姿勢

を鍛え、志望校を明確にし

て受験生へ 

多彩な補講・全職員

で面接・丁寧な小論

文指導。第一志望に

こだわり、進路実現

     ◇65 分×5時間  

◇ 豊かな資質を伸ばす、彩りある学習環境 

year 

year 

year 



≪所沢商業高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 

１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 
国際流通科、ビジネス会

計科、情報処理科 
生徒数 

(男)326 

(女)348 
計 674 

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

アクセス 西武池袋線 狭山ヶ丘駅 徒歩約 20 分 

教育課程等

の特徴 

・１年生少人数授業（国語、数学、理科、社会、英語）        

・ＩＣＴ機器を利用した授業展開（5 つの教室に PC 設置 250 台） 

・少人数・習熟度・ＴＴ授業（商業科目）    ・多様で高度な資格（検定）取得 

・外国人講師（ALT など）2 名による実務英語力の向上   

・基礎学力向上の取組（始業前学習）  

・検定合格に向けた補習（放課後、長期休業中） 

活躍が顕著

な部活動 

・野球部（過去３度の甲子園出場）西部地区大会優勝（H30） 

 全国高等学校野球選手権４回戦進出（3 年連続）  

・弓道部 関東大会出場（28年度） 

・硬式テニス部女子 県大会出場（31,30,27 年度） 

・吹奏楽部優秀賞（28年度）   など 

特色ある 

学校行事 

・台湾への修学旅行（30年度 2 学年、令和元年は沖縄）        

・体育祭（3 学科対抗戦、PTA 参加）   ・文化祭（地元商店街参加、PTA バザー）     

・商業特訓（2学期末考査後、商業科目講座）  など   

家庭・地域 

との連携 

・地元小学校へのパソコン教室、書道講座 ・地域少年野球チームへの野球教室 

・地元中学校との合同コンサート開催 ・地域各種施設、企業へのボランティア活動 

・地域養護施設、地域夏祭りでのダンス発表 ・地域の大学と連携授業、研究協力   

 など 

進

路 

状況 四大 22 人 短大 3 人 専門 66 人 就職 134 人 その他 4 人 

傾向 

・例年、就職は 55～60%で残りは進学である。昨年、事務職が 30％程度であり増加傾向に 

 ある。 

・求人数は 750 社以上で、主な就職先は武蔵野銀行、飯能信用金庫、西武鉄道、セブンイ 

 レブン、いるま野農協など。 

・大学・短大は指定校推薦、一般推薦多数。専門学校への進学は多種多様である。 

・外部講師や全職員による面接指導の実施   

・3 年間を見通した計画的で継続・徹底したキャリア教育 

・進学・就職の双方に対応できる指導 

（※生徒数：令和 2.5.1 現在、進路は令和 2.3 卒業生の実績値） 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 

・中学校において学習、部活動、生徒会活動等に真面目に取り組み、入学後も引き続き努力、活動できる 

 者。  

・各種検定試験等の資格取得に意欲、関心のある者  

・本校での学習、部活動、生徒会活動等の成果及び取得資格を活かし、就職・進学に前向きに取り組める 

 者。 

＜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」が別ウィンドウで開きます。）  
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【教職員】 

  ひとり一人にきめ細かい親身

な指導 

               ～県立所沢商業高校(全日制) ～生徒の成長物語～

本校の特色 

創立 5 1 年目 

○学習指導・高度で多彩な検定取得、ＩＴ教育重視(パソコン教室７つ)、ＩＣＴ機器活用(電子黒板活用)授業、ＡＬＴ2名(外国人)による英語教育など 

○行事・部活動・（行事）文化祭(所沢商い祭)、体育祭、修学旅行、検定取得のための商業特訓など  （部活動）活発な運動部17と文化部12 

○進路指導・３年間の進路指導プログラム（進路実現率100％）  

・自己理解にもとづいた、「主体的な進路選択」を支援 
・将来のスペシャリストを目指した深い学び 
・コミュニケーション力を駆使し、職業人として知識と技術を育成 
・豊かな人間性を備えた職業人を育成 

所沢商業高校は「就職・進学を100%実現する商業高校」 

【所沢商業高校 商業に関する３学科設置】                         

○「国際流通科」 グローバルな視野で世界に羽ばたく職業人を育成 

○「ビジネス会計科」 社会で活躍できる会計のスペシャリストを育成 

○「情報処理科」 情報化社会をリードするＩＴのエキスパートを育成 

１年生 

３年生 

２年生 

【行 事】 

◇文化祭（所沢商い祭） 

 各文化部・クラス発表、生徒会喫

茶店、商店街出店、ＰＴＡバザー等 
◇体育祭 

 ３学科の縦割り 
による学科対抗戦。 
１~３年が協力し、 
盛り上がります。 

ＳＴＥＰ 

ＪＵＭＰ 

【部活動】 

◇運動部（17）野球（甲子園３度出場）、弓道（関

東大会出場）、男女硬式テニス・ソフト（県大会出場）、

サッカー、男女バレー、男女バスケ、ダンス、チア

リーダー、男女バドミントン、陸上、男女卓球 
◇文化部（12）演劇、吹奏楽、家庭、 
 茶道、華道、ESS、美術、書道、 
 情報処理、手話サークル、写真、簿記 

【学習面】検定合格率90%以上 
【進路面】第一希望進路実現 
     進路実現100%維持(進路保障） 
【生活面】出席率99%以上維持 
     基本的生活習慣確立 

【目指す学校像】 
コミュニケーション力を駆使し、持続可能な社会を担う職業人として知識・技術と豊かな人間性を育む地域に根ざした商業高校 

ＨＯＰ 
本校の３年後の目標 

・基礎学力（商業に関する基礎及び普通教科）の確実な定着と向上 
・各種検査結果にもとづく、「自己理解」と「職業」とは何か考える 
・社会規範と基本的生活習慣の確立 

・専門科目の習熟度別展開授業（少人数授業） 
・自己の適性、能力を生かして、職業人として必要な知識、 
 技術を習得 
・ビジネスマナーや職業倫理、道徳・人権教育を重視 

【教職員】 
生徒一人ひとりに親身な指導 
【本校ＰＴＡ】 
各種学校行事に協力と支援 
【地域の方々】 
本校教育活動に協力と支援 
 



≪所沢中央高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 普通科 生徒数 
(男)431 

(女)527 
計 958 

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

アクセス 西武新宿線航空公園駅より 並木通り団地行きバス 15 分(バスは 5～10 分おきに発車) 

教育課程等

の特徴 

1、2 年では共通科目を開設し、基礎学力の充実を図ります。3 年では文系・理系・看護医療

薬学系に分かれ、多くの選択科目から進路に応じて科目を選び、学びます。少人数授業［英語、

国語］、習熟度別授業［数学］、チーム・ティーチング［英語］を採用し、きめ細かい学習指導

を行っています。 

活躍が顕著

な部活動 

アーチェリー部、ダンス部は度々、全国大会に出場しています。またサッカー部が過去に県

大会で優勝し、関東大会でベスト 8 に輝いた実績があります。近年では、バドミントン部が地

区大会で準優勝しており、野球部も夏の甲子園大会の県予選で 4 回戦まで進出しました。その

他にもバスケットボール部、バレーボール部、卓球部、陸上競技部、硬式テニス部など数多く

の運動部が県大会に出場しています。文化部では過去に演劇部、書道部、吹奏楽部などが、多

くの賞を獲得しています。 

特色ある 

学校行事 

体育祭は縦割り (各学年 1 クラスずつで団を組む)の 8 つの団対抗戦で、上級生が

下級生をリードしながら、日頃の応援練習から熱心に取り組みます。閉会式では全校

生徒が肩を組んで校歌を歌うほど、大きな盛り上がりをみせます。(6 月) 

修学旅行(今年度は沖縄)については、1年次から事前学習をじっくり行い、2 年生

の秋に実施され、思い出深いものになっています。(9月) 

家庭・地域 

との連携 

・保護者(三者)面談(6 月)         ・本校生による小学校での学習支援 

・PTA 及び本校生で校外清掃活動(9 月)    ・授業参観・学級懇談会(11 月) 

・オープンスクール(外部の方々の授業見学)(11 月) 

進

路 

状

況 
四大 103 人 短大 30 人 専門 130 人 就職 28 人 その他 19 人 

傾

向 

四大、短大、専門、就職と様々な進路の生徒がいます。進学は推薦、AO、一般と様々

な方法で希望をかなえています。ここ 5年間では、国立大学や難関私大の合格実績があ

ります。保育系の短大や看護医療系の専門学校への進学者も多数います。ベネッセ実力

診断テストや GTEC などを定期的に実施し、進学意識を高めています。夏季休業中には補

習講座を開講し、熱心で丁寧な指導により進路実績が上昇しています。3年間を見通した

進路指導計画により、一人ひとりの進路希望が実現できるよう、生徒を鍛え、伸ばす進

路指導に力を入れています。 

（※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＞ 

・自分の目標をしっかりと持ち、その実現に向けての努力を怠らない生徒。 

・学校、世の中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） 
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３ 育成方針（生徒の成長物語） 
 
 
 
  ○「入学してよかった！とみんなが思える学校」づくりに全校で取り組んでいます。 

○生徒一人ひとりが志を高く持ち、夢を実現することを目指す学校です。 

明るく落ち着いた

校風と、きめ細や

かな学習・生活指

導の中で、生徒一

人ひとりの力を伸

ばします。 

ほとんどの運動部が県大会で活躍しています。 

部活動を通して、基礎体力や技術力の向上はもちろん、 

人間性の成長を目指しています。 

 

飛躍・成長・自己実現 
多くの生徒が充実した思い出に残る３年間を過ごし、 

人間的に大きく成長して自己実現を果たします。 

納得の進路実現  
多くの生徒が力を伸ばし、進学・就職を問わず納得のいく 

進路実現を果たしています。 

体育祭や文化祭など、生徒が主体となって行われます。 

一つの行事を終えるたびに、達成感や仲間との連帯感 

を味わうことができます。 

心を育み、輝く未来へ 

活気ある 
学校行事 

ガイダンスやバ

ス見学会、進学

補 講 等 を 通 し

て、進路意識を

育て、３年次の

学習につなげま

す。 

文系・理系・看護

医療薬学系の３

つのコースに分

かれ、これまで培

った力を活かし

て、進路実現を果

たします。 

熱心な 
部活動 

基礎学力 
の向上 

充実した 
進路指導 

 
成長の実感 
と自己実現 

 



≪所沢西高校の活性化・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)481 

(女)475 
計 956 

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

アクセス 西武池袋線 小手指駅下車 徒歩１３分 

教育課程等

の特徴 

○授業時間確保のため火曜日は７時間授業を実施し１週 31時間授業で展開。 

○１、２年次は基本的な教科を中心に学習し、基礎力を養成。 

 ２年次からゆるやかに文系・理系に分かれます。 

３年次はさまざまな進路を目指す生徒の希望に応えられるよう、多彩な選択科目を

開講しています。 

〇アクティブラーニングを取り入れ、思考力や協働する力、表現力を身につけます。

〇ICT を活用した授業や、オンライン課題配信や家庭学習サポートを実施。 

活躍が顕著

な部活動 

・陸上競技部 インターハイ出場 

・卓球部 全国高校選抜大会シングルス出場 

・美術部 全国総合文化祭出品 

・吹奏楽部 アンサンブルコンテスト西関東大会クラリネット四重奏銀賞  

生徒の８割以上が部活動に加入し、この他多くの部活動で県大会上位入賞の実績を

残しています。 

特色ある 

学校行事 

・生徒みんなでつくる体育祭や西華祭（文化祭）などの生徒会行事 

・沖縄県への修学旅行（２年） 

・上級生・卒業生との対話や交流授業 

・国際交流事業 

（海外日本語教師との交流会やオーストラリア語学研修 ※希望者、隔年実施） 

家庭・地域 

との連携 

・市内の小中学校との交流事業（各種交流会、学習支援ボランティア） 

・防災教育 

・吹奏楽部による地域高齢者施設、病院等における演奏活動 

・H23 東日本大震災発生以降の被災地・被災した学校との交流及び支援 

進

路 

状

況 
四大  184 人 短大 11 人 専門  93 人 就職 8 人 その他 29 人 

傾

向 

・大学進学者は一般受験が増加傾向にあります。指定校・公募推薦を含め、有名大学に

合格する生徒も多くいます。 

・短大は幼児教育、専門学校は看護・医療系への進学者が多くいます。 

・就職は公務員が希望・実績とも増えています。 

（※生徒数：R2.7.1 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＞ 

 

 学習・部活動に主体的に取り組み、自らの高校生活を充実させようとする意欲ある生徒 

 

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


県立所沢西高校 ～協働・調和・多様性の所西 育成方針～

本校は、様々な生き方や考え方を認め合い、安心して学べる環境の中で、社会で主体的に生き、
挑戦する気持ちを育む場を目指しています。

３つの人間力
を育てます

〇自ら課題を発見し、仲間と協働してその解決方法を考え行動する。
〇社会で自分は何をすべきかを考え、他者とともにその実現に向けてどう行動すればよいかを考える。
〇豊かな感性を養い、公正な判断力をもち、調和がとれる。

基礎学力を養成し、学習と部活
動の両立を目指します。

・アクティブラーニングを取り入れた授
業では、思考力や協働する力、表現力
を身につけます。
・総合的な探究の時間や上級生や卒業生
との交流で、多様な考え方に触れ、自
分の進路や将来について考えます。

自己の在り方を見つめ、自ら課
題を設定できる主体性を育成し
ます。

・進路ガイダンスでは、様々な進路につい
て調べ、具体的な志望先を考えていきま
す。
・沖縄修学旅行では、集団行動の中で平和
の尊さや多様な歴史文化を学びます。

自分で進路を選択できる力と、社
会で生きていく力を身に着けます。

・学習ガイダンス、課外補講、小論文・面接指
導などで、実力を養成をします。
・学校行事や部活動などの中心となり、リー

ダーシップを発揮。協働する力、行動力を身
につけます。

・３年間を通して様々な交流活動に挑戦す
る場が設けられています。

所西の特色

〇個性を育む多様な教育活動 ・それぞれの進路に応じた選択科目 ・ICTの活用 ・防災教育
・アクティブラーニングを取り入れた授業 ・オンラインでの動画視聴や授業の充実

〇活気あふれる学校行事・部活動 ・生徒みんなでつくる体育祭や文化祭 ・８割以上が加入の部活動
・活発な図書館活動（H31文部科学大臣表彰を受賞）

〇多彩な交流活動 ・上級生・卒業生との対話や交流授業 ・小・中学校との交流事業
・国際交流、オーストラリア語学研修 ・ボランティア活動

１年生 ２年生 ３年生

総合的な探究
の時間

グループワー
クで防災につ
いて学習

沖縄修学旅
行（11月）
マリン体験

体育祭

各団３年生を
中心に競い合
います



≪豊岡高校の活性化・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)555 

(女)403 
計 958 

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

アクセス 西武池袋線 入間市駅下車 徒歩５分 

教育課程等

の特徴 

○大学進学重視型単位制高校（平成２５年度から） 

 単位制を生かした多様な選択科目の設置、少人数授業の展開など生徒の進路希望に

応じた学習指導を行っています。 

○進路指導の充実 

 朝テストや模擬試験、進学講習などの実施、生徒が自学自習できる自習室の整備な

ど、生徒の進路実現に向けてきめ細やかなサポートをしています。また、三者面談や

各学期ごとの担任面談などを通じて、生徒のモチベーションを維持し、継続して努力

していけるよう支援しています。 

活躍が顕著

な部活動 

陸上競技部：全国高等学校総合体育大会 男子三段跳出場、全国高校選抜大会 女

子棒高跳出場、関東高等学校大会 男子三段跳２位、男子砲丸投８位など 

アーチェリー部：Ｕ－１７ナショナルチーム選出１名、全国高等学校総合体育大会 

男子個人優勝、全日本ターゲットアーチェリー選手権大会出場、関東高等学校アー

チェリー大会 男子個人５位など 

バトン部：全国高等学校ダンスドリル選手権大会 2019 関東大会出場など 

写真部：全国高等学校総合文化祭 2020 こうち総文出場決定など 

軽音楽部：埼玉県高等学校軽音楽連盟県大会３位など 

特色ある 

学校行事 

遠足（４月）体育祭（６月) 

豊高祭（文化祭）（９月）修学旅行・沖縄（１１月）球技大会（１２月） 

三送会（３月） 

家庭・地域 

との連携 

豊岡中学校学習支援（本校生徒が中学生に学習のサポート）、豊岡小学校一日先生

（本校生徒が小学生に授業のサポート）、まるひろ文化祭出場（音楽部、吹奏楽部、

軽音楽部、ダンス同好会）、豊岡第三区運動会・扇町屋敬老会へ参加（バトン部）、

駅前プラザ夏祭り参加（音楽部、軽音楽部）、入間市合唱祭参加（音楽部）、豊岡第

三区納涼夏祭り参加（吹奏楽部）、入間市吹奏楽フェスティバル参加（吹奏楽部）、

入間グリーンティーＪＡＺＺフェスティバル参加（吹奏楽部）、入間万燈祭りの清掃

活動への参加（野球部）など 

進

路 

状

況 
四大 182 人 短大 18 人 専門 76 人 就職 11 人 

その他の 

卒業者 
34 人 

傾

向 

約 60％が大学へ進学している。国公立大学への進学は、R1年度卒：2名、H30：7名、

H29：4 名、H28：1名となっており、毎年、国公立大学への進学者を輩出するようにな

ってきた。また、R1 年度卒では、GMARCH 合格が大幅に増加し 15名となった。大学時進

学重視型単位制高校に変わって以降、毎年進学実績が向上している。 

（※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＞ 

「教育課程等の特徴」の欄に記載した本校の特徴をよく理解して、自分の進路を実現するために勉

学に励む意欲のある生徒に入学してほしいと思っています。また、本校は部活動や生徒会活動など

も盛んです。勉強だけでなく、文武両道を目指す意欲のある生徒に入学してほしいと思います。 

＜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） 

 

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


地域と
の交流

育成方針

本校の
特 色

◇ 大学進学を意識した単位制を生かした多様な選択科目の設置
◇ 部活動加入率は８０％以上 学校行事は生徒が運営
◇ 西武池袋線『入間市』駅下車徒歩５分の好立地

本校の３年後の目標

１年次

・ 必履修科目で基礎的な学
力や体力を養成

・ 遠足による仲間づくりで
豊高生としての自覚と自信

・ 将来の夢に向けたライフプ
ランづくり

豊高祭 ９月

文化部・各クラス・有
志の展示、パフォー
マンスなどで大盛
況！

３年次

・ 選択科目は３２単位中
２０単位
国公立大学、有名私立大学
（GMARCH）合格
・ あいさつ・礼儀・マナー等
社会性と、グローバル社
会に生きる日本人として
の品格

・ 地域の発展に貢献する人
材としての意識の高揚と
上級学校でさらに知識・
技術・教養を身に着けよ
うという意識の醸成

体育祭 ５月

クラス対抗戦。男子
棒倒し、女子棒引き
部活対抗リレーで大
興奮！

２年次

・ 選択科目は３２単位中
１４単位。大学入試へ
の足固め

・ 部活動、生徒会では中
核者として学校をけん
引

・ 修学旅行等で平和を愛
し、命を大切にする心を
育成

両立！

「二兎を追え！」

本校生徒が中学生の学習を補助

小学校で「一日先生」として授業の補助

大学進学重視型単位制の特長

中学校と

小学校と

◇ 単位制を生かした多様な選択科目で進路に対応
◇ 得意な科目で意欲と成績アップ
◇ 選択科目は少人数できめ細かな指導
◇ ていねいな履修指導で進路希望に合った科目選択
◇ 「豊高ゼミ」、進学講習、整った自習室でさらに学力アップ

大学進学
重視型単位制

☆ 国公立大学合格
☆ グローバルな社会人としての品格
☆ 地域の発展を担う意識の醸成

部活動

学習

・全国大会 アーチェリー、陸上

・関東大会 バトン

・県大会 男子バスケ、ソフトテニス

◎多様な選択科目

◎充実の進学講習、豊高ゼミ

◎午後７時まで使える自習室

修学旅行 11月

沖縄３泊４日での
平和学習・マリン
体験は一生の思
い出(^_^.)

球技大会 12月

運営はすべて生徒
会。クラス対抗戦
でクラスの絆は最
高潮！

本校の教職員
・単位制による教員の加配。授業も部活も熱血指導

・ほぼ毎週の履修指導でライフプランづくり、科目選択指導がきめ細やか

・研究セミナー参加、生徒アンケートを活かした授業改善等で指導力アップ



≪滑川総合高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 総合学科 生徒数 
(男)345 

(女)484 
計 829 

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

アクセス 東武東上線つきのわ駅北口より徒歩６分 

教育課程等

の特徴 

○進学に対応した６つの系列「人文社会」「自然科学」「国際文化」「ビジネス・メデ

ィア」「健康・スポーツ」「ヒューマンデザイン」を設置し、多数の選択科目を用意 

○０限・７限補習、サマーセミナーの実施 

○スペシャリスト授業 

○進学クラスを設置 

○１年次及び２年次生全員にスタディサプリを導入 

○健康・スポーツ系列では介護職員初任者研修修了資格取得 

活躍が顕著

な部活動 

○吹奏楽部「東日本吹奏楽大会」（西関東代表）銅賞・銀賞（平成２８・２９年度） 

○書道部「全国高等学校総合文化祭出場（平成２８・２９・３０年度、令和元・２

年度）、「書の甲子園」団体：北関東優勝（平成２９・３０年度・令和元年度）個人:

文部科学大臣賞受賞（平成２９年度） 

○弓道部「インターハイ」女子個人１２位、国体９位（平成２９年度）、「関東大

会」女子個人出場（令和元年度） 

○陸上部「インターハイ（やり投げ）」出場（令和元年度）、「関東大会（やり投

げ）」第５位（平成３０年度）、第２位（令和元年度） 

○野球部「高等学校野球選手権北埼玉大会」第３位（平成３０年度） 

特色ある 

学校行事 

○１年次集中履修ガイダンス 

○森林公園内でのマラソン大会 

○ビブリオバトル（国語の授業の一環として実施、代表者は県大会に出場） 

家庭・地域 

との連携 

○スマイルデー（町内３小学校との交流事業、田植え・稲刈り・授業補助等） 

○地元３小学校１年生へ入学時に「無事カエル」の配付 

○吹奏楽部の滑川祭りへの参加 

○書道部の近隣自治体等での書道パフォーマンスの披露 

進

路 

状

況 
四大  57 人 短大 32 人 専門 109 人 就職 62 人 その他 11 人 

傾

向 

大学・短大、専門学校、就職と三分するが、昨年度卒業生は大学・短大が３３％、専門

学校が４０％、就職が２３％となっている。 

（※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＞ 

○体を鍛え、心を磨き、人との絆をつくる生徒 

○学力を身につけ、未来を生き抜く人間力を伸ばす生徒 

○夢の実現に挑戦する生徒 

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


授業、朝学習、補習により、学
習内容をよく理解し、学力を向上
させる

産業社会と人間の授業により、
自分の将来と、２年次以降の科
目選択を考える
人間力向上に取り組む

1.  進学型総合学科としての学力向上
2.  充実したキャリア教育による進路指導
3.  あいさつ・身だしなみの徹底

小高交流（スマイルデー）／クリーンプロジェクト／あいさつ運動 等
多彩な行事
体育祭／つきのわ祭（文化祭）／修学旅行／校外学習／マラソン大会
（森林公園）

1年次生

総合学科の特色を活かしたきめ細やかな指導により、教科指導や部活動等の教育活
動を充実させ、生徒の自己実現を図る活力ある学校

① 毎朝ＳＨＲ前１０分間の朝学習の実施
② １年次生全員にスタディサプリを導入
③ ０限（７：３０～）・ ７限（放課後）進学補習
④ 長期休業中の進学補習（サマーセミナー等）
⑤ 進学クラスの編成（２・３年次）
⑥ 専門家の先生によるスペシャリスト授業の実施
⑦ 分野別進路説明会等による進路選択能力の育成
⑧ 学力・看護・公務員模試、就職・進学模擬面接
⑨ 多様な検定試験実施による資格取得
⑩ 大学見学会等の実施による保護者との連携
⑪ 生徒手帳を活用した自己管理能力の育成

学力向上のための取り組み 生徒の進路希望を強力にサポート

次代をひらく
進学型総合学科

埼玉県立滑川総合高等学校

３ 育成方針（生徒の成長物語） 進学型総合学科 キミの数だけ夢がある

彩れワタシ、輝けミライ

① 人文社会系列 文系の進学を支援します
② 自然科学系列 理系の進学を支援します
③ 国際文化系列 英語に重点をおいた選択で、進学を支援します
④ ビジネス・メディア系列 商業・情報系進学を支援します
⑤ 健康・スポーツ系列 健康関連・スポーツ系への進学を支援します
⑥ ヒューマンデザイン系列 福祉・保育・家政系の進学を支援します

滑川総合高等学校
マスコットキャラクター
「nameco」

6つの系列より選んだ週10時
間の選択科目により、進路実現
に向けて学力向上に取り組む

継続したキャリア教育により、
自分の将来を具体化する
人間力向上に取り組む

17週17時間の選択科目により、
進路実現に向けて更なる学力向
上に取り組む

進学、就職どちらにも対応した
充実した進路指導により、自分
の進路希望を実現する
人間力を最大限に伸ばす

２年次生 ３年次生

HOP STEP JUMP



≪南稜高校の活性化・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・外国語科 生徒数 
(男)387 

(女)691 
計 1078 

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

アクセス JR 埼京線 北戸田駅 西口から 徒歩 15 分 

教育課程等

の特徴 

【普通科】1 年次基礎基本、2年次より文理の類型制、「一般受験クラス」の設置 

【外国語科】全体の 1/3 が外国語授業、2 年より第二外国語、各種検定試験(英検・ 

 TOEIC)の取組、多様な専門科目(時事英語、異文化理解など)、TT 授業・少人数授 

 業 ※ALT2 名常駐 

活躍が顕著

な部活動 

【ボート部】R1 全国高等学校総合体育大会県予選男子舵手付きクォドルプル第 2位   

 全国高等学校総合体育大会女子ダブルスカル準優勝 

 国民体育大会女子舵手付きクォドルプル優勝 

【バトン部】R1 全国高等学校ダンスドリル選手権大会第 1 位 

 ALL JAPAN CHEER DANCE CHAMPIONSHIP 第 2位 

【水泳部】R1関東高等学校水泳競技大会出場 

【女子ソフトテニス部】R1 関東高等学校ソフトテニス団体選手権大会ベスト 16 

【美術部】R1全国高校総合文化祭出品 

特色ある 

学校行事 

【全校】・修学旅行は沖縄へ民泊 ・オリーブフェスティバル(体育祭 6 月、文化祭 9 

 月)は、保護者や地域の方々の参加が多く盛り上がっている。 

【外国語科】イングリッシュキャンプ、スピーチコンテスト、国際理解講演  

家庭・地域 

との連携 

・戸田西ロータリークラブとの連携  ・小学校との交流事業 

・戸田市との連携協力事業(植栽事業、市制周年記念事業、高校生議会) 

・保護者との連携事業(レクリエーション、大学見学会など) 

・福祉施設訪問、学警連と連携した街頭指導、三者面談 

進

路 

状

況 
四大 202 人 短大 12 人 専門 110 人 就職 12 人 その他 25 人 

傾

向 

埼玉大、埼玉県立大、立教大、明治大、法政大や学習院大など一般入試で受験し合格す

る者が増えるなど、上位大学を目指し受験勉強して、夢を実現する生徒が増えてきてい

ることが大きな特徴です。 

（※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＞ 

●自分の夢や目標に向かって、頑張ることのできる生徒 

●明るく元気があり、ルールやマナーを守ることのできる生徒 

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


県立南稜高等学校 普通科・外国語科～生徒の成長物語～

自己発見(1年)

自己発展(2年)

自己実現(3年)

①確かな学力 ●アクティブラーニング ●文系・理系の類型制 ●各種検定試験
②豊かな心と健康な身体 ●部活動入学時全員加入 ●多彩な学校行事
③一人一人の進路実現 ●一般受験クラスの編制 ●面談週間 ●系統的キャリアガイダンス
④多彩な国際理解教育 ●2名のALT ●第二外国語の設置 ●多彩な国際交流事業
⑤充実した設備、学習環境 ●全教室冷暖房 ●ナイター設備 ●メディアセンター

社会で求められる汎用性の高い能力・態度・志向(ジェネリックスキル)を育みます。

●タスク3 国際交流事業
世界に目を向ける南稜グローバリゼーション
・世界のトビラ～9か国からの在日外国人講師～
・国際理解講演会、オーストラリア研修(クイーンズランド州)、
・日韓高校生交流(文科省委託事業）

●タスク2 学校行事 県内一を誇るコミットメント
オリーブフェスティバル 体育祭(６月) 文化祭(9月)
修学旅行 沖縄民泊
外国語科 イングリッシュキャンプ(10月) スピーチコンテスト、小学校英語交流
遠足(5月) ロードレース大会、芸術鑑賞会(11月) 球技大会(12月)

●タスク1 部活動 目指すは日本一
ボート部 インターハイ2位 女子サッカー部 関東大会出場
バトン部 全国ダンスドリル選手権１位、USA全国大会1位
水泳部 関東大会出場
美術部 全国高校総合文化祭出品

南稜の3年後の目標
●普遍の南稜生像の確立
明るく元気、優しさと思いやり、そして謙虚な心
●リテラシーの育成～知識の活用,汎用性→自主的な学習時間の
増大
●部活と勉強と行事で頑張る南稜生～「やり抜く力」の育成～
●学びの特質化～「勉強のできる人」から社会で「できる人」へ
アクティブラーニングの普及拡大、学校家庭クラブ活動の拡充

南稜の強み
①学校への高いコミットメント・満足度 →頑張れる学校風土を醸成
行事・部活動の活性化へ→学校の勢いを加速
②人間力を育む三つの力(アクション・シンキング・チームワーク)
目標への強さが行動の原動力 ※普通の生徒が普通に入学し普通以上の練習で偉業を達成
南稜生特有の行動特性(あいさつ、明るさ、思いやり) ～人と人とをつなぎ成長を促進させる～

部活動に燃えた3年間。高い
目標を掲げて厳しい練習に
仲間とともに頑張ってきました。
努力した分だけ結果はついて
くることを南稜で学びました。

特色

オリエンテーションや部活動の加入で南稜生への第一歩。体育
祭・文化祭にコミットできればもはや南稜生。この過程で南稜生
としての自分と向き合う。夢,希望、目標の設定。

高校生活の中心学年。文武不岐。部活では努力の成果を
発揮。学習は朝自習や隙間時間の活用。修学旅行では民
泊と平和がテーマ。南稜生としての自分を限界値まで伸ばす。

部活動を引退し、進路へ意識を切り替えて自らの目標の実現
へ。第一志望主義にこだわりをもって自己実現を果たす。明るく
元気で何事にも高いコミットを実践する真の南稜生の完成へ。



様式          ≪新座高校の活性化・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)211 

(女)335 
計 546 

ホームページ https://niiza-h.spec.ed.jp/ 

アクセス 
武蔵野線・北朝霞駅 東上線・朝霞台駅→ 西武バス 20分、｢新座高校｣下車 徒歩 5 分 

西武池袋線・ひばりヶ丘駅→ 西武バス 15分、｢池田２丁目｣下車 徒歩 5分 

教育課程等

の特徴 

・１年生は少人数学級編成、国、数、英で少人数・習熟度別授業を実施 

・芸術は「音楽」「美術」「書道」の３科目から選択 

・２年生は数・英で少人数・習熟度別授業を実施 

・３年生では進路希望にあった多様な選択科目を学習 

・学習サポーター、スクールカウンセラー、巡回支援員など「学び」への支援が充実 

活躍が顕著

な部活動 

・ダンス部が全国大会第２位（平成３０年度）、世界大会第３位（平成２９年度） 

・テニス部・剣道部・バドミントン部が県大会出場（平成３１年度） 

・美術部が全日本学生美術展で推奨を受賞（平成３０年度） 

特色ある 

学校行事 

・農・漁村宿泊体験の修学旅行（２年生）  

・体育祭（６月）は学年の枠を超えた色別対抗戦 

・在校生からのメッセージ 

 新座高校は先生と生徒との距離が近く、とても話しやすい雰囲気の学校で

す。周りの友人も元気な人ばかりで毎日楽しく生活できます。みんなの心が響

きあい、３年間を通して心身ともに大きく成長できる良い学校です。 

（生徒会長より） 

家庭・地域 

との連携 

・県教育委員会指定「地域の多様な人材との連携による高校生自立支援事業」 

・ＨＰを通じて情報を発信 

・二者面談・三者面談を年各１回実施 

・きほんの「き」（授業や服装のきまりを冊子にしたもの）の保護者への理解と協力 

進

路 

状況 四大 17 人 短大 9 人 専門 47 人 就職 69 人 その他 11 人 

傾向 

・大学・短大・専門学校は、ほぼ全員が指定校推薦、ＡＯ入試、公募推薦で入学 

・学校を通した就職率は１００％ 

・就職先は、埼玉トヨペット、東武百貨店、滝野川信用金庫、戸田中央総合病院等 

（※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＞ 

 欠席・遅刻をせず、学校生活で仲間と協力し合い、まじめに取り組むことができる生徒 

 部活動・生徒会活動などの学校生活で目標を持ち、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） 

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


埼玉県立新座高等学校

１学年 ２学年 ３学年

「志（こころざし）を持った生徒を育てる３年間」

ALTの授業
１年次に学習

授業研究会
年に６回実施
新座の授業を追求

部活動が活躍
ダンス部が全国大会優勝
テニス部・剣道部・バドミ
ントン部が県大会へ

学習サポート
学習サポーターが授業の

疑問をサポート
（社会と情報、数学Ⅰ・A、ECⅠなど）

行事の数々
新入生歓迎会（生徒会主催で部活動紹介・歓迎イベント）

体育祭（色別対抗の応援合戦が見ごたえあり）
遠足（東京・横浜方面やディズニーランド・シーなど）
修学旅行（民泊・農業漁業体験・平和学習など）
落葉祭（生徒会主催・新座高校最大のイベント）

予餞会（３年生を送る会）

・マナー講座
・フリーター防止講演会
・進路講演会

自立支援事業
ＳＳＴ(ソーシャルスキルト
レーニング)講演会実施

グループ学習
さまざまな授業で実践

・分野別模擬授業（年数回）
・卒業生と語る会
（卒業生が来校、進路先の話を聞く）

進路
実現

生活指導
服装・頭髪・あいさつ・遅刻・欠席
など進路実現に欠かせない

「きほんのき」をしっかり見守り指導

新座高校の３年後の目標
自信を持って進路実現できる
豊かな人間性がそなわる

将来に生きる社会性が身につく

定期考査前の勉強会
各学年で実施

勉強の疑問や質問に
各教科の教員が対応

「志を見つける」 「志を育てる」 「志を叶える」
・進路別説明会（就職・進学）
・面接指導・作文指導
・進路相談・個別サポート

～ 生 徒 の 成 長 物 語 ～



≪新座総合技術高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 
電子機械科・情報技術科 

デザイン科・総合ビジネス科 

服飾デザイン科・食物調理科 
生徒数 

(男)320 

(女)378 
計 698 

ホームページ https://nsg-h.spec.ed.jp/ 

アクセス 

東武東上線「朝霞駅」南口より西武バス（大泉学園駅・新座栄方面行）乗車約 15 分 

 「新座総合技術高校」バス停より徒歩１分 

西武池袋線「大泉学園駅」北口より西武バス（朝霞駅・新座栄方面行）乗車約 15 分 

 「都民農園セコニック」バス停より徒歩１分 

教育課程等

の特徴 

・【ミックスホームルーム】（１年） 

  個性豊かな異なる学科のクラスメイトと学びあう取組み 

・【総合選択制】 

  幅広い選択科目から自分だけの学びをコーディネート 

・【ノーチャイム制】 

  時間の管理を自ら行い自主性を高める取組み 

活躍が顕著

な部活動 

・【陸上部】 

  関東高等学校選抜新人陸上競技選手権大会に出場（R１） 

・【水泳部】 

  埼玉県公立高校水泳競技大会入賞（R1） 

・【美術部】 

  黒板アート甲子園関東ブロックエリア賞、審査員特別賞受賞（H30） 

特色ある 

学校行事 

・【こぶし祭（文化祭）】 

  一般公開の来場者は４千人以上で、ファッションショーやこぶし弁当が人気 

・【修学旅行】（２年） 

  関西または沖縄方面への体験型修学旅行 

・【課題研究発表会、卒業作品展】（３年） 

  ３年間で身に付けた高度な専門知識や技術を一般県民にも披露 

家庭・地域 

との連携 

・近隣小中学校で体験型授業を実施（教員向けプログラミング教育の研修会も） 

・地域のイベントへの協力（ポスター制作、イベント参加、工作教室など） 

・学科の特色を活かした現場実習（インターンシップ）を６日間実施（２年生） 

進

路 

状

況 
四大 55 人 短大 3 人 専門 90 人 就職 66 人 その他 19 人 

傾

向 

・大学・短大の指定校推薦枠は 200 人以上 

・併設する本校デザイン専攻科（２年制）への進学者も多数 

・専門分野の学びを活かすことのできる求人が多数あり、学校紹介就職内定率 100％ 

（※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＞ 

・高い志を持ち、夢の実現に向け努力を惜しまず、最後まで頑張り抜く生徒 

・ルールを尊重し、他者への思いやりといたわりの心を持つ生徒 

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


埼玉県立 新座総合技術高等学校 ～生徒の成長物語 2021 ～

新座総合技術高校は「一人一人を生かす」教育を実践します。

■電子機械科
■情報技術科
■デザイン科
■総合ビジネス科
■服飾デザイン科
■食物調理科

１年生
２年生

●ミックスホームルーム
●現場実習 (インターンシップ )
２年次には、それぞれの専門分野の
学習をより深め進路意識を高めるた
め６日間のインターンシップを実施
しています。

それぞれの専門の授業が展開され
ます、専門の授業は教室での座学
と作品製作や実技を行う実習から
なります。基礎から学び始め、専
門の知識や技術を習得していきま
す。

部活動も、運動部、文化部
とも活発に活動していま
す。専門高校ならではの部
活動も活躍しています。

●卒業作品発表（ファッションショー他）
課題研究や実習課題の作品製作を中心に、３年間の
学習成果、製作作品等をそれぞれ学科の内容に応じ
たスタイルで発表会として開催しています。写真は
服飾デザイン科によるファッションショーです。

●デザイン専攻科（卒業後の２年専門課程）
高校を卒業後、さらにデザインを学びたい生
徒のために、２年制のデザイン専攻科が設置
されています。付属の専門学校のような存在
で、修了後は、大学への編入も可能です。

●総合選択制(学科を超えた選択科目）
就職や大学進学など多様な進路に応じた学
習が選択できるシステムです。一人一人を
生かす教育目標のため開校当初から実施し
ています。

●プロの指導者、社会人講師の指導
社会の第一線で活躍しているプロのデザイ
ナーや料理人など専門の知識や技術を有する
先生方から指導を受け、技術を身につけてい
きます。

１年次は、多様な進路希望に備え、基礎学
力の向上と定着、主体的な学びをすすめ、
思考力・判断力・表現力を養います。

２年次は、専門教科と普通教科をバランス
よく学ぶとともに、資格取得やコンテスト
への挑戦など、学習の幅が広がります。

１年次は学科の枠をはずし、異なる学科の生
徒とクラスを共にします。個性的なクラスメ
イトと刺激し合いながら活気あふれる学校生
活を過ごします。

本校の
特　色

◆本校の授業：６つの各学科の専門的・実践的な授業と多様な進路選択や興味関心に応える総合選択制
◆学 校 行 事：こぶし祭 (文化祭 )・公開授業・卒業作品展等の充実（学びの成果を広く伝える学校行事）
◆地域を支える人材育成を行う専門高校：隣接４市（新座・朝霞・和光・志木）から 55％の生徒が通学

３年生
３年次は、進路決定に向け専門の学習を進
めるとともに、学習の集大成としての課題
研究やより実践的な学習が展開されます。



            ≪新座柳瀬高校の活性化・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)299 

(女)390 
計 689 

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

アクセス 

次の３つが主な  ①東武東上線志木駅よりバス 団地南下車 徒歩５分 

アクセス方法です。②東武東上線柳瀬川駅 徒歩２２分 

         ③JR 武蔵野線 新座駅 徒歩２０分 

教育課程等

の特徴 

・多様な選択科目を設定した単位制。 

・１年次は、数学Ⅰで習熟度別少人数授業、コミュニケーション英語Ⅰで少人数授業を 

実施。全年次で体育の少人数授業を実施 

・２年次で６単位、３年次で１３単位を選択 ６名で行う授業など少人数授業を展開 

・様々な資格取得を支援する選択科目の設定 年間のべ４００名以上が合格 

 ＩＴパスポート試験、情報セキュリティマネジメント試験などの国家試験にも対応 

活躍が顕著

な部活動 

【平成２９年度-令和元年度の実績】 

野球部：平成２９年度全国高校野球選手権埼玉大会ベスト３２進出 

県大会出場：バドミントン、剣道、男子バレーボール、ソフトテニス、陸上競技など 

吹奏楽部、ボランティア体験交流部：福祉施設との交流活動 

演劇部：全国高校総合文化祭佐賀大会公演（佐賀県鳥栖市鳥栖市民文化会館） 

美術部：埼玉県高校美術展で県知事賞や優秀賞を受賞。書道部：全国大会へ出展 

その他、多くの部活動で、生徒、教師ともに汗を流しています。 

特色ある 

学校行事 

・抜群の盛り上がりを見せる雲雀祭（文化祭）、体育祭 

・インターンシップ：地元企業と連携 

  ２年次：病院、保育園幼稚園、介護施設等 ３年次：看護体験 

・「こども文化」の授業で、幼稚園実習体験：３年次：白樺幼稚園と連携 

・修学旅行 ２年次に実施（令和２年度 沖縄平和学習、マリン体験等） 

・マラソン大会（１１月に実施）所沢航空公園 ・球技大会 年次毎に実施。 

家庭・地域 

との連携 

・新座市社会福祉協議会：新座市北２地区ふれあい連絡協議会 

  新座市立第四中学校、新座市立新座小学校、新座市立新開小学校と連携 

・福島ひまわりプロジェクトへ参加（新座市観光課と連携） 

  ホームページ「ひまわり日誌」をご覧ください。 

・新座市活性化事業へ参加（新座市シティプロモーション課と連携） 

・ボランティア体験交流部 吹奏楽部：新座市や障がい者支援施設と連携 

・新座警察：交通安全マナーアップ推進校として連携 

 

進

路 

状況 四大 ４６人 短大 １２人 専門 ９４人 就職 ５０人 その他 １６人 

傾向 

・大学、専門学校、就職と多岐にわたり進路実現を果たしています。本校は、どの 

 進路希望にも応じた進路指導体制で教育活動を展開しております。 

・大学一般受験者が増加。センター試験対策、私立大学受験対策等の課外授業を実施 

・卒業生は、小学校教諭、保育士、看護師、警察官、自衛隊など社会人として立派に 

 活躍しています。 
（※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＞ 

・学校のルールをしっかり守り、自分の進路希望実現に向けて努力ができる生徒 

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


○ 授業公開等による授業工夫改善と

社会性と人間力を育む学校行事

・単位制を生かした選択授業（資格取得）

埼玉県未来を拓く学び事業推進研究校

・オープン授業で授業力アップ（6月11月）

・クラスの絆を深める体育祭、文化祭！

・

☆ 単位制による特色を生かした授業・・・・・・・・進路実現、資格取得など多様な学びを支援
☆ 学校行事や部活動・・・・・・・・・・・・人間力アップの雲雀祭、体育祭、社会性を高める委員会、部活動
☆ 地域と連携・・・・・・・・・・・・・・支援のインターンシップ、地域交流の生徒会・部活動等と社会性を育成

新座柳瀬高等学校 ～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

学校生活を柱に
基礎学力の定着

・数学Ⅰの授業が少人数習熟度クラス
・コミュニケーション英語Ⅰの授業が

少人数クラス
・適性検査「わくわく」
・分野別職業理解ガイダンス

（外部機関と連携）
・進路説明会、進路研究週間等

進路意識と学力向上
・選択科目3科目6単位 少人数授業

・職業適性検査
・インターンシップ（夏休み3日間）
地元企業、病院、学校等連携
・オープンキャンパス、職場見学等
・体験型模擬授業（外部機関と連携）
・進路研究週間
・本校卒業生との懇談会等
（各分野の先輩から体験談を聞く）

進路実現と
社会性のレベルアップ

・選択科目5科目13単位
・少人数授業と資格取得（将来の夢）
・職業適性検査
・外部模試の受験と実力の把握
・オープンキャンパスと職場訪問
・進路別ガイダンス（外部機関連携）
・看護系インターンシップと
「子ども文化の授業」実習体験（幼稚園）

柳瀬の取組 活気あふれる部活動

・演劇：令和元年度全国高校総合文化祭佐賀大会出場

・バドミントン、剣道：令和元年度県大会出場

・近年県大会出場：男子バレー、陸上、ソフトテニス

・書道部：全国大会へ出品

・美術部：埼玉県高校美術展優秀賞

様々な部活動で、生徒も先生も頑張っています！

チーム柳瀬

卒業までの目標

・校内支援委員会を中心に特別支援を学校全
体で行っています。スクールカウンセラー、ス
クールソーシャルワーカー、特別支援学校等と
連携し、生徒一人一人が、学習やその他の活動
に打ち込める環境を整備しています。

自己肯定感と社会で貢献できる
力を身に着ける！

・成績優良者の増加

・進路決定率９０％

以上を維持

・学校行事での達成感

と振り返り：体育祭、

文化祭、修学旅行、生徒会各委員会活動と行事等

・地元への貢献度アップ：インターンシップ、障がい者

支援施設交流、介護施設訪問、地元のお祭りボラン

ティア等

１年次

２年次

３年次



≪蓮田松韻高校の活性化・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) 300 
(女) 241 

計 541 

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

アクセス 
ＪＲ宇都宮線「白岡駅」より徒歩２５分 
「蓮田駅」より江ヶ崎馬場行きバス「東埼玉病院」下車徒歩７分 

教育課程等

の特徴 

・１年次は３３人程度の少人数クラス編制、数学・英語の習熟度別授業 
・学力の土台を築く学校設定教科「マルチベーシック」の実施 
・選択科目は進路実現に向けてよりよい選択ができるよう、７つのプランを例示 
・定期考査前の学習会、放課後・夏休みの進学補習、大学生による学習支援を実施 

活躍が顕著

な部活動 

・陸上競技部関東大会出場、インターハイ出場・入賞 

・女子バレーボール部県大会出場 

・パソコン部ＩＴパスポート合格 

特色ある 

学校行事 

・体育祭は色別対抗戦で、人気種目は全校ダンスや「松韻走る（shouinsoul）」 

・文化祭は生徒会が中心となり、全員の力を結集し最高のパフォーマンスを見せる 

家庭・地域 

との連携 

・蓮田市内の中学生を対象とした体験授業・出前説明会 

・蓮田特別支援学校との交流 

・蓮田市内イベントへの参加（交通安全キャンペーン、蓮田まつりへの運営協力等） 

進

路 

状

況 
四大 ３８人 短大 １３人 専門 ５０人 就職 ８５人 その他  ４人 

傾

向 

・四年制大学、短期大学、専門学校進学が約５割、就職が約５割。 

・主な就職先は、東光高岳、ＹＫＫ ＡＰ㈱ など。 

（※生徒数：R1.5.1 現在、進路は H31.3 月卒業生の実績値） 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 

 

・学校生活を前向きにかつ大切にし、自分の未来を切り拓くために進路目標に向かって努力する生徒。 

・ルールやマナーを守り、明るく挨拶ができるなど基本的生活習慣が確立されている生徒。 

 

＜詳しい入学者選抜基準はこちら＞ 

・学習の記録の得点については、学年比率１：２：３で、３年次の評価を重視します。 

・第１次選抜（定員枠 70％）においては、学力検査と調査書の記録をバランスよくみて選抜します。 

・第２次選抜（定員枠 25％）及び第３次選抜（定員枠 5％）においては、調査書の記録と面接を重視

した選抜を行います。 

・面接を実施し、受検生の意欲・態度を積極的に評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

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


埼玉県立蓮田松韻高等学校 ～生徒の成長物語～

具体的な取組

＜学習指導＞
基礎学力の定着

・授業の工夫と改善
・授業研究等による授業改善
・マルチベーシックの充実
・生徒の実態に即した授業・
評価方法の工夫

＜特別活動・部活動＞
部活動の活性化

・部活動参加の促進
・主体性を育む学校行事
・生徒会活動の充実
・リーダーの育成
・行事への積極的な参加

＜進路指導＞
進路指導の充実

・キャリア教育の推進
・進路学習を通じての自己の確立
・進路実現のためのきめ細かな
指導、外部との連携

＜地域・関係機関との連携＞
地域行事への積極的な参加

・学校説明会の充実
・中学校訪問の実施
・ＨＰによる教育活動の発信
・中高連携活動や地域貢献
活動の充実

＜生徒指導＞ ・基本的生活習慣の確立（服装・頭髪、遅刻、交通安全の指導継続、スマホ使用に関するマナー向上）
・学校のルールを守る姿勢を育む（生徒の人格を尊重し承認と称賛、人権教育の充実、ＳＨＯＩＮの心）

【生徒の願い】

●充実した学校生活

●基礎学力の定着、伸長

●進路希望の実現

●充実した学校行事

スクールマスコット マツボくん マツミちゃん

●時間の厳守、挨拶の励行
●基本的生活習慣の確立
●学習意欲の向上、基礎学力の定着

↓
＜自己を知る＞
自分を客観的に知り、社会と自己
の関わりを考える。進路学習により、自
己理解を深めるとともに、２年次の選択
授業についても考える。

１年次“自己理解”

●家庭学習習慣の定着
●学校行事や部活動への積極的参加
●「中だるみ」の防止

↓
＜視野を広げる＞
中堅年次として学校を牽引していける生
徒の育成。基礎学力の充実を図り、各自
の進路実現に見聞を深める機会を設け、
意識を高める。

２年次“自己伸長”
●最上級生としての「誇り」
●個に応じた進路希望の実現
●自己実現に向けての継続的な努力

↓
＜自己を実現する＞
個別相談指導を徹底し、担任からのアド
バイスやアドバイザーとの面談を通して、
希望の進路を決定し、自己実現を図る。

３年次“自己実現”

●本校の授業 → １年次は３４人程度の少人数クラス編制 数学・英語の習熟度別授業の実施

●選択授業 → ２・３年次は進路実現に向けてよりよい選択ができるよう７つのプランを用意

●特別活動・部活動 → 生徒会を中心とした主体性を育む学校行事 部活動参加の促進

●地域との連携 → 地域行事への積極的な参加 中高連携活動や地域貢献活動の充実

本校の特色

【松韻高校の3年間で】
●地域を支える人材となる
●確かな学業・職業の道を
開く

●幸せな人生を送る準備が
できる

【学校行事】
・遠足（５月）
・体育祭（６月）
・文化祭（９月）
・修学旅行（10月）
・マラソン大会（11月）

【部活動】運動部：13 文化部：14



≪鳩ヶ谷高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 
普通科 園芸デザイン科 

情報処理科 
生徒数 

(男)319 

(女)514 
計 833 

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

アクセス 
ＪＲ蕨駅東口より新井宿駅行きバス約１２分 鳩ヶ谷高校下車徒歩３分 

埼玉高速鉄道鳩ヶ谷駅または新井宿駅より徒歩１５分 

教育課程等

の特徴 

・３学科（普通科・園芸科・情報処理科）併置の全日制の総合制高校 

・１学年で１クラス３５人 少人数学級編制による学科混合のミックスホームルーム 

・２学年から学科別のクラス編制。普通科は、進路目標に応じた進路希望別特進クラスと 

少人数学級による総合クラス編制 

・２、３学年では進路希望にあわせて他学科の授業も選択できる多様な選択科目を開設 

・進路・小論文補習や外部テストの活用及び資格取得の充実 

活躍が顕著

な部活動 

・全国大会出場：弓道部、写真部  ・関東大会出場：陸上部、弓道部 

・県大会出場：サッカー部、女子バレーボール部、剣道部、テニス部、ソフトテニス部 

・園芸デザイン科 農業クラブ 全国大会出場・県大会優秀賞・県技能競技成績優秀賞 

・情報処理科 クエストカップ全国大会出場 

・埼玉県高校生専門資格等取得表彰（園芸デザイン科・情報処理科）その他多数受賞 

特色ある 

学校行事 

・体育祭、文化祭「鳩高祭」、球技大会などをとおして団結力を高めます。 

・修学旅行（H30・H31 年度入学生台湾～国際交流他）等、国際理解教育を推進します。 

・ロードレース大会では、多くの生徒が最後まであきらめずに走り切ります。 

家庭・地域 

との連携 

・学校ホームページによる教育活動の紹介 ・家庭への一斉メール配信 

・伝書鳩（学校だより）の地域への配布 

・挨拶励行運動 

・三者面談の実施（全学年）・地域ボランティア活動 

・安行植木祭り、花の文化展、川口はたちの集い 

進

路 

状

況 
四大 66 人 短大 22 人 専門 121 人 就職 58 人 その他 7 人 

傾  

   

  

 

向 

◆４年制大学：日本、拓殖、東海、大東文化、帝京、東京工科、千葉工業、明星、白百

合女子、跡見学園女子、大妻女子、埼玉学園、十文字学園女子、城西、城西国際、尚美

学園、聖学院、千葉商科、東京福祉、二松学舎、東京経済、東京国際、東京成徳、人間

総合科学、流通経済、東洋学園、文京学院、ものつくり等。 
◆短期大学：女子栄養、大妻女子短大、川口短大、実践女子大学短大、淑徳大学短大、

帝京短大、貞静学園短大、東京成徳短大、武蔵丘短大、目白大学短大等。   
◆専門学校：済生会川口看護、さいたま看護、戸田中央看護、埼玉医療福祉、東京歯科

衛生、日本リハビリテーション、道灌山学園保育福祉、大原こども、東京教育、テクノ・

ホルティ園芸、鯉渕学園農業栄養、大宮国際動物、中央動物、東京愛犬、国際理容美容、

埼玉県理容美容、資生堂美容技術、日本美容、早稲田美容、武蔵野栄養、武蔵野調理師、

織田調理師、中央工学校、東京デザイン、大原簿記情報ビジネス、大原情報ビジネス、

大原法律公務員、大原簿記、駿台トラベル＆ホテル、日本工学院、日本電子等。 
◆就職：瀧野川信用金庫、株式会社そごう・西武、京浜急行電鉄株式会社、日新石油株

式会社、日本郵便株式会社、株式会社コジマ、株式会社セキ薬局、戸田中央総合病院、

セコム株式会社、東研化工株式会社、株式会社ヤオコー、株式会社鹿島屋等。 
◆公務員：蕨市消防。 

（※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＞ 

〇高い目的意識を持ち、自ら学び将来の夢に挑戦する生徒 

〇明確な目標を立て、自らの進路実現に取り組む生徒 

〇何事にも積極的に学び最後まであきらめない生徒 

＜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） 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本校が求める生徒】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝読書 

・３学科（普通科・園芸デザイン科・情報処理科）併置の全日制の総合制高校 

・１学年で１クラス３５人 少人数学級編制による学科混合のミックスホームルーム 

・２学年から学科別のクラス編制。普通科は、特進クラスと総合クラス編成 

・２、３学年では進路希望にあわせて他学科の授業も選択できる多様な選択科目を開設 

〇未来を拓く「学び」プロジェクト推進事業 

Ｈａ 

hope 

「希望」 

■主な県研究指定 

Ｔｏ 

thinking 

「考える」 

Ｇａ 

growing 

「成長」 

Ｙａ 

Yourself 

「君自身」 

〇就職アドバイザー派遣事業 

 

〇就業体験推進事業 

〇未来の職業人材育成事業 

〇高校生の「農力」育成プロジェクト 

育成方針 

🔘ここに学ばん 豊かな知性 

🔘ここに謳わん 若き生命 

園芸デザイン科卒展 

🔘ここに究めん 未来の技を 

Hatogaya High School 〇金融教育研究校 

■自分自身に対する理解を深め、自ら考え、 

情報を収集し、問題を解決する姿勢を育 

てます。 

自分を知る 

 

■１クラス３５人の少人数学級編成。 

 ■３学科ミックスＨＲで、学科を超えた交流。 

 

～他者との関わりの中で～ 

●高い目的意識を持ち、自ら学び将来の夢に挑戦する生徒 
●明確な目標を立て、自らの進路実現に取り組む生徒 

 
●何事にも積極的に学び最後まであきらめない生徒 

 １  学  年 

 

 

 

 

 ２  学  年 

自己理解をさらに深め、自分を高める 

 ～取り巻く社会や環境に応じて～ 

■学科別クラス編成 

 ◆普通科、特進クラスと総合クラスに分か 

れ、目標に応じた授業が展開されます。 

◆専門学科、園芸デザイン科１クラス、情 

 報処理科２クラスで専門性の高い授業や 

資格取得に向けた取組が本格化します。 

 

体育祭 文化祭 

・責任感を持ち自分を活かす 

 ～自己実現を目指す中で～ 

 ■自分の将来像を考えながら、進路実現 

のために何が必要なのかを具体的に考 

え、行動できるようになります。 

最上級生としての自覚・思いやり 

 

 ３  学  年 

 

 ３年後の目標 

①挨拶の励行・時間厳守の取組で、社会人 

 
として必要な行動様式が身につきます。 

②総合的な探究の時間などを活用し、それぞ

れ の進路目標が達成できます。 

 ③学校行事などをとおして、協調性や社会性 
が身につきます。 

部活動 

吹奏楽部定期演奏会 

「育てよう」 



≪鳩山高校の活性化・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・情報管理科 生徒数 
(男)214 

(女)119 
計 333 

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

アクセス 
東武東上線高坂駅下車川越観光バス鳩山ニュータウンゆき鳩山高校入口下車徒歩５分 

※登校時５本・下校時２本のバスは校内まで乗り入れ 

教育課程等

の特徴 

夢に向かって「実学」スタート！基礎・基本を大切にしつつ、普通科、情報管理科の併

置を生かした学びで、生徒の実践力、コミュニケーション力を高めます。 

・１年生は少人数学級編制。数学と英語は２クラス３展開で基礎基本を身に付けます。 

・普通科でもビジネス教育を学びます。（１年生「ビジネス基礎」２年生「情報処理」） 

・情報管理科では資格取得に取組み、この資格を生かした進路実現を目指します。 

・３年生選択科目群「実学」の教科間連携で社会に向けたより深い学びを提供します。 

活躍が顕著

な部活動 

・陸上競技部 全国選抜陸上競技大会・関東陸上競技選手権大会       

・自 転 車 部 全国選抜大会・高校総体（インターハイ）・関東大会出場 

・美 術 部 全国高等学校総合文化祭 

・書 道 部 全国書道展 出展 他 

特色ある 

学校行事 

・地域の多様な人材との連携による高校生自立支援事業 

・勤労体験（全学年） ・東日本震災復興ボランティア 他 

家庭・地域 

との連携 

・地元小学生との交流（ 走り方教室、水泳補助等学校行事へ参加 ） 

・鳩山町との包括的連携協定に基づく連携事業実施（ハトミライ☆プロジェクト他） 

・地元自治会等の行事への生徒の参加 

進

路 

状

況 
四大  9 人 短大  5 人 専門  31 人 就職  66 人 その他 9 人 

傾

向 

・希望者の進路決定率 100％！一人一人の進路を実現します。 

・指定校や情報管理科の資格取得を生かした進学実績があります。 

・３年間を見通した「キャリアデザインマップ」で計画的な進路指導を行い、さらに一

人一人の特性を伸ばせるよう、きめ細やかな対応をしています。 

（※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＞ 

○挨拶ができ、礼儀正しく、しっかりとした生活習慣が身に付いている生徒 

○中学校で毎日の授業に熱心に取り組み、高校でもそれを継続できる生徒 

○高校卒業後の進路決定に向けて、３年間しっかりと取り組める生徒 

○中学校で３年間、部活動を熱心に取り組み、高校でも部活動に励む意欲を強く持っている生徒 

○（情報管理科）コンピュータやビジネスに関心があり、資格取得などに意欲的に取り組むことが

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） 

 

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


＜夢に向かって実学スタート！埼玉県立鳩山高等学校＞
 普通科と情報管理科が並置されています。普通科の生徒も実務的な力を身に付けられます。
 普通教科の定着を基礎に、進路に応じた専門的な知識・技能を身に付けられます。
 社会に出て役立つ実習、さらにより実践的、実務的な学習を重視しています。

2年
3年

•全員で学ぶビジネス教育
•自らを育む「勤労体験」
•「実学」教科間の連携

授業・行事

•心身を育む部活動
•ふれあいを大切にしたボ
ランティア活動

課外活動
•小・中・大学との連携
•地域資源を生かした教育
活動の実践
•地域行事への参加

地域連携

地域を支え、地域の発展に貢献するリーダーの育成

•少人数クラスでわかる授業
•学習サポータの活用
•自立支援事業による社会性の確立

新たな学びと気づ
きで学力・生活の

基礎固め

•学びの基礎診断を生かして学力向上
•修学旅行先の歴史・文化・伝統の学習
•生徒の意欲を高めるガイダンスの実施

個々のキャリアを
育み、自分の可能
性を見出す

•進路別見学会の実施
•就職支援アドバイザーの活用
•若者サポートステーションとの連携

学び続ける態度を
育み進路実現

1年

•

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
が
学
校
生
活
を
サ
ポ
ー
ト

•

地
域
に
学
ぶ
ハ
ト
ミ
ラ
イ
☆
プ
ロ
ジェ

ク
ト

•

キャ

リ
ア
デ
ザ
イ
ン
マッ

プ
の
活
用

•

行
事
と
部
活
動
で
育
む
自
信
と
達
成
感

生徒の成長物語

授業がわかった。友達もできた。希望進路も実現できた。鳩高で学ん
だことは新たな自信となった。そして、信頼される喜び、感謝の気持
ちに気付けた。卒業後も、もっと成長できるように学び続けたい。

入学

卒業



≪羽生実業高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 
ビジネス会計科･商業科 

･情報処理科･園芸科 

･農業経済科 
生徒数 

(男)218 

(女)192 
計 410 

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

アクセス 東武伊勢崎線羽生駅より徒歩１５分、秩父鉄道西羽生駅より徒歩５分 

教育課程等

の特徴 

・１年生で少人数学級編制を行うことにより、きめ細かい指導体制を確立。 

・実習を多く取り入れ、実践的な力を身につけさせる専門科目を設置。 

・検定等の資格取得の推進。 

・県の「未来の職業人材育成事業」等を通じた自主性、社会性の育成。 

活躍が顕著

な部活動 

・ウェイトリフティング部が５年連続で全国大会に出場、２８年度は男子 53Kg 級 

  インターハイ、国体ともに個人優勝、３０年度は男子 62Kg 級で国体４位・ 

 １０５Kｇ級で国体３位に入賞。 

・砲丸投げ、令和元年度 県大会第４位、関東大会出場、国体少年Ｂ第２位。 

・フラワーアレンジメントコンテスト１1 年連続県大会最優秀賞・全国大会出場。 

 平成 30 年度は全国大会で『銅賞』を獲得。 

特色ある 

学校行事 

・文化祭では、専門高校ならではの企画（生徒が作った野菜の販売等）があり 

 ます。 

・真剣勝負の体育祭は、毎年盛り上がります。 

・地元企業へのインターンシップを実施（２年生全員） 

家庭・地域 

との連携 

・農業体験講座の開講       ・中学校への出前授業の実施 

・保育園、小学校との交流     ・ムジナモ保存会との連携 

・園芸即売会等による地域交流   ・地域のボランティア活動への参加 

進

路 

状

況 
四大  10 人 短大 4 人 専門 36 人 就職 88 人 その他  9 人 

傾

向 

進学者が減少、就職者が増加傾向にある。 

大学・短大の指定校推薦多数あり。就職内定率１００％ 

（※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＞ 

社会に有為な産業人となることを志す生徒 

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


◇ 本校の授業・・・・・ １年生で少人数学級編制を実施、「分かる授業」を通じ基礎から丁寧に指導、資格取得を奨励
◇ 行事や部活動・・・・・ 　専門高校ならではのユニークな企画の文化祭、ウェイトリフティング部高校総体優勝、国体優勝
◇ 学校の周辺情報・・・・・　農業体験講座で地域交流、保育園や小学校との連携、市の行事などにボランティアとして参加　　

ビジネス会計科 ・ 商業科 ・ 情報処理科 園 芸 科 ・ 農 業 経 済 科

  商魄 日 本 の 未 来 を 支 え るスペシャリスト へ   農魂

進路希望を実現させるｷｬﾘｱ教育の推進
専門教育を通じた人間力の育成

商業全般に関する総合的な演習
専門的な技能の習得
（ 総合実践、課題研究 ） （ 総合実習、課題研究 ）

インターンシップを通じた職業観の育成
ボランティア活動を通じた社会性の育成

商業に関する専門知識の習得
検定等の資格取得の奨励
（ 財務会計、ビジネス情報 ） （ 栽培技術、食品製造 ）

学校行事を通じた協調性の育成
部活動を通じた自主性の育成

各教科の基礎学習の習得
商業の基礎を学ぶ
（ 簿記、情報処理 ） （ 農業と環境、農業情報処理）学習習慣の定着

県 立 羽 生 実 業 高 校　 ～生徒の成長物語～

本校の
特　色

実践的授業

少人数学級編制

少人数授業・ＴＴ授業

３年

　　　農業の基礎を学ぶ

２年

　総合実習による専門的な知識や
　　　技術の習得

　　 実習を多く取り入れた実践的な授業
　　 宿泊を伴う共同実験実習

　　 各教科の基礎学習の習得１年

対応力応用力の向上

基礎学力の充実



≪羽生第一高校の活性化・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) 286 

(女) 296 
計 582 

ホームページ https://www.hanyu1-h.spec.ed.jp/ 

アクセス 東武伊勢崎線・秩父線 羽生駅西口より徒歩１５分／自転車７分 

教育課程等

の特徴 

・各学年１クラス「特進クラス」を設置し、早朝補習・集中講義を実施。 

・２年から「特進クラス」「総進クラス」ごとに文系・理系の類型選択。 

・「一高ＣＧプロジェクト」（総合的な探究の時間を活用した３年間を見通したキャリ 

 ア教育）を実施。 

・「協調学習」を取り入れたアクティブ・ラーニングを実施。 

・「ＮＩＥ（新聞を使った教育）」を実施。 

活躍が顕著

な部活動 

・陸上部平成２８年度から令和元年度全国高校総体（インターハイ）出場、 

 令和元年度Ｕ１８日本陸上競技選手権女子棒高跳入賞。 

・その他すべての運動部が県大会目指して活動中。 

・吹奏楽部県大会出場（平成３０年度） 

・写真部、美術工芸部、書道部等県展へ出品。 

・文化部は羽生市高校生ボランティアで地域貢献。 

特色ある 

学校行事 

・視野を広げる講演会、高校生「学び」”夢”プランへの参加、大使館の講演会、 

 ようこそ先輩講演会等の実施（一高 CG ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ）。 

・弁論大会（英語での speech が半数以上）。 

・平成 28 年度から 29 年度県サイエンスアカデミーの実施。平成３０年度から羽一サ 

 イエンスアカデミー実施。 

・平成 30 年度から令和２年度オリンピック・パラリンピック教育推進校。 

家庭・地域 

との連携 

・羽生市学びあい「夢」プロジェクトで市内３中学校と連携し、出前授業を実施。 

・羽生市のボランティアへ参加。 

・羽生市の小学校とスポーツ交流。 

・部活動体験を、夏季休業日・春季休業日に実施。 

進

路 

状

況 
四大 109 人 短大 22 人 専門  84 人 就職 11 人 

その他の 

卒業者 
 14 人 

傾

向 

約６割弱が大学・短大、３割強が専門学校の進路である。近年は公務員・就職の生徒が

10 数名いる。 

（※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＞ 

地域の期待に応えるため「自主・自律 求めて強き風に立つ」の精神のもと、勉強に部活動に全力

を尽くし、双方とも妥協せずに、頑張れる元気な生徒 

＜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） 

 

https://www.hanyu1-h.spec.ed.jp/
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html


３ 育成方針（埼玉県立羽生第一高校 ～生徒の成長物語～）
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様々な体験を通して、教養豊かな幅広い 

 

 

 

 

ＡＩに負けない自己肯定力、傾聴力、分析力、思考力、発信

力、想像力、創造力、行動力を持ったアクティブラーナー 
 

３年 
☆地域の中核となるために進学できる学力 
☆１日１０時間の独学ができる精神力 
☆東部地区大会上位・県大会出場 
☆９０校程度の学校を迎えての個別進路相談会 
☆入試に対応した進学補習 

２学年 
○ 大学見学の実施 
○ 出張講義の実施 
○ 高校生「学び」”夢”プランへの参加 
  （大学で学生と一緒に講義を聴く) 

○ 第１志望マニフェストの作成 
○ 新聞を読んで読解力アップ 

１学年 
・基礎学力の基盤固め・強固な体力の基礎固め 
・職業インタビューと発表会 
・プロフェッショナルから学ぶ講演会 
・アクティブラーニング開始 
・新聞を読んで自分の意見 Output 
・ＫＪ法を学ぶ 

総合進学クラス 
e-ラーニングで予習・復習
夏季休業５日間の補習 
冬季休業５日間の補習 
羽一手帳で時間管理 
 

特別進学クラス 
毎日早朝補習 
夏季休業１０日間の補習 
冬季休業５日間の補習 
特別集中講義 
羽一手帳で時間管理 

一高ＣＧプロジェクトでステップアップ 



≪飯能高校の活性化・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)268 

(女)436 
計 704 

ホームページ http://www.hanno-h.spec.ed.jp 

アクセス 
西武線 飯能駅下車徒歩１２分  

JR 八高線 東飯能駅下車徒歩１５分 

教育課程等

の特徴 

ステップアップクラス編成 
１年次 ①１クラス３５人の少人数クラス編成 ②英語で習熟度別少人数授業 

    ③年２回英検全員受検 

２年次 ①英語による習熟度別クラス編成 

     （アドバンストクラス２クラス、スタンダードクラス４クラス） 

    ②数学で習熟度別少人数授業 

３年次 ①進路別クラス編成（進学クラス、一般クラス） 

 

※ 今年度からスタディサプリと Google Classroom を導入。IT 化を進めています。 

活躍が顕著

な部活動 

・ホッケー部  １３年連続インターハイ出場 

        Ｕ－１８日本代表選出 

・チアダンス部 チアダンス選手権大会(全国大会)ジャズ部門高校編成優勝 

・陸上競技部  県大会出場（多数の競技種目） 

・卓球部    １３年連続県大会出場 

・弓道部    県大会出場 

特色ある 

学校行事 

・体育祭は全クラスが「クラス旗」作成。揃いのユニフォームで盛り上がる。 

・学年別球技大会（１、２学期末）を実施。男女が同じ種目を行う。 

・ウォーク 21（１１月）は正丸・吾野間２１キロを歩く。 

（令和２年度は新型コロナウイルス感染症のため、１学期球技大会は中止） 

家庭・地域 

との連携 

・商工会議所・ＰＴＡと連携して就職模擬面接会を開催 

・地域主催のイベント等に多数出演（チアダンス部、吹奏楽部） 

（例年地元小学生を対象にした学習・実技指導や科学実験教室を実施していたが、 

令和２年度は新型コロナウイルス感染症のため中止） 

進

路 

状

況 
四大 ４８人 短大 １８人 専門 ７９人 就職 ４２人 その他 ２９人 

傾

向 

・過去において英検準１級を取得した生徒が、その資格を使って青山学院大学に合格して

います。一昨年は明治大学、２年前は早稲田大学に、それぞれ一般入試で合格しています。 

・高等看護学校合格者が増加しています。 

・就職は埼玉県警、東和銀行、鷺宮製作所等、公務員・優良企業に合格しました。 

（※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、学校行事、部活動に積極的に取り組もうとする生徒 

 他人を思いやり、ルールやマナーを守ろうとする生徒 

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


部活動

目標を定め、仲間とともに
ハードルを一つずつ乗り越えます

行事
お互いにコミュニケーションを取

りながら、クラスの団結を目指します

それぞれの学力を伸ばし、進路実現を目指す
飯能高校には、さまざまな学力の生徒を伸ばすシステムがあります

ステップ２（２年次） ・・・学力別クラス編成
英語の学力によるクラス編成
（アドバンストクラス２，スタンダードクラス４）

アドバンスト（発展）クラスのうち１クラスは大学進学
希望者を集め、よりレベルの高い授業を実施

数学についても、学力別の少人数授業

ステップ３（３年次） ・・・進路別クラス編成
進路に応じた多様な科目を用意し、進路実現
を目指す

そのシステムとは？→ ステップアップクラス編成 というシステムです

３年後の目標
それぞれの進路に必要な学力と
コミュニケーション力を身につける

１年英語の学力別少人数授業 全員で英検に挑戦（１年）

ステップ１（１年次） ・・・少人数授業
英語は、学力別（３段階）の少人数授業

力のある生徒を伸ばし、つまずいている生徒は基礎を見直す

英語検定を全員が受験
目標を持ち努力することによって、自分の道を切り開く

地域との連携
進む道はそれぞれ異なりま

す。就職希望者に対し、飯能商
工会議所と提携、模擬面接指
導を行います。

外部講師による
進学ガイダンス

進学指導
進学補講や模擬試験の実施、ベネッセ

のファインシステム＆コンパスを活用し、大
学受験に対応します。埼玉大、早稲田大、
明治大、青山大、学習院大、日本大、東洋
大、日本医療科学大 等に合格しています。



            ≪飯能南高校の活性化・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・普通科スポーツコース 生徒数 
(男)298 

(女)156 
計 454 

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

アクセス 
・西武池袋線元加治駅から徒歩２２分 

・西武池袋線飯能駅、ＪＲ東飯能駅から徒歩２６分 

教育課程等

の特徴 

・本校の校訓は「礼儀・誠実・協力」、合言葉は「元気 No.1 スクール飯南」 

・生徒の爽やかなあいさつと先生方の熱心な指導が自慢です 

・スポーツコースは体育の専門科目１５単位を履修、生涯スポーツ社会で役に立つ科目 

 も学習 

・スポーツコースは地域大学と連携し、大学のスポーツに関連する講座を受講 

・１年生は、少人数学級編制できめ細かい学習指導《３０名程度×６クラス》 

・３年生は、生徒それぞれの進路に合わせた選択科目を設定  

・県教育委員会事業「就職支援アドバイザー」による細やかな進路相談の実施 

・冷暖房完備の教室 

 

 

 

 

 

 

 

活躍が顕著

な部活動 

・男子ホッケー部は１５年連続インターハイ出場（平成１７年度から令和元年度） 

・陸上部は関東大会へ３年連続で出場（平成２９から令和元年度） 

・くじけない心と身体をつくる部活動 

・広々とした運動施設、充実の施設・設備 

特色ある 

学校行事 

・地元飯能吾野渓谷での自然体験活動（１年） 

・沖縄県への体験型修学旅行（２年）  

・スポーツコースは、１年生でスキー・スノーボード実習、３年生でゴルフ実習を実施 

家庭・地域 

との連携 

・保護者、教職員、生徒による校内花植え ・ＰＴＡと協力して、元加治駅で駐輪指導 

・地元の２つの小学校とのスポーツ交流（陸上部） 

・地元保育所でのふれあい体験活動 

・地元公民館事業「書き初め教室」 

・子ども食堂に、ボランティアとして参加 

進

路 

状況 四大 ２０人 短大 １１人 専門 ３３人 就職 １１６人 その他 ４人 

傾向 

・スポーツ推薦で有名私立大学に複数人合格、指定校推薦による進学が多い 

・大学・短大指定校推薦枠 ５６大学、計２００人超 

・就職希望者が多く、主な就職先は飯能信用金庫、プリンスホテル、ロッテ、日本郵便等 
（※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＞ 

・明確な目的意識をもって入学し、自分の夢に一歩ずつ進もうと努力を怠らない生徒 

・基本的生活習慣が身に付いており、学校のルールをしっかり守ることができる生徒 

・スポーツコースは、３年間運動部を続けられる生徒 

＜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） 

  

（修学旅行） （授業風景） （学校紹介動画ＱＲコード） 

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


３ 育成方針（埼玉県立飯能南高等学校 ～生徒の成長物語～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「元気 No.１スクール」 県立飯能南高校 ～生徒の成長物語～ 

本校の 

特 色 

◇元気な生徒・・・・元気なあいさつの声が校内にあふれる、さわやかな校風 
◇活発な部活動・・・くじけない心と健康な身体をつくる充実した運動部活動 
◇スポーツコース・・生涯スポーツ社会をリードする人材、支える人材の育成 

行 事 

□１年吾野渓谷で自然体験

活動を実施。 

□２年修学旅行の沖縄は

平和学習とマリン体験。 

□文化祭（真輝祭）はアット

ホームな雰囲気が好評。 

□１，２学期末の 

 球技大会では 

 女子フットサル 

 も種目に。 

 

部活動 
□ホッケー部（男子）はインタ

ーハイ 15 年連続出場。 

□陸上競技部は 3 年連続関

東大会出場。 

□伝統あるサッカー部、野球

部 、 バ レ ー ボ ー ル 部 （ 女

子）、バスケットボール部

（男子）、卓球部、柔道部、

ソフトテニス部、ソフトボー

ル部等が県大会に出場。 

□ナイター施設・ 

 専用練習用グラ 

 ウンドを完備 

□進学希望者…大学・短大・

専門学校とも指定校推薦を

有効に活用。部活動で実

績のある人はスポーツ推

薦で有名私立大学へ。 

□就職希望者…親身な就職

相談、外部支援者の手厚

いサポート、地元企業から

の高評価で内定率 100％。 

□最上級生として文化祭や体

育祭など学校行事で大活

躍、「礼儀・誠実・協力」の

精神に磨きがかかります。 

３年生 

スポーツコース 
□スポーツコース独自の進

路ガイダンスを実施。 

□生涯スポーツ社会をリー

ドする人、支える人材を

育成。（幼児体育指導者

検定４・５級の取得が可

能） 

□体育に関する専門科目

15 単位。学校設定科目

「スポーツ文化」を設置。

スキー・スノーボード実習

やゴルフ実習など特色あ

る教育活動。 

□普通科３学級、スポーツコ

ース 1 学級に編成。 

□修学旅行では、関連する教

科の授業も含めて事前学

習を行い、感動と思い出あ

ふれる行事となります。 

□卒業生懇談会や進路見学

会を行うことで、進路意識

が高まっていきます。 

□中堅学年として部活動や学

校行事に積極的に励み、

飯南生らしさが磨かれま

す。 

２年生 

１年生 

□普通科４学級、スポーツコー

ス２学級の少人数編成。キ

メ細かい学習指導で中学校

の学び直しができます。 

□「校訓」に基づく生活指導と

部活動指導で張りのある学

校生活を送ります。あいさつ

ができ、時間の守れる人に

成長していきます。 

□自然体験活動を通して豊か

な心の交流をします。 

□自己発見調査や進路講演

会などで早くからキャリア学

習をします。 

飯能南高校は､あなたの可能性を伸ばし人間力を育てます 

地域との連携 
□加治小学校・加治東小学校との

交流（陸上部） 

□地元保育所と連携した保育実習 

□駿河台大学との連携 

□加治東公民館事業 

 への協力（夏休み宿 

 題レスキュー隊等） 

□地域の子ども食堂へボランティ

ア参加 

本校の教職員 
□若い先生が多く、学校全体に活

気があります。 

□親身になってとことん生徒に関

わろうとする、面倒見のよい先

生がそろっています。 

  
  

◆就職内定率 100％、卒業時の

進路決定状況 100％を達成。 

◆次に掲げる人物像のうち、「２つ

以上達成」した生徒８割以上。 

□社会人として必要な基礎的基

本的学力とモラルを身に付けた

人 

□いつでもどこでも他人としっかり

向き合ってあいさつができる礼

儀正しい人 

□学校でも職場でも、地域の中で

もお互いに協力し合える思いや

りのある人 

□どんな場所でもどんな場面でも

本校の３年後の目標 

 校訓 

・礼儀 

・誠実 

・協力   

 

            を身に付 

 け た 人 

 校訓を生かした教育活動が、学校生活を充実

させ、生徒の人間力を育て、希望進路の実現へ

と導きます。 



≪日高高校の活性化・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、情報コース 生徒数 
(男)177 

(女)257 
計 434 

ホームページ https://hidaka-h.spec.ed.jp/ 

アクセス ＪＲ川越線 武蔵高萩駅下車 北口（あさひ口）から徒歩９分 

教育課程等

の特徴 

【普通科】1 年生は３０人学級（３クラスを４展開）の少人数学級編制。将来の進路

希望に合わせて基礎を重視しつつ発展学習にも取り組む。３年次１７科目から４科目

を選択し、自分の進路に合わせた学習が可能。 

【情報コース】普通科目の他に「情報処理」「簿記」などの専門科目を勉強する。検

定受検により資格取得を目指して進学や就職に繋げる。 

【共通】基礎を重視しながら発展学習へつなげるわかりやすい授業。朝学習や放課後

等の補習で基礎力向上、タブレットを使った学習でレベルアップ。 

活躍が顕著

な部活動 

・かるた部は平成２７年度全国高校総合文化祭、令和元年度関東大会に出場するなど 

 県内外の大会で活躍 

・軽音楽部は平成２８年度スニーカーエイジ関東大会グランプリ大会に出場 

特色ある 

学校行事 

・修学旅行で民泊体験（２年生） ・アドベンチャー教育・救急救命講習（１年生） 

・約２０ｋｍの完歩をめざす強歩大会（全学年） ・クラス対抗の体育祭（全学年） 

家庭・地域 

との連携 

・保護者面談（年１回）、ＰＴＡ理事会（年５回）、ＰＴＡだよりによる広報（年３

回） 

・日高市行事等へのボランティア参加 ・地元小学生を対象とした夏休み公開講座 

・地元中学校 及び 埼玉女子短大との連携 ・高萩北小の登下校見守り活動 

・日高高校だよりの発行（年６回） 

進

路 

状

況 
四大 ９人 短大  ４人 専門 ４６人 就職 ７７人 その他 ３人 

傾

向 

・高校時代に取得した資格を活かして目標の四年制大学に進学する生徒が増加 

・県内の企業を中心に学校推薦による就職率は１００％ 

（※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＞ 

・高校生活に意欲的に取り組み、学習・部活動・学校行事・資格取得などにチャレンジする生徒 

・規律を守り、努力を怠らない生徒 

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


日高高校生として社会へ貢献、アクションチェンジ 

         県立日高高等学校 ～生徒の成長物語～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

○少人数学級編制と基礎を重視した丁寧な学習指導により、 
 高校生としての学習リズム・生活リズムを確立します。 
○アドベンチャー教育や救急救命講習会をはじめとする多 
 様な体験活動により、豊かな心を育みます。 

    ① 基礎から発展学習に繋げるきめ細やかな学習指導    ② 進路実現を図る一人一人を大切にした支援体制 

    ③ ルールやマナーを守れる人づくり           ④ 体験活動やボランティア活動などを通じた豊かな心の育成 

    ⑤ 充実した環境「全館冷暖房完備」「芝生グラウンド」「２つのコンピュータ室」「スクールカウンセラー」「最寄り駅から徒歩９分」 

 本校の 

特 色 

２年生 

○学校行事、部活動、社会貢献活動などを通じて、一人一人 
 が主役になり、学校の中心として活躍します。 
○進路（進学先・就職先）見学会や進路ガイダンスを通じて、 
 目的意識と職業観を高めます。 
 

○個に応じた進路指導と３年間の学習成果により、進学・ 
 就職希望を実現します。 
○自信と誇りを持ち、自律した社会人として社会に貢献で 

 きる人物へ成長します。 

 

本校の３年後の目標 

≪育成する人物像≫ 

◎自信と誇りを持つ人物 
◎基礎学力と基本的生活習慣を身に付け 
 た、社会に貢献できる人物 
 
≪目標≫ 

◎進学希望者実現率１００％ 
◎就職希望者実現率１００％ 
※平成２８・２９・３０年度  
 学校斡旋就職内定率１００％達成 

情報コースの特長 

本校には「普通科」と「普通科情報コース」が設置さ

れています。情報コースの特長は以下のとおりです。 

○３年間で商業系の授業を２２単位学習します。 
○２つのコンピュータ室にて、最新機器を使った授業 
を行います。 

○「情報処理」「電卓」「ビジネス文書」「簿記」など 
の検定を受検し、進学や就職に結びつけます。１級 
を取得する生徒も多くいます。 

体験活動・社会貢献活動 
○全学年：通学路清掃 等 
○１年生：アドベンチャー教育  
     救急救命講習 等 
○有 志：小学校登下校見守り 
     地域行事の手伝い等 
 

 学校行事 
 ○修学旅行は民泊をはじめとした体験活動にも取り組みます。 
 ○強歩大会は秋の奥武蔵で約２０ｋｍを完歩します。 
 ○文化祭では部活動やクラスなどが日頃の成果を披露します。 
 

 

 

 

       ≪修学旅行≫        ≪文化祭≫ 

       日高高校は生徒一人一人をとことん面倒見ます 

『英知 信頼 努力』 

中学生から日高高校生へマインドチェンジ 

日高高校生から社会人へポジションチェンジ 

１年生 

３年生 
きめ細やかな学習・進路指導 
○1年生普通科で３０人学級編制 

○少人数授業展開 

○朝学習、考査前や長期休業での補習 

○学習サポーターによる補習体制 

○タブレット等を使った学習体制 

○キャリア教育講演会 

○徹底した面接指導と相談体制 

○進路ガイダンスと進路先見学会 等 

日高市マスコットキャラクタ－ 
くりっかー くりっぴー 
日高市唯一の高校 

部活動 運動系部活動１０、文化系部活動９  
○各部活動とも一致団結 
 し、それぞれ熱心に活 
 動しています 
○部活動を通じて社会性 
 と協調性を養い、体と 
 心を鍛えます    ≪サッカー部・芝生グラウンド≫ 

 

 



≪深谷高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 普通科 生徒数 
(男)381 

(女)252 
計 633 

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

アクセス 深谷駅から徒歩３０分、自転車１２分 

教育課程等

の特徴 

自分に合わせて選べる２つのクラス 

・特進クラスは、大学進学への対応を充実させ、国公立大学・中堅私立大学等に進学

できる学力の育成を目指します。 

 平日放課後にスタディサプリ・スタディプログラム補習、土曜日に本校教員の学力

向上補習を実施します。 

・一般クラスは、多くの生徒が大学等への進学を希望しています。 

 １学年では、基礎学力の育成に重点を置き、全クラス共通科目を学習します。 

 ２学年では、文系と理系に分かれて学習します。 

 ３学年では、生徒の適性や進路希望に応じて選択科目を設け学習します。 

・平成３１年度から、１・２年生に Classi を導入し、新入試対策と学力向上に向け

ての取り組みを始めました。 

活躍が顕著

な部活動 

・ラグビー部 全国高校ラグビー大会（花園）出場、ベスト１６（平成２８年度） 

       全国高校７人制ラグビー大会 ７位（平成３０年度） 

・男子バレー部 春の高校バレー全国大会出場（平成２５年度） 

        関東大会出場（平成３０年度） 

・山岳部 関東大会出場（平成３０年度） 

・陸上競技部 100ｍ関東大会出場（平成３０年度） 

特色ある 

学校行事 

・修学旅行 広島・大阪方面（２学年）   

・生徒会主体の文化祭（９月）体育祭（１０月）球技大会（３回）予餞会（１月） 

家庭・地域 

との連携 

・ＰＴＡ支部別懇談会を１２会場で実施。 

・ＰＴＡ・後援会研修旅行、ＰＴＡ上級学校見学会の実施。 

・吹奏楽部が地元公民館まつり等で演奏。 

・地元の大学との高大連携 

・地元小学校とのスポーツ交流事業（５種目） 

進

路 

状

況 
四大 53 人 短大 7 人 専門 95 人 就職 50 人 その他 14 人 

傾

向 

・例年四大・短大・専門学校等上級学校への進学者が８割、就職・その他で２割 

・大学の指定校推薦枠は、約５００名。短大・専門学校の指定校推薦枠は多数 

・スポーツ推薦での有名国立・私立大学への進学実績有り 

（※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＞ 

 志をもって、勉強や部活動、学校行事等、多くのことを追求し充実した高校生活を送れる生徒 

 

＜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） 

 

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


深谷高校は､文武両道、行事に燃える学校深谷高校は､文武両道、行事に燃える学校

◇ 学力の向上、部活動の振興で夢を実現し、未来を拓く深谷高校
◇ 生徒が主体となった学校行事の運営
◇ きめ細かな学習指導。特進クラスと一般クラスの設置。少人数学級編制と習熟度別授業（英語・数学）
◇ 田園に囲まれ落ち着いた、のどかな環境 ９８％の生徒が自転車を利用して登校

県立深谷高校 ～生徒の成長物語～

本校志望生徒数が増加し、
より高いレベルの進学校
として発展する。指定校
推薦以外での４年制大学
合格者を増やす。
文武両道の精神に基づき、
部活動の活性化を更に進
め、複数の部活が全国大
会や関東大会で活躍する。

１年生

２年生

３年生

本校の
特 色
本校の
特 色

□自分に合わせて選べる２つのクラス
・特進クラスは、大学進学への対応を充実させ
国公立大学・中堅私立大学等に進学できる学
力の育成を目指します。

・一般クラスは、多くの生徒が大学等への進学
を希望しています。

□基礎学力の育成に重点を置き、全クラス共通
科目を学習します。

□少人数授業、習熟度別学習（英語・数学）

□四大・短大・専門学校等上級学校への進学
者が８割、就職・その他は２割
・豊富な大学指定校推薦枠、約５００名
・進路希望に応じた各種説明会、面接指導
□３学年では、特進クラス・一般クラスとも
に、生徒の適性や進路希望に応じて選択科
目を設け学習します。
□最上級生として、部活動や学校行事の中心
として活躍します。
□地域を学ぶ科目「ふかや学」の設置

『ふっかちゃん』」の
深谷高校ラグビー部

Version

育成方針

行 事
部活動

体験学習

□２年生では、
・文系と理系に分かれて学習します。
・特進クラスは、１年次より引き続き、平日放
課後にスタディプログラム補習、土曜日に本
校教員の学力向上補習を実施します。

□中堅学年として、部活動や学校行事の中心と
して成長していきます。

地域・ＰＴＡとの連携

□生徒会主体の文化祭（9月）体育祭（10月）
球技大会（3回）予餞会（1月）
□広島大阪方面への修学旅行（令和3年度）

□ラグビー部 全国高校ラグビー大会（花園）
(平成30年度出場、通算10回出場）
全国７人制大会 ７位（平成30年度）
□男子バレー部 全国大会優勝
春高バレー（4回）高校総体（4回）
関東大会出場 （平成30年度）

□山岳部 関東大会出場（平成30年度）
□陸上部 100ｍ関東大会出場(平成30年度)
□運動部 県大会出場（9部）（令和元年度）
□吹奏楽部 埼玉県吹奏楽コンクール

地区大会Ｃの部金賞(令和元年度)

□高大連携協定を結んでいる
大学にて校外授業を実施
特進クラスが「情報」の授
業の一環で、講義・実習・
施設見学
□高大連携協定締結校
・埼玉工業大学
・女子栄養大学
・群馬医療福祉大学

本校の教職員

□親切で熱心に生徒とコミュ
ニケーション
□部活動の指導や補習指導に
熱心

本校の３年後の目標

□地域との連携
・小学生とのスポーツ交流事業
・深谷市主催・小学生に教える
高校生ボランティア

・吹奏楽部が地元公民館まつり
で演奏
□ＰＴＡ活動
・ＰＴＡ支部別懇談会を12会場
で実施。ＰＴＡ・後援会研修
旅行、上級学校見学会実施

ＩＣＴの活用
□ＩＣＴの活用
・全教室にプロジェクタの設置
・タブレット活用の授業
□Classi（ベネッセ）の導入
・大学入試改革への対応
・課題配信で基礎学力の定着
・学習動画活用で自学自習の確立
・アンケートシステムの活用



≪深谷商業高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 
商業科・会計科・情報処

理科 
生徒数 

(男) 348 

(女) 484 
計 832 

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

アクセス 
ＪＲ高崎線深谷駅より 徒歩１５分 

深商前下車 

教育課程等

の特徴 

・１年次は、少人数学級編成※による指導で基礎学力をじっくり身につける 

・２年次以降は、それぞれの専門分野の高度な知識・技能の修得など、目標に応じた 

 カリキュラム編成で、未来に生きる学力と高度な専門資格を身につける 

  ※少人数学級編成は、商業科、会計科（両科合わせて定員 200 人を 6 クラス編成） 

    です。 

活躍が顕著

な部活動 

・陸上部（H28 インターハイ出場）、水泳部（H28 関東大会出場）、 

  卓球部（R1 関東大会出場）、ソフトテニス、野球、サッカー 等 
・簿記部、コンピュータ部 

 （両部とも R1 競技会で県大会団体優勝、全国大会出場） 

 ※簿記部は３４年連続全国大会出場、コンピュータ部は３２年連続全国 

  大会出場 

特色ある 

学校行事 

・国際交流事業の実施  

 隔年、国際感覚を身につけるため、オーストラリアでの国際交流を１週間の日程で 

 行っている。 

・就職セミナーの実施 

 外部講師による、マナーや面接指導等を行う。最後に内定者セミナーの実施。 

家庭・地域 

との連携 

・地域中学校への出前授業、小学校との交流事業（高校生が授業やスポーツ活動等を 

 援）を実施 

・芸術鑑賞会、生徒向け講演会等 保護者への公開 

・保護者面談期間等における保護者、中学生等への授業公開 

・地域の企業と連携して、地元の産業祭への参加 

進

路 

状

況 
四大 ４１人 短大 １５人 専門 １０７人 就職 １０６人 その他 ３人 

傾

向 

・３年間の計画的な進路指導により、生徒ひとり一人の進路目標を確立させ、ほぼ 

 １００％進路決定の実績 

・有名私立大学のビジネス系学部への指定校推薦をはじめとする大学進学や、銀行等の 

 県内金融機関、卸・小売、サービス、製造業などを中心とした多様な企業への就職 

 等、専門資格を生かした進路実現 
（※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＞ 

・商業高校で学ぶことに明確な目標を持ち、その実現のために努力する生徒。 

・地域、社会の発展に貢献する人材となるための、豊かな人間性を身につけようとする意欲のある 

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


３ 育成方針（埼玉県立深谷商業高等学校 生徒の成長物語） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
社会で活躍するために必要な第一の道具

は、自分で考え、問題を解決するための学

力です。本校では、この確かな学力を身に

つけるとともに、産業界で即戦力として活

躍するための高度資格の取得を目指しま

す。 
資格は、即戦力としての力を将来にわた

って証明する人生のパスポートとなりま

す。本校では、簿記、コンピュータ、英語

などのたくさんの資格試験を実施し、各種

１級の取得率は県内で断然トップの実績を

あげています。高校時代に大卒レベルの高

度な資格を取得し、各分野の専門家として

人生を切り拓いていった先輩もたくさんい

ます。 

 
本校の校訓は、深谷市出身で近代日本の

資本主義の父といわれた渋沢栄一翁が大正

十一年に来校された折りに揮毫された、「至

誠」（何事にも、まごころをもって尽くすこ

と）「士魂商才」（常に道徳を根底とし、社

会を豊かにすることのできる商業の才能を

持つことが大切）の教えに基づきます。 
本校では、この校訓を、変化の激しい現

代にあっても、社会に貢献する人材の持つ

べき基本的な精神として受け継ぎ、現代の

ビジネス社会において活躍できる最新の知

識・技術と、社会の発展に貢献できる豊か

な人間性を兼ね備えた人材の育成を使命と

しています。 
 

伝統に根付く豊かな人間性 未来に生きる学力と資格 

 
 
 
本校の資格取得や職業人としての豊

かな人間性の育成の成果は、進路実績

にも現れています。就職では、地元優

良企業から求人が多く寄せられ、内定

率 
１００％を達成しています。 

また、進学でも、高度資格取得は高

く評価され、大学や専門学校の推薦入

学などにこれを生かし生かして、 
１００％の入学を実現しています。 

進路実現１００％ 

 深谷商業高校は、県立の商業高校としては

最も古い創立１００年の歴史と伝統を誇り、

卒業生は約２７,０００名に及ぶ卒業生が、

各界で活躍しています。校章の白線一本は、

「一商」県立第一商業高校を示します。本校

は、社会に貢献できる豊かな人間性と、現代

のビジネス界で活躍するために必要な最新

の知識、技能の習得により、将来にわたって

輝き続けることのできる人づくりに取り組

んでいます。 

社会で活躍するための学

力や専門の知識・技術

職業へのパスポー

トとなる資格

豊かな人間性の上に、社会で活躍するための様々な

道具を身にまとい、資格というパスポートに乗って

未来を駆ける。 

社会に貢献でき

る豊かな人間性



≪深谷第一高校の活性化・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) 380 

(女) 466 
計 846 

ホームページ  http://www.fukaya1-h.spec.ed.jp/ 

アクセス ＪＲ深谷駅より徒歩２０分 

教育課程等

の特徴 

・３年生は進学に重点を置いた一般受験クラスを理系・文系それぞれに設置 

・２年生は文系と理系に分かれて履修 

・令和元年度から２年生にも一般受験クラスを設置 

・スタディーサポートの活用 

 【 卒業生からのメッセージ 】 

 深谷第一高校は、生徒のやりたいことを全力でサポートしてくれる学校です。勉強

面では、わからない箇所を先生方に聞いたり、たくさんの補習を受けたりすることが

できます。部活動では、全国大会に出場する部も多く、運動部・文化部ともに活気に

あふれています。進路指導に関しては特に力を入れており、１年生の頃から考える機

会を多く設けています。みなさんもぜひ深谷第一高校で青春の１ページを刻んでくだ

さい。（岡部中出身 T.N） 

活躍が顕著

な部活動 

・弓  道  部 インターハイ出場男子個人(H30) 関東大会出場男子個人(R1) 

・放 送 部 全国高等学校総合文化祭 ６年連続出場（R1) 

       ＮＨＫ杯全国高等学校放送コンテスト 11 年連続出場（R1) 

・吹 奏 楽 部 吹奏楽コンクール西関東大会出場（H30) 

・陸上競技部 関東大会・インターハイ出場 男子 400ｍＨ(R1) 

特色ある 

学校行事 

・体育祭（６月）は学年別のクラス対抗 

・文化祭（９月）は生徒が主体的に取組み、大盛況 

・沖縄修学旅行(令和元年度実施) 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談(６月)､授業公開(１１月） 

・学校家庭クラブによる交通安全キャンペーン 

・深谷市花フェスタへの参加 

・地元小学校との交流(書道部、家庭部、生徒会) 

・地域対象の定期演奏会(吹奏楽部) 

・市内幼稚園保育園での実習(３年選択者) 

進

路 

状

況 
四大 154 人 短大 26 人 専門  102人 就職 

民 間 9 人

公務員 5 人 

その他の

卒業生 23 人 

傾

向 

・大学、短大指定校推薦枠は２００人以上 

・国公立大学へ３名進学 → 筑波大  2 名（ 浪人 1 名含 ）・筑波技術大学 1 名 

・公立の専門学校に多数合格 → 埼玉県立高等看護学校（ 9 名 ） 

（※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＞ 

   夢の実現のため、自主的な努力を怠らない生徒 

＜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） 

 

http://www.fukaya1-h.spec.ed.jp/
http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3senbatsu-kizyun.html


深谷第一高校で、夢を持とう､夢を語ろう､夢を実現しよう！

◇ 本校の授業 ２年生から文系と理系に分かれ、進学に重点を置いた一般受験クラスを設置
◇ 行事や部活動 生徒が主体的に取り組む学校行事と多種多様な部活動(運動部１７部・文化部１０部)
◇ 学校の周辺情報 ＪＲ深谷駅から徒歩２０分、市街地に在りながら緑豊かな木々に囲まれた伝統校

県立深谷第一高校 ～生徒の成長物語～

※３年後の学習面、進路面、生活面
などに関する目標を必ず記載し、可

能なものは数値化してください。

１年生

２年生

３年生

本校の
特 色

※３年間の生徒の育成
方針を、中学生や保
護者に分かりやすく
記載してください。

〇１年生では、学習の基礎づくりとして
文系理系それぞれの科目をバランス良
く学習します。

〇自分の将来を見通して、夢の実現に向
かって努力することを学びます。

文 系 理 系

〇文系、理系それぞれに進学に重点を置
いた一般受験クラスを設置し、大学入
試に耐え得る学力を養います。

〇専門学校進学希望者、就職･公務員希望
者もそれぞれに合ったきめ細やかな進
路指導を受けます。

〇夢の実現も間近に迫ります！

コバトン＆
さいたまっち

行 事
部活動

成長を促す取組

〇２年生では、文系と理系に分かれて授
業を受けます。

〇部活動や学校行事でも中心となってい
きます。

〇深谷市花フェスタ参加(4月)
〇地元幼稚園、保育園、小学校、
中学校との交流

〇交通安全キャンペーン実施
など

〇遠足(５月)
〇体育祭(６月)
〇文化祭(９月)
〇修学旅行(11月)など

〇放送部、書道部、陸上部が全国大会へ
弓道部は全国準優勝の実績あり
吹奏楽部、空手道部も関東出場実績あり

運動部１７部
文化部１０部

〇未来を拓く『学び』プロジェクト
〇スタディーサポートの活用
〇補習講座(朝､放課後､長期休業)
〇保育実習(３年選択者)
〇全国大会、関東大会にも出場する活発
な部活動 など

本校の教職員

〇本校の教職員は、総勢64名
学習指導や部活動指導に
熱心に取り組みます！

本校の３年後の目標

〇進学は、国公立大学・有名
私立大学へ合格できる学力
を身につける。

〇部活動では県大会上位以上
へ進出する。

地域との連携

進学重点クラス
(一般受験クラス)

恵まれた施設

〇全教室冷暖房完備
〇トレーニング室（H28新設)
〇夜７時まで利用可能な自習
室(H28新設)

C Fukaya City

一般受験クラス

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
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


≪富士見高校の活性化・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)３５１ 

(女)２７８ 
計６２９ 

ホームページ https://fujimi-h.spec.ed.jp 

アクセス 東武東上線「鶴瀬」または「志木」よりバス 「富士見高校」バス停下車 徒歩３分 

教育課程等

の特徴 

・１学年、２学年は「少人数学級編制」（1クラス増設し、１クラス３４名程度） 

・１学年、２学年の英語、数学、国語は生徒の学力等に応じた「習熟度別授業」 

・各学年に、より高いレベルでの進路実現を目指す「特進クラス」を１クラス設置 

・２学年、３学年では、多彩な「選択科目」をそろえて、一人一人の進路実現に対応 

・自分の「学びのもれの穴」をうめ、見通しを立てて学習する。（スタディサプリの

利用など） 

活躍が顕著

な部活動 

・全国総合文化祭出展：書道部（H29） 

・全国大会出場：自転車競技部（H30,H29） 

・関東大会出場：自転車競技部（R1,H30,H29,H25～H21）、陸上競技部（H21）、 

        野球部（H19） 

・県大会出場：サッカー部（H29）、陸上競技部（H30～）、テニス部（R1,H30,H28）、 

       柔道部（H30,H28）剣道部(R1) 

特色ある 

学校行事 

・修学旅行：平和学習や民泊で「生きる力」を実体験（２学年 10 月） 

・体育祭（５月）、楓樹祭（文化祭）（９月）、球技大会（７･12 月）、予餞会（２月） 

家庭・地域 

との連携 

・近隣小学校や特別支援学校との交流会 ・地域清掃や地域行事でのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動 

・ＰＴＡによるあいさつ運動（月１回） ・近隣中学生による見学会、授業体験 

進

路 

状

況 
四大 ４６人 短大 １４人 専門 ７９人 就職 ６１人 その他 ４人 

傾

向 

・四大や看護系への進学が増加傾向  ・就職支援アドバイザーによる丁寧な面接指導 

・主な進学先：日本大学、昭和女子大学、大東文化大学、帝京大学、明星大学など。 

・主な就職先：東京カネカフード、リブ・マックス、山崎製パン、東ハト、栄喜堂 

  ベルク、東武ストア、マルエツ、マミーマート、アンテンドゥ、マイナビサポート 

 千代田鋳造、筑波ダイカスト、上福岡総合病院、入間東部地区消防組合など。 
（※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＞ 

 夢に近づくための努力を怠らない、ルールをしっかり守る、 

 部活動やボランティア活動等に積極的に取り組む生徒 
 

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


 

        

☀ 

☀ 

☀ 

       

「やりたい」「なりたい」を サポートする〝進路は絶対〝 富士見高校 

目指す学校像：規律ある落ち着いた環境で、生徒一人一人にきめ細やかに指導を行い、地域に開かれ信頼される学校 

自分の「学びもれの穴」をうめ、見通しを立てて学習 



≪ふじみ野高校の活性化・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 

スポーツサイエンス科 
生徒数 

(男)448 

(女)175 
計 623 

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

アクセス 
東武東上線ふじみ野駅下車 バス６分 

             徒歩２５分 

教育課程等

の特徴 

○少人数制の学級編成（普通科２、３年生は、４クラスを５クラス、１年生は、３ク 

 ラスを４クラスで展開） 

○国語、数学、英語の授業において習熟度別や少人数制の授業を実施 

○基礎学力定着のための学習（小テストの実施） 

活躍が顕著

な部活動 

【過去の主な実績】 

○体操競技部 インターハイ２位、国体少年女子優勝（Ｈ３０）、全国選抜優勝など 

○陸上競技部 関東大会３位、インターハイ出場、国体出場など 

○水泳部 関東大会、インターハイ出場など 

○柔道部 全国高校柔道選手権出場、関東大会出場など 

○剣道部 関東大会出場、県大会３位など 

○野球部 春季埼玉県高校野球大会３位など 

特色ある 

学校行事 

○体育大会 スポーツサイエンス科の特色を生かした組体操やマスゲームは壮観 

○各種実習 スポーツサイエンス科では、１年次遠泳実習、２年次ダイビング実 

 習、３年次スキー実習を実施している。 

家庭・地域 

との連携 

○小学校とのスポーツ交流…運動会や新体力テストの測定補助、プール開きにおけ 

 る模範泳法など 

○中学校への出前授業、体験入部の機会などを通じて地域に学校の魅力を発信 

○就労体験活動…１年次、地元企業や公共施設において５日間の就業体験 

○各種大学との連携協定…文京学院大学、女子栄養大学、大東文化大学との連携を 

 図り保育体験実習やスポーツと栄養に関する授業などを実施 

○市民祭りや福祉施設の訪問等、地域のイベントなどにも積極的に参加 

進

路 

状

況 
四大 ５８人 短大 ８人 専門 ６５人 就職 ７７人 

その他の 

卒業者 
１６人 

傾

向 

・きめ細やかな進路指導を行い、一人一人が自己の適性にあった進路選択をしている。 

・近年では４年制大学、短期大学への進学が増加傾向にあり、就職者が減少している。 

（※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＞ 

○将来を見据え、志を高く持ち、進路実現に向けて努力できる生徒 

○体育の授業やスポーツ全般に強い興味を持ち、より高い目標に向かって自己を成長させようと努 

 力できる生徒 

○中学時代に優れた能力・適性を発揮し、各種大会・競技会等で良い成績を収めた生徒 

○３年間、同一運動部の活動を継続していく決意のある生徒 

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


育成方針（生徒の成長物語）

１年生 ２年生 ３年生

一
人
一
人
の
希
望
と
適
性
に
合

っ
た
進
路
選
択

普通科
どこまで伸びるか挑戦しよう。

基礎基本を重視し、知徳体のバランスのとれた人を育てます。

スポーツサイエンス（ＳＳ）科
目指せ、２０２０東京オリンピック！

豊富な体育系授業で心技体を磨き、これからのスポーツリーダーを育てます。

ふじみ野高校が育てる生徒像
１ 将来を見据え、志を高く持ち、進路実現に向けて努力できる生徒

２ 競技者としての資質向上に努め、生涯スポーツの発展に貢献する生徒

３ 礼儀正しい、人間性豊かな「まっすぐ、高く、強く」生きる生徒

４ 社会体験活動をとおして地域の発展に積極的に貢献できる生徒

高等技術

専門校

四年制大学

短期大学

就 職

その他

専修学校

確かな学力を身に付け、自分の進路実現に向かって学習活動を行います。

基本３科（国・数・英）の学習強化

基礎学力定着のための小テスト、ドリル学習等

補講・補習（朝・放課後・定期考査前・長期休業中）

充実した授業への取り組み 少人数学級編成、習熟度別授業・少人数制授業、定期考査、各種検定試験

進路希望に合わせた科目選択

進路ガイダンス、分野別説明会

各種入学試験・就職試験

体育・スポーツに関する専門科目（年間10単位）・高大連携

進路希望に合わせた科目選択

進路ガイダンス

進路希望別体験模擬授業・バス見学会

進路ガイダンス・進路講話・進路説明会

進学模擬面接・就職模擬面接

個人面談、三者面談、保護者向け進路説明会

地域貢献活動 （ボランティア活動、小学生とのスポーツ交流事業、中高部活動連携、老人福祉施設等訪問、地域の方の学校行事招待 etc  ）

規律ある学校生活 （礼儀正しく、まっすぐ・高く・強い人間性）

学校行事、学年・学級活動 （体育大会・文化祭・強歩大会・水泳大会・球技大会・遠足 etc ）

部活動（スポーツサイエンス科）・・・３年間同一の部活動を継続していく強い意志

野外活動実習（遠泳）

部活動・・・成長期

就労体験（５日間）

部活動・・・鍛錬期 部活動・・・完成期

修学旅行

野外活動実習（スキューバダイビング） 野外活動実習（スキー）

高大連携（大学ゼミでの授業）

「時を守り、場を清め、礼を正す」人間力の向上を目指します。責任・協力・忍耐・失敗・成功・友情・感動・優しさ・思いやり・達成感 etc

スポーツ科学実習（校外スポーツ施設等での見学・実習など）、ダンス発表会（女子）



≪不動岡高校の活性化・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・外国語科 生徒数 
(男)458 

(女)620 
計 1,078 

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

アクセス 

東武伊勢崎線加須駅北口下車徒歩 20 分、朝日バス「加須駅北口」より 5 分「不動岡

高校前」下車徒歩 2分、 

朝日バス「鴻巣駅東口」より 45 分「不動岡高校前」下車徒歩 2 分 

教育課程等

の特徴 

進学重視型単位制により、個々の進路実現を果たすため数多くの選択科目から必要な

演習科目等を選択します。土曜授業を隔週で行い、学習時間の充実を図ります。『思

考力・判断力・表現力』を身に付けた品格あるリーダーの育成に取り組みます。 

活躍が顕著

な部活動 

全国出場：陸上部（H16 より 16 年連続）、新聞部(H17 より 15 年連続) 

     放送部（R1）、水泳部(H29、H28)、箏曲部（H29）、SSC 物理班(H28) 

関東出場：吹奏楽部（R1、H29）、音楽部（R1）、水泳部（H30）、山岳部（H29） 

特色ある 

学校行事 

海外修学旅行（台湾）、学校祭での市中パレード、徒歩ラリー、こいのぼりマラソン

大会へ全校参加、校内英語スピーチコンテスト、SSH 関係事業(生徒研究発表会、海

外研修、国内フィールドワーク、課題研究、外部講師による講演や演習など） 

家庭・地域 

との連携 

加須市役所や行政機関、地域の飲食店と連携したフィールドワーク(課題研究)、加

須市挨拶運動への生徒参加、地域施設などからの招待による演奏会（音楽部、吹奏

楽部、筝曲部等）、不動岡市民大学（市民開放講座）の運営、ふれあい体験（地元幼

稚園等）、加須警察署との連携による「無事カエル」の配布 

進

路 

状

況 
四大 319 人 短大  0 人 専門  3 人 就職  0 人 その他 41 人 

傾

向 

国公立大学合格者は１１３名。関東圏以外の国公立大学合格者も増えている。 

また、SSH や課題研究の成果を活用した推薦入試や AO入試合格者も増えている。 

難関私立大学競争激化の中ではあるが、ＧＭＡＲＣＨ合格者は増加している。 

粘り強く最後まで努力し続ける生徒が多い。 

（※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＞ 

●様々な学習活動に取組む意欲の高い生徒 

 

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


様々な
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い問題ば
かりの、先
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明な時代』
に対応

・ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ｽﾀﾃﾞｨｰｽﾞ
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３年生

品格あるリーダーの育成
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二者・三者面談二者・三者面談 様々な課外活動様々な課外活動
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修
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（
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）

海
外
修
学
旅
行

（
台
湾
）

体
育
祭

体
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祭

外
国
語
科

外
国
語
科

１年生

生徒全員が共通の科目を履修して、
様々な進路希望に対応できる基礎
学力を身に付けます(外国語科からの理系
進学は推奨しません)。

共通科目と進路実現に向けた選択
科目を履修し、文系・理系・語学系に
対応できる学力を広く身に付けます。

高校までに学習する内容を学び終え、
系列に分かれて受験に対応できる
応用力を育成します。

科学的
素養
科学的
素養

生徒の「科学的素養」
の向上を目指します。
●【全生徒対象】
５分野全ての課題研
究への取組（数学、物
理、情報、衣食住、健
康・スポーツ）
●【希望者対象】
発展的な課題研究
・SS課題研究Ⅰ・Ⅱ
・海外研修
（SS課題研究履修者）

ｱﾒﾘｶ研修
科学に親しむ
・実験実習講座
・野外実習
・ｻｲｴﾝｽﾂｱｰ
●【ｽｰﾊﾟｰ ｻｲｴﾝｽ
ｸﾗﾌﾞ (SSC)】
・より深い探究活動
・地域への科学普及
活動

世界を舞台に活躍でき
る人材を育てます。
●【全生徒対象】
・課題研究(総合的な
探究の時間)
・英語ﾌﾟﾚｾﾞﾝ学習
●【外国語科対象】
・異文化理解
(ﾌｨｰﾙﾄﾞﾜｰｸ)
・海外研修（希望者）
ﾌﾗﾝｽ研修

●【希望者対象】
・海外研修
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ研修
ﾏﾚｰｼｱ研修
ドイツ研修

・ｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
●【ｽｰﾊﾟｰ ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
ｸﾗﾌﾞ(SGC)】
・課題研究
・各種ｺﾝﾝﾃｽﾄへ出場

進学重視型単位制（進路実現に向けた多様な科目選択)進学重視型単位制（進路実現に向けた多様な科目選択)

Fプランの
探究活動
Fプランの
探究活動ｽﾋﾟｰﾁ・ｺﾝﾃｽﾄｽﾋﾟｰﾁ・ｺﾝﾃｽﾄ

進路
講演会
進路
講演会 スポーツ大会スポーツ大会

徒歩
ﾗﾘｰ
徒歩
ﾗﾘｰ

国際性国際性

資質(思考力・判
断力・表現力・主
体性・協働性）

を持った
ﾘｰﾀﾞｰを育成

普
通
科

普
通
科

普
通
科

こ
い
の
ぼ
り

マ
ラ
ソ
ン

こ
い
の
ぼ
り

マ
ラ
ソ
ン



≪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 全日制 学科 普通科 生徒数 
(男)405 

(女)574 
計 979 

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

アクセス ＪＲ高崎線 本庄駅から徒歩１５分 

教育課程等

の特徴 

県北唯一の進学重視型単位制高校として、生徒の「興味・関心」、「能力・適性」や「将

来の目標」に合わせて、多彩な選択科目の中から自分の進路希望に合わせた教育課程 

・１年次は、共通科目（芸術、理科は選択）を学ぶ。数学、英語は少人数授業 

・２年次から、必履修科目以外は自分の進路に合った科目を選択し、少人数で学習 

・本校独自の「学校設定科目」で大学入試に対応する発展学習 

・３４単位の授業（週２日（月・水曜日）７時間授業、隔週土曜日授業（午前）） 

・特進クラスを１クラス設置（学習合宿、外部講師による土曜スーパー講義等の実施） 

活躍が顕著

な部活動 

・柔道部男子団体関東大会出場（平成３０年度） 

・女子硬式テニス部関東公立高等学校大会出場（平成３０年度） 

・吹奏楽部第２４回西関東マーチングコンテスト出場（平成３０年度） 

・陸上競技部関東新人大会出場（男子ハンマー投げ）（平成３０年度） 

・陸上競技部学校総体関東大会出場（男子ハンマー投げ）（令和元年度） 

・美術部全国高等学校総合文化祭「絵画の部（油絵）」出品（令和元年度） 

特色ある 

学校行事 

・柏樹祭（体育祭、文化祭）の生徒会による企画・運営 

・オーストラリアの姉妹校エッセンドン・キーローカレッジへの海外研修 

 （７～８月（１０日間）、１～３月（ターム留学：約２か月半）） 

・企業人による講話・座談会 

・大学見学会及び報告会（１年次） 

家庭・地域 

との連携 

・図書館を原則午後８時まで開放（ＰＴＡ・後援会・同窓会による見守り） 

・土曜授業の学校公開（午前） 

・図書館地域開放（土曜日の半日または１日） 

・地域の小中学校とのスポーツ交流及び学習ボランティア、市内中学校への出前授業 

進

路 

状

況 
四大 221 人 短大 19 人 専門 52 人 就職 2 人 その他 33 人 

傾

向 

・進学重視型単位制高校になり、大学への進学実績は確実に向上している。 

・「特進クラス」では、国公立大学、難関私立大学への進学者を出している。 

（※生徒数：R2.5.1 現在、進路は R2.3 月卒業生の実績値） 

２ 入学者選抜情報 

＜本校が求める生徒＞ 

・「文武両道」を実践し、変化の激しい新しい時代の中で、主体的に行動し、社会に貢献する「意欲」 

 と「高い志」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


進路実現 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県北唯一の進学重視型単位制 
  個性の伸ばし、世界にはばたく 

     「高い志」を持った生徒の育成 

◇質の高い学びを実現する教育課程 

 の編成と授業の工夫改善 

◇学校行事、部活動の活性化と、第１ 

 志望を実現する進路指導の充実 

◇国際理解教育と、地域に開かれ信頼 

 される学校づくりの推進 

＜３年次＞ 

自分の適性を見極め、将来設計・目標の具現化 
・進路に合った科目選択（選択６３科目） 
・大学受験への実力養成講座 

・個別による小論文、面接指導 

＜２年次＞ 

視野を広げ、確かな学力の形成 
・進路に合った科目選択（選択１５科目） 
・探求学習で思考力、判断力、表現力を伸長 
・大学や研究機関、企業でのフィールドワーク 

・特進補講 特進 
・土曜スーパー講義 

・国公立大・難関私大 

 への実力養成講座 

・特進補講  特進 
・土曜スーパー講義 

・学習合宿 

・大学や研究施設の見学  

＜１年次＞ 

高校での学習スタイルの確立・基礎力の向上 
・学習法講座の実施、将来設計学習、キャリア教育 
・数学、英語は少人数授業で個々の力を伸長 
・ピアサポート（教え合い・学び合い） ・特進補講  特進 

・土曜スーパー講義 
・学習合宿 
・大学や研究施設の見学  

学校行事と多彩な部活動 
生徒が主体的に取り組む学校

行事と３６の多彩な部活動で仲

間との最高の思い出づくり 

国際交流 

海外体験事業 
オーストラリアの姉妹

校との交流及び国際

交流事業への支援 

学力向上策 

「学び合い」と「教え合い」 

学習法講座の実施 

ほんたん 

（本高キャラクター） 

特進クラス 
土曜スーパー講義 

特進合宿 

土曜授業（学校公開）と 

週３４時間の授業 
週２日の７限授業 

土曜授業を隔週で実施 

伝統と躍進 

埼玉県立本庄高等学校 



≪松伏高校の活性化・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 

普通科情報ビジネスコース 

音楽科 

生徒数 
(男)176 

(女)386 
計 562 

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

アクセス 
東京ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾝ「北越谷駅」下車。茨急バス「ｴﾛｰﾗ」行きで 16 分｢松伏高校前｣下車すぐ 

ＪＲ武蔵野線 南越谷駅・吉川駅からも｢松伏高校前｣までバスあり 

教育課程等の

特徴 

○２つの学科と１つのコース。３つの学びの場 

・普通科－大学・短大・専門学校・就職等、多岐にわたる進路希望に対応 

・情報ビジネスコース－商業の専門科目が約２割。検定資格取得とビジネス教育の充実 

・音楽科－ﾋﾟｱﾉ･声楽･管弦打楽器･ﾐｭｰｼﾞｶﾙの４つの専攻。個人ﾚｯｽﾝと音大受験にも対応 

活躍が顕著な

部活動 

・合唱部、吹奏楽部は関東大会出場の常連で全国大会出場もあり。普通科や普通 

 科情報ビジネスコースの生徒も数多く加入 

・運動部１４部、文化部１２部。近年、県大会に出場する部活が増えている。特 

 に女子バレー部、男女バトミントン部、男女テニス部、陸上部、弓道部などは 

 県大会常連。弓道部は県３位の実績もある。 

特色ある 

学校行事 

・MSP（松伏ｽｰﾊﾟｰﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ）－希望生徒がテーマを設け全校生徒へプレゼン 

・沖縄への修学旅行。文化祭、体育祭等の学校行事は学科の枠を超えて盛況 

・音楽科は近隣の音楽専用ホール「エローラ」で定期的に演奏会を実施 

・ホール演奏会・卒業演奏会では校外のホールで音楽科全生徒がソロで演奏 

家庭・地域 

との連携 

・小学校へサッカー部と女子バレー部が出向き、体育授業の支援（小高交流） 

・松伏町社会福祉協議会の依頼により、自然科学部を中心として夏休みに希望す 

 る小学生への体験活動を３日間３か所で実施 

・松伏町や近隣自治体の行事、また各種団体からの依頼演奏 

・松伏町の清掃､募金活動等のボランティア活動、保育実習､小学生への学習支援 

・社会人を招いての進路講話と対談、 企業の人事担当者による面接指導 

進

路 

状

況 
四大 35 人 短大 10 人 専門 72 人 就職 91 人 その他 10 人 

傾

向 

・全体では進学６割、就職４割。近年、大学・短大・専門学校への進学者が増加 

・大学､短大の指定校推薦枠は１０４校２５１学科。 就職は 10 年連続内定率１００％ 

・情報ビジネスコースは就職が、音楽科は大学進学が多い傾向だが、進路は柔軟に対応 

（※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＞ 

＜本校が求める生徒＞ 

自身の成長と進路希望の実現に向けて、学業・部活動等、学校生活に真面目に努力を続ける生徒 

＜入学者選抜のポイント＞  

 ○普通科・普通科情報ビジネスコースは相互に第２志望を認めます 

 ○音楽科は実技検査の結果を重視します    

 

＜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） 

 

 

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

普通科 
情報ビジネスコース 

音楽科 (４つの専攻) 
ﾋﾟｱﾉ･管弦打楽器

声楽・ﾐｭｰｼﾞｶﾙ 

 
・1 クラス 30 人の少人数学級 
・少人数授業、習熟度別授業 
・分かる授業、鍛える授業、伸ばす授業 

専門的な能力の伸長 
・外部講師(４０人)による専攻の個人レッスン ・専攻以外の副科 ・ソルフェージュ(聴音と視唱)→習熟度別学習  
・町の音楽ﾎｰﾙでのソロ演奏会、・吹奏楽､合唱､ﾐｭｰｼﾞｶﾙ(ﾀﾞﾝｽ･演技)→専攻別に全学年合同､ ・音大受験対応→音楽理論 

キャリア教育の充実 

・仕事発見(社会人の講話) 
・人事担当者の面接指導  
・補習や小論文指導 他 
 

規範意識と社会マナーの育成 

・服装､頭髪､遅刻指導の徹底 
・挨拶の奨励､礼儀とマナー 
・交通安全指導(ｶｯﾊﾟ着用 100%) 

地域との連携 

・近隣自治体からの依頼演奏 
・松伏町でのﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動 
・生徒が小学生へ学習支援等 

部活動・特別活動の活発化 

・関東大会常連の吹奏楽部､合唱部 
・松伏ｽｰﾊﾟｰﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ 
・生徒主体の生徒会活動 他 

①学力の向上と専門的な技術・能力を伸長します 

・成績上位者の増加､実力ﾃｽﾄ､模試の成績向上 
・放課後補習や長期休業中の補習の充実 
・検定資格合格者の増加 

②キャリア教育の質を高め、進路希望が実現した 

生徒の割合を高めます 

・第一志望校への進学者の増加 
・就職内定率 100%の継続 

③部活動や特別活動をより一層活発化します 

・県大会出場の部活動の増加 
・生徒自ら考え行動する特別活動 

 

 
・ｷｬﾘｱ教育の充実と進路選択 
・２学科､１コースの特性を

活かした多彩な選択科目 

 
・大学・短大・専門学校の受験

科目や就職希望等、進路希

望に応じた多彩な選択科目 

１年生 ２年生 ３年生 学力・専門性の基

礎づくり 
学力・専門性の

向上。資格取得 
進路希望実現と社

会で活躍する人材 

県立松伏高校 ～生徒の成長物語～ 

本校の３年後の目標 豊かな人間性と生きる力の育成 

本校の 

特色 

○特色ある３つの学びの場

で多様な進路希望を実現 
○全国･関東大会出場の部活

動を始め特別活動が活発 

・商業､情報の専門科目の基礎 
   ビジネス基礎・簿記・情報 

処理(ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの活用） 
 

・発展的学習と資格取得 
 財務会計Ⅰ、情報処理 
 ビジネス文書検定 他 
 

・専門科目の総合的学習 
   総合実践、課題研究(興味に    
    応じた講座選択)  

 



≪松山高校の活性化・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・理数科 生徒数 
(男)９５１ 

(女)  ０ 
計９５１ 

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

アクセス 東武東上線東松山駅東口から徒歩１５分 

教育課程等

の特徴 

〇普通科７クラス、理数科１クラス（普通科１年生は少人数学級編制） 

〇普通科は２年生より文理クラスに分かれ、目標の４年制大学を目指す。 

〇普通科に特進クラスを１クラス設置、密度の濃い学習で国公立大学を目指す。 

〇理数科は科学的思考力や想像力を高め、探究的態度を養成し、理工系・医薬系大 

 学を目指す。 

〇ＳＳＨ(ｽｰﾊﾟｰ･ｻｲｴﾝｽ･ﾊｲｽｸｰﾙ)指定を受け、大学や研究機関との連携により最先端 

 の科学技術に触れるとともに、高度な実験・実習を体験する。 

活躍が顕著

な部活動 

【Ｒ１全国大会出場・全国規模の大会等で入賞】 

〇ソフトテニス部（インターハイ個人・国体埼玉県代表選手） 

〇新聞部（全国総文祭他）〇生物部（厚生労働大臣賞） 

〇映像制作部（ＮＨＫ杯全国高校放送コンテスト） 

〇書道部（全国高校生大作書道展個人作品） 

【Ｒ１関東大会出場】 

〇陸上競技部（関東高校陸上競技大会個人） 

〇スキー部（関東高校スキー大会個人） 

特色ある 

学校行事 

〇松高祭（９月）文化部の研究・作品発表、数々のイベント、模擬店 等 

〇体育祭（１０月）近隣の陸上競技場にて本格的に開催。 

〇比企一周駅伝（１１月）比企郡一周約60kmをクラス対抗でタスキを繋ぐ。 

〇立志講演会（１月）世界で活躍する本校ＯＢ等を招いた講演会。 

他、校歌応援歌練習（４月）、新入生歓迎球技大会（５月）、修学旅行（１１月） 

  スポーツ大会（３月）など、多彩な行事で高校生活を彩る。 

家庭・地域 

との連携 

〇保護者を対象とした様々な進路行事（進路説明会、進路研修会 等） 

〇東松山市との連携（スリーデーマーチ、通学路清掃、まちゼミ 等） 

〇小中学校との連携（科学系部活動の生徒による科学教室 等） 

進

路 

状

況 
四大  237 人 短大 3 人 専門 17 人 就職 6 人 その他 56 人 

傾

向 

〇国公立大学合格２９名（埼玉大、群馬大、東北大、千葉大 等） 

〇早慶上理ＧＭＡＲＣＨ合格３８名 

〇主な指定校推薦枠（東京理科、学習院、明治、青山学院、立教、中央、法政、成蹊、 

 成城、武蔵、明治学院、國學院、独協、芝浦工業、東京電機、東京薬科 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＞ 
 

〇建学の精神「文武不岐」を実践し、勉学にも部活動等にも意欲を持って取り組み、高い目標に 

 向かって挑戦する生徒 

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


３ 育成方針（埼玉県立松山高等学校 生徒の成長物語） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  建学の精神である「文武不岐」に基づき、幅広い教養と礼節を備え、社会に貢献できる品格 

 あるリーダーを育成します。 
 

 学 習 活 動 ＩＣＴを活用した考えさせる授業、ＳＳＨによる探究活動や大学・研究機関との連携 

       理数科目の先取り授業、進路希望に応じた科目選択と進路指導、松高塾・勉強合宿 

 学 校 行 事 松高祭、体育祭、比企一周駅伝、立志講演会など、松山高校らしい特徴的な学校行事 

 部 活 動 運動部１６部、文化部１３部  
 

 松山高校では、これらの教育活動をとおして、 

 １年生 松高生としての学ぶべき基本を身に付けます。（教員による丁寧な指導） 

 ２年生 基本をもとに、個に応じて自ら考え行動する力を身に付けます。（主体的に行動する力） 

 ３年生 困難な課題に立ち向かい社会に貢献できる力を身に付けます。（未来を切り拓く力） 
 

 松山高校での３年間は決して楽なものではありませんが、男子生徒に特化した教育を行うことで、

生徒の持つ可能性や潜在能力を最大限伸ばします。 

松山高校３年間 

日々の挨拶 

校歌応援歌練習 毎日の授業 

学校行事 

委員会活動 

部活動 

挑戦 

伝統に甘んじない 

高い目標 

努力し続ける 

素直で可能性を秘めた男子 

他者を思いやる心 

品格・礼節・責任感 

幅広い教養・本質を学ぶ 

身に付ける態度 教育活動 

1年

２年

３年

未来を切り拓き、社会に貢献できるたくましい大人 

先頭に立つ勇気 



≪松山女子高校の活性化・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 (女)956 計 956 

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

アクセス 東武東上線 東松山駅下車 徒歩 8分 

教育課程等

の特徴 

・土曜授業を隔週で実施、週 34 時間授業の特進クラスを設置 

・１年生特進クラス・２年生全クラスの英語と数学における少人数指導 

・１、２年生までは共通な基礎力、応用力を習得し、３年生で文理の類型に分かれて 

進路希望や適性に応じた授業を受講 

・充実した「総合的な探究の時間」の実施 

・オンラインシステムによる学習支援(Google Classroom、ロイロノート、スタディ 

 サプリ、Zoom 等) 

 

活躍が顕著

な部活動 

・令和元年度全国大会出場（陸上競技部、音楽部、箏曲部、書道部、放送部） 

  音楽部は、第 72 回全日本合唱コンクール全国大会 金賞(5 年連続) 

  箏曲部は、第 42 回全国高等学校総合文化祭 日本音楽部門 優良賞(ベスト８) 

  書道部は、第 42 回全国高等学校総合文化祭 書道部門 特別賞 

・令和元年関東大会出場（陸上競技部、空手道部、水泳部、ソフトボール部 

            音楽部、文芸部、放送部） 

特色ある 

学校行事 

・松女祭（6 月）。部活動のパフォーマンスは必見の価値あり。 

・真剣勝負の体育祭（10月）。3 年生がしきる応援合戦もクオリィティ絶品。 

・修学旅行（2年 11 月） 

・マラソン大会（1,2 年）、水泳大会（3年） 

・芸術鑑賞会（3 年に一度：前回はＲ１年度に劇団四季） 

家庭・地域 

との連携 

・個人面談の充実（三者面談年 1 回、二者面談年 2 回実施） 

・充実した異校種交流（地元小学校・中学校、近隣特別支援学校等） 

・地域行事への貢献（スリーデーマーチ、部活動発表 等） 

進

路 

状

況 
四大 203 人 短大 22 人 専門 61 人 就職  14 人 その他 12 人 

傾

向 

国公立大学 3 名、私立大学 200 名、看護医療系専門学校 25名、公務員 7名 

主な合格大学：埼玉大、埼玉県立大、高崎経済大、学習院大、明治大、立教大、 

       法政大、津田塾大、日本大、東洋大、駒澤大、獨協大、成城大、 

       女子栄養大、武蔵大、文教大、埼玉医科大 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＞ 

 ・「凜として輝く」女性になりたい生徒。 

 ・松女の校風を愛せる生徒。 

  ・ひとつ上の自分を目指せる生徒。 

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


                          
 
 
 
 
 

 第一志望の進路実現を図る取組 
 ・土曜授業（隔週公開授業）、少人数授業、文系理系別選択科目 
 ・特進クラス：週 34 時間授業、総合クラス：週 32 時間授業 
 ・主体的な学びを推進する進路指導、オンラインシステムによる支援 
 ・ビブリオバトル、探究学習の充実 

・平日補講（早朝・放課後）、長期休業中補講、面接・小論文指導 
 ・ＧＴＥＣ全員受験、英検、スタディサポート、自習室完備 

  
                                          結団式        全日本合唱コンクール全国大会 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  東松山市へ「令和」贈呈        校内｢ﾋﾞﾌﾞﾘｵﾊﾞﾄﾙ｣    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会で活躍する「凛として輝く」女性を育て、地域の期待に応える進学校 
創立９５年目の伝統校（東松山駅西口より徒歩８分） 

県立松山女子高等学校 ～生徒の成長物語～ 

 3 年生  
    自己実現 ～飛躍 確かな一歩～ 
  職業観を確立し、自分の生き方を選択す 
  る。自立した女性としての自己実現を図 
  る。 
   ○応用・実践力の強化、弱点克服 
   ○個別実践力（自学・自習）の伸長 
   ○生涯につながる主体的な学びの確立 

 2 年生  
        自己成長 ～社会を知る～ 
 中心学年としての自覚と責任ある行動をと 
 り、自らの限界に挑戦する。 
  ○基礎学力の充実（確立、伸長） 
  ○応用力・実践力の養成 
  ○社会的汎用力の養成 
  1 年生  

        自己発見 ～自分を知る～ 
 自覚と誇りを持った松女生としてのアイデン 
 ティティーを確立する 
  ○学習習慣の形成  
  ○基礎学力の養成（形成・定着） 
  ○社会人基礎力の醸成 「前に踏み出す力」  
      「考え抜く力」「チームで働く力」 
 

 本校の３年後の目標  
 
○ 学習面では、主体性を持って、自主的 
 に学習する姿勢を築き、コミュニケー 
 ション能力、実行力、チームワーク・ 
 協調性を身につけさせる。 
○ 進路面では、進路意識を高め、志を高 
 く持ち、第一志望の進路実現を目指 
 し、最後まで粘り強く取り組む生徒を 
 育成する。 
○ 生活面では、「凛として輝く」女性と 
 して、自覚と誇りを持って社会で活躍 
 する生徒を育成する。 

高い人間性を育む交流・体験学習 
・オーストラリア海外授業体験（隔年） 

・小中学校や特別支援学校・地域との交流事業 

・地域ボランティア活動への参加（清掃活動、防犯・交通安全キャ 

 ンペーン） 

・各種地域事業への参加（市役所事業、商工会・観光協会など） 

部活動・生徒会活動が活発 
・活発な文化部、運動部活動 

 （全国大会・関東大会・県大会出場 多数） 

・地域に貢献する生徒会・委員会・部活動 

 （駅付近清掃活動、挨拶活動、市役所・警察事業） 

品格ある制服の着こなし・行動 
・教職員から生徒への日常的な声かけ       

・定期的な登校指導・服装指導 

・校長講話、全校集会・学年集会での生徒指導講話    

・生徒会、風紀委員会からの呼びかけ 

 



≪三郷高校の活性化・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)２２４ 

(女)３１２ 
計５３６ 

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

アクセス 

●JR 武蔵野線三郷駅南口より徒歩 25 分またはバス 10 分、 

●JR 武蔵野線吉川駅南口より   バス 20 分 

●つくばエクスプレス三郷中央駅より…徒歩 15 分 バス 6 分 

教育課程等

の特徴 

①１年生少人数学級編制できめ細やかな生徒対応。 

②２年次から各進路の方向を考え、情報クラス・進学クラス・総合クラスに分かれた学級

編制。 

③２年次からの多科目選択授業科目は、各教科担当と相談しながら自分の進路に合わせ、

選択が可能。 

④総合的な学習（探究）の時間は、本校独自の進路のノートを活用し、進路学習を深める

ことにより、将来の目標を明確化し、希望の進路実現に近づくよう工夫。 

⑤国語・数学・英語の学び直し授業を実施。 

活躍が顕著

な部活動 

陸上競技部（女子８００ｍ等）県大会出場 陸上競技部は毎年県大会に出場しています 

サッカー部県大会出場             

硬式テニス部県大会出場 

特色ある 

学校行事 

①１年の遠足で自然体験をし、コミュニケーション能力の育成。 

②体育祭で縦割り団を組み、３年生が団長を務め、２年生が団旗作成、1 年生が応援看板

の作成。 

③総合的な学習（探求）の時間を活用した進路学習で、専門学校講師を迎えた出前授業等

の実施。 

④学期後毎に行われる本校独自のコミュニケーションプログラムの実施。 

⑤長期休業中に運動部合宿を実施。 

家庭・地域 

との連携 

①本校生徒による母校訪問の実施。 

②中学校へ出前授業の実施。 

③中高交流部活動の実施。 

④三郷市ハーフマラソンに運動部が参加、ボランティア部は役員として参加。 

⑤上級学校訪問受け入れ。 

進

路 

状

況 
四大 ２９人 短大 ８人 専門 ８３人 就職 ５９人 

その他の

卒業者 
１５人 

傾

向 

本校独自開発の進路ノートを活用し、日々の生活の中で、将来の職業を意識することに

より、現在の自分と志をはっきりと認識し、進路を確定する生徒が増えてきた。長い目

で自分の将来を考えることにより、専門学校を含め、進学の割合が高くなってきてい

る。安易な考えでフリーターなど選択する生徒は激減している。進路ノートを使った学

習の効果が出ている。将来を長い目で意識することにより、現在の自分に必要なものを

見つけ、自ら目標・目的を設定し、行動する生徒が増えてきている。 

（※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＞ 

①進路や就職に向けて、毎日の授業を大切にし、意欲的に学ぶことができる生徒。 

②部活動、学校行事、ボランティア活動などに熱心に取り組む生徒。 

③他人を思いやる心を大切にする生徒。 

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


３ 育成方針（埼玉県立三郷高校） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年生（卒業式）        ２年生（修学旅行）       １年生（球技大会） 

【重点目標１】 
 

集団の一員と

しての自覚と

規律の確保 

【重点目標２】 
 

基礎力とコミ

ュニケーショ

ン能力の定着 

【重点目標３】 
 

キャリア教育

を活かした 
志の育成 

【重点目標４】 
 

安心安全な教

育環境の提供 

・登校指導 
・チャイム着席 
・始業前校歌の実施 
・保護者との緊密な連携 
・スクールカウンセラーとの連

携 
・仲間と協力する姿勢を重視し

た行事運営 

・「進路ノート」「進路手引き」

の活用 
・３か年進路指導計画の作成 
・外部講師による面接指導 
・大学等進学に向けた補習 
・志を育てる講演会の設定 

・PTA 総会等の活性化 

・教育活動のホームページ充実 

・体育祭・文化祭・長距離走大

会等への保護者参加の促進 

・学校案内等広報ツールの充実 

・出前授業・母校訪問の実施 

・親になるための学習の推進 

志
と
思
い
や
り
の
心
を
育
み 

生
徒
一
人
一
人
の
進
路
を
実
現 

 

・少人数学級編成（1 年） 
・国数英における学び直し 
・協調学習の実践 
・進学クラス、情報クラスの設置 
・学びの基礎診断への対応 
・ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ学習 
・親になるための学習実践 



≪三郷北高校の活性化・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)396 

(女)420 
計 816 

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

アクセス ＪＲ武蔵野線 三郷駅から 徒歩１３分 またはバス３分 三郷北高校前下車すぐ 

教育課程等

の特徴 

・３年生から文系・理系の類型選択。 

・大学・短大、専門学校進学、就職等あらゆる進路に対応する教育課程。 

活躍が顕著

な部活動 

・ハンドボール部：関東大会出場（女子 H28/R1、男子 H30） 

・吹奏楽部：東京ディズニーシー出演（H29/30/R1）東日本吹奏楽大会銀賞（H30） 

・弓道部：新人戦埼玉県大会準優勝 東日本大会出場（H29） 

・陸上競技部：男子 100 ㍍、インターハイ出場（H27）ほか 

特色ある 

学校行事 

・体育祭（５月開催）は縦割団対抗戦での熱戦が恒例。ラストの校歌斉唱は見もの。 

・しひの実祭（文化祭・秋開催）はオープニングイベントから後夜祭まで盛り上がる。 

・感恩祭（２月開催）は３年生を送る心のこもった会。感動的な３年生の合唱。 

・修学旅行（２学年 10 月開催）沖縄へ行き、平和学習や自然・文化体験を実施。 

家庭・地域 

との連携 

・保護者の学校行事参加率は６８％、保護者満足度は９２％。 

・三郷市文化祭、地域のボランティア等に毎年参加。 

・三郷特別支援学校、三郷高校との３校交流会を実施。 

・三郷市内中学校との部活動による交流実績多数あり。 

進

路 

状

況 
四大 91 人 短大 17 人 専門 103 人 就職 43 人 

その他の 

卒業者 
19 人 

傾

向 

・進学者は推薦・AO 入試中心に、日大 5人、東洋大 3 人、文教大 4 人と健闘している。 

・就職先は金融・製造・小売・サービス・公務員等多岐にわたる。 

・公務員受験（埼玉県警、三郷消防等４人合格）も安定している。 

（※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＞ 

・勉強と部活動に全力で取り組む前向きな生徒。 

・進路希望実現のために、コツコツと努力を続けられる生徒。 

・ルールとマナーを守り、三北生として自覚と誇りをもつ生徒。 

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


◇ 授 業 全教室にエアコン完備で快適環境。授業満足度８０％
◇ 行事・部活動 生徒が行事に積極的に参加（校歌を熱唱）。全２６部活。部活動参加率９５％
◇ ア ク セ ス JR三郷駅から徒歩１３分 バス３分「三郷北高校前」下車すぐ

県立三郷北高校 ～三北生の成長物語～

１年生

２年生

３年生

本校の
特 色
本校の
特 色

□学習の基礎づくり、
週間課題（数学）漢字テスト（国語）
英検プロジェクト（英語）
○将来の目標をさがして
職業インタビューレポート
オープンキャンパスレポート

□学習の総仕上げ
進路希望に応じて、文系 と 理系 に

○進路実現をめざして
・進学希望者は、補習と授業で実力アップ
・就職希望者は、資格取得と企業研究

様々な受験方法別対策
徹底した面接練習・小論文指導

☆三北生の自覚と誇りをもって卒業

北ピー＆しーちゃん

活気ある三大行事
充実の部活動

〈 進路指導 〉

□学習の習慣づくり
週間課題（数学）英検プロジェクト（英語）
商業・漢字・英語など資格に挑戦

○自分の将来を見通して
ボランティア参加 新聞記事ワークシート
進路先別見学会

☆中堅学年として、高校生活最大のイベント
「修学旅行」の事前・事後学習をふくめて
大いに学び、大いに成長

・「しひの実祭」（文化祭）
クラス、文化部、有志団体が参加
・「体育祭」生徒が校歌を熱唱♪
・「感恩祭」(３送会)
３年生合唱による感動のフィナーレ

・１５の運動部と１１の文化部が
「三北パワー」全開でがんばっています。
【最近の主な実績】
ハンドボール部（関東出場 女子H28/R1男子H30）
吹奏楽部 (ディズニーシー出演 H29/30/R1）

(東日本吹奏楽大会銀賞 H30)
弓道部 （東日本大会出場 H29）

３年後を見すえた
体系的な進路指導を推進
【主な取組】
職業インタビュー（発表会）
進路講演会
進路先別見学会
進路研究レポート
基礎力診断テスト
分野別説明会（生徒/保護者）
長期休業中補習
外部模試受験
模擬面接 など

〈 国際理解教育 〉

１ ニュージーランド研修（派遣と受入 隔年）

２ ＡＬＴによる「英会話」授業 （１年時）

３ 外国人講師による「国際理解講座」

三北生の３年後

「青春の夢を実現しよう」
を合言葉に、日々努力

↓
３年間仲間とともに成長

↓
１人１人が三北生として
誇りをもって卒業

いじめ０宣言

私たちは、人それぞれの個性を
認め合うとともに、相手の気持ち
を推し量り、すべての生徒が幸
せになることを応援します。

青春の夢を実現しよう青春の夢を実現しよう



≪三郷工業技術高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 工業科 
生徒

数 

(男)５８４ 

(女) ７０ 
計６５４ 

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

アクセス ＪＲ武蔵野線 新三郷駅下車（西口） 徒歩【１５分】またはバス【３分】 

教育課程等

の特徴 

就職希望者が大半を占めているため、基礎学力の向上を重視して１年次を中心に

習熟度別学習を行っています。また、大学・専門学校等の進学希望者も最近増え

ており、多様な進路対応のため選択制を設け、個別の進学指導もしています。 

特に資格取得には力を入れており、計画的な学習・実技指導を行っています。そ

の結果、全国Ｊｒ．マイスター顕彰や県知事表彰制度において、多くの表彰者を

出し、取得率県内工業高校第 1 位を堅持しています。 

活躍が顕著

な部活動 

工業高校ならではの工業技術部では、与えられた条件の中でロボットを製作し競

う電子技術部、エコカーを製作・走行する機械研究部、プログラミング技術を競

う電子計算機部、無線部などが常に活躍しています。昨年度は囲碁将棋部を含め

た５つの部が全国大会に出場しました。 

運動部では、剣道部・ラグビー部・ハンドボール部・陸上競技部・バドミントン

部・柔道部・硬式テニス部などがよく県大会に出場しています。 

特色ある 

学校行事 

各学年の１組を１団、２組を２団とするクラスを縦割に編成した「団」の活動を

重視し、年間を通して体育祭やたくみ祭（文化祭）などの様々な学校行事におい

て点数化して表彰する制度を設けることで、学年を越えた団結力が一層高まって

います。 

家庭・地域 

との連携 

進路指導に対する保護者の満足度は９０％を超えており、１００％を目指しま

す。 

また、「開かれた学校づくり」を目指して三郷市商工会との産学連携や地元自治

体行事との連携を深め、コミュニケーション能力の育成に力を入れています。 

進

路 

状

況 
四大 １０人 短大 ０人 専門 ２９人 就職 

１５３

人 

その他の 

卒業者 
 ３人 

傾

向 

・就職先はトヨタ自動車、日産自動車、本田技研工業、キャノン、日本製紙、関電工、 

 東京地下鉄、京成電鉄、はとバス等。求人倍率は１４．１倍。 

・進学先は日本大学、東京電機大学、千葉工業大学、日本工業大学等。 

 ４年制大学の指定校推薦は３９校。 

（※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｣に深い興味・関心を持ち、入学後も積極的に学んでいこうと考えている者 

・文化・芸術・スポーツのいずれかに優れた適性及び実績があり、入学後も様々な活動に対して意欲的に

参加する意志のある者 

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


３ 育成方針（埼玉県立三郷工業技術高校 ～生徒の成長物語～） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県立三郷工業技術高校 ～生徒の成長物語～

学校行事 
体育祭       １０月 

たくみ祭（文化祭） １０月 

強歩大会      １１月 

球技大会   １２月・３月 

芸術鑑賞教室    １２月 

修学旅行       ２月 

目指す学校像 
「ものづくりの精神」に基づき、豊かな人間性を育成するとともに、学力向上をとおして、

生徒の自信を高め、地域に貢献できる技術者を育成する 

一人一人を大切に伸ばす 

三工技の「３つのできる！」 
①大学進学・就職の夢を実現できる 

②豊富な学校行事で個性を発揮できる 

③就職に有利な国家資格が取得できる 

三工技生の３年後の目標 
●希望する進路１００％ 

・東証一部上場企業、地元企業に技術職で就職 

国家資格等で「生涯賃金」に差をつける！ 

・最先端技術を学び、身につける大学進学 

東京電機大学ほか３９校の指定校推薦先 

●世界で活躍するエンジニア育成 

・アクティブラーニング、反転学習、ＩＣＴ 

様々な授業をとおして、確かな学力を身につけ

る 

●社会人基礎力【経済産業省】 

・「アクション」・「シンキング」・「チームワーク」 

工業の可能性は無限大 
機械科   「ものづくり」の楽しさを見つけよう 

電子機械科 ロボットづくりにチャレンジ！ 

電気科   電気・電子・通信を幅広く学べます 

情報電子科 全国で１５しかないＣＧ認定校 

情報技術科 対戦プログラムをつくろう 

体験活動でスキルアップ！ 
・埼玉県産業教育フェアや地元自治体行事への参加を

とおして社会人基礎力の育成！ 

・三郷市商工会や中川下水道事務所などと産学官連携

プロジェクトの経験あり！ 

国家資格で差をつける！ 
機 械 科 技能士（検査・保全・機械加工） 

電子機械科 技能士（電子回路組立）第２種電工 

電 気 科 第１種電工、電験３種、ＤＤ1 種 

情報電子科 ＣＧ検定エキスパート 

情報技術科 ＩＴパスポート、基本情報処理 

全員加入 ２８の部活動 
運動部系が１３、文化部系が１５あり充実した学

校生活を送ることに貢献しています。 

山岳部 ワンダーフォーゲル部に変更しました 

昨年度機械研究部・電子技術部・電子計算機部・無

線部・囲碁将棋部が全国大会に出場しました。 

Ｂｅ ｃｒｅａｔｉｖｅ！ 



≪皆野高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 商業科・情報処理科 生徒数 
(男)45 

(女)32 
計 77 

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

アクセス 秩父鉄道皆野駅より町営バスで 10分（長生荘下車 徒歩 3分） 

教育課程等

の特徴 

・秩父地域唯一の商業系専門高校です。「くくり募集」という制度を導入しており、入 

 学時に学科を決定する必要がなく、入学後に学習に取り組む中で、自分自身の特性 

 や興味関心に応じて商業科・情報処理科のどちらに所属するか選択することができます。 

・多彩な選択科目で自分の興味や適性にあった授業を選べ、沢山の検定に挑戦できます。 

・少人数学級、少人数の授業展開などにより、きめ細かく面倒見のよい指導をします。 

・実践的職業教育や協調学習など、時代の変化に対応した学びを実現します。 

・商業科の授業において商品開発や販売実習を通して、企画力や実践力を鍛えていま 

 す。これまで本校生徒が地元企業等と連携し、「激推イノシカバーガー」を代表とす 

 るいくつもの特色ある商品を考案・開発してきました。地域の様々なイベントで本 

 校生徒が販売実習に取り組んでいます。 

（実績）令和元年度埼玉県生徒商業研究発表大会２位 ２年連続関東大会出場 

    令和元年度内閣府表彰「未来をつくる若者・オブ・ザ・イヤー」受賞 

活躍が顕著

な部活動 

◎伝統ある部活動 全国大会や関東大会への出場経歴多数 

         ホッケー部、剣道部、弓道部、卓球部、商業研究部 

◎近年の活躍 剣道部（令和元年度県大会出場）、美術部（令和元年度防犯ポスター 

       県展出品）、書道部（令和元年度書初め展県展出品） 

特色ある 

学校行事 

・体育祭（５月）     近隣の小学校の児童と一緒に競技でわきあいあい！ 

・２年生修学旅行（９月） 学習の目的に合わせて地域文化や自然と触れ合う！ 

・文化祭（１０月）    クラスや部活動で工夫をこらしたイベントを実施！ 

家庭・地域 

との連携 

・町内の小学校・幼稚園と交流（遠足ボランティア、スポーツ交流、幼稚園実習など） 

・地元企業での就業体験（２年生全員） 

・地域活動のボランティア等多数 

進

路 

状

況 
四大  ６人 短大 ０人 専門  ８人 就職 ２３人 その他  ０人 

傾

向 

・地元地域での就職希望者多数 サービス、販売、製造など幅広い業種で内定をいただい 

 ています。進学を含め、希望者の進路決定率は4年連続100%を達成しています。 

（主な内定先）アコーディアゴルフ、三峰神社、タナカ技研、キヤノン電子、 

       日本イスエード、タイセー、ちちぶ農協、フネンアクロス 等 

・大学・短大・専門学校の指定校推薦枠多数あり 

（※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）日頃の学習と各種検定等の資格取得に意欲的に取り組む意志のある生徒。 
（2）生徒会活動、学校行事、ボランティア活動に自主的に取り組んできた者で、高校入学後も引き 
  続き取り組もうとする意欲のある生徒。 
（3）中学校３年間、一生懸命部活動を継続した者で、高校入学後も引き続き部活動を続ける意志の 

  ある生徒 

＜詳しい入学者選抜基準はこちら＞https://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/r3nyuushi-jouhou.html 

（「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


・秩父地域唯一の商業高校です。
（商業科・情報処理科）
「商業」の学びは、ビジネス社会に直結する
総合的な技能を高めます。

・きめ細かい指導で、生徒一人一人の
得意分野を伸ばします。
（３年間の「良き出会い」と成長）

・地域と連携した多彩な教育活動を
展開しています。
（魅力情報はＨＰで発信中）

・緑豊かで静かな環境の学び舎です。

教
職
員

・熱意
・高い専門性
・親身なサポート
・相談しやすい先生

埼
玉
県
立

皆
野
高
等
学
校

育
成
方
針
・
生
徒
の
成
長
物
語

１年生
「商業」「仲間」「教師」

との出会い

・社会人としての基礎となるコミュニケー

ション能力やマナーを育成します。

・ワード、エクセルの基礎を身に付けます。

・少人数で分かりやすい授業を行います。

２年生
「会計・流通・情報」分野の

専門的な学習との出会い

・１年次の学習を土台に、より高度な資格

取得に挑戦します。

・インターンシップ（就業体験）で働くこ

との喜びと厳しさを体験します。

本校の特色

３年後の
目標

３年生
将来の多様な進路（就職・進学）

との出会い

・３年間、商業を学んだ集大成として、ビ

ジネスの実習に取り組みます。

・商業科・情報処理科を選択し、専門性を

深め、進路実現を目指します。

部
活
動

誠実さを身に付けます。
・運動部８部活
・文化部７部活

体
験
学
習

勤勉な姿勢を育てます。
・インターンシップ
・地域連携活動活
・商品開発・販売実習

学
校
行
事

協力の精神を学びます。
・体育祭・文化祭
・修学旅行・遠足
・球技大会etc

地
域
連
携

奉仕の心を養います。
・ボランティア活動
・クリーンキャンペーン
・幼稚園実習etc.

学 習 面 生 活 面 進 路 面
●自主学習の習慣が身につく！ ●当たり前のことを一生懸命できる！ ●自らの得意分野で社会貢献できる！
・検定資格3種目以上の1級取得
（簿記、ビジネス文書、情報処理、電卓等）

・時間、礼儀、ルールの厳守
・自分と仲間、お互いの良さの認め合い

・進路の第一希望実現100％
・就職に強い（特に、秩父郡市内の企業）
・進学にも有利（指定校推薦）



≪宮代高校の活性化・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)204 

(女)366 
計 570 

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

アクセス 春日部から２駅、東武スカイツリーライン姫宮駅から徒歩８分 

教育課程等

の特徴 

・３年で文理系に合わせた科目選択 

・英語、数学は１～２年で少人数制習熟度別授業 

・定期考査前に土曜勉強マラソン、部活動勉強会を実施 

・基礎力充実のため毎朝１０分間「朝学習」を実施 

・授業以外に実力増進講座を実施 

・学習サポーターを配置し、勉強をバックアップ 

活躍が顕著

な部活動 

・アーチェリー部 女子個人全国高校総体出場（令和元年度） 

・陸上競技部 男子三段跳び全国高校総体出場（令和元年度） 

・放送部 ＮＨＫ杯高校放送コンテスト朗読部門出場（令和元年度） 

     第４４回全国高等学校総合文化祭出場決定（令和２年度）    

 

☆運動部１３部、文化部１２部が、さとく、たゆまず、たくましく活動中。 

特色ある 

学校行事 

・どの行事も盛り上がります。珍しいのは百人一首大会（学年別） 

・体育祭は驚くほど真剣、声援もにぎやか 

・秋に行われる文化部の発表会『文化部フェスタ』は、本校独自のもの 

家庭・地域 

との連携 

・宮代町内一斉美化運動「クリーン宮代」に部活動単位で参加 

・宮代町民祭に司会で参加（放送部） 

・地元小学校のスクールボランティアに参加 

・宮代特別支援学校との交流会 

・宮代町選挙管理委員会と連携し主権者教育を実施 

進

路 

状

況 
四大 ３７人 短大 ６人 専門 ６６人 就職 ８７人 

その他の 

卒業者 
０人 

傾

向 

・進学者は、大学・短大へ約２２％、専門学校へ３４％。（令和元年度） 

・主な指定校推薦枠は、東洋大学、文教大学、東京電機大学、大東文化大学等。 

・就職希望者は、４４％、内定率は１００％。主な就職先は、イトーヨーカ堂、カイン

ズ、そごう・西武、阪急阪神ホテルズ、公務員等。 

（※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＞ 

・身につけた知識や技能を人生や社会に生かそうとする広い視野を持つ生徒。 

・目標に向かって精いっぱい取り組み、更に向上しようとする進取の気概のある生徒。 

・あらゆる機会をとらえ自ら鍛える強い意志をもつたくましい生徒。 

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


１年生 ２年生 ３年生

・朝学習、土曜勉強マラソン、部活動勉強会、学習サポーター配置、

わかる授業、ＩＣＴを活用した授業、Google Classroomを使用した

オンラインの学習支援、進学補習

教科横断的な授業改善研修会、協調学習による授業づくりを中
心とする主体的・対話的で深い学びを実現する授業改善実施校

R2進路モデルプラン指導拠点校

高校生感動体験事業でソーシャルスキルトレーニング、町内清掃

ボランティア・町民祭・産業祭等へ参加、地域の小・中学校・特別

支援学校等との連携

学力
ＵＰ

授業力
ＵＰ

人間力
ＵＰ

宮代高校成長物語
～本気の自分に出会える場所～

本気を引き出す
教育システム

本気の部活動！

先生も本気！

いつでも本気の
自分に！

少人数・習熟度別授業を
活用した教育課程と多様
な教育活動で生徒一人ひ
とりの良さを引き出し進路
実現を図ります。駅からの
アクセスも抜群です。

元気いっぱいの若い先生
も、安心して頼れるベテ
ランの先生もいます。
チーム宮高で、とことん生
徒の面倒を見ます！

アーチェリー部・陸上競技
部・放送部が全国大会出場
で活躍している他、運動部
１３、文化部１２の部活動が
日々本気で活動しています。
演劇部も３年連続県大会出
場。

自分の「よさ」を伸ばし、次
代をたくましく生き抜くため
の学力・規範意識を身に
付けた人間に成長させま
す。進学も就職も希望を
実現。

●自分自身のよさを発見
（体育祭・遠足・ＨＲ）

●学力向上
（各教科・科目・習熟度別授業）

●基本的生活習慣の確立（日常）

●積極性・チームワークの育成
（ＨＲ・部活動・文化祭）

●自己理解から進路設計
（総探・ＨＲ）

●中堅学年の自覚と自信
（体育祭・文化祭・ＨＲ・部活動）

●学力増進
（各教科・科目・習熟度別授業）

●自立心の育成
（日常・修学旅行）

●自己の将来を見つめた
進路設計（総探・ＨＲ）

●進路希望実現
（総探・ＨＲ・日常）

●文理系に分かれた科目選択
（各教科・科目）

●礼儀・あいさつ・マナーの実行
（日常）

●リーダーシップ・課題解決能力
の育成（文化祭・体育祭・部活動）

宮高のカリキュラム・マネジメントで３年後は、”いつでも本気の自分”に成長させます！

特色

教職員

部活動

三
年
後
の
目
標



≪妻沼高校の活性化・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)178 

(女)138 
計 316 

ホームページ https://menuma-h.spec.ed.jp 

アクセス 定期路線バス（朝日バス）バス停「三ツ橋」より徒歩３分 

教育課程等

の特徴 

・学校設定教科「カルティベートタイム（ＣＴ）」でつまずき解消＆基礎固め 

  １年生は、毎日１時間目に実施 

・少人数授業で理解度アップ 

  １年生は、４クラスを５クラス展開、数学と英語で少人数授業 

・資格取得でステップアップ 

  漢字検定、英語検定、ビジネス文書実務検定、情報処理検定など 

・Ｒ８０（アールエイティー）で "まとめる力"アップ 

  ８０字以内の２文で自分の考えを書く 

活躍が顕著

な部活動 

・写真部 

  令和元年度第４３回全国高等学校総合文化祭（２０１９さが総文）出場 

・陸上競技部 

  学校総体県大会全員出場（陸上競技部：令和元年度） 

・商業部 

  関東ブロック高等学校生徒商業研究発表大会 優良賞（令和元年度） 

・書道部 

  日本武道館競書大会 大会奨励賞（平成３０年度） 

特色ある 

学校行事 

・修学旅行 

  民泊体験型修学旅行（平成 30 年度：福井、令和元年度：広島、令和２年度：福井） 

・文化祭（轍祭） 

  生徒会・文化祭実行委員会を中心に企画・運営 

・パークレース 

  創立時から実施している伝統ある行事（リバーサイドレース）から変更 

家庭・地域 

との連携 

・三者面談（６月）、二者面談（１、２学期当初） 

・地元小学校との交流事業（年２回） 

・地元行事への参加 

  熊谷市妻沼文化祭、めぬま祭、めぬま手づくり市、献血キャンペーン等 

進

路 

状

況 
四大  ８人 短大 ７人 専門 ３４人 就職 ５１人 その他 １３人 

傾

向 

・就職決定率（学校紹介）：９８.１％ 

 

・主な進路先：聖学院大学、埼玉工業大学、県立熊谷高等技術専門校、東工業株式会社 

（※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＞ 

  ・ 勉強につまずいてしまったけれど、学び直しをしたい生徒 

  ・ 中学校にはなじめなかったけれど、しっかり勉強して高校を卒業したいという生徒 

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


｢ベートン｣と｢カルティ｣ 

＜生徒の成長物語＞  県 立 妻 沼 高 校  ～ 母校を誇れる生徒を育てる学校 ～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学 校 行 事 
 

□体育祭（５月）でクラスの団結力 

 を高めます。 

□盛り上がる文化祭は、 

 毎年９月に実施します。 

□２年生が参加する修学 

 旅行は、民泊体験を導 

 入しています。 

□パークレースを１１月 

 に実施します。 

 

 

部 活 動 
□運動部１０、文化部１１の部が元気に 

  活動しています。 

□努力、友情、希望・・ 

  部活動から得るものは 

 たくさんあります。 

◇ カルティベートタイム（平成２０年度導入：県内初）   「基礎・基本」を身につけ、つまずきを解消する授業 

◇ 少人数学級編制と少人数、習熟度別授業（英語、数学）  ４クラスを５クラス展開（１年生） 

◇ 資格取得でステップアップ               漢字検定、英語検定、ビジネス文書実務検定、情報処理検定等 

◇ Ｒ８０で "まとめる力"アップ              ８０字以内の２文で自分の考えを書く 

◇ スクールバスの運行                  深谷北・籠原北コース（豊里始発）と深谷南・籠原南コース（花園始発） 

◇ 県教育委員会指定                   スクールカウンセラー、就職支援アドバイザー、特別支援教育巡回支援員、多文化共生推進員等配置校 

 ■毎日１限に行われるカルティベートタイ 

  ムで、つまずき解消＆基礎固めに取り組 

   みます。 

 ■卒業後の進路を見据えて、社会人として 

  必要な社会性や勤労観を身につけます。 

■「わかる授業」で、大学進学を希望してい 

 る生徒若しくは、より深く学ぶ意欲がある 

 生徒の学力を更に伸ばします。 

■生徒会、部活動、文化祭等の学校行事の中 

 心として、団結力・自主性を育成します。 

１年生 

■希望者全員の内定を目指して、就職支援（教 

 員､ＰＴＡ､ハローワーク等による面接指導 

 等）の充実に努めます。 

■漢字検定、英語検定等の資格取得、補習体 

 制の充実を図り、大学、短大進学希望者の 

 進路実現に努めます。 

２年生 

地域との連携 
◇長井小学校との交流 

◇旧妻沼町文化祭、めぬま祭、 

 妻沼手づくり市等への参加 

 

妻沼高校の指導の基本は 「礼儀・身だしなみ・時間厳守」 

    教 職 員 
「チーム妻沼」をモットーに、 

生徒の成長を全力でサポートし

ます。 

 

☆「カルティベートタイム」の更な 

 る充実に努め、生徒一人一人に確 

 かな学力を定着させます。 

 

☆きめ細やかな進路指導に努め、進 

 路決定率を向上させます。 

 

☆「チーム妻沼」の一員としての自 

 覚を持たせ、母校を誇れる生徒を 

 育てます。 

＜校 訓＞ 

３年生 

本校の３年後の目標 



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) 



≪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 全日制 学科 総合学科 生徒数 
(男)140 

(女)201 
計 341 

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 

・全日制はビジネス系列の総合学科です。主要５教科から実技科目までバランスよく

学ぶことができ、幅広い進路実現が可能です。商業系選択科目が充実していて、資格

取得に有利です。 

・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  ４人 短大 ０人 専門 ４３人 就職 ３９人 その他 １０人 

傾

向 

就職から進学まで幅広く進路実現が可能です。大学進学では、獨協大学、流通経済大学、

聖学院大学、十文字学園女子大学、ものつくり大学等に合格しました。就職では、コジ

マ、さいかつ農業協同組合、セキ薬品、プリンスホテル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。 



≪与野高校の活性化・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)561 

(女)519 
計 1080 

ホームページ http://www.yono-h.spec.ed.jp/ 

アクセス ＪＲ埼京線 与野本町駅下車 徒歩１０分 

教育課程等

の特徴 

 週当たりの授業時間は１年生が３２時間、２・３年生が３１時間。３年間を通じ

て、理解度・定着度を高めるための工夫を行い、難関大学の入試にも対応できる教育

課程を編成 

 １・２年生は必履修科目を中心に学び、特に１年生の英語表現Ⅰは２０名の少人数

授業、２年生の数学Ⅱは習熟度別授業を展開 

 ３年生は進路に応じて５類型（私立文系、国公立文系、国公立理系、私立理系、看

護医療・栄養系）に分かれて授業を展開（選択授業を多数設定） 

活躍が顕著

な部活動 

◎主な実績（過去３ヶ年） 

【全国・関東大会出場・入賞】 

 フェンシング部、弓道、軽音楽部、吹奏楽部、バトン部、書道部、美術部 

【県大会出場・入賞等】 

 野球部、サッカー部、陸上部、剣道部、男女バスケットボール部、バレーボール

部 

 男女ソフトテニス部、男女硬式テニス部、男女バドミントン部、新体操部、 

 卓球部、科学研究部、演劇部など 

特色ある 

学校行事 

◎生徒会行事は、行事毎に実行委員会が立ち上がり、企画を運営 

 体育祭、文化祭、三送会が三大行事 

 【体育祭(５月)】全校生徒が４ブロックに分かれて優勝を競います 

 【文化祭(９月)】全クラスと全文化部が工夫を凝らした企画で来校者を迎えます 

 【三送会(２月)】１．２年生が心を込めて３年生を送り出します 

家庭・地域 

との連携 

◎与野本町小学校との交流(夏休み及び２学期の年２回交流会を実施) 

◎ＰＴＡ主催講演会(様々なジャンルで活躍された方々の講演) 

 山本シュウ（ラジオＤＪ）、渡部陽一(戦場カメラマン)等 

◎学校づくり懇話会(生徒・保護者・地域の方々が本校の発展について話し合う) 

進

路 

状

況 
四大 258 人 短大 14 人 

専

門 
57 人 就職 8 人 その他 27 人 

傾

向 

現役での大学・短大の進学が７５％で、専門学校のうち１０名が看護・医療系に進学して

います。就職者のうち４名は公務員として海上保安庁や埼玉県などに採用されました。 

＜おもな大学合格実績＞※（ ）の数字は人数 

国公立大学（１）、早慶上理･ＧＭＡＲＣＨ（28）、成成明学國武（10）、日東駒専（94） 

（※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＞ 

 

 目標を決め、その実現に向けて一生懸命努力しようとする意思を持っている生徒 

 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 年後の姿 
２年後の姿 ３年後の姿 

♣学習活動、部活
動等を通して、今
の自分に必要なこ
とを実行し、失敗
しても何度も立ち
向かう力が身につ
く 

♣学校生活、部活
動等を通して健康
管理、スケジュー
ル管理、相手を理
解して自分の意見
が言える力等が身
につく 

♣進路実現、部活
動等を通して多面
的多角的な思考力
が磨かれ、問題を
自分で解決する力
が身につく 

《学習活動》 
○カリキュラムは１・１・５システム 
 ▽１・２年生は必修科目を中心に学

び、３年生では進路希望に応じて５
つの類型に分かれて学ぶ 

○週末課題で家庭学習習慣の定着を図
る 

○長期休業中の大学進学向け講習で実
力アップを目指す 

○朝読書で幅広
い知識・教養
と読解力を身
につける 

《進路指導》 
○スタディーサポート・模擬試験の定期

的受験 
○GPS アカデミック等の新大学入試へ

の対応 
○分野別進路ガイダンスで進路意識を

高める 
○卒業生による合格体験発表会で将来

の自分の姿を考える 

《生徒会活動》 
○文化祭・体育祭・三送会が生徒会の

三大行事、生徒主体で企画・運営 
○１･３学期末は球技大会で盛り上が

る 
○生徒総会では、生徒同士の意見交換

がしっかりできる 
《部活動》 
○９4％部活動加入率 
○全国・関東レベルの実績(過去３年間) 

フェンシング・弓道・軽音楽 
吹奏楽・バトン・書道・美術 
 

《地域との連携》 
○ＰＴＡ主催講演会で、様々なジャンル

で活躍する方々の話を聞き、視野を広
め、社会への関心を深める 

○与野本町小学校との交流や乳幼児ふ
れあい体験 (市内の各児童センター
主催)への参加を通して、教育・保育
に関する興味・関心を深める 

○埼玉出身の三遊亭楽生師匠等が講師
のスピーチ講座で、話し・伝えるこ 

 との楽しさや極意を学ぶ 

県立与野高校 
  ～生徒の成長物語～ 

普通科 男女共学 １学年・９クラス 
穏やかで落ち着いた雰囲気の校風 
８割以上の生徒が大学進学を目指す 

進路実現を目標にしっかり勉強を 

自主･自律の精神で部活・行事に 

二兎を追い、獲得する 

◆３年間で身につける５つの力 
①自己管理力 ②チャレンジ力 
③コミュニケーション力・協働

力 
④思考力  ⑤自己実現力 
 

◆進路実現 
◎一般受験に対応できる学力の

育成 
◎AO 入試・推薦入試に３年間の

高校生活での活動実績を生かす 
◎将来を見据えた専門学校進

学・就職 

目 標 ３年間での成長の姿 
 

３年間の学びのステージ 



≪寄居城北高校の活性化・特色化方針≫ 

（令和３年度～） 
１ 学校基本情報 

課程 全日制 学科 総合学科 生徒数 
(男)229 

(女)396 
計 625 

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

アクセス 秩父鉄道 桜沢駅より徒歩５分  ※一部地域にはスクールバスを運行 

教育課程等

の特徴 

（１）３つの系列と８つのプランを設定 

 ・文理総合系列（文系・理系・看護医療・保育の４プラン） 

 ・情報ビジネス系列    （情報・ビジネスの２プラン） 

 ・健康教養系列   （ウェルネス・スポーツの２プラン） 

（２）全学年で少人数学級制を実施。（通常６クラスを７クラス展開） 

（３）１、２年次は国語・数学・英語の習熟度別指導によるきめ細やかな授業を実

施。 

 ・一人ひとりを伸ばす少人数学級＆習熟度別授業を展開 

活躍が顕著

な部活動 

○運動部：サッカー部（新人戦北部 2 回戦）・弓道部（県北支部大会個人 3位、北部

大会個人 5位）・男子バスケ部（新人大会北部支部予選 2回戦）・女子バスケ部（県

大会出場ベスト 16）・陸上部（男子やり投げ関東大会 4位）・剣道部（春季北部支部

大会女子団体準優勝）・女子ハンドボール部（高校総体県予選ベスト 32）卓球部（新

人戦県北予選ダブルスベスト 32）○文化部：吹奏楽部（埼玉県吹奏楽コンクールＣ

の部銀賞）・コーラス部（埼玉県合唱コンクール彩の国の部銀賞）・写真部（県北地

区写真展奨励賞）書道部（埼玉県硬筆展覧会特選賞、優良賞）・美術部（全国高等学

校総合文化祭３年連続出品）家庭科部（春秋全校交通安全出発式、キャンペーン） 

特色ある 

学校行事 

・１年次全員がインターンシップに参加します。 

・「産業社会と人間」にて社会人講師による講話を実施しています。 

・高大連携事業で埼玉工業大学、武蔵丘短期大学、山村学園短期大学の授業体験や  

 出前授業を展開、高校生体験活動総合推進事業において、ふれ合い体験・就業体 

 験を展開しています。 

・生徒主体の「体育祭」「城北祭（文化祭）」を開催しています。 

家庭・地域 

との連携 

・ＰＴＡや同窓会等の協力による就職模擬面接の実施。 

・近隣小中学校との「合同花いっぱい運動・笑顔で挨拶運動」（桜沢小、寄居中） 

・寄居町での祭事等への参加（演奏会、作品展示、ボランティア活動） 

進

路 

状

況 
四大 ２０人 短大 ２１人 専門 ６６人 就職 ９４人 その他  ７人 

傾

向 

・進学と就職の希望者が約半数ずつ。各種推薦制度を利用した大学等への進学が多数。 

・主に地元での就職希望が多数。 

（ＹＫＫ ＡＰ、スバル、本田技研工業、キャノン電子、アイリスオーヤマなど） 

（※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＞ 

・将来、社会に貢献しようという意欲のある生徒。 

・規律を重んじ、心身の健康を維持し、自ら学ぶ姿勢のある生徒。 

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


１年次修了時のあるべき姿（守）

２年次修了時のあるべき姿（破）

卒業時のあるべき姿（離）

本校キャラクター城太郎

学習面：授業中のルールやマナーが身に付いています。
学習への習慣が身に付いています。
中学時代に比較して授業が理解できます。

進路面：今後の進路を考えるようになりました。
各種の資格取得に向けて積極的に取り組みます。
選択科目は、進路希望に合う科目を選択します。

生活面：学校の時間を守って生活しています。
挨拶等、節度ある態度を取ることができます。

学習面：授業の課題や提出物をしっかり出せます。
選択した学習プランは興味関心を持って受け
ています。
朝自習、朝読書の時間を有効に使っています。

学習面：進路実現に向けてしっかり学習に取り組みます。
家庭での学習も計画的にしっかり取り組みます。
授業はわかりやすく満足度は７割を超えている。

進路面：自分の進路決定に生徒が満足しています。
自分自身の進路実現に向けた取り組みに生徒が誇
りを持っています。

進路面：進路について保護者と情報交換ができています。
進学や就職の補習や進路学習に積極的に取り組みます。

生活面：規則正しい生活習慣が身に付いています。
服装や頭髪がきちんとできます。
清掃や整理整頓を積極的に行います

生活面：卒業生の7割が高校生活に充実感を持っている。
目上の人に正しい言葉遣いや態度で接することが
できます。



≪和光高校の活性化・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)295 

(女)206 
計 501 

ホームページ http://www.wako-h.spec.ed.jp 

アクセス 
東武東上線・有楽町線「和光市」駅北口から東武バス「和光高校循環」和光高校前下

車 徒歩 1分 

教育課程等

の特徴 

○１年生に加え２年生も１クラス３０人以下の少人数学級編成を採用。全科目できめ

細かな学習指導、全員に担任の目が届く生活指導を行う。 

○２年生の数学・英語で少人数・習熟度別授業を展開。３年生では「簿記」「情報処

理」「フードデザイン」など実践的な科目選択が可能。少人数での授業で、一人一人

に充実した指導を行う。 

○全学年で学校独自の科目「ベーシック」（基礎学習に力点をおいた科目）を週１時

間設定。1クラスを２名の教員が担当するチームティーチングにより国語・数学・英

語を基礎から学び直し。夏休みの進路指導などサポート体制も充実。 

活躍が顕著

な部活動 

○陸上競技部は、ここ数年連続して県大会に出場。２６年度は関東大会、２７年度はイ

ンターハイ出場を果たすなど活躍している。 

○サッカー部は、２８年度高校選手権予選埼玉県１次予選決勝進出。 

○野球部ＯＢが現役プロ野球選手（埼玉西武ライオンズ所属）として活躍中。 

〇バドミントン部は平成２９年度新人大会男子ダブルスで県大会出場。 

○吹奏楽部は、和光市主催自衛隊東部音楽隊との交流事業や和光市民まつりに参加。 

特色ある 

学校行事 

○体育祭では、綱引きや大縄飛びでクラスの団結力を競い合い、大いに盛り上が

る。 

○文化祭は、展示や食品販売の他、有志の発表（バンド演奏など）があり見逃せな

い。 

○修学旅行：令和２年度は広島・大阪を、令和３年度は長崎・熊本を訪れる。 

○１年生の就業体験（５日間）は、地域のバックアップにより１６年目を迎える。 

家庭・地域 

との連携 

○和光市民ロングビュー市派遣事業において、和光市の姉妹都市アメリカ合衆国ロ

ングビュー市に生徒１０名を隔年で派遣。ホームステイに加え、現地の高校との交

流活動を行う。 

○和光市ボランティアセンター主催のボランティア活動に参加し、様々な形で和光

市に貢献。鍋グランプリ、和光市民まつり、餅つき大会などを全力でサポートして

いる。 

〇ＮＰＯ法人「新倉午王山の会」と本校生徒会・生物部・地学部を中心としたボラ

ンティアが連携して、午王山遺跡の緑地保全と景観の維持に取り組む。平成 30年度

「埼玉・教育ふれあい賞」表彰受賞。 

進

路 

状

況 
四大  18 人 短大  3 人 専門  34 人 就職  91 人 

その他の 

卒業者 
12 人 

傾

向 

○進路は大学・専門学校進学、就職と多岐にわたる。学校推薦での就職内定率は 100％！ 

○1 年次の秋に就業体験（５日間）を行い、進路意識を深める。また、個別相談の充実に

努め、進路講演会、進路別見学会、職種別説明会なども実施している。 
（※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＞ 

○ 最後まであきらめず何事にもチャレンジする生徒 

○ 自分を信じて変わろうとする勇気を持つ生徒 

○ 規範意識を持ち、他を思いやることのできる生徒 

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


埼玉県立和光高等学校   生徒の成長物語 
 

【目指す学校像】 

「創造する力を伸ばし、協働する元気な集団を育てる学校」 

進路希望の実現 

基礎学力・進路意識の向上 

応用力・探究心の向上 

修学旅行 文化祭 

誰もが輝ける部活動 

自己理解 
職業観の育成 
基本的生活習慣の確立 

思考力・判断力・表現力の育成 
進路適性の把握 
具体的な目標の設定 

充実した進路ガイダンス 
受験に対応する学力 
きめ細かな個別サポート 

元気集団「和光高校」であなたの力を最大限まで伸ばしてください 

 少人数学級編成 
 学校設定科目「ベーシック」 
 わかる授業・伸びる授業 

充実した教育相談体制 
（学校相談員・スクールカウンセラー） 
多彩なサポート 
（多文化共生推進導員・学習サポーター） 

 厳しくも親身な生徒指導 
 活気ある部活動 
 地域でのボランティア活動 
 英語・数学の少人数・習熟度別授業 

 資格・検定試験への挑戦 
 就職支援アドバイザーの活用 

5 日間の就業体験活動 

１年生 

２年生 

３年生 
そして、 
夢の実現へ！！ 



≪和光国際高校の活性化・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・外国語科 生徒数 
(男) 314 

(女) 645 
計 959 

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

アクセス 

東武東上線（東京メトロ有楽町線・副都心線）和光市駅南口下車 徒歩１７分 

東武バスウエスト 司法研修所循環「西大和団地」下車 徒歩５分 

和光市役所循環「国際高校」 下車 徒歩３分 

教育課程等

の特徴 

・第二外国語（スペイン語・中国語・ドイツ語・フランス語）の履修が可能 

※外国語科は１年次から、普通科は３年の選択の授業で選択可 

・平成３０年度から５５分授業・３３単位を実施 

・令和２年度から３年次の人文コースで「異文化理解」が必修化 

・英語の授業は、「英語を学ぼう、英語で学ぼう。」を実践 

・外国籍の教諭１名の他、英語のＡＬＴ４名と第２外国語にネイティブの支援員４名

が勤務 

※第二外国語含め７カ国８名・うち英語４名は常駐 

・国際交流に力を入れ、令和元年度にＬＣＣとの進学連携協定を締結 

活躍が顕著

な部活動 

・少林寺拳法部 － 令和元年度インターハイ出場（３年連続） 

・陸上競技部 － 令和元年度インターハイ出場（４００ｍ） 

・ＥＳＳ部 － 第５４回埼玉県高等学校英語劇発表大会（県大会）会長賞 

特色ある 

学校行事 

・海外修学旅行（２年：シンガポール） 

・近隣の特別支援学校２校との交流。 

・夏季休業中勉強合宿（３年生：３泊４日） 

・みづのき祭（文化祭・体育祭）は伝統行事。 

文化祭は１日で 3,000 人以上が来校。体育祭は縦割りの団によって盛り上がる。 

家庭・地域 

との連携 

・全学年三者面談、学年懇談会の実施  ・夏休み勉強ボランティア 

・保護者、生徒携帯への緊急連絡配信  ・ホームページのタイムリーな更新 

・近隣小・中学校へＡＬＴの出前授業  ・近隣の特別支援学校との交流 

進

路 

状

況 
四大 248 人 短大 ４人 専門 19 人 就職 0 人 

その他の 

卒業者 
48 人 

傾

向 

就職、専門学校・短期大学進学者は少なく、高校卒業後、約８割の生徒が現役で四年制

大学へ進学している。また、在学中の短期海外研修や１年間の長期留学の経験を生かし

て、海外へ進学する生徒もいる。 

（※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＞ 

高い志を持ち、夢に向かってひたむきに努力できる人！ 

＜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） 

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


３ 育成方針（埼玉県立和光国際高校 ～生徒の成長物語～） 

 

 



≪鷲宮高校の活性化・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)333 

(女)505 
計 838 

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

アクセス  東武伊勢崎線 鷲宮駅より徒歩１５分 

教育課程等

の特徴 

＜１年生＞ 基礎学力の定着 

 ○英語で習熟度別の少人数学習を実施。 

＜２、３年生＞ 理系・文系の選択 多彩な選択科目 進路に合わせた実力養成 

 ○進路に合わせた選択による学習 

 ○３年生では、１９科目から４科目選択 （組合せに制限有） 

＜学習環境＞ 充実した校内設備 資格の取得 

 ○全ＨＲ教室にプロジェクター整備。 多くの教科で「協調学習」を取り入れた 

  アクティブ・ラーニングを導入。 

 ○広い校庭、練習場。 部活動にもしっかり打ち込める。 

 ○各種検定資格の取得。 英語検定、漢字検定、簿記検定、情報処理検定等での 

  資格を取得。進路実現でも役立てている。 

活躍が 

顕著な 

部活動 

○卓球部男子 関東大会出場（H28 年度個人）、（H31 年度団体、個人） 

 卓球部女子 関東大会出場（H31 年度団体）※男女アベック出場 

○陸上競技部 関東大会出場（H29 年度、H30 年度、H31 年度） 

○女子ソフトボール部 東日本大会出場（H27、28年度）インターハイ県予選５位（H30年度） 

○柔道部女子 関東大会出場（H28 年度）  

○硬式野球部 関東大会出場（H25 年度） 

○剣道部男子 関東大会出場（H25、26 年度団体） 

○調理部 クッキー甲子園最優秀賞（H29、H30 年度） 

特色ある 

学校行事 

＜鷲高祭（文化祭、体育祭）＞ 

 ９月に実施。体育祭は学年の枠を超えた色別団での対抗戦。大いに盛り上がる。 

＜修学旅行＞ 

 ２年生が秋に実施。沖縄や九州の自然や文化・歴史に触れる。 

 民泊などを通して、旅行先を表面的ではなく深く理解する。感動も大きい。 

＜スキー集団宿泊研修＞ 

 1 年生が福島県で２月に実施。貴重な体験学習と集団行動を通しての成長。 

家庭・地域 

との連携 

 ○３者面談、学年ＰＴＡを実施    

 ○小学生への学習支援ボランティアを実施（走り方、ボール投げ指導も） 

 ○地域行事への参加やボランティア・地域の美化活動 

進

路 

状

況 
四大 ７７人 短大 ２７人 専門 １２３人 就職 ６５人 その他 ５人 

傾

向 

○大学・短大指定校推薦枠は１００校以上。ＡＯ・推薦入試での合格者も多い。 

＜主な進路＞   

 ○４年制大学 獨協大、東京電機大、文教大、東洋大、東京国際大、大東文化大、 

        亜細亜大、立正大学 など 

 ○就   職 埼玉県警察官、東武ステーションサービス、三井金属鉱業 など 
（※生徒数：令和 2 年 5 月 1 日現在、進路は令和 2 年 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＞ 

 ○高い目標を持ち、その実現のために常に努力を怠らない生徒 

 ○生活規則・交通マナーを守り、元気なあいさつで地域から愛される生徒 

 ○部活動を３年間続ける生徒 

＜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） 

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


３ 育成方針（埼玉県立鷲宮高等学校 ～生徒の成長物語～）

物事を広く多様な視点から柔軟に認識・分析し、
的確に判断し、大きく変化する社会を生き抜く力

生涯にわたって学びを継続する力、
進路・未来を切り拓く力

「学び」「認識し」「判断し」、自分自身で考えをしっかりと持って他者との関係を築く
◎他人との良好な関係を築く力 ◎知識や情報を活用する力

◎課題を処理し解決する力

「鷲高スタンダード」を確立
あたりまえのことが
あたりまえにできる

社会で生き抜く力
（社会性･コミュニケーション力など）
学校行事や部活動で育成

学力の育成・進路実現
＜１年生＞基礎学力の定着
＜2・3年生＞選択科目が充実



≪蕨高校の活性化・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・外国語科 生徒数 
(男)508 

(女)603 
計 1111 

ホームページ https://warabi-h.spec.ed.jp/ 

アクセス 
◇JR 蕨駅西口から徒歩 18 分、JR 南浦和駅西口から徒歩 20 分、JR 北戸田駅東口から徒歩 20 分、 

◇JR 蕨駅西口から国際興業バス浦和駅西口行き又は南浦和駅西口行きで北町 4 丁目下車徒歩 3 分、 

 JR 南浦和駅西口から国際興業バス蕨駅西口行きで北町 4 丁目下車徒歩 3 分 

教育課程等

の特徴 

・普通科では、1・2 年次に広く様々な科目を学び基礎の徹底を図る。3 年次から理 

 系・文系の類型を選択し、少人数学級編成によりきめ細やかな指導を実施する。 

・外国語科では、3年間を通して少人数での英語の授業がある。また、2年次から第 

 二外国語（フランス語、ドイツ語、中国語のいずれかの語学）を学習する。 

・2 学期制及び土曜授業実施による授業時間の確保を図っている。 

活躍が顕著

な部活動 

・柔道部：全国大会出場(H28)、関東大会出場(H27H28)  

・陸上競技部：全国大会出場(H27H29H30)、関東大会出場(H26H27H28H30R1)  

・卓球部：全国大会出場(H28)     ・体操部：関東大会出場（H28)  

・ダンス部：全国大会出場(H29R1)   ・吹奏楽部：西関東大会出場(H27H28H30) 

・バトン部：全国大会出場(H27H28H29H30R1) 

・生物部：全国総合文化祭出展(H28)  ・地学部：全国総合文化祭出展(H27) 

特色ある 

学校行事 

・臨海学校（1年生）は県内で 3 校だけが実施している伝統行事 

・強歩大会（11 月）は令和３年に 60 回目を迎える体育行事 

・2 週間の海外短期派遣事業（オーストラリア研修） 

家庭・地域 

との連携 

・蕨市内小学校 5 校との交流事業を実施 

・蕨市役所との連携による「国際青少年キャンプ in わらび」への参加 

・ＰＴＡ・後援会は「学校へ行こう」を合言葉に積極的な活動を実施。 

進

路 

状

況 
四大  330 人 短大  1 人 専門  1 人 就職  0 人 

その他の 

卒業者 
31 人 

傾

向 

・理想の進路実現追求プログラムである「キャリアプラン（ＣＰ）」を活用し、大学進 

 学をゴールとしない進路指導を実践している。 

・大学進学では最後まで第一志望をあきらめさせない指導と「受験は団体戦」を合言葉 

 に進学実績上昇中。また、国公立大学への現役合格者 110 人。（創立以来最高記録） 

（※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、部活動、学校行事に全力で打ち込める生徒 

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


２学期制・土曜授業で最大限の授業時間を確保
理想の進路実現追求プログラム（キャリアプラン）及び英語４技能の充実した指導による自己実現
学習・部活動・学校行事に全力投球できる指導体制

蕨高校は､生徒も全力、教員も全力！蕨高校は､生徒も全力、教員も全力！

県 立 蕨 高 校 Ｗの挑戦～第2章～ 生徒の進路希望を実現する文武両道の進学校

《１年生》《１年生》

《２年生》《２年生》

《３年生》《３年生》

本校の
特 色
本校の
特 色

◎高い志の育成（Ｗの挑戦）
自主的に学ぶ姿勢を身につけ、部活動や学校行事に全力で取り組み、何事
にも諦めずに継続する姿勢と第一志望を譲らない姿勢を貫ける強さを身に
つけます。

◎自己実現をするための力の育成
総合的な探究の時間・キャリアプラン（ＣＰ）で、自分の進路について研
究します。また、自己管理の能力を身に付け、責任と自覚に基づいた学習
集団として成長し、難関大学に挑戦できるレベルの学力を身につけます。

◎グローバルな視点の次世代リーダーの育成
外国語科の強みである外国語教育の充実、海外からの留学生の受け入れや
２名のＡＬＴの活用などを通し、留学生との学び合いや、多様な国際理解教育
プログラムでグローバルな視点を身につけます。

◆文武両道を貫き、グローバルな視点を持ち、高い志で進路希望を実現する。

◆学び、挑戦し続ける力を伸ばし、絆で結ばれた学習集団をつくる。

絆を作る学校行事

部 活 動

◆文武両道を会得し、自身の能力や適性を把握し、向上させ、活用する。

◆諦めない心を鍛え、責任と自覚にもとづく学習集団をつくる。

互いに励ましあい一つ上の自分に挑戦！

・臨海学校（１年） ・運動会 ・強歩大会

19の運動部、16の文化部
【過去５年の全国・関東大会出場】
陸上競技・柔道・卓球・体操・バトン
ダンス・吹奏楽・生物・地学

◆学習、部活動、学校行事に全力で挑戦し、文武両道の基礎基本を徹底する。

◆自己管理能力を高め、互いに尊敬できる学習集団をつくる。

自分史上最高の文武両道を目指して
自分の道を切り拓く人間力育成

地域交流・学び合い
・小学生との交流事業
・蕨市役所との連携

学力向上・進学指導
・２学期制、土曜授業 ・少人数学級編成
・アクティブラーニング開発（未来を拓く「学び」
プロジェクト等） ・夏期補講及び平常補講

・卒業生との懇談会 ・受験速報会

国際理解教育
・オーストラリア短期派遣事業
・イングリッシュキャンプ（外国語科）
・留学生との交流事業

蕨高セミナー
各界で活躍する著名人による
特別講座。年間5回以上開催。

伝統行事

・修学旅行（２年）
・蕨高祭 ・球技大会

《 蕨高ビジョン 》


