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万 木 一心

美しい花をつける木、果実を実らせる木、
青々とした葉を茂らせる木など、

山々を彩る木にはさまざまな種類があり、個性的です。
そしてそれら万

よろず

の木々は
お互いに補い、助け合いながら、共存共栄しています。

そんな木々から派生する落ち葉もまた土に還り、
養分になるなど、“仲間”に貢献しています。

「人もこうありたい」と駿台学園は考えます。
“その人らしさ”を備えた魅力ある人間であると同時に、
周囲のためになれる人−そんな生徒を育てるのが、
「万木一心」の教育です。
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私立高等学校に通学する生徒には、公的な補助が出ます。
学費軽減制度により、最近の私学は決して高負担ではありません。
私立高等学校の生徒には、年間 118,000 円の ｢就学支援金｣ が 3 か年間支給されます（但し所得制限があります）。この支
援金は保護者（親権者）の所得によって増額され、最大で 178,200 円が加算されます。（合計最大 297,000 円）。さらに、都
や県が独自の支援制度を設定しており、例えば東京都在住の生徒の場合、最大で 143,000 円の助成金が支給されます。こ
のように複数の制度を利用することで、年間最大 440,000 円の公的補助があります（以上平成 28 年度入学生向け）。来年
度の新入生向けの詳細については、東京私立中学高等学校の公式 WEB サイト ｢東京私学ドットコム｣（URL:http://www.
tokyoshigaku.com/）などに掲載される予定ですので、随時ご確認ください。

●｢学習とクラブ活動の両立｣のために開校
●授業内容をしっかり復習し、大学受験に対応するための基

礎力を確かなものに
●さらに発展的な問題にもチャレンジし、模試などにも対応

できる応用力を身につける
●講師陣は大手予備校での指導歴のある受験指導のプロ

フェッショナル
●校内で行なうため“通学時間”がなく、費用は塾や予備校に

比べて半額以下と経済的
●高1は｢国語・英語｣、高2は｢国語・英語｣または｢数学・英語｣

の講座を週1回（木曜日、各教科1コマ80分）
●夏休みなどの長期休暇中には｢短期集中講座｣も開講

●グローバル化に対応できる人材育成のため、従来の「文法中
心の英語｣から｢使える=読む・書く・聞く・話すの4技能のバ
ランスのとれた英語｣へと英語教育を改革

●大学入試制度改革を見すえた英語力獲得のために｢英検｣に
加え、平成27年度より「GTEC for SUTUDENTS」受験を
開始（校内受験が可能）同年12月実施の結果、本校3年生の
平均スコアが全国平均の「461」を上回る「495.9」をマーク

●検定外教科書の導入や補助教材の強化と定期考査の改革な
ど駿台独自の英語教育の進化（深化）を図る

●平成29年度よりネイティブ・スピーカー講師の授業時間数
を拡大（予定）

●国外に留学しても3年で卒業可能な制度あり。常に短期・長
期の留学生(アジア、ヨーロッパ、オセアニア等)がいる国
際性豊かな環境

●国外語学研修、国外修学旅行（いずれも希望者対象)があり、
中学・高校時代から国外を見て、異文化体験をすることが
可能

●平成28年度よりタブレット（iPad）を導入。全教室をWi-Fi
対応化し、セキュリティ対策も施し安全で安定した使用環
境を整備

●いつでもどこでも、動画教材を使った予習・復習をすること
が可能

●インターネット経由で学習問題を配付、問題集をデジタル
化するなどスマートな学習ツールとして活用

●小テストの結果などをデジタル情報で蓄積し生徒個々の状況
を把握し、きめ細かい指導を実現

●授業で質問しにくかった事項などをネットワークを通じて
やり取りすることで解決できる

［特進コースは必須、進学コースは希望制］

社会のニーズと入試改革を見すえた新しい英語教育と
国際性ある環境

文武両道と大学進学のための校内予備校『S1ゼミ』

ICTで“いつでも、どこでも、つながる学び”

　将来を大きく左右するターニングポイントのひとつである大学入試が、2020

年度から大きく変化しようとしています。これに先立ち私立大学は、すでに着々

と「新時代の入試」へと移行しています。

　公立の中学・高等学校は、あくまでも文部科学省が定めた『学習指導要領』

に基づいた指導を実践するしかありません。「新時代の入試」に対応するための

改定は「2022年度から段階的に実施」される予定です。つまり公立高校に通う

生徒はこの間、「旧来の授業＝入試に対応していない授業」を受けたまま大学を

受験することになるのです。

　こういった状況に対して「柔軟な対応・対策」をとることができるのが私学で

す。本校においても、すでに2020年度に向けた大改革を進行中。私学の優位性

をフルに活かして、しっかりと先を見据えながら、大学受験に有利な『駿台の学

び』を実践しています。

今、ふたたび
私学の時代
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Career Guidance Programme
生徒一人ひとりの目標の実現のために
学習面をさらに強化
駿台学園では学習面と共にクラブ活動やさまざまな学校行事を通しバランスのとれた ｢文武
両道｣ の学校生活をめざしています。この ｢文武両道｣ を継承しつつ、2020 年度の大学入
試の改革に対応するための大改革を進行中です。進路指導においても学力強化指導とガイダ
ンス、〈Ｓ１ゼミ〉の開講などさまざまなプログラムを展開し、着実に成果を上げはじめています。

ガイダンス

学力強化指導

 過去１０年間のその他の合格実績

お茶の水女子大学、東京農工大学、東京歯科大学、北里大
学、日本医科大学など

 おもな指定校推薦（平成 28 年度）

上智大学、青山学院大学、獨協大学、日本大学、東洋大学、
神奈川大学、二松學舎大学、東京電機大学、立正大学、帝
京大学、大東文化大学、工学院大学、東京経済大学、大正
大学、国士舘大学、拓殖大学、千葉工業大学、東京都市大学、
実践女子大学など

大学名 2015 年度 2014 年度 2013 年度
獨協医科大 1
杏林大学（医学部） 1
明治学院大 1
獨協大 6 1
成蹊大 1 1
成城大 1 1
國学院大学 2
武蔵大 1 1
日本赤十字看護大学 1
東京都市大 1 1 1
東邦大 1
東京農業大 3 2
日本大 8 8 11
駒澤大 7 4 5
専修大 3 1 3
東洋大 5 9 11
東京電機大 2 1
千葉工業大 1 2 1
神奈川大 1 3
東京経済大 1
玉川大 4
立正大 1
東海大 1 10 2
大東文化大 6 14 13
亜細亜大 4 8 3
大正大 4 1 5
国士舘大 8 5 5
二松学舎大 3
拓殖大 1 3 7
帝京大 6 11 11
武蔵野大 1
日本体育大 3 3 4
武蔵野美術大 1
明星大 2 4 2
桜美林大 1 1
東京工科大 2 1
大妻女子大 1 1
フェリス女学院大 1
文教大 1 1 3
麻布大 2 2
実践女子大 2 1 1

過去 3 年のおもな実績

進学指導 大学名 2015年度 2014年度 2013年度
北海道大学 1
筑波大学 1
山形大学 1
計 1 1 　1

大学名 2015年度 2014年度 2013年度
上智大学 5 1
東京理科大学 1
明治大学 1
青山学院大学 2 3 2
立教大学 2
中央大学 1 1
法政大学 3 3 2
立命館大学 1
学習院大学 1
計 13 8 8

国公立大学

早慶上理 GMARCH

主な私立大学

　駿台学園は、受験勉強のみに固執することなく、広い視野を持ってさまざ
まなことに目を向けている学校です。それがのびのびした校風に相まって、高
校 3 年間で自分について考えるきっかけになると思います。
　私は高 2 の終わりまで理系クラスで勉強して、理学部を目指していたので
すが、もともと本を読むことが好きだったことや、人文学系統に興味があった
ことから、高 3 で進路を考えた時に、先生の話を聞きながら文系に進路をとっ
たことも、そういった幅広い視野を持つ校風だったからこそだと思っています。
　そんな（学校環境の）なかで、自分の本当に興味のあるものや、大学で学び
たいことを見つけることができるのは駿台のアピールポイントです。ドイツや
オーストリア、フランスの街を巡った修学旅行も、私にとって大きな思い出となっ
ています。

廣岡拓也さん
出身中学　練馬区立大泉中学校
卒 業 年　2016 年 特選コース卒業
現　　在　北海道大学 総合教育部

卒 業 生 か ら の メ ッ セ ー ジ

過去 3 年の主要大学合格実績の推移

2013 年度 2014 年度 2015 年度
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国公立大学 早慶上理 GMARCH 主な私立大学

進路指導会

卒業生や若手教員による大学受験体験の講演

模試の振り返り現在の位置の確認、次の目標、最終目標の設定の仕方のアドバイス

1、2 年合同進路指導会 20 ～ 30 大学に来校していただき希望の大学の話を聞く多くの大学を知る機会に

大学見学会 学校行事として上位大学見学の機会を設ける

保護者会 大学入試の最新情報や卒業生の具体的事例の紹介

一般入試直前
ガイダンス 入試の多様化、変化する入試制度について一定ランク以上の大学に来校していただき説明会を開催

実力テスト

1 年生 3 回（特選 5 回）、2 年生４回（特選６回）、３年生４回実施
河合塾の模試（高 1・高２）　夏休み前の学力の総点検と志望校との距離を確認
ベネッセのスタディーサポートで学力の推移把握
ベネッセの模試　学習計画を立てるために役立てる
模試結果分析会　模試結果を学年で学年の改善点、個々の生徒の注目店などを把握し進路指導に活かす

ベネッセ
ファインシステム導入 全面データ化により学習面、生活面の生徒の変化をいち早くとらえる

小論文模試 入試の多様化に対応するために実施（希望者）
英検・GTEC 各種検定試験の受験を推奨　実用英語技能検定（英検）と GTEC for STUDENTS の校内受験が可能

夏季、冬季補習
夏季苦手生徒へのサポート補習（基礎講座 22）
実力アップを望む生徒への発展的内容の講習（夏季発展講座 28、３年生講座制授業 86）
大学受験対策（高３）

校内予備校
〈S1 ゼミ〉

週１回放課後と学期末などの実施で、時間的にも経済的にも非常に効率の良い文武両道の補習

対　象　高１・高２（〈特選コース〉は必須、その他のコースは希望者）

科　目　高１：英語 + 国語　 高２：英語 + 国語または英語 + 数学

時間数　１科目 80 分、年間 45 回→ 80 分 × ２科目 ×45 回＝ 7,200 分（年間）

指導者　経験豊富な現役予備校講師ほか

会　場　本校校内（移動時間は 2 分以内）

費　用　大手予備校の 1/3（1 年間 10 万円程度）の費用（移動費も不要）

Messages from

Graduates
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Junior High School
中学校

余裕と充実の中・高一貫教育
のびのびした環境のもと人間らしさと、学力の基礎を

知性や教養に裏打ちされた人間に
駿台学園中学校は、行き過ぎた先取り学習で
なく生徒の興味、関心を引き起こしつつ、本
質的な理解に結びつくような学習を重視して
います。もちろん中学のうちに学んだ方が合
理的な内容である場合、必要に応じて積極的
に「先取り学習」も行いますが、いわゆる受
験テクニックのみの「小手先」の教育を目指
すのではなく、深い知性や教養に裏打ちされ
た本当の意味での教育を目指します。

完全週 6 日制授業
駿台学園は土曜日も授業を行う完全週 6 日
制です。標準時数と比較して十分な授業時間
をとりながら、かつての学習指導要領の内容
も加味しつつ、基礎学力の確立にも十分な時
間を割いて指導を行っています。

バランスのとれた教科配分
公立学校よりも多く確保した授業時数を、バ
ランスよく各教科に配分します。まずは国語、
社会、数学、理科、英語の５教科は、全て標
準授業時数よりも多めに確保します。こうし
て基本となる学力を確立しながら、さらに音
楽、美術にも通常より多く配分しています。
これは、バランスのとれた人間になるには、
音楽や美術といった情操教育も欠かせないと
考えているからです。駿台学園は、調和のと
れた人格の形成を目指します。

身近な目標…英語検定・漢字検定の実施
「知性や教養に裏打ちされた」学問といって
も、英単語や漢字の暗記といった基本的なこ
とがらは、反復して学習し、覚えていかなけ
れば身に付かないことも確かです。また、6
年一貫教育の間には、短期的な目標を設定し、
生徒の「やる気」を常に維持していくことも
重要です。そのため、駿台学園では「英語検定」
や「漢字検定」の受検を必須とし、分かりや
すい目の前の目標を設定することで、成果を
上げています。生徒の目標級を設定し、合格
をめざして学習し、実際に合格することで生
徒の「やる気」は確実に高まります。

中高一貫教育における当面の目的は、６年
後の大学受験といえるでしょう。では、大
学に入るまでに身につけておくべき学力と
は何でしょうか。大学に入って必要とされ
る学力とは、自分の研究する学問に対して
心からの好奇心を持ち、自分の頭で考えて
その本質を突き詰めていく力です。しかし、
残念ながら、多くの場合、大学に合格する
ことが目的化されてしまい、入学後にはそ
の学問への好奇心や創造性が枯れてしまっ
ていることも珍しくありません。だからこ
そ、駿台学園は生徒をいろいろな所に連れ
ていき、“ ほんもの ” を見せます。そこで興
味をもった分野を学ぶために大学に進学し
た生徒もいます。また、このような場で学
んだ多様な経験は、その後の生徒の人生を
豊かにしていくはずです 。

充実した教育旅行
中 1 では入学後のオリエンテーション合宿、
林間学校。中 2 では 3 泊 4 日の秋季校外学
習。中 3 では 4 泊 5 日の修学旅行と、各学
年で宿泊行事を行い、日本国内の特色ある
場所を見学します。

年間５回程度の校外学習
中学校では宿泊行事以
外にも、日帰りでの校
外学習を年間５回行っ
ています。これまでも
さまざまなオペラや美
術館、博物館、工場な
どを見学してきまし
た。

英語教育の取り組み
中３ではサマースクールに参加することが
できます。２週間以上にわたりヨーロッパ
の語学学校で英語を学び、ホームステイを
しながら、 ヨーロッパの文化や多様な価値
観にも触れることができます。また、毎年
７月に、英語による暗唱や合唱をする英語
フェスティヴァルが行われます。特に中３
は英語劇を演じ、文化祭でも上演します。

放課後補習
希望者に対して、週 3 回の放課後補習を実
施しています。それぞれのレベルに合わせ
てテキストを選び、着実に実力を伸ばして
いきます。

朝の読書
駿台学園の一日は、朝読書から始まります。
毎朝ホームルーム前の 10 分間、全員が集
中して取り組む朝読書の時間が設けられて
います。そうして、落ち着いた気持ちで、
一日の生活を始めます。

自学自習手帳による計画性ある生活
中学生には自学自習手帳を配付し、日々の
計画を立てさせています。そして、どのよ
うにすれば学業やクラブ活動をこなし、自
分の目標を達成できるかを考える習慣をつ
けさせ、主体性を育てます。

ICT 導入により
効率的な学習を実現
平成28年度よりiPadを導入、
全教室 Wi-Fi 対応化により校
内での学習に加え通学時間な
どの隙間の時間も有効に活用
した自学自習が可能となりま
す。

駿台学園中学校には〈特選クラス〉と〈総合クラス〉の２種類のクラスがあり、それぞれの生徒
の習熟度とレベルに合った授業をおこないます。生徒の理解度に応じて、〈進度〉ではなく、〈深度〉
がかわります。

〈特選クラス〉ではより応用的な内容で理解
度を深めます。
特に受験を意識して勉強してこなかったが
潜在能力はあるという生徒を、学力に自
信のある生徒に育てあげます。６年後には
GMARCH 以上の大学に合格する、という目
標を持っています。

〈総合クラス〉ではより基本的な内容で基礎
学力の定着を図ります。
駿台学園創立以来培われてきた、元気ハツ
ラツとした校風を担う文武両道にすぐれたク
ラスです。授業の進度が同じなので、〈特選
クラス〉への移動も可能です。

駿台学園は男女共学制をとって65年以上になります。

それは共学こそが人間生活の自然な形だと考えています。

この環境で生徒には人間らしさとは何かを知ってほしいのです。

また、中・高で分断されることのない6年一貫教育だから、

無理のない学習計画を立てることができます。

その分、生徒は興味のある分野や課外活動に、

思う存分時間を割くことができるのです。

学習の基本方針

習熟度に応じた〈特選クラス〉〈総合クラス〉

〈特選クラス〉 〈総合クラス〉

“ほんもの”を見せる 特色ある学習内容

中学校

高等学校

1
1

2
2

3
3

志望大学進学

中学クラス別授業

特選クラス
総合クラス

高校 3 コース別授業

特選コース 〈理系〉
〈文系〉

〈理系〉
〈文系〉

スペシャリストコース

主要科目の中学校 3 年間の授業時間数比較

駿台学園中学校

公立中学校

385 385 385 385
350

525 525

630

420 420

理科数学社会国語 英語

進学コース
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３つのコースで、一人ひとりの夢の実現を徹底サポート。

特選コース 進学コース

さまざまな成績の生徒の一人ひとりを一歩ずつ前に

スペシャリストコース

特色ある各コースのカリキュラム

集中力を保つ効率の良い授業

駿台学園では、生徒一人ひとりの希望の進路を確かなものにするため、
〈特選〉〈進学〉〈スペシャリスト〉の３コース制を採用しています。
生徒一人ひとりの個性を活かし、可能性を発掘しそれを最大限まで引き伸ばすために、
コースごとの特性を活かしたカリキュラムを導入し、夢実現をサポートします。

駿台学園のカリキュラムは、大学受験に効果的な内容であると同時に、生徒が将来、大学や社会において必要となる知識がしっかりと身につ
けられるよう工夫されています。授業は完全週６日制で、ハイレベルな指導を行っています。

駿台学園では、1日の授業時間数は、〈特
選コース〉で 7 時間、〈進学コース〉で 6
時間以内としています。正規の授業は、原
則としてそこまでです。連日８時間授業を
組んだり、早朝や放課後に数時間の補習
を行う学校もありますが、駿台学園では、
放課後はクラブ活動や自分の好きなことに
あててほしいと考えています。
それなら公立校と同じかというと、それは
全く違います。駿台学園では、右記のよう
な公立校にはない制度があります。

学習とクラブ活動を両立させ、充実した学
校生活を楽しみながら、四年制大学をめざ
すコースです。３年次から進路希望に応じ
て文系・理系に分かれて学びます。進学準
備型のカリキュラムと受験に効果的な独自
の授業方法の導入により、無理なく無駄な
く四年制大学進学に向けた確かな受験力を
しっかり磨きます。

〈進学コース〉の特徴
〈進学コース〉の文系では国語と英語と地歴・
公民、理系では数学と英語と理科の単位数
を多く割り当てて、無駄なく効率的に受験
学力が身につけられるよう工夫しています。
また、〈特選コース〉の生徒と同様に校内予
備校〈S1 ゼミ〉の受講が可能です。

駿台学園に入学してくる生徒はかなりの割合で、中学校時代に、「まん中」

くらいの成績だったと感じている生徒です。「まん中」の人たちは、多少

の努力で「上の方」に上がることもあれば、わずかな気の緩みで、「下の方」

に落ちる、微妙な立場です。この生徒たちに、何をするのが一番効果的

なのか、これが駿台学園の基本的な問いかけです。

難関大学をめざすコースです。公立校のカ
リキュラムと比べても豊富な授業時間数で、
じっくりしっかり学力を身につけます。2 年
次から文系・理系と分かれ希望する進路に
応じた学習プランによって受験に必須の学
力を徹底的に養います。最大でも７時間授
業でクラブ活動にも参加できます。

〈特選コース〉の特徴
生徒一人ひとりが自らの得意科目を見極め、
志望大学を早期に決定、目標に合わせた綿
密な学習プランを立て、効率的に取り組み
ます。国公立・私立の両方の受験に対応で
きるよう科目数に配慮した柔軟なカリキュ
ラムを導入しています。

芸術、文化、スポーツの各分野に優れた能
力を持った生徒を対象に、才能を磨きなが
ら大学進学をめざすコースです。それぞれ
の得意分野の才能を伸ばすことを主軸に、
公立高校普通科同様の授業時間数をこなす
ことで、大学進学に向けた確かな学力も養
成します。授業は２年生からほぼ毎日５時
間で終了し、その後はそれぞれ、思う存分
得意分野に打ち込むことができます。対象
クラブは、音楽・吹奏楽部、美術部、演劇部、
囲碁・将棋部、男女バレーボール部、サッカー
部、硬式野球部、ボクシング部等です。

〈スペシャリストコース〉の特徴
専門家の指導が受けられます。例えばスポー
ツ分野で、実績ある指導者から直接指導を受
けることができます。芸術分野で、音楽では
各楽器ごとに専門の演奏家を招き、質の高い
一流の演奏指導を受けることができます。ま
た、自由選択授業を通して、音楽の専門的な
学習にも取り組むことができます。

－都立Ａ校との３年間の単位数の比較（た
だし、都立校自由選択科目分を含まず）
※駿台学園の単位数は若干変更される可
能性があります。

夢をカタチに、未来のチカラに。

●受験に必要な基本的な内容は高 2 までに終了
し、高 3 では自由選択授業の幅が拡がり、進
路目標や学力に応じた授業を受けることができ
ます。

●土曜日も通常授業を実施します。さらに定期考
査後のいわゆる「試験休み」などムダな休みの
日は設定せず、豊富な授業時間を確保します。

●校内予備校〈S1ゼミ〉や夏季・冬季補習など万
全のサポート体制を取っています。

●英検、GTEC、漢検など、目前の目標を設定し、
生徒が常に目指すべき目標を明確に持てるよう
にしています。

理科 数学 英語 地歴
＋

公民

国語 英語

21 22

17

14

18

16

22

14 14 1414

20
18

14

26

18

駿台学園〈特選コース〉理系

駿台学園〈特選コース〉文系

都立Ａ校

月 火 水 木 金 土

1 芸術 数学Ⅰ 英語表現 コミュニケー
ション英語Ⅰ

コミュニケー
ション英語Ⅰ 家庭基礎

2 芸術 国語総合
（現代文）

国語総合
（現代文） 体育 家庭基礎 世界史

3 国語総合
（現代文） 地学基礎 英会話 国語総合（古典） 英語表現 化学基礎

4 コミュニケー
ション英語Ⅰ 化学基礎 保健 英語表現 体育 数学Ⅰ

5 化学基礎 現代社会 数学 A 数学 A 世界史
6 数学 A 国語総合（古典） LHR 現代社会 地学基礎

7 数学Ⅰ コミュニケー
ション英語Ⅰ S1 ゼミ 国語総合（古典）

月 火 水 木 金 土

1 世界史 数学A 国語総合（古典） コミュニケー
ション英語Ⅰ

国語総合
（現代文） 数学Ⅰ

2 化学基礎 国語総合（古典） 体育 保健 芸術 国語総合（古典）

3 国語総合
（現代文）

コミュニケー
ション英語Ⅰ 数学Ⅰ 国語総合

（現代文） 芸術 数学A

4 英語表現 世界史 現代社会 数学A コミュニケー
ション英語Ⅰ 地学基礎

5 コミュニケー
ション英語Ⅰ 体育 地学基礎 英語表現 現代社会

6 家庭基礎 家庭基礎 LHR 化学基礎 数学Ⅰ
7 （S1ゼミ）

月 火 水 木 金 土

1 芸術 数学 A 国語総合
（現代文） 世界史 化学基礎 化学基礎

2 芸術 現代社会 数学Ⅰ 体育 国語総合（古典） 家庭基礎
3 保健 家庭基礎 国語総合（古典） 地学基礎 英語表現 数学 A

4 コミュニケー
ション英語Ⅰ

コミュニケー
ション英語Ⅰ 現代社会 国語総合

（現代文） 体育

5 国語総合
（現代文） 英語表現 地学基礎 数学Ⅰ 数学Ⅰ

6 世界史 国語総合（古典） LHR コミュニケー
ション英語Ⅰ

コミュニケー
ション英語Ⅰ

〈特選コース〉時間割（1 年次）

〈進学コース〉時間割（1 年次）

〈スペシャリストコース〉時間割（1 年次）

Senior High School
高等学校
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School Activites
学校でなければなかなか行けない所、できないことをするのが駿台学園の教育旅行です。見学する
場所のうちのいくつかは、ほとんどの生徒が一生に一度しか行かないような場所かもしれません。

駿台学園の国際教育のもう一つの柱が短期・長期の留
学制度です。駿台学園は海外の６か国に、あわせて１３
の姉妹校・交流校をもっています。一定の語学力があれ
ば、これらの学校への短期・長期留学が可能です。１か
月、あるいは１年間異なる文化のなかで生活することで、
日本とは異なる考え方、価値観などを知ることができま
す。条件が整えば、長期留学をしても、留年することな
く、３年間で駿台学園を卒業することができます。
また、駿台学園には、海外からの短期・長期の留学生
が学んでいます。この５年間に、イタリア、ドイツ、オー
ストラリア、インドネシア、カナダ、インド、タイなどか
ら長期の留学生を受け入れました。また 2 〜 3 年おき
に来日するドイツの姉妹校からの短期留学生多数が、
駿台学園の修学旅行に参加したこともあります。これら
の留学生から、生徒は大きな刺激を受けています。

体育祭（高校）

中学校
多彩な教育旅行

高等学校

文化祭（中・高）

海外サマースクール
（中 3、高 1・2）

 林間学校（中 1）
期　間　　1 年次の夏季休業中・3 泊４日
場　所　　本校の北軽井沢「一心荘」を基点に、群馬県・長野県
特　色　　テントを使った野外体験、飯ごう炊さん、「一心荘」が誇る

75cm 望遠鏡を使った天体観測、蕎麦打ちなど
（※厳しい登山などは行いません）

 林間学級（高 1）〈特選コース〉〈進学コース〉
期　間　　1 年次の夏季休業中・3 泊４日
場　所　　本校の北軽井沢「一心荘」を基点に、群馬県・長野県
特　色　　中学校との相違点は、白根山近辺のトレッキングや長野県内の

様ざまな場所の見学が増えることです。
（※厳しい登山などは行いません）

 スキー学校（中 1）
期　間　　1 年次の 3 学期・３泊４日
場　所　　越後湯沢
特　色　　球技には自信ありの生徒でも、ウインタースポーツは別の話。

しかも、昨今はスキー離れが進み、スキー経験の無い生徒が
急増中。全員が滑れるようになる、を目標にします。実際、全
員が滑って、曲がって、止まれるようになります（指導は、技
量に応じた小グループで行います）。

 秋季校外学習（中 2）
期　間　　２年次の２学期・３泊４日
場　所　　神戸→松江→出雲→広島＋宮島→愛媛
特　色　　駿台学園らしさが一番出ている旅行かもしれません。神戸では、

明石海峡大橋を造った会社の方の説明で橋を見学。松江では、
松江ゆかりの小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の曾孫の方のお
話を毎年聞いています。そして、出雲大社でも毎年特別拝観を
認めて頂いています。宮島からはチャーター船で愛媛に移動。
伊予西条市では、日本最大の造船所で 30 万トンクラスの船の
建造風景を見学します。バスガイドさんに案内される旅行とは
全く違う、まさにオーダーメードの教育旅行です。

 修学旅行（中 3）
期　間　　３年次の２学期・４泊５日
場　所　　名古屋→奈良→京都
特　色　　名古屋を含む中京地域は日本の近代化・産業化の上で重要で、

現在でもものづくりの中心地です。5 日の日程の最初の 2 日
は、明治村で日本の近代化とは何かを考え、産業技術開館で
は繊維機械や自動車産業について、そしてリニア鉄道館では新
幹線技術について学びながら、今日に至るまでの日本の産業化
についての理解を深めます。3 日目以降は、うってかわって奈
良・京都を見学。京都では教員同伴で班別行動を行います。3
日間で拝観・見学する寺社の数はほぼ 20 か所。見るときは徹
底的に見るのが駿台学園のやり方です。ここ数年は、隔年でド
イツの姉妹校の短期留学生が同行するというのも、他校にはな
い特色です。

 ウインタースポーツ（高1）〈スペシャリスト・コース〉
期　間　　1 年次の 3 学期・3 泊４日
場　所　　蔵王ほか
特　色　　高校ではかなり本気で技量の上達を目指します。目標は基礎ス

キー技能検定 4 級以上です。毎年 3 級合格者も多数出ます。

 国外修学旅行（高 2）
期　間　　２年次の３学期・６泊８日
場　所　　ヨーロッパ（ドイツ＋オーストリア、イタリア、フランス）
特　色　　ある意味で、駿台学園の目玉行事の一つです。ヨーロッパに行

く学校は東京でも少数派かと思いますが、歴史的にヨーロッパ
を構成してきた３大国である、イタリア、ドイツ（及びオースト
リア）、フランスを中心に訪問します（年によって多少コースが
異なります）。これらの国の訪問は、実は世界史の理解アップ
に直結しますが、それだけでなく、演奏会を聴きに行くヴィー
ンやエッフェル塔の最上階まで上がるパリは生徒にとって生涯
忘れられない印象を残します。隔年で、ドイツの姉妹校を訪問
し、ホームステイをするのも駿台学園の修学旅行の特徴です。

 国内修学旅行（高 2）
期　間　　２年次の３学期・５泊６日
場　所　　沖縄（本島＋離島）
特　色　　沖縄で修学旅行を実施する学校は少なくないかもしれません

が、駿台学園は、５泊６日の時間をかけて、ゆっくりと沖縄を
体験。沖縄には戦史に関係した多数の見学地があり、入壕体
験や体験者から当時の話を聞くなど日本の歴史を振り返ること
は高校生にとっても重要です。と同時に、沖縄の豊かな自然や
のんびりした離島の生活をホームビジットを通して知ることは、
生徒の視野を広げます。

夏季休業に入ると、すぐに成田を出発し
ヨーロッパに向かいます。英国やアイルラン
ドなどヨーロッパの英語圏での約２週間の
語学研修では、午前中は現地講師陣によ
る英語の集中授業を受けます。
午後はゴルフ・乗馬・釣りなどのアウトドア・
スポーツを満喫、みんな時間がたつのも忘
れます。
宿泊はドミトリーやホームステイです。世
界各国から集まった同年代の生徒たちとコ
ミュニケーションをとり、友情を育みます。
ヨーロッパは治安もよく、安全で快適な生
活を送ることができます。（希望者）　　

全クラスを縦割りで 3 チームに分け、
総合優勝を争います。競技はビーチフ
ラッグや走り高跳びといった個人種目
から、綱引きや騎馬戦といった団体種
目まで、ヴァリエーションに富んでい
ます。また、応援合戦では各チームが
工夫を凝らし応援賞をねらいます。

中高合同で開催される文化祭は、作品
の展示や舞台発表など、文化部が日頃
の練習成果を発揮するチャンスです。
音楽・吹奏楽部をはじめ、小ホール公
演では観客がホールに入りきらないほ
どの賑わいを見せます。一般公開され
るため、大いに盛り上がる２日間となり
ます。

学校行事

国外か国内かどちらかを選択できます

 姉妹校などとの短期・長期の留学制度
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音楽・吹奏楽
初心者大歓迎

ボクシング
2014 年度高校総体優勝

天文
全国有数の 50 年の観測実績！

ワンダーフォーゲル
アウトドアを楽しむ

文芸
創作・評論などの活動

クラブ活動は授業と両輪となって学園生活を彩ってくれます。
好きなこと興味のあることにチャレンジする放課後のひとときが、
個性を伸ばし、友情を育んでくれるのです。
スポーツにカルチャーに思い切り取り組んで、充実した日 を々過ごしています。

書道
校技は書道！地味ながら活動は活発

隈川 健斗さん
出身中学
駿台学園中学校
卒業年
2012 年 特選コース卒業
在学中は野球部に所属
現在
首都大学東京在学中

高等学校　サッカー
T2リーグ所属

高等学校　フットサル
サッカーとはまた違った楽しさ

高等学校　ダンス
様々なジャンルに挑戦

演劇
年 4 〜 5 回公演・初心者歓迎

軽音楽
音楽好きな仲間達と和気あいあい

写真
主に校外での撮影活動

高等学校　バドミントン
和気あいあい・初心者歓迎

高等学校　女子バレーボール
関東大会常連・全国まであと一歩

高等学校　硬式野球
2011 年度東京都 21 世紀枠代表

高等学校　剣道
初心者大歓迎

高等学校　弓道
初心者大歓迎

高等学校　男子バレーボール
2016 年度インターハイ優勝

Junior
High School 

& 
Senior 

High School

Senior High School

Junior High School

中学校　軟式野球
この 5 年で 3 回全国大会出場

中学校　サッカー
2016 年度全国大会出場

中学校　女子バレーボール
全国大会常連

中学校　男子バレーボール
全国優勝 5 回の実績

男子バスケットボール
和気あいあい・初心者歓迎

女子バスケットボール
和気あいあい・初心者歓迎

ソフトテニス
屋上コートで練習

硬式テニス
屋上コートで練習

美術
初心者大歓迎

鉄道研究
乗り鉄・音鉄・撮り鉄から鉄道模型まで何でも
歓迎

中高合同
運動部
女子バスケットボール部、男子バスケットボール部、女子硬式テニス部、
男子硬式テニス部、ソフトテニス部、ワンダーフォーゲル部、ボクシング部

文化部
書道部、美術部、音楽 ･ 吹奏楽部、天文部、鉄道研究部、インターアクト部、
英語部、囲碁 ･ 将棋部、演劇部、軽音楽部、家庭科部、写真部、お笑い
研究同好会、文芸同好会

高等学校
運動部
女子バレーボール部、男子バレーボール部、硬式野球部、バドミントン部、サッ
カー部、卓球部、ゴルフ部、剣道部、弓道部、ダンス部、フットサル同好会

中学校
運動部
女子バレーボール部、男子バレーボール部、軟式野球部、サッカー部

駿台の良さは『自由と自主性』
その環境を活かしてください！
野球部で活動するために選んだ駿台では、勉強やクラブ活動
など、何事にもしっかりと取り組んでいれば結果を残せること
を改めて感じることができました。駿台の一番の良さは自由
と自主性です。この長所を活かすかどうかは自分次第ですが、
もしそれを活かして取り組んでいくことができれば、社会で活
躍できる人間になれると思います。

Clubs
クラブ活動

Messages from

Graduates
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Experiential  Learning
“ほんもの”に直接触れ感動と出合う

宇宙をめぐる研究は、人々の夢やロマンを限りなく広げてくれます。駿台学園の屋上
にニコン製赤道儀・屈折8インチ（20センチ）の望遠鏡が設置されたのは、1965年の
ことです。20センチの屈折鏡といえば、そのころ国内最大であった科学博物館の望
遠鏡と同じ口径で、学校の天文台として異例のものでした。以来、天文部で活用する
だけではなく、「天文講座」や「七夕星を語る会」などで地域の人々にも開放していま
す。また北軽井沢の研修施設「一心荘」には、こちらも中学高校では日本最大級の
75センチの反射望遠鏡を設置しており、駿台北軽井沢天文台として親しまれていま
す。ハワイにある国立天文台のすばる望遠鏡はなんと、駿台学園のこの75センチ望
遠鏡を原型のひとつにしています。

 駿台音楽祭（中高）
ピアノ
安川加寿子、内田光子、野島稔、遠山慶子、清水和音、
仲道郁代、ダン・タイ・ソン、ジョン・オコーナー
弦楽器
塩川悠子、掘米ゆず子、毛利伯朗、原田幸一郎

声楽
東敦子、伊藤京子、松本美和子、
K・リッチャレッリ、小濱妙美、佐藤しのぶ、H・ゲルズマウアー、
三縄みどり、市原多朗、木村俊光、栗林義信、
G・F・パスティーネ、P・カップチルリ、Ｇ・ジャコミーニ
楽団
モンゴル国立馬頭琴交響楽団
ウィーン六重奏団（ウィーン・フィルのメンバーによる）

バレエ
カザフスタン・アルマタ・バレエ
ポピュラー
ジム・マッカン
能楽・狂言
橋岡久馬、野村万蔵、野村万作、野村万斎、野村万之丞

 平成28年度 第51期   駿台天文講座プログラム
[第601回] 4月16日（土曜日）
キトラ古墳天文図
講師ー相馬 充先生（国立天文台　助教授）

[第602回] 5月21日（土曜日）
宇宙、千曲川に沿って
講師ー平林 久先生（JAXA　宇宙科学研究所　名誉教授）

[第603回] 6月18日（土曜日）
超新星の出現をとらえる
講師ー広瀬 洋治先生（天体写真家）

[第604回] 7月16日（土曜日）
星が「死ぬ」とはどういうことか―超新星爆発の謎に迫る
講師ー田中 雅臣先生（国立天文台　助教授）

[第605回] 8月20日（土曜日）
宇宙に生きる
講師ー黒谷 明美先生（JAXA　宇宙科学研究所　准教授）

[第606回] 9月17日（土曜日）
神経細胞を用いて宇宙放射線の脳への影響を検証する
講師ー岡野 ジェイムス 洋尚先生（東京慈恵医科大学医学部　教授）

[第607回] 10月15日（土曜日）
宇宙の始まりの理論について※
講師ー中嶋 浩一先生（一橋大学　名誉教授）

[第608回] 11月19日（土曜日）
超ひも理論について※
講師ー杉本 茂樹先生（京都大学基礎物理学研究所　教授）

[第609回] 12月17日（土曜日）
重力波天文学の幕開け―重力波初検出と今後の展開
講師ー麻生 洋一（国立天文台　准教授）

[第610回] 1月21日（土曜日）
もうすぐ見える？ 巨大ブラックホール
講師ー本間 希樹先生（国立天文台水沢VLBI観測所長　教授）

[第611回] 2月18日（土曜日）
レーザーによる宇宙ゴミの除去
講師ー滝澤 慶之先生（理化学研究所　専任研究員）

[第612回] 3月18日（土曜日）
ほうき星を求めて―彗星の変遷※
講師ー渡部 潤一先生（国立天文台副台長　教授）

 駿台教養講座（高校）
三笠宮崇仁親王
武見太郎〈日本医師会会長〉

團伊玖麿〈作曲家〉

宮澤喜一〈元首相〉

升田幸三〈将棋名誉九段〉

中村昌枝〈オリンピックバレーボール金メダリスト〉

池田敬子〈日本体育大教授・オリンピック体操金メダリスト〉

福井謙一〈ノーベル化学賞受章者〉

宮武保義〈国際建設ロボット学会会長・工学博士〉

小澤一郎〈衆議院議員・元民主党代表〉

大谷洌子〈元オペラ歌手・昭和音楽芸術学院校長〉

京極純一〈東京大学名誉教授・元東京女子大学学長〉

ワレリー・クバソバ〈ロシア・宇宙飛行士〉

ウラジミール・コワレノク〈ロシア・宇宙飛行士〉

ファルカス・ベルターラン〈ロシア・宇宙飛行士〉

森英恵〈服飾デザイナー〉

日比野弘〈早稲田大学名誉教授
元日本ラグビーフットボール代表チーム監督〉

小柴昌俊〈ノーベル物理学賞受賞者・理学博士〉

麻生太郎〈衆議院議員・元首相〉

ウラジミール・I・トルストイ〈トルストイ記念館館長〉

岡田克也〈衆議院議員・民進党代表〉

名取郁子〈NPO法人　難民を助ける会　海外事業部長〉

〈　〉内の肩書きは講演当時のもの

主な演奏者・団体＝敬称略 主な講演者＝敬称略

すぐれた音楽や舞台、伝統芸能を目の当たりにしたり、すぐれた人の話を聞いたりすることは、
多感な中高生の感性をおおいに高めてくれます。「駿台音楽祭」は国内外を問わず、
さまざまなジャンルの超一流の演奏家や芸術家を招き、生徒たちに芸術との出合いをプロデュースしています。
「駿台教養講座」は毎年、生徒・保護者を対象に、各界の著名人を招いて講演会を開催しています。
このほかにも、修学旅行中の芸術鑑賞、日本の伝統文化や近代建築の見学、各種の工場見学、
スポーツ観戦など多彩な“ほんもの”と触れあうことのできる課外授業を行っています。

Science Education
駿台東京天文台は、宇宙へつづく窓

 視聴覚教室（高校）
サンクトペテルブルグ・フィルハーモニー交響楽団演奏会
チェコフィルハーモニー管弦楽団演奏会
ボリショイ・バレエ
ソフィア国立歌劇場公演
マリインスキー劇場バレエ公演
トリノ王立歌劇場公演

 校外学習（中学）
音楽鑑賞
ウィーン少年合唱団
マリインスキー・オペラ「トゥーランドット」　など
美術館・博物館見学
国立西洋美術館、国立新美術館、国立科学博物館、東京
国立博物館、国立歴史民俗博物館、東京都美術館、三菱
一番館　など
工場見学
新日本製鐵君津製鉄所、ＡＮＡ機体工場、総合車輌製作
所横浜製作所　など
スポーツ観戦
東京六大学野球、大相撲5月場所　など

①天の川（天文部撮影） ②駿台学園北軽井沢天文台から観る星の流れ ③駿台学園東京天文台
20cm 屈折望遠鏡 ④駿台学園北軽井沢天文台 75cm 反射望遠鏡 ⑤金環日食（天文部撮影）

①

※仮題

②

③

④ ⑤

科学教育
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School Life

米田 織さん
出身中学 千代田区立神田一橋中学校
卒 業 年  2014 年 進学コース卒業
現　　在 明治学院大学 法学部
　　　　　消費情報環境法学科

乾 裕貴さん 
出身中学 高松市立桜町中学校
卒 業 年  2015年 進学コース卒業
現　　在 獨協医科大学
                医学部 医学科

島尻 明奈さん
出身中学 板橋区立志村第一中学校
卒 業 年  2013 年 特選コース卒業
 在学中はバスケットボール部所属
現　　在 明治薬科大学 薬学部

中学校　夏服 高等学校　夏服中学校　冬服 高等学校　冬服

朝読書（中学）

昼食

落ち着いた気持ちで一日が始まります。

学食や購買でお弁当を購入
することもできます。中学
は教室で担任と一緒に昼食
です。高校は学食や教室で
自由に昼食をとります。

高校は学年・コースに
よって帰りの SHR の時
間が異なります。

1 年で初伝
3 年間で皆伝の免許を取得

Messages from Graduates
『置かれた場所の第一人者たれ』

駿台学園に入学を決めたのは『置かれた場所の第一人者たれ』という建学の精神
に強く共感したからです。クラブ活動でサッカーに力を入れたいという思いが強
かったのですが、クラブ活動だけでなく、勉強も第一人者をめざすという駿台学園
の思いを感じました。サッカー部では仲間とともにがむしゃらに努力し、ときに壁
にぶちあたりながらも全国をめざしました。その中で、相手を尊重すること、自分
たちの努力を否定しないことの大切さを学びました。また、クラブで苦労しながら
も、往復の通学時間を有効に使いながら、大学受験に向けて勉強をしました。受
験は自分にとってとても高いハードルに挑戦しましたが、先生方はどうすれば私が
ハードルを越えられるのか、真剣に考え、向き合ってくださいました。今の私の夢
は「通信の力で世の中の人の生活をよりよく変えること」です。今も勉強の毎日で
すが、必ずその勉強の成果を生かして、夢をかなえたいと思います。

勉強面でのサポート体制も万全！
イベントも盛り上がりますよ！
私が駿台に入学した理由は、勉強面でのサポート体制がしっかりしていること
です。在学中はクラブ活動があっても妥協せずに勉強することと、入学したとき
の成績をキープし続けることを目標にしていました。駿台には優しくて面白い授
業を展開してくださる先生方が多く、生徒はみんな明るくて笑いがたえません。
仲間意識も強くて団結力もあるので、文化祭や体育祭も盛り上がります。きっと、
充実した学校生活を送れると思いますので、がんばってください。私も薬剤師
になって病気やケガで苦しんでいる人を助けられるようにがんばっていきます！

駿台学園に進学したのは、明るい雰囲気と生徒の個性を尊重する自由な校風に
惹かれたからです。そこで成長できたと思えることは、他人との良好な信頼関係
を築くための基礎を学べたことです。その時々で相手のためになることや求めて
いること、逆にしてほしくないことはなんなのか…。それらを引き出し、気づくこ
との重要性を痛感させられる機会が多くありました。文化祭もそのひとつ。自分
の将来の目標設定と勉強に忙しい時期にも関わらず、クラスのメンバーが一致団
結して取り組んだのはいい思い出です。私は医者を志していますが、3 年間での
経験は役立つものと確信しています。高校時代は時間がたくさんあります。先生
との距離も近く、自由な校風の学園で自分のやりたいことのイメージをしっかり
持って、なにかひとつ努力できるものを見つけてください。

勝部 和気さん
出身中学 所沢市立南陵中学校
卒 業 年  2008 年 体育コース（現スペシャ
　　　　　リストコース）卒業
 在学中はサッカー部所属
現　　在 早稲田大学 教育学部 卒業
 （株） NTT ドコモ 勤務

卒業生からのメッセージ 学園の1日

駿台学園での海外経験は大きな財産
現在は世界を視野に入れています
私が駿台学園に入学したきっかけは、ドイツをはじめさまざまな国にある姉妹校
との交流や、サマースクールや海外修学旅行などで海外文化に触れる機会があっ
たからです。サマースクールで、はじめてのホームステイを経験し、肌で海外の
文化を感じることができたことは私の中で大きな財産となっています。学校生活
においては、3 年間を通して多くの友だちができ、大学に進学した今もその関係
は続いています。先輩や先生方も、受験のことなどでとても親身になって教えて
くださるなど、部活動に励みながらもしっかり勉強できる環境もあります。そん
な駿台学園での経験を踏まえて、今後の大学生活ではドイツ語と英語の勉強に
励み、将来はドイツの航空会社で CA、パイロット、グランドスタッフなどを視
野に入れ、国際的に活躍していきたいと思っています。

（高 1 女子必修）

クラブ
SI ゼミ

華道授業

  8:20

               8:40

12:30

             13:15

15:05〜

登校

   授業

 昼休み

   授業
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Facilities Location & Environment

王子は、区役所のある北区の官庁街です。王子駅近
くには、江戸時代からの景勝地であり、花見の名所
としても有名な飛鳥山や由緒ある王子神社をはじめ、
落語「王子の狐」で知られる王子稲荷、重要文化財
で近代化産業遺産でもある教科書図書館の東書文
庫などもあります。このほか、3 つの博物館（北区
飛鳥山博物館・紙の博物館・渋沢史料館）、さらに
足を延ばすと明治の雰囲気に満ちた旧古河庭園など
の名勝も、王子の魅力となっています。
北区には学校も多く、隣接する文京区と同様に、東
京 23 区の中で重要な文化・文教エリアです。駅を
少し離れると、学校や住宅街からなる落ち着いた地
域も広がります。
王子エリアは城北地区の交通の要地でもあります。
JR 京浜東北線、東京メトロ南北線、そして都電荒
川線が走っていることは、通学はもちろん、緊急時
の心強い存在です。なかでも“ 庶民の味方・都電 ”
は JR 山手線の「大塚」、東京メトロ有楽町線「東池
袋」・副都心線「雑司ケ谷」、千代田線「町屋」、日
比谷線「三ノ輪橋」、日暮里舎人ライナー「熊野前」
などとも接続している、都内唯一の路面電車。一見
のんびり走るようで、排ガスを出さない未来型の交
通手段として、最近は再び注目を集めています。
そして、この他に都営と国際興業の合計12 路線の
バスも運行していてとても便利で落ち着いていて、ど
こかほのぼのとした町…。それが王子界隈です。

三路線が通る便利で
ほのぼのとした町

① 王子駅周辺   ② 国立スポーツ科学センター  ③ 旧古河庭園 

1

2

3

緊急連絡網について
駿台学園では緊急災害時に備えて、複数のメディア（メール、電話、ファックス）
に一斉送信できる緊急連絡網システムを導入しました。従来の電話による緊急連
絡網と異なり、個人情報が保護される上、より迅速かつ正確に情報を伝えること
ができるようになりました。

校舎・校庭／全教室 Wi-Fi 対応

新校舎（1号館）/ 耐震化対応済 天文台 / 都内屈指の 20cm 屈折式天体望遠鏡

視聴覚室 / 映像授業やパワーポイン
トが活用できる大教室

駿台学園の全ての校舎は、耐震化対応済みです。大地震（震度６～７）にも耐える強度を持っています。

図書館 / 自習スペースもあり 化学実験室 / 化学や理科の実験で利用食堂 /20:00 まで利用可能

テニスコート / 新校舎屋上でテニスが出来るプライマスメモリアルホール /
500 名収容のホール

体育館 / バレーボールコート
3 面とれる広さが自慢

一心荘 / 北軽井沢にある宿泊研修施設

4.4%

0.1%

0.1%

0.1%

0.1%

0.3%

1.3%

7.0% 1.5%

16.5%

3.6%

3.1%

4.2%

2.5%

1.3%2.2%
2.3%

0.9%

3.9%

0.4%

0.8%

2.3%

1.2%

0.8%

4.1%

0.3%
12.1% 14.5%

0.7%

0.8%

0.1%

0.5%

東京都（23区外）［0.7％］

　東村山市・西東京市・清瀬市・国分寺市

埼玉県［1.6％］

　熊谷市・吉川市・蓮田市・ふじみ野市

　川越市・白岡市・熊谷市・春日部市

神奈川県［1.7％］

　横浜市・川崎市・伊勢原市・大磯町

千葉県［1.6％］

　市川市・柏市・流山市・松戸市

　浦安市・取手市・八街市

（平成 28 年度在校生に占める居住地域別の割合）

施設・設備 周辺環境
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学父・瀬尾義秀先生のことば
学父のことばから

「置かれた場所の第一人者たれ」
人には好むと好まざるとにかかわらず、そ
の現在の場所がある。それは、自分以外
の誰かが自分の現在をあらしめているので
ある。したがって、自分がその場で全力
を傾けて取り組む姿勢は、他人をよりよく
生かし、また自分自身もよりよく生きるこ
とにつながっているのである。

定時制課程

80年以上の伝統を誇り、現在都内私立で唯一の夜間定時制です。
幅広い進路に備える個別指導と国際化教育を推進しています。
独自のカリキュラムにより3年間で卒業することが可能で、
全日制課程への転籍も可能です。

定時制課程は駿台学園の創立と同時に始まり、80年以上の伝統があり、駿台学園の特長で
ある国際教育や科学教育にも力を入れています。
創立当初は主に勤労青少年の教育機関でしたが、近年では中学校時代に不登校だった生徒
や、高校を中途退学して、新たな進路を目指す生徒も入学しており、熱意ある教職員が細やか
な指導でしっかりサポートしています。
所得要件に応じて、「就学支援金制度」等で保護者の授業料負担額は月額0円～2,100円と
なります。さらに、授業料以外の教育費負担軽減のための公的奨学給付金制度があります。

世界に求められる「人」を育てたい

1932（ 昭 和 7）

1945（昭和 20）

1946（昭和 21）

1947（昭和 22）

1954（昭和 29）

1958（昭和 33）

1963（昭和 38）

1965（昭和 40）

1966（昭和 41）

1975（昭和 50）

1989（平成元）

1990（ 平 成 2）

1991（ 平 成 3）

1992（ 平 成 4）

1993（ 平 成 5）

1998（平成10）

2000（平成12）

2001（平成 13）

2003（平成15）

2004（平成16）

2005（平成17）

2006（平成18）

2009（平成 21）

2010（平成 22）

2011（平成 23）

2012（平成 24）

2013（平成 25）

2014（平成 26）

2015（平成 27）

東京神田駿河台に「駿臺商業学
校」として誕生

戦災により校舎を失うも、校長宅を
学舎として授業を継続

駿臺高等学校に校名を変更

学制改革により駿臺中学校を創立
高等学校は男女共学、全日制・定
時制、普通科・商業科に変更

中学校を休校

駿台学園中学校・高等学校に校名
変更

東京都北区王子の現在地に移転
し、新校舎を建設

「駿台教養講座」開始

２号館屋上に天文台設置、「駿台
天文講座」開始

第１回海外姉妹校サマースクール
開始

駿台アイルランド国際学校を開校

駿台アイルランド・ハーン交流協会
創設、八雲文庫開設、ラフカデイ
オ・ハーン・ライブラリー開館

中学校を再開
創立６０周年記念祝賀会・芸術祭

創立６０週年記念式典（鳩山邦夫
文相臨席）

中学校サマースクール開始

商業科を廃止
普通科〈進学コース〉〈体育コー
ス〉の設置

ラフカディオ・ハーン生誕１５０周年
記念講演会、ハーン・文化切手発行

創立７０周年記念事業設定

中学校の共学化、新制服の採用、
校舎のリニューアル開始

ラフカディオ・ハーン彫像建立、ア
ントン・チェーホフ彫像の受領（モ
スクワ市長より）

隣接地購入、校庭が拡大

中学校〈特選クラス〉新設

高等学校〈特選コース〉新設

高等学校〈スペシャリストコース〉
新設

２号館耐震補強工事完了

新校舎（１号館）竣工

食堂リニューアル

図書館リニューアル

全教室Wi-Fi対応

学園長

瀬尾秀彰

21世紀の国際社会へ雄飛
駿台学園中学校は、平成 15 年度から高等
学校と同じ男女共学の学校となり、すでに
15年近くがたとうとしています。全国的にも
男女共学の老舗校として、その伝統を活かし、
進学実績の向上や国際理解教育を推進する
覚悟です。
中・高一貫の中堅校として、たんに大学受験
だけではなく、情操や感性を育て、健康で、
心ゆたかな人材を育むことが重要です。21
世紀の多様な国際社会へ雄飛する、活力の
ある、幅の広い、国際的に役立つ人材が育っ
てくれることを期待しています。そのためにも、
国語はもちろん、英語に力を注いだ教育を推
進しています。

意欲ある学園生活を
駿台学園は、創立 85 周年に向けて大きく前
進しています。創立以来、国際理解教育を
教育目標の一つにしています。学父・瀬尾義
秀先生の創学のこころは、全人的人間形成で、
これを具体化するにためには、まず立派な日
本人でなくてはなりません。日本のことを熟
知し、世界に関心をもつ人材を期待していま
す。
現代は、変化の多い、不透明で、流動化の
時代といわれています。多様なニーズに、ど
のように対処するか、どのように対応するか、
誠実で思慮深い果敢な人間が求められます。
意欲ある生徒の入学を期待します。

学園の歩み

広島県比婆郡高野町に、小学校
長瀬尾康彦の長男として生まれ
る。幼少から博覧強記、また文
才も豊かで、教育者として立つ志
も幼い頃からのものであった。

広島県師範学校本科卒、県立
広島商業学校教諭

上京、大倉高等商業（現在東京
経済大）講師

専修大学経済学部卒、同大教
授、東京女子医専（現東京女子
医大）教授

駿臺商業学校（本学園前身）理
事長、校長に就任

文部省青少年教護審議会長とし
て「児童憲章」草案を作成

勲三等端宝章をうける

２月１２日、腎不全により逝去（享
年 79 歳）、総理大臣より銀杯
をうける

生地の広島県高野町に町として
はじめて顕彰の胸像と碑文設置

1892（明治25）

1914（ 大 正 3）

1921（大正10）

1927（ 昭 和 2）

1938（昭和13）

1950（昭和 25）

1966（昭和 41）

1971（昭和 46）

2000（平成12）

略歴

理事長 校長

瀬尾兼秀

 3 学年制・週 6 日の授業
週 6日制を採用しており、月曜日から水曜日
は 5 時限、木曜日から土曜日は 4 時限の授
業を行っています。

 クラブ活動
木曜日から土曜日の20：20から21：00に行っ
ています。

 年間行事
林間学級や文化祭、修学旅行など様々な行事
があり、体験学習を通じて学びを深めています。

月・火・水 木・金・土

SHR 16：30～16：35

始業前読書 16：35～16：45

1 時限 16：45～17：30

2 時限 17：35～18：20

夕食時間 18：20～18：35

3 時限 18：35～19：20

4 時限 19：25～20：10

5 時限 20：15～21：00 SHRおよび清掃
クラブ活動
20：15～ＳＨＲおよび清掃 21：00～

ボクシング部、フットサル部、男子バスケット
ボール部、軽音楽部、音楽・吹奏楽部など。

夕食時間には食堂を利用できます

●修学旅行（5月）
　高 3 で国内修学旅行に行きます。
●校外授業（10月）
　地元あるいは関東近郊の名所旧跡を訪れま

す。
●夏季林間学級（7月）
　高 1の夏季休業中、本校研修施設の ｢北軽

井沢一心荘｣ で林間学級を行います。
●球技大会（5、7、12月）
　バレーボール大会やバスケットボール大会な

ど、学年の枠を越えて試合に取り組みます。
●海外サマースクール（7〜8月）
　全日制と同様、希望者は夏季休業中に海外

で行われるサマースクールに参加可能です。
●視聴覚教室（2学期など）
　普段接する機会の少ないオペラや絵画など

の芸術に触れ、教養を深めます。



都電

東京メトロ

東京メトロ

●JR・東京メトロ王子駅ま

たは都電王子駅前までのお

およその所要分数です。時

間帯や乗り換えにより異な

りますのでご注意ください。

池袋

都電

朝霞台

東武スカイツリーライン

東武

木場
34

新木場
39

新浦安
46

京葉線

東京メトロ
東西線

都営バス
国際興業
バス

東京メトロ
有楽町線

渋谷
30

葛西
44

京浜
東北線

駒込
4

大塚
11

都電荒川線

西新井

上板橋

休日個別相談会 ※要予約

第 1 回  11 月　3 日（木・祝）
第 2 回  11 月  6 日（日）
第 3 回  11 月13 日（日）
第 4 回  11 月 20日（日）
第 5 回  11 月 23日（水・祝）
第 6 回  11 月 27日（日）
第 7 回  12 月   4 日（日）
第 8 回  12 月11 日（日）
第 9 回  12 月18日（日）
第 10 回  12 月 23日 （金・祝）
時間　　10：00～15：00
会場　　本学園

個別相談会
第 1 回 12 月  10 日（土）
第 2 回   1 月   7 日（土）
第 3 回   1 月 14 日 （土）
時間　　14：00～16：00
会場　　本学園
※要予約

中学校 ･高等学校共通
イブニング説明会 
第 1 回    9 月14 日 　（水）
第 2 回  10 月17 日（月）
第 3 回  10 月18 日（火）
時間 18:00 ～19:00
会場 本学園
※予約不要・上履き不要

平成 29 年度募集　学校説明会・スクールガイダンス日程
高等学校
スクールガイダンス 
全体説明・校内見学・個別相談

第 1 回   8 月 27 日 （土）
第 2 回   10 月 15 日 （土）
第 3 回   10 月 22 日 （土）
第 4 回   10 月  29 日 （土）
第 5 回   11 月 5 日 （土）
第 6 回   11 月 12 日 （土）

中学校
学校説明会 
全体説明・校内見学・個別相談

第 1 回   8 月 27 日 （土）
第 2 回   10 月 22 日 （土）
第 3 回   11 月 5 日 （土） 
第 4 回   11 月 19 日 （土）
第 5 回   12 月 10 日 （土）
第 6 回   12 月 17 日 （土） 
第 7 回   1 月 7 日 （土）
第 8 回   1 月 14 日 （土）
時間 10：30 ～12：30
会場 本学園視聴覚室
※予約不要・上履き不要

文化祭 ※入試相談コーナー開設　
9 月17 日（土）・ 18 日（日）　
時間 10：00 ～16：00
会場 本学園

第 7 回   11 月 19 日 （土）
第 8 回   11 月 26 日 （土）
第 9 回   12 月 3 日 （土）
時間 14：00 ～ 16：00
会場 本学園小ホール
※予約不要・上履き不要


