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県 立 朝 霞高 等学 校
ASAKA High School

取材班よりひとこと

県立朝霞高等学校［共学］
住所：〒351-0015 朝霞市幸町３丁目 13 - 65
電話：048-465-1010
アクセス：東武東上線朝霞駅 徒歩 20 分
または朝霞駅より大泉学園駅行きバス
「幸町三丁目交差点」下車（乗車時間
10 分）徒歩 3 分
西武池袋線大泉学園駅 朝霞駅行きバ
ス「南大通り」下車（乗車時間 17 〜
20 分）徒歩 3 分

校長

柳川 典昭 先生

個別スクール和光校
室長 宇田川 宗一
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球技大会をはじめとした数々の行事が

バスを使えば所沢方面からでも通いや
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適切な感染対策のもとで実施された。

すいのだが、案外知られていない。

校としては珍しい施設だ。広い体育館、

また、部活動においても、運動部、文

格技場、食堂、改修されたトイレ、冷

化部それぞれ 18 部が精力的に活動し、

2022 年 度 入 試 で は 定 員 が 40 名 増 の

暖房が完備された教室など、最先端で

約 9 割近くの生徒が加入している。県

360 名となる。これは今年の受験生に

はなくとも快適で充実した環境である

大会以上に進出する部も多い。単位制

とっては注目すべきポイントだ。

といえる。

であることで教員の数が他の学校より

現在約 1,000 名の生徒が通っている。

緑に恵まれた明るく広い敷地内には
数多くの充実した施設が用意されてい
る。校舎の外観はごく普通で、私立を
見たあとでは物足りなく感じるかもし

三兎を追え
柳川校長は「勉強に燃える朝霞高校」
「行事に燃える朝霞高校」「部活動に燃

も多くなり、それが部活動の活性化に
もつながっているそうだ。
このように勉強・行事・部活動の三
兎を追いながら、一度に全部とはいか

える朝霞高校」の三兎を追えと生徒た
ちに熱いメッセージを送っている。校
舎をつなぐ渡り廊下には、生徒が学習
するための机が設置されており、どこ
でも学習、質問ができる工夫がされて
プールは 2 年前から選択制となったので、プールが
嫌だという理由で朝霞高校を避ける必要はない。

いる。また、コロナ禍において行事の
実施をひかえる高校が多い中、先生方

廊下の一部がギャラリーとなっており、写真部や美術部
の作品が展示されている。文化部も活発だ。

渡り廊下にある自習コーナーは「朝高カフェ」と名付けられている。テーブルと椅子が新し
くなった。進学校に見られる風景だが、色使いが明るく「カフェ」という名称がお似合いだ。

図書館の中の自習コーナーは静かで集中できる。

授業を拝見した。進学重視型単位制のメリットの一つに少人数制クラスがあげられる。
授業中も一人ひとりの理解度に気を配るなど目が行き届く。居眠りする姿は見られない。

進路指導室。壁一面の資料。向かい側には赤本が並ぶ。ぜひ朝
霞高校のホームページで大学合格実績をご覧いただきたい。

ないまでも、ひとつまたひとつとできる

る。単位制といっても大学のように空き

ようになるのが朝霞高校の 3 年間だ。

時間ができるようなシステムではないの

進学重視型単位制高校
朝霞高校は公立高校では数少ない単位

でご安心いただきたい。

補習授業について

天体望遠鏡。地学部が星座観測会「星見
の会」を実施することがある。

真面目な生徒が多い
朝霞高校には真面目な生徒が多い。こ
れは、卒業生や先生方が作ってきた学校
の雰囲気によるところが大きいが、入試
での学力検査点と調査書の比率も影響し

制高校だ。理系・文系といった単純な枠

授業がある日の朝や放課後、土曜日な

ている。朝霞高校は他の公立高校と比較

を取り払い、さらに幅広い選択科目の中

どに希望者を対象に実施される補習授業

して、調査書の比率が高い。第一次選抜

から自らの進路や興味・関心などに応じ

は、週に一度ではなく何度か行われるこ

では学力検査：調査書＝ 55：45、第二

て学習することが可能となっている。

とも珍しくない。もちろん長期休暇にも

次選抜では 48：52 となる。朝霞高校

数多く実施される。

は中学校生活を真面目に送ってきた生徒

学年が上がるにつれ選択講座の単位数
が増え、１年次は４単位、２年次は 13

学年によって単位数を変える（１・２

単位、３年次は 19 単位となる。生徒の

年次：32 単位、３年次：30 単位）ことで、

多種多様なニーズに応えるため、様々な

３年生を対象とした補習授業のための時

業中に鳴らさなければＯＫで、休み時間

講座が用意されている。その講座を担当

間を生み出すことに成功している。面倒

の使用については特に禁止していないと
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もちろん、学力を伸ばしたいという先生

大・中央大学をはじめとするたくさんの

科も多くなってきた。そういった進路に

方の熱意が感じられる。

指定校推薦枠があるのも、真面目な卒業

も、自分に必要な講座が選択できる単位

授業＋補習で生徒たちの学力を鍛え、

をしっかり評価したいという考えだ。
学内でのスマホの使用については、授

生たちあってのことだ。

制ならではの強力なサポートが期待で

高い進学率につなげている。高校入試の

朝霞高校は地域から親しまれ、かつて

きる。進学のための講座だけではなく、

ころの偏差値を考えると卒業時の進路が

の朝高生が自分の子供に進学を勧めるの

キャリア教育に関わる講座も充実してい

良いのが朝霞高校だ。学校のホームペー

もこういった真面目な校風のおかげだ。

る。特色のある講座には「子ども文化」

ジで詳細な合格実績が見られる。よく見

「ファッション造形基礎」
「外国事情」
「ア

せようとせず、ありのままを包み隠さず

ルゴリズムとプログラム」などがある。

というのが広報の方針だという。良心的

2021 年度は、20 人以下の講座が 87

で学校の誠実さがうかがえる。

取材を終えて
朝霞高校の生徒には人の強みになる真
面目さがあると柳川校長はおっしゃっ

講座、21 〜 30 人の講座が 103 講座と

た。心の中の野心や冒険心を閉じ込めず

選択科目のほとんどが少人数だった。習

に出してほしいとも。中学生のときには

熟度別に編成されている教科もあり、自

リーダーになる機会がなかった生徒が、

分の学力に合った講座が選択できる。

朝霞高校では様々な場面でリーダーにな
る。そんな青春の舞台になるのが朝霞高

何を選べばよいのかわからないといっ
た生徒のために、科目選択のガイダンス
が年次ごとにきめ細かく実施されてい

食堂は明るく清潔だ。学食の存続が難しい県立高校が
あるなか、学食があることは大きなポイントだ。

校だ。興味のある生徒は、まずホームペー
ジで最近の学校の様子を見てほしい。

