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澄（さいたま市立木崎中学校）
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凛（さいたま市立東浦和中学校）

［絵］美術部

石井貴晶（川口市立南中学校）

【教育目標】

未来に向けてたくましく生きぬく若人の育成
「知・徳・体」の調和がとれ、情操豊かで実践力に富み、人間尊重
の精神を基本として、国際社会に対応できる人間を育成する
【目指す学校像】確かな人間力と教養を育み、生徒一人ひとりが自己の探究と実現ができる学校
【重点目標】１

徒

92.6％

学力の向上をめざし、授業改善と主体的な学習習慣の確立を進める

２

自律心と規範意識を高める生徒指導と学習及び部活動の環境整備を進める

保護者

３

自己探究により進路意識を高め、進路希望の実現率を高める指導を進める

４

保護者・地域連携と情報発信を充実させ、開かれた学校づくりを推進する

総合的に判断して、浦和東高
校に入学させて
％
よかったと思う

学力の向上

部活動の充実

進路希望の実現

浦和東高校は、昭和 58 年に全日制

清博

開かれた学校

91.4

Ｈ 31（Ｒ１）アンケート結果より

受け身でなく、主体的に取り組み、どんな逆境にも立ち向かい、

普通科の高等学校として開校し、38

何事にもあきらめずに取り組んでいけるように成長してほしい

年目を迎えました。近くに緑あふれる

と願っています。

見沼自然公園や広大な公園施設をもつ

本校では、このことを踏まえ、学校案内で紹介している「進

埼玉スタジアム 2002 などを臨み、落

路実現を支える１ー２ー５（ワンツーファイブ）のカリキュラ

ち着いた環境の中で生き生きと学べる

ム」、「学校行事」、「部活動」、そして「地域とのふれあい」等を

学校です。

通じて、生徒の成長をサポートしています。

校長

角坂

生
決定した進路に
満足している

教育目標の「未来に向けて、たくま

生徒たちは、全国大会出場、日本一を目指すサッカー部をは

しく生きぬく若人の育成」のもと、生

じめ、運動部、文化部ともに大変活発に活動しています。その

徒一人一人が勉強と部活動に目標を

多くの生徒が自らを律し、部活動と勉強を両立して頑張り、自

持って一生懸命取り組み、どんな逆境にも立ち向かい、あきら

ら進路を切り開いています。大学入試においても高い目標にチャ

めずに何事にも取り組んでいける人材を育成しています。

レンジする生徒がたくさんいます。

さて、私たちが生きていくこれからの社会は、知識・情報・技

浦和東高校の自慢は、そういった生徒たちを、学校全体で応

術をめぐる変化の速さが加速し、情報化やグローバル化といった

援する雰囲気があることです。

社会的な変化が、人間の予測を超えて進展すると言われています。

中学生の皆さん、浦和東高校で充実した高校生活を送ってみ

このような予測できない時代を、生徒たちに、様々な課題に

CHECK

Ⅰ

ませんか。志ある皆さんを待っています。

楽しい行事が盛りだくさん ! !

学校行事

共に体験をし、共に楽しむ。

〜青春の理想をかかぐ〜

みんなの笑顔がここにある。そして思い出いっぱい。

4月

●始業式・入学式
●オリエンテーション

10月

●中間考査

5月

●遠足 ●中間考査
●体育祭

11月

●期末考査

12月

●芸術鑑賞祭 ●修学旅行（２年）
●球技大会 ●カルチャーフェスティバル
●終業式

6月

●三者面談週間
●開校記念日

7月

●期末考査
●終業式

8月
9月

●部活動合宿
●始業式
●東雲祭（文化祭）
※文化祭は令和２年度は中止

遠足

1月

●始業式

2月

●予餞会
●ロードレース大会
●学年末考査

3月

●卒業式

体育祭

文化祭

●終業式

修学旅行

01

ロードレース大会

CHECK

学びたい、進みたい分野を学べるようにさらに
パワーアップ !!

〜育むは英知と愛と 夢かぎりなし〜

１（１学年）

ワン

ツー

１年

ファイブ

２年

３年 〜５つの学びのキーワード〜

文

全員共通の科目を履修し、習熟度別授
業や少人数授業で基礎力を固めます。

系

２（２学年）

共
通

文系・理系に分かれ、自分の適性を定
めていきます。

系

５つのコースに分かれ、自分の進路目
的にあった科目を細かく選べます。

令和３年度入学生 カリキュラム
6

7

8

〜外国語学科・国際関係学科等の進路に向けて

社会系

歴史や社会を学ぼう

〜法学部・経済学部・歴史学科等の進路に向けて

理Ⅱ系

理科・数学を学ぼう

〜看護医療系の進路に向けて

理Ⅰ系

理科・数学を学ぼう

〜大学理系学部等の進路に向けて

9

10

11

※科目名は変更の場合があります。
12

数学Ⅰ

15

16

生物
基礎

18

20

21

22

芸術Ⅰ

古典Ａ

世界史Ｂ

世界史
Ａ

数学Ⅱ

23

現代文Ｂ

体育

コミュニケーション
英語Ⅲ

古典Ｂ

英語表現
Ⅱ

総合英語
政治経済

物理
化学
生物

地理Ａ

25

物理
化学
生物
地学基礎

26

28

化学
基礎

地学
基礎
化学
基礎

物理基礎

古典研究
Ｂ
異文化
理解
世界史Ｂ
日本の文化

29

社会と
情報

数学Ⅱ
数学Ｂ

27

英語表現
Ⅰ

共通選択
科目
共通選択
①
科目
②

30

31

Ｄ

３年

人文系 国際系 社会系 理Ⅱ系 理Ⅰ系

現代文研究Ｂ
日本史Ｂ
地理Ｂ

24

コミュニケーション
英語Ⅰ

Ｓ

家庭基礎

19

Ｄ

英語表現
Ⅰ

17

体育

Ｓ

コミュニケーション
英語Ⅱ

14

ＬＨＲ

芸術Ⅱ

13

数学Ａ

ＬＨＲ

体育

英語を学ぼう

Ｄ

現代社会

国際系

Ｓ

5

〜文学部等の進路に向けて

ＬＨＲ

２年

文系 理系

現代文Ｂ

4

文学や言葉を学ぼう

保健

共通

3

保健

１年

2

国語総合

人文系

理

５（３学年）

1

ってなんだろう！

・

・

カリキュラム

Ⅱ

ファイブ

ツー

ワン

総合数学β
数学Ⅲ

総合数学
α

ＬＨＲ…ロングホームルーム、学級活動の時間です。 ＳＤ…セルフディスカバリー（自分探し）を目指した、総合的な探究の時間です。
共通選択科目…進路に合わせて選んだり、興味や関心によって選んだりできるように、たくさんの科目を用意しています。
開講予定科目

CHECK

Ⅲ

地歴公民科：日本史Ｂ、政治経済、倫理
数学科：文系数学探究
体育科：スポーツⅡ
共通選択科目① 国語科：現代文研究Ａ、古典研究Ａ
芸術科：現代の音楽、クラフトデザイン、実用の書
家庭科：フードデザイン、ファッション造形基礎
英語科：総合英語、異文化理解
共通選択科目② 国語科：現代文研究Ａ、古典研究Ａ 地歴公民科：日本史Ｂ、政治経済、世界史Ｂ、倫理 数学科：文系数学探究 理科：物理探究、化学探究、
生物探究 体育科：スポーツⅡ 芸術科：現代の音楽、クラフトデザイン、実用の書 家庭科：フードデザイン、子どもの発達と保育 英語科：総合英語、
異文化理解
情報科：情報の表現と管理

授業風景

習熟度別の授業やたくさんの選択科目が用意されています。

〜黎明にかがやき出でて〜

「数学」では習熟度別にクラスを
分けた授業が行われています。

個性や希望を生かして新しい科目にチャレンジ！

「体育」の授業では様々な種目を

「芸術」の授業は音楽・美術・書

選択制で実施しています。

道の中から１つを選びます。

02

授業の様々な場面でＩＣＴの活
用をしています。

CHECK

ドラマチックな放課後！

部活動

Ⅳ

放課後は自己表現の場で満たされている！部活に行こう！

〜蒼穹の天馬と駆けよ〜

※人数データ（部員数）は２・３年生のものです。

運動部

浦和東高校サッカー部は、現
在 170 名を超える部員数で、
「こ
こから日本一になる」ことを目
標に練習に励んでいます。現
在、県リーグ２部に所属してお
り、１部２部両方に所属を目指
しています。また、ピッチ外で
も「人として大切なことを忘れ
ない」を目標に人間として成長
できるよう、日々を送っていま
す。部員数が多いですが、広い
グラウンドや、10 名以上のコー
チングスタッフなど、サッカー
をする環境はどこの高校にも負
けません。本気でサッカーをや

サッカー部

男子 170 名

り、日本一を目指している人を

女子３名

お待ちしています。

Ｈ 31 ●関東高校サッカー大会 埼玉県予選 準優勝

《主な成績》

2011 アジアカップ優勝

（関東大会出場）

Ｈ 29 ●第 96 回全国高校サッカー選手権大会埼玉県予選

2014 FIFA ワールドカップブラジル大会出場

●第 62 回関東高等学校サッカー大会 B グループ 3 位

2018 FIFA ワールドカップロシア大会出場

●学校総合体育大会埼玉県予選ベスト 16

第3位

●埼玉スタジアムサッカースクールボランティア ( 年間約 40 日参加 )

●新人大会 県大会 第 3 位
●埼玉スタジアムサッカースクールボランティア（年間約 40 日参加）

太田康介（ラインメール青森）
Ｈ１５卒 菊地光将（レノファ山口）
鈴木智幸（グルージャ盛岡）

《本校出身のプロサッカー選手》

Ｈ 30 ●関東高校サッカー大会 埼玉県予選 第 3 位

Ｈ ７卒 坂本将貴（元ジェフユナイテッド市原千葉）

●第 97 回全国高校サッカー選手権大会 埼玉県予選

Ｈ１０卒 斉藤将基（元東京ヴェルディ）

Ｈ１７卒 三島康平（SC 相模原）

Ｈ１２卒 川島永嗣（フランス ＲＣストラスブール）

Ｈ２３卒 菊池翔太（東京ユナイテッド FC）

第３位
●埼玉スタジアムサッカースクールボランティア（年間約 40 日参加）

2010 FIFA ワールドカップ南アフリカ大会出場

塚本泰史（大宮アルディージャアンバサダー）

Ｈ２５卒 ンドカ ボニフェイス（水戸ホーリホック）

バトン部は、全国高等学校ダンスドリル
選手権大会、ＵＳＡナショナルズなどの全
国大会で優勝することを目指し、毎日練習
に励んでいます。またサッカー部や野球部
の公式戦の応援に駆けつけることもありま
す。練習は厳しく、辛いこともたくさんあ
りますが、仲間と共に乗り越えることで最
高の舞台に立つことができます。少しでも

バトン部

女子 13 名

《主な成績》
H29 ●全国高等学校ダンスドリル選手権 2017
●ソングリーダー Small 編成 第 2 位
● USA School&College Competition 2017
●高校編成 Song/Pom-NoviceSmall 部門 優勝
●高校編成 Song/Pom-AdvanceSmall 部門 優勝
●全国高等学校ダンスドリル冬季大会 2018
●ソングリーダー Medium 編成 優勝 団体総合優勝
● USA リージョナルズ埼玉大会①
●高校編成 Song/Pom-Medium 部門 優勝
H30 ●全国高等学校ダンスドリル選手権 2018 関東大会
●ソングリーダー部門スモール編成第２位
● USA School&College Competition 2018
●高校編成 Song/Pom -Advance Small 部門４位入賞
● USA School&College Competition 2018
●高校編成 Song/Pom -Novice Small 部門第２位
●第 34 回埼玉県高等学校 マーチングバンド・バトントワ
リング大会 ポンポンの部優勝

踊りに興味のある方、本気で踊りたい方、
一緒に舞台に立ちましょう！

●全国高等学校ダンスドリル冬季大会 2019
●ソングリーダー部門 M e d i u m 編成第３位
● USA R e g i o n a l s 2019 埼玉大会 高校編成 S o n g / P o m
部門 M e d i u m 優勝
● USA N a t i o n a l s 2019 高校編成 S o n g / P o m 部門
Medi u m A 第２位 さいたま市体育賞受賞
H31 ●全国高等学校ダンスドリル選手権 2018 関東大会
●ソングリーダー部門 S m a l l 編成第 5 位
● USA J a p a n チアリーディング＆ダンス学生新人大会
2019
●高校編成 S o n g / P o m 部門 N o v i c e S m a l l2 位
● USA J a p a n チアリーディング＆ダンス学生新人大会
2019
●高校編成 S o n g / P o m 部門 A d v a n c e S m a l l ２位
●全国高等学校ダンスドリル冬季大会 2020
●ソングリーダー部門 M e d i u m 編成第 4 位審査員特別賞
● USA R e g i o n a l s 2020 神奈川大会 高校編成 S o n g /
Pom 部門 M e d i u m 編成 2 位 さいたま市体育賞受賞

野球部

女子４名

野球部は３年生７名、２年生 18 名の 25 名で
活動しています。喜多先生の熱心な指導のもと、
選手達が互いに高め合い、日々本気で練習に取り
組んでいます。その結果、約 20 年ぶりに去年の
春、県大会に出場することができました。練習内
容は、基礎的な動作を定着させる基礎練習、試合
に向けて組織的な動きを確認する実践練習、自分
の力を最大限に引き出すためのトレーニングを中
心に行っています。その中で、一人ひとりが練習
内容に対し、本気で取り組むことで活気のある練
習を作り上げています。

《主な成績》
H30
H31

03

男子 21 名

●春季南部地区予選大会 代表決定戦進出
●浦和市内大会決勝トーナメント進出
●春季埼玉県大会出場

僕たち男子バスケットボール部は３年生

男子バスケットボール部
男子 22 名

女子１名

私たち女子バスケットボール部は、

13 人、２年生９人、マネージャー１人で

３年生３名、２年生 11 名で活動して

活動しています。目標は県大会に出場する

います。少ない人数ですが、県大会

ことです。練習中は、各々にある課題を克

出場を目標として日々練習に励んで

服、新しく出た課題は互いに指摘し合って

います。私たちは「走るバスケット」

います。体育館練習は、基礎力や体力など

を意識して走り負けない体作りを中

を鍛え、実戦形式のメニューで試合で戦え

心とし、活動しています。経験関係

る応用力、技術力を鍛えています。外練習
の日は外周、
筋トレをしています。夏、春休みには合宿もあり厳しいですが終わっ

H29 ●関東大会南部支部代表
●関東大会県大会出場
●インターハイ南部支部代表決定戦進出

ある人はぜひ女子バスケットボール
女子 14 名

た後は達成感や忍耐力を感じます。初心者大歓迎です。ぜひ見学に来てください。
《主な成績》

なく、バスケが好きな人、やる気が

女子バスケットボール部

H30 ●新人南部支部代表 決定戦進出
●関東大会南部支部代表決定戦進出
H31 ●関東大会南部支部２回戦進出
●インターハイ南部支部代表決定戦進出
●新人南部支部代表決定戦進出

《主な成績》

部に入部してください。

H21 ●新人大会県大会出場
H22 ●新人大会県大会出場（２年連続）2 回戦進出
H30 ●南部支部女子 A 交流大会 第 1 位

私たち女子バドミントン部は、３
年 生 ５ 名、 ２ 年 生 11 名、 合 計 16

私たち男子バドミントン部は、３年生 16 名、

男子バドミントン部
男子 33 名

２年生 17 名、の計 33 名で活動しています。
主に基礎を大切にして練習を行っています。
時に楽しく、時に厳しく県大会出場を目標に
日々練習に励んでいます。全体練習後、遅く
まで自主練習を行う者もいます。やる気のあ
る人、興味のある人ならば、初心者でも経験
者でも大歓迎です。ぜひ見学に来てください。

名で活動しています。活動日は月、
水、木、金、土、日曜日の週６日で
す。平日は基礎練習、パターンなど、
休日には体力作りや、フットワーク
なども取り入れ練習しています。練

女子バドミントン部

習試合もたくさん入れています。試
女子 16 名

合を通してお互いを高め合い、県大
会団体出場、地区ベスト４を目標に

H29 ●学校総合体育大会南部支部予選
個人戦 ダブルス ベスト 32
●新人大会南部支部予選 団体戦
ベスト 16

私たち空手道部は、２年生１名、３年生６名の
計７名で関東大会出場を目標に日々練習に取り組
んでいます。形は主に松濤館の形を練習しており、
団体戦や個人戦を想定し、各自練習に取り組んで
います。組手は対人形式の打ち込みや、上段と中
段の蹴りの練習、試合の感覚をつかむために週に
１、２回の部内試合を行っています。空手道は初
心者、経験者関係なく繰り返し練習し、努力をす
れば、必ず強くなることができます。初心者や経

空手道部
男子５名

●関 東選手権大会埼玉県南部地区
予選 団体戦ベスト 16
●さいたま市高校生大会
初心者シングルス A 3 位
H31 ●新人大会南部支部予選 団体戦 12 位
●南部支部大会団体Ａ ベスト 16
H30

《主な成績》

女子２名

努力しています。やる気がある人なら初心者でも、経験者でも大歓迎です。一
緒に私たちとバドミントン競技をしましょう。ぜひ見学に来てください。
《主な成績》
H29 ●埼玉県南部支部新人大会
個人戦 ダブルス ベスト 32
（シード権獲得）
H30 ●学 校総合体育大会南部支部予選
個人戦ダブルス ベスト 32（シー
ド権獲得）

埼玉県内の公立高校では本校にしかな
い部活です。インターハイや関東大会で
結果を残せるように、日々稽古に励んで

験者、男女を問わず大歓迎なので、もし空手道に興味があったらやりませんか。

《主な成績》
●学校総合体育大会空手道県大会
男子団体 組手ベスト 8
H30 ●関 東高等学校空手道大会埼玉県予選会 女
子団体形ベスト 8 男子団体組手ベスト 8
●全 国高等学校総合体育大会空手道競技
埼玉県予選会 女子団体組手ベスト８ 男
子団体組手ベスト８
●埼玉県高等学校空手道新人大会 男子団体組
手ベスト８ 女子個人組手 中量級ベスト８
H31 ●関東大会埼玉県予選会空手道競技 男子団
体組手ベスト８ 女子個人組手ベスト 16
H29

●埼玉県高等学校空手道新人大会
男子団体組手 ベスト８
●埼玉県高等学校空手道新人大会 女子団体形 ベスト６
●埼玉県高等学校空手道新人大会
男子個人組手 中量級 第 3 位
●埼玉県高等学校空手道新人大会
男子個人組手 中量級 ベスト８
●埼玉県高等学校空手道新人大会
女子個人形 ベスト 16
●埼玉県空手道選抜大会 女子 1 年生個人
組手 ベスト８
●第 45 回日本空手道道場会選手権大会
男子個人形 準優勝

私たち卓球部は、現在３年生２名、２年生３名で活
動しています。部員みんなで「県大会出場」を目標に
掲げ、日々一生懸命練習に励んでいます。先輩、後輩
の上下関係はありますが、仲も良いのでお互いにアド
バイスしながら確実に上達してきました。今後は県大
会に出るだけではなく、更なるレベルアップを図り、

卓球部

強豪校に勝利できるよう努力したいと思います。卓球
に興味がある人は、経験者、初心者を問わず、ぜひ一

男子４名 女子１名

《主な成績》

緒に卓球をやりましょう !! お待ちしています。
H30

●埼玉県高等学校新人卓球大会【男子団体】 県大会出場

●県 民総合体育大会兼高等学校バドミン
トン新人大会県予選会２回戦進出
●埼玉県会長杯ダブルス大会
Ｃグループ第３位
H31 ●学 校総合体育大会南部支部予選
ダ ブ ル ス 13 位・15 位（ ベ ス ト
16 ２ペア）県大会出場権獲得
●学 校総合体育大会埼玉県予選会個人戦
ダブルス出場

います。部活内はとても良い雰囲気で、
多くの部員が初心者なので高校生になっ
て新しいことに挑戦したい人にはうって
つけです。防具やなぎなたは学校のもの
を使用するので気軽に足を運んでいただ
けたらと思います。男女問わず部員を募

なぎなた部

女子５名

《主な成績》
●関 東高等学校なぎなた大会埼玉
県予選 団体試合競技
準優勝 演技競技 3 位
●関 東高等学校なぎなた競技大会 団体
出場 演技 ベスト 16 男子試合競技
ベスト 8
●全 国高等学校なぎなた競技大会埼玉県
予選会 演技競技 3 位
H30 ●関 東高等学校なぎなた大会埼玉
県予選 団体 3 位 男子３位
●埼 玉県高等学校なぎなた新人大会 団
体３位 男子３位 演技２位
●埼 玉県小中高なぎなた競技大会 高校
生女子１年１位 演技２位
H31 ●関 東高等学校なぎなた大会個人
出場
●関 東高等学校なぎなた大会演技競技出
場
H29
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集しています。私たちと一緒になぎなた
を極めてみませんか。
●関 東高等学校なぎなた大会県予選会団
体３位
●学校総合体育大会県予選会団体３位
●県 民総合スポーツ大会兼高等学校なぎ
なた新人大会団体２位
●関 東高等学校なぎなた大会埼玉県予選
会個人３位
●全 国高等学校なぎなた選抜大会出場権
獲得
●埼 玉県小中高生なぎなた大会個人試合
高校生女子２部（２年生）２位
●埼 玉県小中高生なぎなた大会演技競技
高校生の部２位
●さ いたま市民大会試合競技個人高校生
女子の部３位
●さ いたま市民大会演技競技高校生の部
２位
●埼 玉県小中高生なぎなた大会個人試合
高校生女子１部（１年生）１位

僕たち男子バレーボール部は３年生

男子バレーボール部

私たち女子バレーボール部は、

４名、２年生５名の計９名で活動して

県大会出場を目標に、横断幕にも

います。顧問の髙田先生の熱いご指導

掲げた「臥薪嘗胆」という言葉を

の下、全国大会出場、関東大会出場、

心に刻み、多くの方々に応援され

県ベスト８以上という目標に向かって

るチームを目指して日々練習に励

日々努力を積み重ねています。この部

んでいます。人数が少ない中、で

活は、バレーボールの技術だけでなく、

きることを精一杯やっています。

人間性も磨くことができます。高校か
男子９名

らバレーボールを始め飛躍的に伸びて
いる選手もいます。初心者の人でも、

バレーボールに興味がある人、人
として成長したい人、初心者、経

女子バレーボール部

験者問わず大歓迎です。私たちと
女子６名

バレーボールに興味のある人は大歓迎です。埼玉県で１番になりたい人、闘志

一緒にバレーボールをしませんか。

のある人は、ぜひ入部してください。

《主な成績》
●第 70 回国民体育大会紀の国
わかやま国体 埼玉県選抜選手
H28 ●第 69 回全日本バレーボール高等学校
選手権大会 埼玉県予選会 第 5 位
H29 ●南 部 支 部 春 季 高 等 学 校 男 子 バ
レーボール大会 第 3 位
●第 71 回関東高等学校男子バレーボール
大会 埼玉県予選会 ベスト 16
●学 校総合体育大会兼全国高校総体男子バ
レーボール 埼玉県予選会 ベスト 16
●第 70 回全日本バレーボール高等学校選
手権大会 南部支部予選会 第 3 位
●第 70 回全日本バレーボール高等学校選
手権大会 埼玉県予選会 ベスト 16
●第 30 回埼玉県総合体育大会兼埼玉県高
等学校男子バレーボール新人大会南部
支部予選会 準優勝
●第 30 回埼玉県総合体育大会兼埼玉県高等学校男
子バレーボール新人大会埼玉県大会 ベスト 16
H30 ●南 部 支 部 春 季 高 等 学 校 男 子 バ
レーボール大会 優勝
H27

●第 72 回関東高等学校男子バレーボール
大会 埼玉県予選会 出場
●学 校総合体育大会兼全国高校総体男子バ
レーボール 埼玉県予選会 ベスト 32
●第 31 回埼玉県民総合体育大会兼高等学
校バレーボール新人大会 南部支部予
選会 第５位
●第 31 回埼玉県民総合体育大会兼高等学校バ
レーボール新人大会 埼玉県大会 ベスト 32
●第 71 回全日本バレーボール高等学校選
手権大会 南部支部予選会 優勝
●第 71 回全日本バレーボール高等学校選
手権大会 埼玉県予選会 ベスト 16
H31 ●南 部支部春季大会バレーボール
競技 第５位
●関 東高等学校バレーボール大会埼玉県
予選会 出場
 校総合体育大会兼全国高校総体男子バ
●学
レーボール 埼玉県予選会 ベスト 16
●第 72 回全日本バレーボール高等学校選
手権大会 南部支部予選会 優勝
●第 72 回全日本バレーボール高等学校選
手権大会 埼玉県予選会 ベスト 16

《主な成績》

H30

●学校総合体育大会兼全国高校総体女子バレーボール
埼玉県予選会 出場

私たちソフトボール部は、
「部活
動を通して人間的に成長する」を
モットーにし、一人ひとりが県大会
出場を目標に高い意識を持って練習
に取り組んでいます。先輩、後輩の
仲が良く、練習中は真剣に活動して
いますが、練習後は楽しいです。初
心者、経験者問わず元気でやる気の
ある人、マネージャーも大歓迎です。

ソフトボール部

初心者も入部し試合に出場して、活
女子９名

《主な成績》

H30
H31

躍しています。

●学校総合体育大会
●学校総合体育大会

埼玉県予選会
埼玉県予選会

ベスト 32
出場

私たち水泳部は、
３年生７名、
２年生 10 名の 計 17 名で活動

陸上部は３年生が 10 名、２年生が 10 名の計 20 名

しています。今年度は公立高校

で活動しています。練習は、メリハリをつけ、自己の記

大会入賞を目標に日々頑張って

録を更新することを目標に部員一人ひとりが意識を高

います。シーズン中は学校の

く持って取り組んでいます。陸上とは走ったり、跳んだ

プールを利用し、自分の得意種

り、投げたりするシンプルなスポーツですが、シンプル

目を中心に練習しています。ま

だからこそ誰でも気軽にできる上、奥が深いです。浦東

陸上競技部
男子 10 名 女子 10 名

た、オフシーズンは温水プール

陸上部は部活の雰囲気もよく、先輩と後輩の仲が良い
ので、とても楽しいです。経験者、初心者問わず、興味の
ある人は大歓迎です。
ぜひ足を運んでみてください。

《主な成績》
●埼 玉県高校新人陸上競技選手権
大会出場
男子 100 ｍ、男子走り幅跳、男子砲丸投
女子 400 ｍＨ、女子 3000 ｍ、女子やり投
H29 ●埼玉県学校総合体育大会出場
男子 400m、男子 800m、男子砲丸投、
男子円盤投、男子やり投、女子 1500m、
女子 3000m、女子 400mH、女子やり投
H28

在校生の声

サッカー部所属

●埼玉県高校新人陸上競技選手権大会出場
男子砲丸投、男子円盤投、女子 1500m、
女子 3000m、女子 400mH
H30 ●埼玉県学校総合体育大会出場
男 子砲丸投、女子 1500m、女子 3000m、
女子 400mH（準決勝進出）
●埼玉県高校陸上競技新人大会 400 ｍＨ準決勝進出
H31 ●埼玉県学校総合体育大会 400 ｍ H 準決勝進出
●埼玉県高校新人陸上競技選手権大会
男子 3000 ｍＳＣ出場

阿部

航［越谷市立新栄中学校出身］

へ行って泳いだり、陸上トレー

水泳部

男子 11 名

女子６名

ニングをしています。水泳部の
魅力は、男女の仲がよく活気に

溢れ楽しく活動していることです。水泳が好きで、やる気のある人は、ぜひ水泳
部に足を運んでみてください。お待ちしています。
●第 28 回埼玉県高等学校南部支部
水泳競技大会 50 ｍ背泳ぎ
第３位
●第 32 回埼玉県公立高校水泳競技会
100 ｍ自由形第５位
H31 ●第 33 回埼玉県公立高校水泳競技会
男子 100 ｍ自由形 5 位
H30

《主な成績》
●埼 玉県立公立高校水泳競技大会
女子 50m バタフライ 第 9 位
●学校総合体育大会 女子 50m フリーリ
レー 第 16 位
H29

サッカー部マネージャー翁長

美咲［草加市立青柳中学校出身］

浦和東高校では、部活と勉強の両立がしやす

浦和東高校は、
一人一人が何事も全力で取り組

い学校だと思います。部活動では仲間と切磋琢

むことができる環境が備わっています。
私はサッ

磨しながら全国大会を目指し日々練習に励ん

カー部でマネージャーをしており、
目標に向かって

でいます。
学習面では教科ごとによってレベル

頑張る姿勢が優れている部員が多いと日々感じて

別授業があり学力向上に努めることができま

います。
心も体も大きく成長することができ、
かけ

す。
とっても充実した高校生活になります。

がえのない充実した三年間を送ることができます。
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我が柔道部は、自分の真の強さを極

剣道部は、県大会上位を目指し、日々稽古

め る た め、 日 々 稽 古 に 励 ん で い ま す。

に励んでいます。他の学校との練習も豊富で

柔道の強さだけでなく、心の強さも鍛
えることができます。現在、男子３名

長期休みには練成会などの自分の実力を図る
機会もあり、各々技を磨くことができます。

と少人数ですが、県大会上位を目標に

初心者、経験者を問わず部員を募集していま

頑張っています。先輩、後輩の仲が良く、

す。先輩、後輩の仲が良く活気があります。

活気にあふれた雰囲気で活動していま

柔道部

男子３名

剣道に少しでも興味のある方はぜひ、剣道部

す。初心者、経験者問わず部員を募集
しています。特にやる気のある人、柔

《主な成績》
H29 ●春季南部地区大会出場
●全国高等学校柔道大会埼玉県予選会出場

H30 ●春季南部地区大会出場
●全国高等学校柔道大会埼玉県予選会出場
H31 ●春季南部地区大会出場
●全国高等学校柔道大会埼玉県予選会出場

私たち男子テニス部は県大会ベスト８を目標に掲

男子テニス部（硬式）
男子 14 名

に入部してください。私たちと一緒に心と体

剣道部

道に興味・関心がある人は、ぜひ柔道部に入部してください。私たちと心と体
を鍛えましょう。

男子７名

《主な成績》
●関東大会県予選会 男・女・
団体出場
●イ ンターハイ予選 男子個人 2 回戦
敗退 女子個人 2 回戦敗退
●県新人戦 男子団体 2 回戦敗退
H30 ●南部支部大会 男子団体戦
3 回戦敗退
H29

げ、チームの選手層が厚くなるように毎日練習に励
んでいます。平日、土日の練習に加え、朝の自主練
習や部活終了後の自主練習にも打ち込んでいます。
一人ひとりが、より強く上手くなりたいという思い
を胸に、自信をつけ、大会に挑んでいます。先生、
部員が「この一球は絶対無二の一球なり」をモットー
に、本気で頑張っています。初心者、経験者問わず
に大歓迎です。一緒に本気で充実した部活にしてい
きましょう。ぜひ男子テニス部に入部してください。
●関東大会県予選 団体戦出場
シングルス出場
●新人大会県大会 団体戦出場 シングルス２回戦
H31 ●学校総合体育大会県予選
シングルス出場
●関東高校テニス県予選 団体戦出場

●関東大会県予選 団体戦 ベスト 32
シングルス 出場 ダブルス 出場
●新 人大会埼玉県大会 団体戦出場 ダ
ブルス出場

H29

私たち弓道部は全員が初心者です。
弓道は難しそうに見えますが、日々の
努力を積み重ねれば誰でも上達するこ
とができます。さらに精神力や集中力
を養うこともできます。基礎を大切に
し、日々の努力の結果、関東大会出場
男子 15 名 女子８名
弓道部
などを果たしています。運動が苦手だ
という方、興味のある方、なにか新し
いことを始めたい方、誰でも歓迎します。私たちと一緒に良い思い出を作りま
せんか。部員一同お待ちしています。

●関東大会県予選 男子団体戦 1 回戦
敗退
●県新人戦 男子団体２回戦敗退
H31 ●関東大会県予選会 男子団体
出場 男子個人戦１名出場
●インターハイ県予選男子団体戦
1 回戦敗退
●インターハイ県予選男子個人戦
２回戦敗退

私たち女子テニス部は３年生８名、２年生５名
で顧問の先生のご指導のもと、毎日練習をしてい
ます。テニス未経験者も多いですが、一人ひとり
が声を出して部活の雰囲気を盛り上げています。
今年の目標は個人戦と団体戦どちらも「県大会勝
利」ということを目指しています。テニスを経験

女子テニス部（硬式）

H30

《主な成績》

を鍛えましょう。

した事がある人もない人も、ぜひ女子テニス部に

女子 13 名

入部してください。
●埼玉県高等学校新人大会
テニス競技 埼玉県予選会
団体戦出場
●埼玉県高等学校新人大会
埼玉県予選会 個人ダブルス 2 回戦
●関東高等学校体育大会
埼玉県予選会 個人シングルス 2 回戦
●関東高等学校体育大会
埼玉県予選会 団体戦出場
H31

《主な成績》
●関東高校テニス埼玉県大会
団体戦出場
●新人テニス埼玉県大会 シングルス
2 回戦 ダブルス出場 団体戦出場
H30 ●関東高校テニス埼玉県大会
シングルス出場 団体戦出場
●新人大会県大会 シングルス出場
ダブルス出場 団体戦出場
H29

山岳部は他の部活と違い、他のチームや
人と競う部活ではありません。自然と向き
あい、体力、知力も含めて自己責任のス
ポーツです。雄大な景色になぐさめられな
がら頂上についた時の達成感はすばらしい

《主な成績》
●埼 関東高等学校弓道個人選手権
選抜大会県予選 女子 第 9 位
→本大会出場
●さ いたま市民大会 女子団体 第 4 位
女子個人 優勝
H30 ●関 東高等学校弓道大会県予選
団体第 5 位 個人第 2 位
●第 62 回関東高等学校弓道大会出場
H29

男子テニス部
（硬式）所属 小池

●県 民総合体育大会兼高校弓道新人戦団
体 第7位
●さいたま市民大会 男子個人 第４位
H31 ●県 民総合スポーツ大会兼高校弓
道新人戦 女子団体 ベスト 16
●県 民総合スポーツ大会兼高校弓道新人
戦 女子個人 第 8 位
●埼 玉県武道大会県央支部予選 男子個
人 第6位
●さいたま市民大会 女子個人 第 7 位

山岳部

男子９名

です。活動は山行の前にトレーニングをし
たり、机上講習をしたりです。年に４回ほ

ど山に登ります。最近は若い女性にも人気がある生涯スポーツです。いっしょ
に山に登りましょう。

高水三山

５月 伊豆ヶ岳 ７月 西沢渓谷
11 月 宝登山
H31 ６月 高水三山 ７月 西沢渓谷

甲斐下

夏姫［さいたま市立三室中学校出身］

H30

《主な成績》
H29

陸登［川口市立戸塚中学校出身］

３月 浅間尾根
７月 西沢渓谷

弓道部所属

5月

浦和東高校は、部活動と勉強の両立が出来

私は、浦和東高校に入学して本当に良かった

る学校で、一人一人が何事にも全力で取り組

と思っています。なぜなら、一生懸命やってい

んでいます。学習面では数学と英語は、習熟

る人に対して、学校全体が応援してくれるから

度別によるクラス編成で、個々のレベルに合

です。そのため、一年があっという間に過ぎま

わせ苦手分野の克服と学力の向上に努める事

した。目標がある人や、目標を見つけたい人を

ができ、充実した学校生活を送っています。

全力でサポートしてくれる学校です。
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文化部

私たち書道部は現在、２年生２名で
日々楽しく活動しています。主な活動
内容は、各種書道展への出品、学校行
事での賞状書きや、文化部合同発表会
に向けての作品作りです。字を書くこ
とが好きな人、上手くなりたい人、男
女問わず募集しているので、興味のあ

書道部

る人は気軽に書道室へ足を運んでくだ
女子２名

さい。

《主な成績》
●埼玉県硬筆展覧会 特選賞・
優良賞
●埼玉県高等学校書道展覧会 優秀賞
●道風の書臨書作品展 入選
●埼 玉県書きぞめ展覧会 推薦賞・特選
賞・優良賞
●文化祭・カルチャーフェスティバル
参加
H30 ●埼玉県硬筆中央展覧会
特選賞・優良賞
●埼玉県高等学校書道展覧会 優秀賞
H29

吹奏楽部

男子３名

女子 17 名

吹奏楽部では、部員も聴く人も楽しみ、満足できる演奏を目指して日々活動
しています。コンクールと定期演奏会を始めとし、文化祭やカルチャーフェス
ティバルといった学校行事など、幅広く演奏しています。部活はとっても賑や
かで、笑いの絶えない日々の中練習に励んでいます。一生懸命活動し、満足の
いく演奏を仲間達と出来た時の達成感は凄まじいものです！初心者から経験者、

●道風の書臨書作品展 入選
●さいたま市書きぞめ中央展覧会
優良賞
●埼玉県書きぞめ中央展覧会 特選賞
●国際高校生選抜書展 入選
●文化祭・カルチャーフェスティバル参加
H31 ●第 58 回埼玉県硬筆中央展覧会特
選賞・優良賞
●第 72 回埼玉県書きぞめ中央展覧会
特選賞・優良賞
●第 38 回道風の書臨書作品展 秀作・入選
●第 57 回埼玉県高等学校書道展覧会
優秀賞

音楽に触れてみたい人、どんな人でも大歓迎！是非、私たちと音楽を楽しみま
しょう！以上、個性豊か吹奏楽部でした。

《主な成績》
●文 化祭・カルチャーフェスティ
バル参加
●第 58 回埼玉県吹奏楽コンクール
●高等学校 B の部地区大会 銀賞
●高等学校 B の部県大会 銅賞
H30 ●文 化祭・カルチャーフェスティ
バル参加
H29

私たち茶道部は、お点前（お茶を点てる作
法）と礼儀作法を裏千家の先生から教えてい

●定期演奏会 2018 開催
●第 59 回埼玉県吹奏楽コンクール高等学
校地区大会 B の部 銅賞
●第 42 回埼玉県アンサンブルコンテスト
高等学校部門地区大会 銅賞
H31 ●文 化祭・カルチャーフェスティ
バル参加
●定期演奏会 2019 開催

ただいています。更に、日本の伝統的な文化
を学ぶことができ、とても楽しいです。また、
練習の成果を見てもらうと同時に茶道の良さ
を多くの人に知ってもらうため、毎年文化祭
やカルチャーフェスティバルで披露していま
す。部員全員が初心者なので、茶道の良さを
一緒に見つけてみませんか。少しでも興味を

茶道部
私たち華道部は、毎週
火曜日に春草流生け花の
専門の先生に指導してい

女子３名

持ったら、ぜひ作法室に遊びに来てください。

《主な成績》
H29

た だ き、 お 稽 古 を し て

●文 化祭・カルチャーフェスティ
バル参加

●学校茶道合同お茶会 参加
H30 ●文 化祭・カルチャーフェスティ
バル参加
H31 ●カルチャーフェスティバル参加

います。季節の花の魅力
を引き出し、美しさや華

箏曲部は火曜日と金曜日の週 2 回

やかさを表現し、同じ花

活動しています。火曜日には専門の

材でも個性が出て興味深

先生に来ていただきご指導を受けて

いです。協力し合いなが

います。J - P O P 曲や伝統的な曲を演

ら和気あいあいと楽しく

奏して、音楽を楽しんでいます。文

やっています。お稽古の

化祭やカルチャーフェスティバルで

成果は、文化祭やカルチャーフェスティバルで発表しています。フラワーアレ

の発表を目標に練習しています。私

華道部

ンジメントやコサージュ作りも時々やっています。初心者でも大丈夫です。華

箏曲部

道に興味がある人はぜひ見学に来てください。
H30

《主な成績》
H29

●文 化祭・カルチャーフェスティ
バル参加

陸上競技部所属

遠藤

H31

●文 化祭・カルチャーフェスティ
バル参加
●カルチャーフェスティバル
参加

双葉［さいたま市立尾間木中学校出身］

たちと一緒に日本の音楽を楽しんで
男子１名 女子４名

H30

《主な成績》
H29

●文 化祭・カルチャーフェスティ
バル参加

野球部所属

みませんか。

野口

H31

●文 化祭・カルチャーフェスティ
バル参加
●文 化祭・カルチャーフェスティ
バル参加

瑛瑞［さいたま市立原山中学校出身］

浦和東高校では一人ひとりが活躍できる場

浦和東高校の生徒は大半が部活動に所属し

面が多く、行事や部活動に積極的に取り組ん

ています。運動部が盛んなイメージもありま

でいます。私は陸上部に所属しており、自己

すが、実はカルチャーフェスティバルや文化

新記録を出す為に日々頑張っています。先生

祭などで、文化部が運動部以上に活躍していま

の指導も熱く結果を残すたびにやりがいを感

す。全ての部活動が活躍できるチャンスがあ

じられます。ぜひ部活動体験に来て下さい。

るので、ぜひ部活動に入部してみてください。
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私達美術部は３年生１人、２

私たち被服・食物部は主にお菓

年生１人の二人で常田先生、平

子、小物作りなどを中心に活動し

澤先生のご指導の下週三日活動

ています。お菓子は文化祭で販売

しています。

し、カルチャーフェスティバルで

主な活動内容は、デッサン、

も配布しました。主な活動日は火、

クロッキー等の基礎から、油彩

水曜日です。また、技術を磨くた

やデザイン画等の作品を制作し

め、家庭科技術検定の取得とホー

ています。制作した作品は校内

美術部

男子１名

も頑張っています。ぜひ興味のあ
男子１名

る方、初心者の方でも大歓迎で

女子１名

H29 ●高校生国際美術展 佳作 2 名
●さいたま市美術展覧会 入選 1 名

女子 16 名

る方は見に来て下さい。

す。

《主な成績》

●全日本学生美術展 佳作 1 名
H30 ●第 63 回全日本学生美術展佳作
●第 17 回さいたま市展入選

《主な成績》

ムソーイングコンクールへの参加

被服・食物部

に展示されます。絵に興味のあ

●文 化祭・カルチャーフェスティ
バル参加
●家庭科技術検定食物調理 4 級 合格
H30 ●文 化祭・カルチャーフェスティ
バル参加
H29

●家庭科技術検定食物調理 4 級 合格
●ホームソーイングコンクール
作品出品
H31 ●文 化祭・カルチャーフェスティ
バル参加
●ホームソーイングコンクール
作品出品

総合科学研究部では、科学のさ
まざまな分野について個人及びグ
私たちは、学校行事等で上映する

ループで研究活動を行っています。

総合科学研究部
男子１名

研究成果は文化祭のときに発して

プロモーションビデオを中心に活動

いる「S c i e n c e N o w !」という研究

しています。ビデオ作成の他に、
ゲー

集録に掲載し、文化祭展示、科学

ムエンジンを使用したＲＰＧの作

展、研究発表会等で発表していま

成、フォトショップやＳＡＩ、ＧＩ

す。日本学生科学賞全国大会へは

ＭＰ、ＭＭＤ、メタセコイアを使っ

埼玉県代表として７回出場し、日

た３ＤＣＧ作成などを行っていま
す。あまりパソコンを使わない人で

本科学未来館賞など３回の受賞歴

コンピュータ部

があります。また、毎年ＪＳＴサイエンスアゴラや川口市立科学館わくわく屋

も、作品制作を通して上手く扱える

台村にワークショップを出展して市民のみなさんに実験を紹介しています。科

男子 11 名

女子１名

ようになります。この部は先輩と後
輩の仲がよく、様々な趣味を持つの

学に興味のある人、私たちと一緒に実験を通して科学を楽しみましょう。

で、共通の話題を持つ人がきっといると思います。興味を持った人は気軽に見

《主な成績》
●川 口市立科学館主催「わくわく
屋台村」出展
●サイエンスアゴラ（ブース出展）
●カルチャーフェスティバル参加
●埼玉県理科教育研究発表会出展
H30 ●川 口市立科学館主催「わくわく
屋台村」出展
H29

に来てください。

●サイエンスアゴラ（ブース出展）
●埼玉県理科教育研究発表会出展
H31
●サイエンスアゴラ（ブース出展）
●川口市立科学館主催「わくわく屋台村」
出展
●カルチャーフェスティバル参加

《主な成績》

H29
H30
H31

●文化祭参加
●文化祭参加
●文化祭参加

写真部は、校内の部活動や
行事、校外の風景などを写真
に撮り、それを文化祭やカル
私達工芸部は、週１回水曜日に１階

チャーフェスティバルで展示

工芸室で部員２人で活動しています。

しています。他にも月一度の

活動内容は茶碗、湯呑み、コップ、

撮影会や撮影合宿なども実施

皿、壺などの作品の制作、展示をしま

しています。部員のほとんど

す。また、去年は文化祭で作品の販売

が初心者なので気楽に参加で

をしました。

工芸部

《主な成績》

バトン部所属

男子１名

H29
H30
H31

女子１名

きます。ぜひ写真部に来てく

写真部

興味のある人は、ぜひ工芸室に見学

男子８名

女子 18 名

ださい。

しに来てください。お待ちしておりま
す。

《主な成績》
H29 ●高校内月例展示会（各階）
●文化祭・カルチャーフェスティバル
参加

●文化祭参加
●文化祭参加
●文化祭参加 ( 作品販売実施 )

永沼

由衣［川口市立鳩ヶ谷中学校出身］

大野

浦和東高校では、部活動が盛んでどの部活も目標

海翔

H30 ●校内月例展示会（各階）
●文化祭・カルチャーフェスティバル
参加
H31 ●文 化祭・カルチャーフェスティ
バル参加

［さいたま市立三室中学校出身］

浦和東高校は、何事にも全力で取り組

に向かって日頃努力しています。私はバトン部に所

むことができる学校です。そのことから、

属し ていますが、全国優勝を目指して練習してい

勉強などで仲間から刺激を受けお互いに

ます。辛い事もありますが、仲間と支え合い乗りこ

成長することができます。他にも、学校

えてきました。部活動でも勉強でも成長できる学校

内の活動だけでなく、学校外の活動も応

だと思うので濃い 3 年間が送れると思います。

援してくれます。
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本校では総合（探究）の時間を

ＳＤ学習・進路指導

CHECK

Ⅴ

ＳＤ（Self Discovery）と呼び、主に進路に

〜新しく拓きゆく道〜

ついて考えます。新しい自分を発見しよう !!
※各種模擬試験・小論文模試、「出張講義」は年間を通して随時実施されます。

●スタディーサポート

●進路バス見学会（２年）

（全学年）

4
月

●
「進路の手引き」配付
●進路ガイダンス
（１〜３年）

●三者面談週間

●分野別ガイダンス

●進路相談会（３年）

（３年）

5

6

月

7

月

月

●求人票受付
●夏期進路補講（前期）
（１〜３年）

●１学期進路補講
●小論文指導開始
進路バス見学会

●進路希望調査（２・３年）

●夏期進路補講（後期）

●分野別ガイダンス

（１〜３年）

8

9

月

●大学入学共通テスト

（３年）

月

●チャレンジ検定（１・２年）

出願

10

●２学期進路補講
●民間就職試験開始

11

月

●指定校推薦ガイダンス

月

（３年）
●大学入学共通テスト
学習室

出願ガイダンス（３年）

●大学入学共通テスト
ガイダンス（３年）

12

●分野別説明会（２年）

月

1

●実力テスト（１・２年）

●私立大学一般入試

●大学入学共通テスト

●国公立大学入試

2

●進路レポート作成
（１・２年）

月

●進路交流会

3

月

月

進路資料室

地域とのふれあい

CHECK

Ⅵ

〜りんりんと若きいのち〜

行事は校内だけじゃない !! 校外に飛び出して
様々な活躍。文化の発信とパフォーマンス、
地域の皆さんに浦和東を知ってほしい !!

まなびあい

ふれあい交流会

小学校の先生のア

生徒会主催で特別支援学校

シスタントとして

の生徒たちとゲームやダン

一日小学生と交流

スをして楽しく交流しま

します。

す。

浦和東高等学校 カルチャーフェスティバル 2020
日

程

12 月 19 日（土）、20 日（日）プラザイースト

浦和東高校の文化部が一年間の活動の様子や成果を披露します。
【参加予定団体】 吹奏楽部、美術部、工芸部、書道部、華道部、バトン部、総合科学研究部、被服・食物部、茶道部、箏曲部、写真部
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CHECK

Ⅶ

本校では、
推薦入試・一般入試いずれの入試形態にも対応できる力をつけさせます。
１年次からは、

進路状況

推薦入試に必要な小論文の書き方を練習し始め、
そのための社説を利用した学習もおこないます。
２
年次からは、一般入試を受ける生徒のための補講を行っています。３年次には、科目別の補講が学期

〜夢かぎりなし〜

主な短期大学（過去３年間）

立正大学

大妻女子短期大学

拓殖大学

共立女子短期大学

早稲田医学院
歯科衛生士

工学院大学

國學院大學北海道短期大学部

埼玉医療福祉

千葉工業大学

拓殖大学北海道短期大学

（順不同）
主な大学（過去３年間）
（公立）首都大学東京

看護医療系

（国立）山梨大学

太陽歯科衛生士

東京医療学院

実践女子短期大学

明治大学

女子栄養大学

女子美術大学短期大学

東京福祉

青山学院大学

大東文化大学

東京女子体育短期大学

さいたま柔整

立教大学

東京経済大学

東京成徳短期大学

新宿医療

学習院大学

亜細亜大学

淑徳大学短期大学部

日本医学柔整鍼灸

法政大学

東海大学

星美学園短期大学

立命館大学

東京電機大学

帝京大学短期大学

成蹊大学

帝京大学

聖徳大学短期大学部

國學院大學

国士舘大学

戸板女子短期大学

東洋大学

城西大学

国際短期大学

日本大学

日本体育大学

主な専門学校（令和元年度卒業生分のみ）

駒澤大学

国際武道大学

専修大学

文京学院大学

獨協大学

十文字学園女子大学

文教大学

東京成徳大学

勤医会東葛看護
帝京高等看護

54

日本電子

日本大学
駒澤大学

武蔵野栄養

國學院大學

国際理容美容

大東文化大学
東海大学
亜細亜大学

自衛隊

国士舘大学

警視庁

帝京大学

埼玉県警察

拓殖大学

東京医薬

上尾市消防

東京経済大学

駿台
トラベル＆ホテル

東日本旅客鉄道

東京農業大学

日本ホテル

東京電機大学

神田外語学院

舟和本店

工学院大学

イトーヨーカ堂

女子栄養大学

東京 IT
大原法律
大宮こども
大原医療秘書福祉
青山製図
埼玉自動車大学校

専門学校（72）

大学（173）
％

東洋大学

就職（令和元年度卒業生分のみ）

間

独協医大付属看護

指定校

日本工学院

コーセー美容

呉竹医療

民

さいたま市立高等看護

東京電子

中央工学校

武蔵野調理

公務員

卒業生進路概況（進学者数）

教育系 工業系

令和元年度

商業・実務系

日本大学短期大学部

東京家政大学

看護医療系

淑徳大学

慶應義塾大学

衛生系

二松学舎大学

工業系

進路実績

中・休業中を問わずほぼすべての科目で実施され、
個別の小論文・過去問の添削指導も行っています。
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4

東京家政大学
文教大学

DD
ホールディングス

文京学院大学

獨協大学
立正大学

就職・公務員
（14）

4％

％

短大（12）
％

小杉設美
ハウス・トゥ・ハウス
ネットサービス

看護・医療（28）
％

9

その他（20）
％

6

大学見学

卒業生の声
明治大学 国際日本学部 国際日本学科

高原涼輔
サッカー部
鴻巣市立鴻巣南中出身

日本大学 商学部 会計学科

東洋大学 文学部 東洋思想文化学科

東京電機大学 工学部 機械工学科

２年生の３学期にあった進路交流会で

私は 2 年生の夏には漠然とですが勉強を

私は以前から哲学や人の考えに

私は高校や大学で学んだことを生かせ

先輩の経験談を聞き、私も一般受験で第一

始め、本格的に受験勉強を始めたのは 3 年

興味を持っており、東洋大学文学

る仕事に就きたいと考えていました。東

志望校にチャレンジしようと思うように

生になる直前でした。私は予備校などには通

部の東洋思想文化学科では、自分

京電機大学の機械工学科では、実際に機

なりました。私が日頃から心がけたことは、

わず、学校での授業とスタディサプリという

の学びたいことを学べると知り第

械に触れて構造や性質を理解する講義が

ON と OFF の切り替えをしっかりすること

アプリを使って勉強していました。一問一

一志望校に決めました。最初から

です。やる時はとことんやる、休む時は好
きなことをするようにしました。暗記事項
は白い紙に書き出して徹底的にそれを見
ては口に出すということを繰り返しまし

今野真人
サッカー部
朝霞市立朝霞第三中出身

答などの勉強道具を常に携帯し、隙間時間も

宮田美保

使って勉強しましたが、第一志望の大学は合

美術部
さいたま市立大原中出身

格できませんでした。一般受験は想像してい
たよりも辛く、心が折れそうになることもあ

推薦入試でと決めていたので、評
定平均を少しでも上げられるよう
定期考査に向けて努力し、無遅刻・
無欠席を目指しました。受験は書

あり、その経験は仕事で役に立つと思い

鶴田大介
さいたま市立
大谷場中出身

志望しました。指定校推薦で受験するつ
もりだったので、成績を維持するため、
ワークや問題集を繰り返しやり、テスト
に出そうな重要な単語はノートにまとめ

た。勉強は本当に自分に正直に返ってきます。「勉強しているのに成

りましたが、幸い私の周りには一般受験で大学進学を考えている友人がい

類審査だったので、指定された文字数の中で内容の濃い志

ていました。理系科目は範囲が広く問題をたくさん解く必要があるの

績が上がらない」という人がよくいますが、そのような人たちは本当

たので、支え合いながらなんとか試験本番まで勉強を続けることができま

望理由書を完成させることに力を入れました。受験は戦略

で２週間前からテスト勉強を始めていました。面接では具体的にかつ

の勉強の質や量ができていないのです。悔しい思いをしたくなければ、

した。大学によって問題傾向が全然違います。受験は情報が多い方が圧倒

です。まずしっかりと情報収集をすること、そして自分の

簡潔に話すことが大切です。また、受験校の求める人物像にどれだけ

目の前の 1 単語、１文章に本気になって取り組んでください。

的に有利なので、早めに志望校を絞って対策した方がいいと思います。

進路に向けて選択肢を増やすことが大切だと思います。

自分がマッチしているのかをアピールできるといいと思います。

駒澤大学 ＧＭＳ学部 グローバルメディア学科

日本女子体育大学 体育学部 スポーツ健康学科

私が指定校推薦で受験しようと

新井翔太
書道部
さいたま市立美園中出身

さいたま市立高等看護学院

JR 東日本

私が本格的に志望校を決めたの

私は幼い頃から看護師になりたいと

私が JR 東日本に就職したいと考えた

思ったのは２年の３学期頃でした。

は高校 2 年生の時です。オープン

思っていたので、さいたま市立病院と隣

のは、大手企業で将来のビジョンを描く

それまでは一般入試を考えていたの

キャンパスや部活動の大会で大学

接しており実習先が近いことでより多く

ことができ、目標に向かって頑張れると

で、１年生の頃から定期テストや小

生が演技している姿を見て、私も

のことを学べると考え、さいたま市立高

思ったからです。社会人になるにあたり、

テストに本気で力を注いできまし

チームの一員となって一緒に演技

等看護学院を志望しました。将来に向け、

た。また、書道部は土日の活動がな
かったので、１日中勉強したり、平
日も早く学校に行き朝勉強したりす
るなどして対策しました。運動部の

島田陽菜
バトン部
川口市立戸塚中出身

したいと思うようになりました。
推薦入試に向けて図書館で自分の

岡安ゆず
女子テニス部
さいたま市立三室中出身

学科に関わる用語を調べ、新聞記
事を使って要約の練習を行いまし

常日頃から言葉遣いや健康管理には特に
気を配ってきました。学校見学では、在
校生との話し合いの場があり、実際に進
学してからのことをイメージできるので

日頃から時間を守ることやマナーを意識

永野悠生
サッカー部
草加市立新田中出身

して生活してきました。入社試験では面
接・グループディスカッション・筆記試
験がありました。面接やグループディス
カッションは、先生や友達にも協力して

人は、土日が無くて辛いこともあると思いますが、そういう

た。また小論文は毎日書き、面接練習も 3 日に 1 回のペー

とても役に立ちました。受験に向けては面接練習に最も力を入れ

もらい何度も練習しました。また、夏休みに鉄道セミナーに参加

時こそ自分で空いている時間を見つけることは今後に役立つ

スで指導していただきました。たくさん練習した分だけ

ました。練習をたくさん積んできたことで、本番でも焦ることな

したことが、当日の試験でとても役に立ちました。部活動を続け

と思います。受験勉強は本当に辛いですが、適宜休憩を入れ

自分の自信や成功に繋がると思います。早いうちから自

く答えることができました。また、部活動で学んだことを面接で

ながらの就職活動はとても大変でしたが、自分で計画を立てスケ

るなど、自分のペースでやることが一番大事だと思います。

分自身で受験に向けた対策をしていくことが大切です。

活かすことができたので、続けてきてよかったです。

ジュール管理をするなど、様々な面で成長できたと思います。
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令和２年度

※すべて本校で行います。日程は変更になる可能性があります。
事前にホームページ等でご確認下さい。

学校説明会へ行こう！

8月22日 土

10：00～ 「あれこれ相談会」開催

（先輩たちが浦和東の魅力を紹介します）

夏季休業中に部活動体験会を予定しています。
日程等についてはホームページをご確認下さい。

11月 7日 土
「交流会」開催

14：00～

（ステキな先輩たちが直接アドバイス）
授業公開（午前）

12月12日 土

10：00～

先輩と話せる最後の相談会です（部活動のこと、学校のこと、先輩がお答えします）

1月30日 土

10：00～

入試直前最後の見学です

彩の国

高校進学フェア

9月27日 日

獨協大学（草加市）
交流会

Access Map

東 川 口 駅

「浦和東高校」
行、
終点下車
（20分）
徒歩０分 「さいたま東営業所」
行、
「浦和東高校入口」
下車
（18分）
徒歩８分

東 浦 和 駅

「浦和東高校」
行、
終点下車
（22分）
徒歩０分 「さいたま東営業所」
行、
「浦和東高校入口」
下車
（20分）
徒歩８分

浦和美園駅

「大宮駅」
行・
「さいたま東営業所」
行、
「浦和東高校入口」
下車
（8分）
徒歩８分

■バス乗り場

至 上尾

東武アーバンパークライン

浦和東高校
入口

214

● 高島屋
マクドナルド

●
三井住友
銀行

慶応義塾大学●
さぎ山記念公園●

北浦和駅

松ノ木
●

新浦和橋

463

イオン
浦和 I.C.
浦和美園駅

東浦和駅

武蔵野線

埼玉りそな
銀行

●

東川口駅
バス乗場
東川口駅

北口

西友
●

東川口駅

南浦和駅

381

スポーツ
クラブ

り
けやき通

●
マクドナルド

浦和駅

大門交差点

駅
東川口

● 埼玉りそな
銀行

国道 463 号線

埼玉高速鉄道

セブンイレブン
●

●
浦和美園駅
バス乗場

新見沼大橋
産業道路

東浦和駅

東浦和駅

埼玉
スタジアム
2002

浦和東高校入口

浦和東高校

駒場スタジアム

235

東浦和駅❸
バス乗場

●大宮東高校

東新井

美園駅

第二産業道路

大宮駅東口
バス乗場
❼❾

●日大法学部

浦和美園駅

大宮駅

至 岩槻
七里

東北自動車道

90

京浜東北線

東口

大宮駅

大宮駅

ルミネ●

大和田

浦和東高校

「浦和東高校」
行、
終点下車
（25分）
徒歩０分 「浦和学院高校」
行・
「浦和美園駅」
行、
「浦和東高校入口」
下車
（23分）
徒歩８分

浦和東高校入口

大宮駅東口

❷
●

東川口駅
南口
至蕨

至 川口

埼玉県立浦和東高等学校
〒336-0976

さいたま市緑区寺山 365 番地

至 鳩ヶ谷

048-878-2113

●ローソン

048-812-1013

https://urawahigashi-h.spec.ed.jp

植物油を原料として使用した、
環境にやさしいインクを使用しています。

