
≪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



≪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】 



            ≪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。 



≪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）



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


