
≪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。
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ぐ
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み
、
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域
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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。



≪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
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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） 



≪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 



≪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



≪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/
https://kumajo-h.spec.ed.jp/


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 



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




≪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



≪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。 



≪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。


