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説明会・行事等は日程・内容が変更される場合があります。必ず学校HP等でご確認ください今春の進学実績については巻末の「高校別大学合格者数一覧」をご覧ください

を生かした多彩なプログラムで「世界」を学んで
います。また、夏休みには希望者対象の海外語学
研修も行われます。

進学サポートシステム
有名予備校の多岐にわたる講座がオンデマンド

で受講できるサテライト講座や、大学入試対策セ
ンター、図書館など、快適な環境を目的に応じて
選択でき、自己のペースで学習できます。また、
スタディサプリ高校講座を各自の端末で受講でき
ます。
超高校級の体育施設

13万㎡（東京ドーム 3個分に相当）の広大な敷
地に広がる関東最大級の体育施設など、全クラブ

専用施設が準備されています。400ｍトラック＆
フィールドの陸上競技場のほか、観客収容数
1,500人の温水プール、屋内練習場、2,400人収容
可能な総合体育館などが整備されています。

海外への修学旅行や文化祭、体育祭、校外学習
などの心に残る行事があります。

部活動は、“めざせ日本一”を合い言葉に44部
が活発に活動しています。運動部は甲子園大会通
算12回出場の硬式野球をはじめ、陸上競技、駅伝
競走、レスリング、空手道、女子サッカー、女子
ソフトボール、女子硬式野球、ボクシング、競泳
などが全国レベルの実力です。関東大会レベルで
活躍する運動部、文化部が多数あります。

環境・施設設備
学校行事・部活動

〈URL〉https://www.hanasakitokuharu-h.info
　　　　昭和46年（1971）に学校法人佐藤栄学園
が許可され、同57年（1982）には花咲徳栄高等学
校の設置が許可されました。平成26年（2014）、食
物科を食育実践科に名称変更しました。

　教育理念「人間是宝−生徒の内在する可能性を
開発する」を基礎として教育を行っています。計
り知れないほどの可能性を秘めている生徒の人格
の完成をめざし、徳操を身につけ、心身ともに健
康で明るい人間に育つことが目標です。さらに次
の教育目標と教育方針を定めています。
教育方針
1 ．理論と実践の一体化
2．生活指導そく学習指導
3．生徒と教師が共に学ぶ
教育目標
1 ．けじめのある心を育てる
2．自己開発の心を培う
3．創意工夫する心を育てる
4．敬愛と感謝の心を育てる
5．体育を奨励し、強じんな体力と精神力を養い、

真のスポーツマンシップの心を育成する
また、教育理念に基づき、多様なニーズに応え、

可能性を最大限に開く選択コース制を採用してい
ます。この教育システムは内在する可能性の開発
に努めながら〈よく学び・よく遊べ〉を実践する
「豊かな人間形成」と「確かな学力形成」をねら
いとしています。

普通科は、最難関国公私立大学、医歯薬理系大
学などへの現役合格をめざすアルファコースと、
難関国公私立大学、GMARCHなどへの現役合格
を目指すアドバンスコースがあり、現役の大学合
格率は 9 割を超えています。

アルファコースは、理数選抜、特別選抜、文理
選抜の3クラスに分かれています。 3 年 1 学期ま
でに高校 3 年間の学習範囲を終わらせ、 2学期か
ら入試問題演習を中心に徹底した受験対策を行い、
第 1 志望校の現役合格をより確かなものとします。
駿台サテネット21やスタディサプリ高校講座など
による進学サポートシステムも充実しています。

アドバンスコースは、選抜進学、特別進学、総
合進学の 3 つのクラスに分かれています。 7、 8
時間目の演習授業やサテライト講座を聴取できる
大学入試対策センターの利用、スタディサプリ高
校講座などによる進学サポートシステムで大学へ
の現役合格を可能にしています。

食育実践科は厚生労働大臣より調理師養成施設
の認定を受けているため卒業と同時に調理師免許
の取得ができ、社会の即戦力として活躍できる人
材を育成します。

普通科、食育実践科ともに修学旅行はアメリカ
西海岸を訪問します。普通科は現地のハイスクー
ルで学校間交流、食育実践科は現地の郷土料理店
や高級店でのフルコースを味わうなど、科の適性
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高等学校
〒347 – 8502　埼玉県加須市花崎519　☎0480 – 65 – 7181　学校長　田中　一夫

■2023年度入試日程
出願期間 試験日 発表日 手続締切日

1 回単願 1/22 1/24 1/31
　　併願　12/1〜1/12 1/22 1/24 1/31※
2 回併願 1/23 1/24 1/31※
3 回単願

　1/24〜1/28
1/29 1/30 2/3

　　併願 1/29 1/30 2/3※

※併願は3/6（県外は公立発表翌日）まで延期可
■2023年度選考方法・入試科目
書類審査、面接、筆記試験（国語・数学・英語）
〈配点・時間〉国・数・英＝各100点50分
〈面接〉生徒グループ　重視【内容】志望動機、
高校生活への抱負、将来の希望など

■2022年春併設大学への進学
一般志願者と同じ試験を受けますが優遇されます。
平成国際大学− 9（法）

■2022年春主な大学の合格状況
秋田大　福島大　茨城大　筑波大　宇都宮大　群
馬大　埼玉大　釧路公立大　高崎経済大　前橋工
科大　埼玉県立大　公立諏訪東京理科大　福井県
立大　防衛大　東京理科大　明治大　立教大　法
政大　成蹊大　成城大　明治学院大　日本大　専
修大　東洋大　駒澤大　獨協大　國學院大　東京
女子大　白百合女子大　同志社大　近畿大　北里
大　獨協医科大　埼玉医科大　明治薬科大　女子
栄養大　女子美術大　武蔵野音楽大など

■2022年春卒業生進路状況
卒業生数 大学 短大 専門学校 海外大 就職 進学準備他
508人 373人 22人 74人 0 人 24人 15人

■過去5年間の国公立大学（大学校含む）合格者数
2018 2019 2020 2021 2022
16人 34人 41人 48人 30人

■2022年度入試結果　※単／併　スライド合格を含まない
募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率

普通 1回　　 413/1,719 412/1,714 408/1,696 1.0/1.0
　　 2回  440 294 286 280 1.0
　　 3回 3/17 3/16 0/13 −/1.2
食育 1回　　 79/5 79/5 78/0 1.0/−
　　 2回   80 5 5 0 −
　　 3回 3/1 3/1 2/0 1.5/−

データファイル

入試説明会　要予約
○説明会・個別相談  9/17 9/25 10/9 10/15 
10/22
○個別相談　11/5 11/13 11/20 11/26 12/11 
12/18 12/25
○アチーブメントテスト　10/30
○食育実践科体験　9/10 10/8
※すべて要予約、中 3対象
見学できる行事　
体育祭　9/29（公開未定）


