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教育課程等

の特徴

月～金の17:25～20:55まで、1日あたり4時間授業で4年間学びます。
国 B数 日社 口理 日英の5教科、保体、芸術、情報などを学ぷほか、資格取得 口検定合
格を通して卒業後の就職に生かすことができるよう商業科目も設けています。
きめ細かく指導できるよう、国口数 ・英で少人数授業や習熟度別授業を行つています。

活躍が顕若

な部活動
B現在、本校には部活動がありません。唯一ある同好会も活動を休上しています。

特色ある

学校行事

B文化祭 (柏樹祭)と 卒業式は全日制 B定時制合同で開催していますので、大変規模が
大きくとても盛大です。

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

家庭 B地域

との連携

全日制 。定時制合同による活発なPTA活 動が展開されています。
年2回 の給食試食会 B授業参観には、保護者の皆さんはもちろん学校評議員、地元中
学校教職員、生徒就労先事業主等の皆さんにも参加していただいています。
地元のハローワークと連携した卒業後の就職支援を行つています。

進

路

状況 四大 0人 短大 0人 冥軍F弓 0人 就職 1 0人 その他 15人

傾向

卒業後は、在学中勤めていた職場で引き続き働く、新たに就職する、大学や専門学校等
に進学するなど様々な進路選択があります。近年は、地域に根ざした地元企業への就職
や将来のキャリアアップのために進学を希望する生徒が増えています。

(※生徒数 :H28.5。1現在、進路はH28.3卒 業生の実績値)

本庄 口深谷地域における唯―の夜問定時制高校として、10代 はもちろん、
20代 ～70代 までの伸問たちが、昼間は働き、夜は意欲をもつて勉学に励んでいます。

本高定時側は 「生徒一人ひとりを大切に 1」をモットーに、やる気のある君たちを待つています。

●生徒一人一人をきめ制かく指導するために、口簡、数学、英柄で少
人教授業や習熟度別授業を展開しています。

●学習サポーター事業、多文化共生推進事業など、県指定の定時制支
援事業を通して、手厚い学習支援を実出しています。

●本校は普通科ですが、在学中の資格取得を就職に生かすために、商
業科目(ビジネス情報、簿配など)を敬育際程に置いています。

在憾生alらのメ中七―ジ

本庄高校定時制では 「働き
ながら学ぷ」をモットーにし
ています。他の高校に通うよ
りも人生経験を積むことがで
き、さらに、お金を穂ぐこと
の大変さや嬉しきに触れるこ

ともできるので、自分にとつ
てプラスになると思います。

(2年  男 子)

<呑 憾al求める生徒>
口登校するまでの昼間の時間を有意義に過ごすため 「昼間働きながら (アルバイ トでもよい)夜 は勉
強する !」という気概を持つた生徒
全日制よりも1年 多い4年 間の高校生活を 『卒業まで頑張る !」という強い意志を持つた生徒

<八 挙― のポイント>(平 成29年度八挙― 基準よ叫)
B学力検査、調査書、その他の資料のバランスを考慮し、総合的に判断して選抜します。
日個人面接を実施し、受検生の意欲 ・態度をきめ細かく評価して選抜します。
口調査書の諸項目はまんべんなく評価して選抜します。



3 育 成方針 (生徒の成長物橋)

<本 高定時制の特色と魅力 !>

①本庄・深谷地域における唯一の夜間定時制課程
を設置している高校です。

②国 ・数 ・英では少人数授業や習熟度別授業を実

施したり、県教育委員会の様々な定時制支援事

業の指定を受けたりして、生徒一人ひとリヘの

きめ細かい指導を展開しています。

③在学中の資格取得のために、商業科目 (ビジネ

ス情報、簿記など)を 教育課程に置いてしヽます。

④手作り&出 来立ての結食を提供しており、生徒
の健康面 ・栄養面での維持増進に努めています。

【4学年】
・いよいよ最終学年 1興味

関,いに応じた科目選択の授

業や、芸術では書道の授業が

スタートします。
・最上級生としてリーダーシップ
を発揮し、将来の進魅実現に向け
て頑張りましょう !

【3学年】
↑!キ 。 本高定時制生活の後半がスター

好 卜!英 語は31き続き習勲度居J授

業、首楽や情報の授業も始まります。
・資格取得、検定受験を目指す生徒が多
くなります。学校行事では全校生徒の中
b的 存在として活躍しましょう !

【2学年】
・1学 年の学習内容を踏まえ、さらに発展的な学習に
取り組みます。英語は31き続き習熟度別授業です。
家庭科や簿記などの実践的な授業がスタートします。

・学校生活にも慣れ、生徒会活動に頑張る生徒もいます !

【1学 年】
・基礎学力の向上と定書を目指します。国語・数学・英語では少人数授業や習熱度
居」授業を展開し、―人ひとりに対してきめ細かく指導します。

・在学中の資格取得を見据えて、1年 生から商業科目も勉強します。
・「昼間働きながら夜学ぶ」夜間定時制の生活に早く慣れましょう !

本庄高校定時制は ・・・

生徒一人ひとりを大切にし、知 ・価 ・体の調和のとれた教育
を行います。「働きながら学ぶ」高校生活を通して、豊かな人間
性を育み、卒業後は地域 ・社会で活躍できる生徒を育てます !

☆峯圭

責守響分評零

本庄高校マスコットキャラクター

「ほんたん」

徒の

本高定時制 「4年 後の目標」
●学習面

社会人として必要な基礎学力を身
に付けさせる。

●生活面
基本的生活習慣と規範意識を定
着させ、自己肯定感を醸成する。

●進路面
就職希望者の就職実現率
100%を 目指す。



埼玉縣立本庄高等学校同憲会 平 成 28年 度第 2回 支部長会 ・新年懇親会 資 料    平 成 29年 1月 21日 (土)

第 係 出 期 とこ多勢 炭

本庄高校のマスコットキャラクター

「ほんたん」

<本 庄高校 『定時制の課程」の特色と魅力>

①本庄・深谷地域における唯一の夜間定時制課程を設置してしヽる高校であり、本校に対する地域

のエーズや期待も、これまで以上に大きくなつてきてしヽます。

②生徒一人一人をきめ細かく指導するために、国語、数学、英語で少人数授業 (数学と英語は、

さらに習熟度局」授業)を 展開してしヽます。また、県教育委員会による定8寺制教育推進指定事業

(詳絡日は下記参照)の 指定を受け、専門的な知識を持った外書Bの支援員との連携により、生徒

への一層の手厚しヽ支援 ・サポートを展開してしヽます。

③首通科ですが、在学中の資格取得によって就職に備えるために、商業科目 (ビジネス情報、簿

記など)を 教育課程に置しヽてしヽます。

④近年、夜間定時制高校の学校給食が民間委託に移行したり、あるしヽは他県などでは紹小 ・廃止

となつたりしてしヽる傾向の中、本校では、現在も職員 (業務主任)に よる手作りの給食を提供

し、生徒の健康面や栄養面での維持増進に努めてしヽます。

本庄高等学校定時制生徒8出身地域別一覧(H29年1月16日現在) く定時制課程平成29年3月卒業予定者の進路状況(H29年1月16日現在)>
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<平 成28年 度 本 庄高校定時制における県教育委員会指定事業一覧>

●多文化共生推進事業

外国籍等により日本語指導を必要とする生徒に対し、外部の専門的支援員 (多文4し共生推進員)

が学習面や生活面での支援 ・サポートを行います。

●高校生就脳支援ア ドバイザー派遣事業

就職支援に関して専門的な知識 ・経験を持つ外部の専門的支援員 (就職支援アドバイザー)が 、生徒及び教職員への指

導 ・助言を行います。

●学習サポーター派遣事業

定時制高校生の基礎学力の定書や学習意欲の向上を図るため、外部の支援員が生徒の学習支援を行います。本校定時制

では、1年生の数学の授業で、支援員が生徒への個別指導を行つています。また、平成28年 度からは新たな取組として、

者査期間及び学期末の始業前や放課後の時間を活用した補習を実施し、学習サポーターによる学習支援を行つています。

●定時制高校における自立支援プログラム事業

定時制高校生の社会的 ・職業的自立に必要な力を育成するために、企業やNPO法 人と連携した学習や体験活動を行い

ます。本年度は、NPO法 人と連携し 「モバイルコネクション」としヽう学習プログラムを11月 に実施しました。



<建 時 側 近 況 >

●遠足に行つてきました !

10月 29日 (土)、定時制では、地元本庄を旅するハイキ

ング&バ ーベキューの遠足に行つてきました。秋晴れの晴天

の中、本庄市天然記念物 「東富日観首塚の松」や 「マリーゴ
ールドの丘」を見学し、その後、本庄総含公園でバーベキュ
ーをしました。帰校後実施したアンケートでは 「曽段こんな

に歩く機会がなしヽから貴重な体験だつた」、「いろいろ学べた。

反人と楽しめた。交流が楽しかった」などの感想が雪せられ

ました。昼間働きながら夜勉強する定時制生徒にとって、大

いにリフレッシュできた1日となつたようです。

●第2回 結食試食会 ・授業参観

11月 9日 (水)、第2回結食試食会 ・授業参観を開催し、

学校評議員の万短、地元中学校の先生万、本校同窓会役員の

方短、保護者の皆様に多数ご来校いただきました。今回の給

食試食会のメニューは、体がポカポカと温まるチキンカレー

とみそおでんでした。参加者の力短からは 「栄資バランスも

良く、とてもおいしかったです」などのご感想が雪せられま

した。授業参観では、「昼間働きながら夜勉強するのは大変だ

と思うが、生徒たちはよくやつていると思う」などのご感想

をいただきました。

●定時制で初めて実施 !「進路相談会」

11月 25日 (金)、(株)ラ イセンスアカデミーにご協力い

ただき、生徒対象進路相談会を開催しました。ます、全体会

で、プロの演者による 「フューチャーライブ」という劇を鑑

賞し、「仕事と適性」や 「正社員とフリーターの違い」などに

つしヽて学びました。次に、生徒たちは、将来の進路希望や興

味関心に応じて7つ の会場に劣かれ、それぞれの専門の先生

万から職業に関するレクチャーを受けました。卒業後の進踏
に関わる大切なお話としヽうことで、普段以上に、講師の先生

力の講話に問き入つたり、体験活動に真剣に取り組んだりす

る生徒たちの姿が見られました。

●第2学 期 「校長講話」

12月 15日 (本)、定時制では、第2学期校長講話を実施
しました。埴岡校長は、地元本庄市のマスコットキャラクター

「はにぽん」がゆるきゃらグランプリの総含ランキング第2位

になつたことや、リオデジャネイロ・オリンピック&パ ラリン

ピックをはじめとする 「2016年 10大 三ュース」に関する
こと、さらに、ヨの周りのちょつとしたことにも関心や疑間を

持つてほしいことなどを生徒たちに話しました。例として 「な
ぜ、マンホールのふたは丸いか?ふたに模様が描いてあるのは

何のためか?」という問しヽを生徒たちに投げかけました。日ご

ろ見過ごしがちな身の周りのことにも、立ち止まって考えると

興味深しヽものがあることを生徒たちも感じてくれたようです。

本庄総合公園でのパーペキュー

給食拭食会…メインは 「チキンカレー」 !

職業別分科会 (4学年対象マナー講座)

生徒たちに問いかける埴岡校長


