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万 木 一心
「個性」「協調」「貢献」を世界の中で!!
山々を彩る木はさまざまで、個性的です。
そしてこれらの木々はお互いに協調し、静かに共存共栄しています。
それどころか、木々は果実や日陰や酸素を提供し周囲の生物に貢献しています。
駿台学園の創学の精神「万木一心」 は、「人もかくありたい」というメッセージです。

「個性」「協調」「貢献」の３つこそ、世界とつながる21世紀に相応しい理念ではないでしょうか。
駿台学園は、この３つの目標の下に、生徒を育てています。
そして、国際化の中でこの3つの目標をめざすには、
英語の力に、学習とその他の活動を通じて培う人間性がキーワードになります。

21世紀の国際社会へ雄飛
駿台学園は、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。 理事長 校長 瀬尾 兼秀
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駿台学園の英語教育……11の特徴

検定済み教科書と
検定外のテキストを併用

外国人講師の授業があります 日本製の英文法でなく、
本当の英文法を教えます

英和辞典ではなく
英英辞典を使います
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いわゆる検定済み教科書は内容が不十分との指摘を受けてきま
した。駿台学園ではＺ会出版の「New Treasure」を併用してい
ます。学習参考書と教科書の良い所をとったテキストで、文法説
明や演習などが豊富です。公立校では、検定外教科書の併用
はまず考えられません。また、学
年によっては、英国で出版された
英語の文法書（ケンブリッジ大学
出版局の「Essential Grammar in 
Use」等）を使用します。

海外語学研修があります

駿台学園では、1975 年からすでに 40 年以上にわたり夏季休
業中に英語圏での語学研修「海外サマースクール」を実施してい
ます。ここ数年は、英語圏で最も治安が良いと言われるアイルラ
ンドの首都ダブリンで実施しています。高校を卒業するまでに一
度は英語圏の国を見ておきたいものです。またとない刺激的な経
験であり、また英語学習への強い動機付けとなります（「海外サ
マースクール」については、5 ページもご参照ください）。

駿台学園には、現在複数の外国人講師がいます。2017 年度は
イングランドとアイルランド出身者です。確かに現代の世界には、
老舗のヨーロッパをはじめ、アメリカ英語、オセアニア英語や
最近ではアジア英語まで、い
ろいろな英語が存在します
が、駿台学園では本場という
べき、ヨーロッパ英語のスピー
カーによる指導が受けられま
す。

英検と〈GTEC〉を受験します

伝統ある英検と、〈４技能〉（聞く、話す、読む、書く）系の新
しいタイプのスコア型英語 4 技能検定である〈GTEC〉をともに
受験します。〈GTEC〉は、2020 年導入の新型大学入試に近い
テストと言われています。英検、〈GTEC〉の好成績者は大学受
験で優遇される時代ですが、駿台学園の生徒はこれまで良好な
成績をあげています。

日本で一般的な日本人によって書かれた英文法書は、内容が正
確とは限りません。残念ながら、学習参考書も似たり寄ったり
です。駿台学園では、オックスフォード大学出
版局やケンブリッジ大学出版局、ロングマンな
ど信頼できる出版社の英語で書かれた英語の
文法書に依拠した指導を行います。また、生徒
が使用する文法書も、一部英語で書かれたも
のを使っています（上記１もご参照ください）。

リスニングや
プレゼンテーションも重視します

今や実践的な英語力が重視される時代で、大学入試の出題傾
向も大きく変化しつつあります。駿台学園では、授業や考査の
中でも、表や資料を使って説明し、理解する英語を重視してい
ます。また、授業中限られた時間の中でより多くの英語を耳か
ら入れる努力をしています。また、生徒には、iPad やスマートフォ
ンを使って、通学のための往復の移動時間を有効利用して英語
を聞くことを勧めています。

なおかつ「読む力」も
軽視しません

聞く・話すを重視するあまり、昨今の英語教育では、読むことが
軽視されがちですが、これは非常に危険なことです。読む・書くは、
どの時代にも必要です。グローバル化の時代だからこそ、英語
でメイルを書いたり読んだりする機会は増えるはずですし、外国
企業とのやりとりも英語の読み書きになるはずです。そもそも、
英語版のニュースや英語のエッセイ、文学作品が読めることは素
晴らしいことです。駿台学園では、英語を読みそしてそれを日本
文に訳すことを決して軽視していません。英文和訳にも相応の時
間をさき、長期休業には課題も出します。

英和辞典を使うと、どうしても英語を英語で考えなくなります。
また、英語の単語を単に日本語におきかえただけでは、その語
の本来の意味やニュアンスを感じ取ることはでき
ません。英英辞典を使うことが、英語上達の近
道です。駿台学園では、英和辞典を早く卒業しロ
ングマンの Active Study Dictionary や WordWise 
Dictionaryを使用するよう指導しています。

英語の指導者の多くは、
TOEIC高得点、英検1級、
海外経験ありです

駿台学園の英語の教員の多くは、TOEIC850 点以上、英検
1 級、海外経験ありなど、高いレベルの英語力、英語を使う
経験を有する人たちです（公立校では、TOEIC730 点、英検
準 1 級をめやすにしていますが、未達の先生も少なくないとい
う報道があります）。

常に長期・短期の留学生が
在校しています

英語も習熟度別授業を実施

駿台学園には、現在フランス人とドイツ人の長期留学生が在籍
していますが、毎年 2 ～ 3 名の長期留学生を迎えています。こ
れまでに、タイ、ニュージーランド、インド、イタリア、ベルギー、
フィンランド、ノルウェー、ブラジルなどから留学生を迎えてき
ました。また、1年おきにドイツの姉妹校の短期留学生も来校
しています。常に、英語が使える環境があります。

「駿台学園の受験指導」（9 ページ）にもあるように、〈進学コー
ス〉の高 1・2 では英語を習熟度別に授業を行い、生徒の学
力に合わせた指導を行っています。もちろん、努力によって学
力を向上させれば、年度途中で上位クラスへの移動も可能です。

　アイルランドの語学学校に参加し、最初の１週間はドミト
リーに滞在し、後半はホームステイを経験しました。ドミト
リーはきれいで、駿台学園の仲間や他国の生徒と仲よくなる
には絶好の場所でした。
　午前中の授業では、最初の３日間は先生が何を言っている
のか分からず戸惑いましたが、日を重ねるにつれて英語を聞
き取ることに慣れてきて、自分でも積極的に会話できるよう
になりました。同じクラスの他国の生徒とも授業を通じて仲
良くなれてとてもうれしかったです。午後のアクティビティ
でも様ざまな国の生徒たちとスポーツやワークショップ、見
学を通して大いに会話ができました。
　ホームステイは最初不安でしたが、ホストファミリーはと
ても優しく、私が聞き取りやすいようにはっきり・ゆっくり
話してくれました。また、私が理解できなかったときは簡単
な単語で言い換えてくれました。ステイ先では1人部屋では

なくスペイン人の女子と同室でした。最初にそれを知ったと
きは、正直嫌でした。しかし、お互いに英語で会話すること
は苦手でしたが、彼女が一所懸命に自分のことを話してくれ
たので、私もその影響を受けていろいろと話すようになり、
とても仲良くなれました。ステイ先には私を含め９人もいた
のでにぎやかで楽しく、日本に帰る日は別れが本当につら
かったです。日本にも帰りたいけど、もっとここにもいたい、
という複雑な気持ちでした。
　サマースクールに参加して、英語を聞き取る力、自主的に
会話する意識が身につきました。そして何より外国にも友達
ができたことがうれしかったです。様ざまな国の人と英語で
話すことが楽しいと思えるようになったし、また海外に行き
たいと思います。いろいろと貴重な経験をし、たくさんの思
い出ができた忘れられない語学研修になりました。

海外サマースクールに参加して

山嵜 遥　さん

2015 年卒
2013 年 7 月に参加
日本大学商学部へ進学

〈GTEC〉とは
〈GTEC〉はベネッセが開発した、真に役立つ英語力を測定
する新しいタイプの検定試験です。作問は英国・米国で行
われ、実生活やビジネス・シーンに実際に使用される英語
をもとにした出題となっています。受験者の能力に応じた出
題となっており、単にスコアが出るだけでなく、個 人々の詳
細な学力分析結果を知ることができます。2020年度から導
入される新たな大学共通入試では、GTECなどの新タイプ
の民間検定試験が全面的に採用・活用されることが文科省
から発表されています。また、すでに多くの大学で英語の入
試をGTECで代替させつつあります。GTECのスコアを上げ
ることが、大学入試英語克服の近道となっています。

2020年度入試から大学入試制度が大きく変わります。現在の大学入試センター試験にかわる新たな入
学試験では、英語は独自問題を作成せず、民間の検定試験を全面的に活用することになりました。それ
も、従来の読む・書くの〈2技能〉タイプではなく、聞く・話すも加えた〈4技能〉タイプの検定試験が採用さ
れる見通しです。そして、すでに多くの私立大学入試で、〈4技能〉タイプの民間の検定試験が幅広く採用
されています。急速に進みつつある制度変更に対応した新たな英語教育が求められる昨今ですが、海外
語学研修43年の伝統を持つ駿台学園では、最先端の指導を実施しています。
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　　海外サマースクール
　　　（中３、高１・２対象）

　〈駿台学園の英語教育〉（3-4ページ）の中でも触れました
が、1975 年以来すでに 40 年以上も続いている夏の海外語学
研修が、〈海外サマースクール〉です。過去には、アメリカ西海
岸、イングランドなどで開催した年もありましたが、ここ数年は
アイルランドの首都ダブリンにあるダブリン・シティ・ユニヴァー
シティ（ＤＣＵ）を会場とする語学コースに参加しています。治
安のよい場所で、イタリア、スペイン、北欧・東欧などのヨーロッ
パ諸国の中学・高校生と一緒に授業や課外活動を行います。
　期間中はホームステイや大学の寮生活も体験。語学研修終
了後は、３～４日の日程でイングランドやスペインなどの旅行も
行い、ヨーロッパ文化についての知識を増やします。ただ単に
英語を学んでいるだけでは、会話力は向上しません。異文化へ
の適応力や他国の歴史に対する知識がどうしても求められます。
サマースクール参加者は、口々に「価値観が変わった」「人生が
広がった」と語り、この経験が国際的な仕事を目指すきっかけ
となったという生徒もいます。

　　姉妹校との密接な交流

　駿台学園では、これまで 50 年ほどの間に、世界のいくつか
の国・地域の学校と姉妹校交流を行ってきました。現在もっと
も交流が盛んなのは、修学旅行の部分でも触れたドイツのニー
ダーザクセン州ブラウンシュヴァイク市にあるギムナジウム・マ
ルティノ・カタリネウム校（通称ＭＫ校）です。ドイツとの姉妹
校交流は、比較的珍しいかもしれません。あたりまえのことで
すが、英語圏だけが外国ではありません。ＥＵの中核国である
ドイツを知ることには大きな意義があります。
　駿台学園はＭＫ校と1985 年に姉妹校提携を結び、現在で
はおおむね1年おきに相互に行き来をしています。2018 年 10
月にはドイツ側が来日の、そして 2019 年 3 月には駿台学園か
ら高校 2 年生が国外修学旅行の一環として訪独の予定です。
　逆にドイツ人生徒が来日する時は、駿台学園の生徒の家に
ホームステイをします。そして、翌年の 3 月には駿台の生徒がド
イツに行き、ドイツ人生徒の家にホームステイをすることで、ま
さに相互交流の機会となります。中には卒業後も長く交流を続
ける生徒もあり、ドイツ人生徒の中には日本研究の専門家になっ
ている人もいます。

　　国外修学旅行

　駿台学園高等学校では高校 2 年の 3 学期に修学旅行を実施
しますが、国外か国内の選択制です。例年 20％程度が国外を
選択します。国外修学旅行では、下記のように 1年おきにドイ
ツの姉妹校ＭＫ校（Gymnasium Martino-Katharineum）を訪
問し３～４日のホームステイを体験するほか、イタリアやフラン
ス、オーストリアなどを訪れ、日本でも人気のユネスコ世界遺
産を多数見学し、多彩なヨーロッパの歴史や文化を経験・体験
してきます。これらの遺産の見学は、大学入試世界史の学習に
もつながります。

　　留学制度・・・
　　駿台学園から／駿台学園へ
　駿台学園では、希望すれば海外留学も可能です。一定の基
準さえ満たせば、1年間国外留学をしても、留年することなく卒
業が可能で、これまでにこの制度を利用して国外経験を積んだ
生徒たちがいます。近年、長期留学には費用面で東京都などの
公的な支援制度も設定されています。高校での長期留学は今や
難しい話ではありません。
　一方で、駿台学園では、さまざまな国から毎年 2 ～ 3 名の
長期留学生を受け入れています。これまで、アジア、ヨーロッパ、
オセアニア、南米などなどの生徒を受け入れてきました。長期留
学生とクラスメイトとして英語を使って話をして、同世代の他国
の生徒の考えを知ることが可能ですし、留学生の帰国後もメイ
ルなどを使った交流が続けられます。

　　外国人講師

　すでに英語教育の中でも触れましたが、駿台学園には複数の
外国人講師がいます（うち1名は常駐）。外国人講師とのコミュ
ニケーションを通じて、英語のレベルアップをはかるだけでなく、
異なる国や地域の人たちの考え方や価値観を知ることが可能で
す。そしてそれを突破口に、現代の世界の人たちがともに抱え
る問題に関心を持ち、21世紀にふさわしい広い視野を持つ人
になって欲しいというのが、駿台学園の考えです。

駿台学園の国際性豊かな教育

　　海外サマースクール
　　　（中３、高１・２対象）
　　海外サマースクール1　　海外サマースクール1　　海外サマースクール
　　　（中３、高１・２対象）1　　　（中３、高１・２対象）1　　海外サマースクール1　　海外サマースクール
　　　（中３、高１・２対象）1　　　（中３、高１・２対象）1　　海外サマースクール1　　海外サマースクール
　　　（中３、高１・２対象）1　　　（中３、高１・２対象）

　　外国人講師　　外国人講師5　　外国人講師5　　外国人講師5　　外国人講師5　　外国人講師5　　外国人講師5　　外国人講師5　　外国人講師5　　外国人講師5　　外国人講師5　　外国人講師

　　姉妹校との密接な交流　　姉妹校との密接な交流3　　姉妹校との密接な交流3　　姉妹校との密接な交流3　　姉妹校との密接な交流3　　姉妹校との密接な交流3　　姉妹校との密接な交流3　　姉妹校との密接な交流

　　国外修学旅行　　国外修学旅行2　　国外修学旅行2　　国外修学旅行2　　国外修学旅行2　　国外修学旅行2　　国外修学旅行2　　国外修学旅行 　　駿台学園から／駿台学園へ
　　
　　駿台学園から／駿台学園へ4　　4　　
　　駿台学園から／駿台学園へ4　　駿台学園から／駿台学園へ4　　駿台学園から／駿台学園へ4　　駿台学園から／駿台学園へ4　　4　　
　　駿台学園から／駿台学園へ4　　駿台学園から／駿台学園へ

これまで見学してきた世界遺産など
　2016 年 3 月：イタリアのピサ、フィレンツェとローマ、さらにオー

ストリアの首都ヴィーンを訪問。ルネサンス発祥の地フィレンツェでは

「ヴィーナスの誕生」などのあるウフィツィ美術館ほかを、ローマでは、

古代競技場コロッセウム、古代都市の中心地フォロ・ロマーノ、そし

てもちろんヴァチカンと聖ピエ

トロ大聖堂を見学。ヴィーンで

は、ハプスブルク家の宮殿・王

宮のほか、クリムトやブリュー

ゲルの名画を鑑賞し、夜は演

奏会へ。

　2017 年 3 月：ドイツ姉妹校

を訪問し、姉妹校生徒とともに

ベルリンを訪問、ベルリンの壁、

ブランデンブルク門、森鴎外「舞

姫」に登場する教会などを見学。

後半は、イタリアのローマとオー

ストリアのヴィーンへ。

ドイツの姉妹校〈ＭＫ校〉の紹介
　駿台学園の姉妹校であるニーダーザクセン州立マルティノ・カタリネ

ウム（Gymnasium Martino-Katharineum）校は、創立が日本の室町

時代の 1415 年というドイツでも最古クラスのギムナジウムの一つで、

これまでに大数学者のカール・フリードリヒ・ガウスや作曲家のルイ・シュ

ポア、さらに現在のドイツ国歌の作詞者であるアウグスト・ハインリヒ・

ホフマン・フォン・ファラースレーベンなどを輩出した名門校です。

　2011 年公開のドイツ映画「コッホ先生と僕らの革命」は、このＭＫ

校に実在した体育の先生をモデルにしています。ドイツ的で権威主義

な軍国主義まがいの教育を否定する自由主義的なコッホ先生が、英国

でさかんだったサッカーを積極的に授業に取り入れることで生徒の支持

を獲得し、教育改革を展開していくというストーリーで、日本でもＤＶ

Ｄが発売されています。

駿台学園の国際性５本の柱

１. 海外サマースクール
２. 国外修学旅行
３. 姉妹校との密接な交流
４. 留学制度
５. 外国人講師

駿台学園にいると世界が身近に。「世界市民の一人」を意識しよう！

〈英語を学ぼう〉と〈世界を知ろう〉が、今日の日本の教育モットーです。
この分野では、駿台学園には、長年にわたる経験と蓄積があります。
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ICTによる新しい教育

新たな学習スタイルを切り開く
デジタル教科書

iPad が授業を一つにする

●デジタルの力で、時間と空間を超えたコミュニケー
ションを実現

　ICT の最大のメリットは、データをデジタル化するために、時間
と場所、量の制約から解き放たれることにあります。
　例えば、小テストがデジタルデータ化されれば、教師が出す小テ
ストも瞬時に配信され、自動的に採点され教員にフィードバックさ
れます。授業の最初に前時の復習問題から入れば、採点の手間な
く結果がわかるので、教師は生徒に定着していない学習内容に絞っ
て復習してから授業に入ることができます。授業の最後に小テスト
を行えば、その時間の生徒の集中力は格段にアップするでしょう。
　また、小テストの結果に限らず、定期考査、実力テストの結果も
デジタルデータで蓄積していくので、それらを個人カルテとして活用
すれば、面談も円滑に進められます。
　さらに、保護者とも成績データの共有が簡単にできるようになる
とともに、これまでは紙で渡していた保護者通知も、デジタル化し
て送信できるようになります。
　駿台学園では、Benesse の Classiというソフトで、これらの円
滑なコミュニケーションを実現しています。

●デジタル教科書でいつでも、どこでも学習を

　教科書がデジタル化したらどんなメリットがあるでしょうか？仮に
すべての教科書が iPad に入っているとしたら……？
　生徒はもう家で勉強するために重たい教科書を持ち運ぶ必要が
なくなるでしょう。放課後のホームルームでも、家でも、図書館でも、
どんなところでも iPad 一台あれば勉強が始められるようになるはず
です。
　しかも、デジタル教科書は紙の教科書にないメリットがあります。
英語の教科書なら、発音を確認することもできますし、理科の教科
書なら実験動画もみることができます。また、小テストなども、生
徒が問題を解けば、自動的に採点してくれるようになります。事実、
駿台学園では英語の教材として「New Treasure」を採用しています
が、中学校はいち早くその電子教科書版を導入しています。電子教
科書なので、発音も容易に確認できますし、学習の前に導入ビデ
オを見ることもできます。単元に合わせて、フラッシュカードを作る
ことも容易です。
　一方、検定教科書のデジタル版も、遅 と々ではありますが、話が
進んでいます。2020 年度の教育改革までにデジタル教科書の実現
を目指すべく、現在も検討はされていますが、著作権の問題もあり、
最初の内は「紙の教科書をそのままデジタル化しただけ」というレ
ベルに止まるかもしれません。そうはいっても、教科書がデジタル
化していれば、iPad でインターネットや辞書を使いながら、いつで

デジタル教科書版「New Tresure」による授業風景

「クラスルーム」アプリケーション画面。生徒の作業内容を把握できる

( 左 )Classi のホーム画面。授業記録や生徒カルテ、Web テスト、学
習動画、カレンダー、校内グループなど様々な機能がある。

（右 )Classi の問題例 ( 中学理科 )。記述や選択など、様々な問題形式
に対応している。解答を終えると自動的に採点、集計し、即座に授業
にフィードバックできる。

●生徒の画面を教員が共有し、生徒の学習状況を把
握するとともに、学習内容に集中させることができる。

　日本では、いまだに教員が黒板の前にたって、教科書を使って一
方的に授業をするというスタイルが一般的です。このスタイルでは、
生徒全員がどのように学習しているかを把握することは困難であり、
生徒の理解度を把握することも容易ではありませんでした。
　iPad には「クラスルーム」というアプリケーションがあり、わたし
たちはこの機能をいち早く導入しました。「クラスルーム」を使えば、
教員は生徒の iPad の画面を同時に把握することができます（右図参
照）。教員は生徒の作業状況をみながら、適切なアドバイスを随時お
くることができます。また、特定の生徒の画面を教員用 iPad に大き
く映すことも可能なので、アクティブラーニング中に生徒の多様な意
見をスクリーン上に大きく映し出すことも簡単です。
　また、教員は生徒の作業するアプリを固定させて使用したり、必
要ないときは生徒の iPadをロックさせることもできます。これまで
iPadを授業に導入する際の一番の悩みが、「生徒が授業中 iPad で何
をしているのかわからない」ということでしたが、駿台学園では授業中、
iPadを安全に、集中して生徒に使わせることができるのです。

ICT により、教師・生徒・保護者間の
円滑なコミュニケーションを実現

もどこでも学習できるという環境が実現できます。プリント類もデ
ジタル化して配付するので、すべての教材が iPad に入る日が、い
つか来るかもしれません。
　私たちが教育現場に iPad を導入した理由がここにあります。ICT
端末を導入するだけなら、小型のノートブックを選択する手もあった
かもしれません。しかし、 今、ICT 端末を1人1台教育現場に導入
する本来の意義は、単にレポートやプレゼンテーションを作成する
ことではありません。それだけなら、共用の端末があれば済むこと
です。デジタル教科書を実現することこそが、私たちの大きな目的
の 1つです。そのために、薄くて軽く、持っていても疲れない端末、
画面が美しく、文字が見やすい端末が必要です。私たちが iPad を
選択した理由がここにあります。

22

11

33

School life with iPad
駿台学園では、iPad を生徒が一人1台所有することによって、
ICTを活用した新しい時代の教育を開拓していきます。
2020年の教育改革を前に、駿台学園はいちはやくデジタル
教科書や有効かつ円滑なICT端末の利用を実現させます。
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　　「スタディーサポート」による
　　学力チェックと必須の模擬受験

　駿台学園では、高校1・2年生の春と秋、高校3年生の春に現在
の学力や学習習慣のチェックをするためのテストとして、ベネッセ
コーポレーションの「スタディーサポート」を受験しています。大
学入試に向けた模擬試験とは異なり、「スタディーサポート」は生
徒の弱点を定期的に正確に測定し、強化すべき学力が明確になりま
す。受験後に返却される個人診断リポートを活用し、各生徒の課題
と成績に連動した自分専用のワーク・ドリルに取り組むことで、次
に向けて具体的に何をすればよいかがわかるため、主体的に学習す
る姿勢が身につきます。教員は、学級の状態を知り、注目すべき生
徒を把握することで、より適切な指導を行います。
　志望校までの距離を正確に測るための試験として、進研模試の全
校受験も行っています。高校1・2年生では年に2回、高校3年生では、
年に3回程度校内で受験する機会を設けています。受験に際しては、
過去問題を使った事前指導を各教科で行い、目指す志望校のレベル
に応じて必ず正答すべき問題をとりあげ、目標設定を明確にしたう
えで受験します。直後に自
己採点を行い、各教科で
FINE SYSTEM を使って模
試データを共有し、授業内
では振り返りを行います。

駿台学園の受験指導

●  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） 
●  夏季・冬季の長期休業中には ｢短期集中講座｣ も開講します

　　ていねいな面談、進路指導会、
　　大学見学会の実施

　模擬試験受験後には、個人面談を実施し、生徒の状況に合わせ
た指導を行っています。FINE SYSTEM（ベネッセ社のテスト結果
管理ソフト）というソフトを使って根拠のある数値をもとに面談
を行う一方、生徒の話を聞き、教員と生徒の間で「信頼関係」を
つくることも大切にしています。
　高校1・2年次の12月には合同進路指導会を行い、約20の大
学の広報担当者が来校し、早い段階から進路に対する意識付けを
行うことで、安易な進路選択をさせないよう指導をしています。3
年次の受験直前期には、「一般入試直前ガイダンス」を行い、一定
ランク以上の大学の担当者から入試の多様化、変化する入試方法
について直接話を聞き、無駄のない受験方法について知る機会を
設けています。
　また、学校行事として、大学見学会も実施しています。最近では、
明治大学、法政大学、東京理科大学などを見学しました。実際に
上位の大学を訪れる機会を設けることで大学進学後を具体的にイ
メージし、大学からの刺激を得ることで今後の進学への意欲をさ
らに高めるきっかけをつくっています。

　　習熟度別授業と長期休業中の補習

　英語と数学については今年度から高1・2年生の〈進学コース〉
で習熟度別授業を行っています。近年、これらの教科については、
生徒の理解度・学力の格差が大きく、ある程度学力に応じた授業
を行うことが生徒の一層の成績向上に寄与するものと判断したた
めです。習熟度の高いクラスでは、時間的な余裕がある場合には
より難度の高いものを適宜取り入れています。
　長期休業中には、夏季、冬季ともに苦手生徒への補習や実力アッ
プを望む発展的内容の講習などを行っており、例年150以上の講
座を開講しています。

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

私立大学

私立大学医学部医学科

　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：2015 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
Messages from

Graduates

 おもな指定校推薦（平成 29年度）
上智大学、青山学院大学、獨協大学、日本大学、東
洋大学、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、国士舘大学、
千葉工業大学ほか多数

大学名 2016 年度 2015 年度 2014 年度
北海道大学 1
筑波大学 1
東京学芸大学 1
岡山県立大学 1
山形大学 1
計 3 1 1

大学名 2016 年度 2015 年度 2014年度

早稲田大学 1
上智大学 1 5 1
東京理科大学 1 1
明治大学 1 1
青山学院大学 2 2 3
立教大学 1
中央大学 1 1
法政大学 2 3 3
立命館大学 1
計 10 13 8

過去 3 年のおもな実績

過去 3 年の主要大学合格実績の推移

国公立大学

早慶上理 GMARCH

2014 年度 2015 年度 2016 年度
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国公立大学 早慶上理GMARCH 主な私立大学

大学名 2016 年度 2015 年度 2014 年度
明治学院大学 1
獨協大学 3 6 1
順天堂大学 1
成蹊大学 1 1
成城大学 1
國學院大学 3 2
武蔵大学 2 1
日本赤十字看護大学 1
東京都市大学 1 1 1
東邦大学 1 1
東京農業大学 2 3
日本大学 13 8 8
駒澤大学 1 7 4
専修大学 2 3 1
東洋大学 6 5 9
東京電機大学 3 2 1
立命館アジア太平洋大学 1
千葉工業大学 1 2
神奈川大学 2 1
東京経済大学 3 1
玉川大学 1 4
立正大学 6
東海大学 1 1 10
大東文化大学 8 6 14
亜細亜大学 2 4 8
大正大学 4 1
国士舘大学 9 8 5
二松學舎大学 2 3
拓殖大学 2 1 3
帝京大学 12 6 11
武蔵野大学 1
日本体育大学 4 3 3
武蔵野美術大学 1
明星大学 3 2 4
桜美林大学 1 1
東京工科大学 2
大妻女子大学 1 1
フェリス女学院大学 1
文教大学 1 1
麻布大学 2
実践女子大学 2 1

大学名 2016 年度 2015 年度 2014 年度
獨協医科大学 1
杏林大学 1
計 0 1 1

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。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。しかし、公立の中学・高等学
校は、文部科学省が定めた『学習指導要領』に基づいた指導を越えるものではなく、私学の教育こそが、「新
時代の入試」に的確に対応しています。すでにふれたように、本校では私立・公立を問わず、他の多くの学校
にさきがけた英語教育やI CT教育を導入しています。しかし、駿台学園の受験指導はそれだけではありません。

　　〈S1 ゼミ〉予備校講師による
　　校内での補習　

｢学習とクラブ活動の両立｣ のために開講された、学校の中の予備
校で、多くの利点があります。
●  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、応用
力を身につけます 

●  講師陣は有力予備校等での指導歴のある受験指導のプロフェッ
ショ ナルたちです 

●  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です

英語と ICT 以外にもある駿台学園の受験指導の強み
１. 「スタディーサポート」による学力チェックと必須の模試受験
２. 〈S1 ゼミ〉・・・予備校講師による校内での補習（文武両道を応援）
３. ていねいな面談、進路指導会、大学見学会の実施
４. 習熟度別授業と長期休業中の補習

　　「スタディーサポート」による
　　学力チェックと必須の模擬受験
　　「スタディーサポート」による1　　「スタディーサポート」による1　　「スタディーサポート」による
　　学力チェックと必須の模擬受験1　　学力チェックと必須の模擬受験1　　「スタディーサポート」による1　　「スタディーサポート」による
　　学力チェックと必須の模擬受験1　　学力チェックと必須の模擬受験1　　「スタディーサポート」による1　　「スタディーサポート」による
　　学力チェックと必須の模擬受験1　　学力チェックと必須の模擬受験

　　〈S1 ゼミ〉予備校講師による
　　校内での補習　　　校内での補習　2　　〈S1 ゼミ〉予備校講師による2　　〈S1 ゼミ〉予備校講師による
　　校内での補習　2　　校内での補習　2　　〈S1 ゼミ〉予備校講師による2　　〈S1 ゼミ〉予備校講師による
　　校内での補習　2　　校内での補習　
　　〈S1 ゼミ〉予備校講師による2　　〈S1 ゼミ〉予備校講師による2　　校内での補習　2　　校内での補習　2　　〈S1 ゼミ〉予備校講師による2　　〈S1 ゼミ〉予備校講師による
　　校内での補習　2　　校内での補習　

　　ていねいな面談、進路指導会、
　　大学見学会の実施3　　ていねいな面談、進路指導会、3　　ていねいな面談、進路指導会、3　　ていねいな面談、進路指導会、3　　ていねいな面談、進路指導会、
　　大学見学会の実施3　　大学見学会の実施3　　大学見学会の実施3　　大学見学会の実施3　　ていねいな面談、進路指導会、3　　ていねいな面談、進路指導会、
　　大学見学会の実施3　　大学見学会の実施

　　習熟度別授業と長期休業中の補習　　習熟度別授業と長期休業中の補習4　　習熟度別授業と長期休業中の補習4　　習熟度別授業と長期休業中の補習4　　習熟度別授業と長期休業中の補習4　　習熟度別授業と長期休業中の補習44　　習熟度別授業と長期休業中の補習4　　習熟度別授業と長期休業中の補習
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〈特選コース〉

さまざまな成績の生徒の一人ひとりを一歩ずつ前に

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。また、2017 年度より 1・2 年生の数学・
英語で習熟度別授業を実施し、レベル別のクラスで実態に
応じた授業を行っています。

公立校の授業時間数は確かに少ないかもしれません。かといって、授業や補習の時間を増やせば成績は
向上する、というわけでもありません。まさに、過ぎたるは及ばざるがごとしになる危険性があります。ク
ラブ活動などを通して経験の幅を広げる機会も失われます。生徒たちに、何をするのが一番効果的なのか、
動機付けを重視し、GTEC や英検、模擬試験など目前の具体的な目標を設定することこそが効果的です。

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時間授業なの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。ま
た、校内予備校〈Ｓ 1 ゼミ〉の受講が必須です。

3つのコースで、一人ひとりの夢を実現。

月 火 水 木 金 土

1 数学Ⅰ 芸術 英語表現Ⅰ 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 国語総合
（現代文） 芸術 国語総合

（現代文） 体育 家庭基礎 世界史 A

3 地学基礎 国語総合
（現代文） 英会話 国語総合

（古典） 英語表現Ⅰ 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Ⅰ 体育 数学Ⅰ

5 化学基礎 現代社会 数学 A 数学 A 世界史 A

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 A 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Ⅰ 世界史 A 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Ⅰ 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）

時間割（1 年次）

カリキュラム

カリキュラム

カリキュラム

時間割（1 年次）

Senior High SchoolSenior High School
高等学校

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。学業を軽視
しないのも特徴です。

月 火 水 木 金 土

1 芸術 数学 A 国語総合
（現代文） 世界史 A 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Ⅰ 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Ⅰ 地学基礎 数学Ⅰ 数学Ⅰ

6 世界史 A 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

時間割（1 年次）

必修

1 年
国語総合（6）・世界史 A（2）・現代社会（2）・数学Ⅰ（3）・数学 A（3）・化学基礎（3）・
地学基礎（2）・体育（2）・保健（1）・音楽Ⅰ / 美術Ⅰ / 書道Ⅰ（2）・コミュニケーショ
ン英語Ⅰ（4）・英語表現Ⅰ（3）・英会話演習（1）・家庭基礎（2）・総合的な学習（1）

2 年

文系
現代文 B（3）・古典 B（3）・日本史 A（3）・世界史演習（2）・日本史演習（2）・数学Ⅱ（4）・
数学 B（2）・生物基礎（3）・体育（2）・保健（1）・コミュニケーション英語Ⅱ（4）・
英語表現Ⅱ（3）・英会話演習（1）・総合的な学習（2）

理系
現代文 B（3）・古典 B（3）・日本史 A（3）・世界史演習（2）・数学Ⅱ（4）・数学 B（2）・
化学（5）・生物基礎 / 物理基礎（3）・体育（2）・保健（1）・コミュニケーション英語Ⅱ（4）・
英語表現Ⅱ（3）・英会話演習（1）・総合的な学習（2）

3 年
文系

現代文 B（3）・古典 B（3）・政治 ･ 経済（3）・体育（3）・コミュニケーション英語Ⅲ（4）
英語表現Ⅱ（3）・英会話演習（1）・英語Ⅱ演習（2）・社会と情報（2）

現代文演習（2）・世界史 B/ 日本史 B（4）・政治 ･ 経済演習（3）・
数学Ⅱ（2）

理系
現代文 B（3）・数学Ⅲ（6）・生物 / 物理 / 化学演習（4）・体育（3）・コミュニケーショ
ン英語Ⅲ（4）・英語表現Ⅱ（3）・英会話演習（1）・英語Ⅱ演習（2）・社会と情報（2）

古典 A（2）・政治 ･ 経済演習（3）

必修

1 年

国語総合（6）・世界史 A（2）・現代社会（2）・数学Ⅰ（3）・数学 A（3）・
化学基礎（2）・地学基礎（2）・体育（2）・保健（1）・音楽Ⅰ / 美術Ⅰ /
書道Ⅰ（2）・コミュニケーション英語Ⅰ（4）・英語表現Ⅰ（2）・家庭基礎（2）・
総合的な学習（1）

2 年
現代文 B（3）・古典 B（3）・日本史 A（3）・世界史演習（2）・数学Ⅱ（4）・
数学 B（2）・化学（2）・生物基礎 / 物理基礎（3）・体育（3）・保健（1）・
コミュニケーション英語Ⅱ（4）・英語表現Ⅱ（2）・総合的な学習（2）

3 年

文系
現代文 B（4）・古典 B（3）・政治 ･ 経済（3）・化学（2）・体育（3）・コミュ
ニケーション英語Ⅲ（4）・英語表現Ⅱ（3）・社会と情報（2）

現代文演習（2）・古典演習（2）・小論文演習（2）・世界史 B/ 日本史 B（4）・
政治・経済演習（3）・数学Ⅰ A 演習（2）・数学Ⅰ A Ⅱ B 演習（2）・音楽Ⅱ
/ 美術Ⅱ / 書道Ⅱ（2）・英会話演習（2）・英語Ⅱ演習（2）

理系
現代文 B（3）・数学Ⅲ（6）・化学（2）・生物 / 物理 / 化学演習（5）・体育（3）・
コミュニケーション英語（4）・英語表現Ⅱ（3）・社会と情報（2）

現代文演習 (2)・古典演習 (2)・小論文演習 (2)・政治・経済演習 (3)・数学Ⅰ
A 演習 (2)・数学Ⅰ A Ⅱ B 演習 (2)・音楽Ⅱ / 美術Ⅱ / 書道Ⅱ (2)・英会話演習 (2)・
英語Ⅱ演習 (2)

必修

1 年
国語総合（6）・世界史Ａ（2）・現代社会（2）・数学Ⅰ（3）・数学Ａ（2）・化学基礎（2）・
地学基礎（2）・体育（2）・保健（1）・音楽Ⅰ / 美術Ⅰ / 書道Ⅰ（2）・コミュニケーション英
語Ⅰ（4）・英語表現Ⅰ（2）・家庭基礎（2）・総合的な学習（1）

2 年
現代文 B（3）・古典 B（3）・日本史 A（3）・世界史演習（2）・数学Ⅱ（4）・生物基礎（2）・
体育（2）・保健（1）・コミュニケーション英語Ⅱ（4）・英語表現Ⅱ（2）・総合的な学習（2）

体育 / 音楽Ⅱ / 美術Ⅱ（2）

3 年
現代文 B（3）・小論文演習（2）・世界史演習 / 日本史演習（2）・政治 ･ 経済（3）・理科演習

（2）・体育（3）・コミュニケーション英語Ⅲ（4）・英語表現Ⅱ（3）・社会と情報（2）
現代文演習（2）・古典演習（2）・数学演習（2）・体育 / 音楽Ⅱ /
美術Ⅱ（1）・英会話演習（2）・英語Ⅱ演習（2）

〈進学コース〉

〈スペシャリストコース〉

任意選択

任意選択

任意選択
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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行います。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。

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〉

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

1 年 国語
6

社会
3

数学
5

理科
4

音楽
2

美術
2

保健体育
3

技術
家庭

1

英語
6

総合
2

道徳
1

2 年 国語
5

社会
4

数学
5

理科
4

音楽
2

美術
2

保健体育
3

技術
家庭

1

英語
6

総合
2

道徳
1

3 年 国語
5

社会
4

数学
5

理科
4

音楽
2

美術
2

保健体育
3

技術
家庭

1

英語
6

総合
2

道徳
1

Junior High  SchoolJunior 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
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。

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。

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 。

学習の基本方針

“ほんもの”を見せる

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
いかなければ身につ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」、「GTEC」や「漢字検定」の受験を必須とし、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。
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英語教育の取り組み
中３では海外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。

特色ある学習内容

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。

自学自習手帳による計画性ある生活
中学生には NOLTY 社のスコラという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。

〈駿台天文講座〉と天文台

平成29年度 第52期 駿台天文講座プログラム
第619回　10月21日（土）
宇宙のインフレーション理論の最近の進展
～科学記者の目から～
講師　中島　林彦　先生（日本経済新聞科学技術部記者

第620回　11月18日（土）
ハッブル宇宙を広げた男
講師　家　正則　先生　（国立天文台名誉教授）

第621回　12月16日（土）
宇宙に満ちる謎　ダークエネルギー※
講師　吉井　譲　先生　（東京大学名誉教授）

第622回　1月20日（土）
天体の地球衝突問題とその対応
講師　吉川　真　先生　（ＪＡＸＡ宇宙科学研究所准教授）

第623回　2月17日（土）
宇宙物理学者ルメートル神父
講師　中嶋　浩一　先生　（一橋大学名誉教授）

第624回　3月17日（土）
宇宙最大の爆発天体ガンマ線バースト
講師　村上　敏夫　先生　（金沢大学名誉教授）

駿台ジュニア天文教室
第	 1回	 4月	15日（土）	｢宇宙のゴミ｣とは何か

第	 2回	 5月	20日（土）	ブラックホールはどこにある？

第	 3回	 6月	17日（土）	宇宙からの大隕石の突入

第	 4回	 7月	15日（土）	光で見る宇宙、電波で見る宇宙

第	 5回	 8月	19日（土）	星の名前とその見つけ方

第	 6回	 9月	16日（土）	工作プラネタリウム

第	 7回	 10月	21日（土）	宇宙の始まり

第	 8回	 11月	18日（土）	天文学者　ハッブル博士

第	 9回	 12月	16日（土）	宇宙にある謎のエネルギー

第	10回	 1月	20日（土）	地球の防衛

第	11回	 2月	17日（土）	宇宙の膨張

第	12回	 3月	17日（土）	宇宙の大爆発

 講師：中嶋浩一先生（一橋大学名誉教授）
会場：地学室
各回の開始時間：15時30分～16時30分

駿台学園では、1965年に校舎屋上に天文台を設置、同時に月例の〈駿台天文講座〉を50
年以上にわたり開催してきました。講師は最先端の研究者で、一般の市民の皆さんにも公
開（参加無料）、天文学の分野では日本でも屈指の市民講座という評価を受けています。

駿台東京天文台は、宇宙へつづく窓
〈駿台天文講座〉とともに駿台学園の天文学を支えるのが、二つの天
文台です。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、天文部の生徒が活
用するだけではなく、〈駿台天文講座〉や〈七夕星を語る会〉などで地
域の皆さんにも、大型望遠鏡で夜空の星を見ていただいています。
　また北軽井沢の研修施設「一心荘」には、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。

※仮題

駿台学園北軽井沢天文台 75cm 反射望遠鏡

金環日食（天文部撮影）

学校・科学・地域をつなぐ

〈駿台天文講座〉と〈駿台ジュニア天文講座〉
天文学あるいは宇宙物理学の研究は、いまはたいへんなス
ピードで進んでいて、宇宙全体の起源をはじめ、様ざまな謎
が解き明かされつつあります。そのような日進月歩の天文学
の成果を中学・高校生や一般の方たちに伝えたいという思
いで続けられているのが、〈駿台天文講座〉です。2017年
度末には52年・通算624回を迎えます。この伝統ある講座
を通し、駿台学園は科学研究のアカデミックな世界と学校

や地域社会の架け橋となり、科学への関心の裾野の拡大
に貢献したいと考えています。
　また、〈駿台天文講座〉の内容は小・中学生には難解で
す。小・中学生の理解を助けるために、同日に〈駿台ジュニ
ア天文講座〉も開設しています。小・中学生のみなさん、ぜ
ひご参加ください。

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。

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。

広島・宮島

島根・松江城

愛媛・今治造船
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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

『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。

多くの実験や基礎基本を大切にして
興味・関心を持てる授業を展開！
理科では、できるだけ多くの実験を行っています。どんなに些細
なことでも教科書や資料集などの写真や映像を見るよりも" 自
分 " でやることが大切だと考えているからです。高校理科は、物
理・化学・生物・地学の 4 分野とも基礎基本を大切にしています。
授業では ICT 機器を活用することで、実験や観察などとも結び
付けて日常の現象をより身近に感じてもらうなど、理科が苦手な
生徒でも興味が持てるような授業を展開しています。

一人ひとりが自ら考える力をもち、
力を蓄えていくための手助けを
数学という教科は、以前の内容が発展して次の内容に進んでい
くため、ごまかしの効かない教科といえます。そんな数学を学ん
でいくうえでは、ただ単に与えられた知識を受け取るだけでなく、
自らが疑問を持ち、試行錯誤しながら問題を追及するための「考
える力」が必要であり、わからないところがあれば教員に積極的
に質問することが大切です。そこで我々数学科は、生徒が考え、
力を蓄えることの手助けをしたいと考えています。

受験のためだけの内容では
なく「社会科嫌い」をなく
す授業を
世界情勢の複雑化や情報化社会
のスピード化等々、社会科教育
の重要性と難しさが増しています。
選挙年齢も18 才となり主権者教
育も必須です。そんな時代だから
こそ「社会」に関心を持たせ、自
立に必要な知識や情報を与える
のが社会科です。「地歴科」では
科目の枠にとらわれることなく、
世界史・日本史・地理など科目間
の関連を重視、「公民科」では各
専門知識を生かし、自立した社
会人となるための授業展開をめざ
していきます。

英語をきちんと運用できる力
と、大学入試に対応できる力
を養う

グローバル化に対応した人材育成
に向け、英語教育を取り巻く環境は
大きく変わりつつあります。そこで
本校では“英語で”意思疎通を図
ることのできる能力とともに言葉と
しての英語にも重点を置き、言葉の
働きや機能などを十分理解した上で

“英語を”運用できる力を身につけ
ます。定期考査では大学入試に対
応すべく毎回テーマを設定するなど
初見問題にも対応できる力を養いま
す。結果、資格検定試験のスコア
も順調に向上しつつあります。

表面的ではない「国語」の授業で
深い知見を身につけてください
中学校、高校と学年が上がるにつれ、理解できなくなってしまう
国語。駿台ではそういった取りこぼしがないよう、特に学年のスター
トでは基礎から丁寧な指導を行っています。また教科書に載って
いる教材だけでなく、作者や作品に深く関係した教材も扱い、目
の前にある教材への理解を深めます。表面的な暗記や知識では
太刀打ちできない「国語」の授業展開で幅広い作品を扱うことで
様 な々文章に出会い、深い知見を身につけてください。

体育の授業は活気にみちあ
ふれ、生徒主導で前向きに
展開します
体育の授業は活気にあふれ、生
徒主導で常に前向きに授業が展
開されています。内容は全学年共
通して1 学期に陸上競技を実施
し、6 月の運動会や体育祭に結
びつけていきます。また、本校の
校技であるバレーボールを2 学期
開始から全学年で実施することも
特色のひとつで、高校では10 月
にはバレーボール大会を開催して
います。個人種目や団体種目とも
に個人のペースに適した指導を心
掛け、運動に興味を抱き続けられ
るように配慮しています。

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！

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

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。

理科

小島 雅実先生

数学

山口 篤史先生

英語

神戸 崇寛先生

地歴・公民

三角 裕先生

国語

梅本 光先生

保健体育

沼田 和喜先生

Messages

個性を尊重する自由な校風で
他人との良好な信頼関係を築く基礎を学べました
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。

先生からのメッセージ
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祝！ 高校男子バレーボール部
全国優勝２冠達成！
2016 年度　高校総体（インターハイ）優勝
2016年度　〈春の高校バレー〉優勝

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

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、水泳部、フットサル同好会

Club Activities
ク ラ ブ 活 動

「個性」「協調」「貢献」を世界の中で培うためには、人間性が重要です。

ただ長時間の学習をして点数がとれるというだけでは、世界の人は信頼してくれません。

駿台学園では、学習とそれ以外の何か一つに力を入れること、

いわゆる「文武の両道」を重視しています。それが、本来の国際標準なのです。

そして、その要がクラブ活動であり、それを通じて得られる経験と人間関係です。

高校 男子バレーボール 2016年度インターハイ、春高バレー優勝 高校 女子バレーボール 関東大会常連

高校サッカー  2015 年度 Ｔ1リーグ所属高校 硬式野球 2011年度東京都 21 世紀枠代表 中高  天文    全国有数 50 年の観測実績！高校ダンス　長期留学生も所属 中高  演劇　年 4 ～ 5 回公演 

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

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

中学校　男子バレーボール
全国優勝 5 回の実績

中学校　女子バレーボール
全国大会常連

中学校　サッカー
2016 年度全国大会出場

中学校　軟式野球
この 5 年で 3 回全国大会出場 高校　弓道 高校　バドミントン

中高　硬式テニス・ソフトテニス中高　鉄道研究中高　音楽吹奏楽



21 22

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。

体育祭（高校）

中学校

多彩な教育旅行

高等学校

文化祭（中・高）

 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　　野菜収穫体験、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、ハイキ
ングなど

（※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）

 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。

 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。

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

 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。

国外か国内かどちらかを選択できます

 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。

ローマ・コロッセウム 石垣島

首里城ブラウンシュヴァイク・MK校
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天文台 / 都内屈指の 20cm 屈折式天体望遠鏡

テニスコート / 新校舎屋上でテニスが出来る

食堂 /20:00 まで利用可能

駐輪場（2017 年度新設）

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

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

体育館 / バレーボールコート 3 面とれる広さが自慢

ジムナジウム

柔道場

剣道場

プライマスメモリアルホール /500 名収容のホール一心荘 / 北軽井沢にある宿泊研修施設

施 設・設 備

東京23区内の学校としては、
かなり広いグラウンドです。

Facilities

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。

周辺環境
三路線が通る便利でほのぼのとした町

駿台学園には、様ざまな施設・設備があ
り、生徒たちの充実した生活を支えます。
全館、耐震構造です。
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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。

前理事長
瀬尾 秀彰先生

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）

1991（平成   3）

1992（平成   4）

1993（平成   5）

1998（平成 10）

2001（平成 13）

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（～2003年
まで）

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

創立７０周年記念事業設定

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

中学校の共学化、新制服の採用、校舎のリ
ニューアル開始

ラフカデイオ・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

駐輪場新設

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）

2017（平成 29）

制 服
Uniform

Senior High SchoolSenior High School

Junior  High   SchoolJunior  High   School

中学校　夏服 中学校　冬服

清潔感があり、バリーエーション豊富な制服。中高同じジャケットで
スラックスはウォッシャブルです。平成 29 年度よりマイナーリニュー
アルし、ジャケット素材を高品質なタスマニアウールに変更しました。

高等学校　夏服

高等学校　冬服

高校女子の替えスカートはグレーベースとエ
ンジベースがあります。ネクタイと同柄のリボ
ンがあります。
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新木場
39

新浦安
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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

●ＪＲ・東京メトロ南北線「王子」駅
●都電荒川線「王子駅前」駅

2017年度に駐輪場新設・・・（自転車通学が可能になりました）
※対象居住地域に条件があります。希望者多数の場合は抽選となります。

●東京メトロ南北線「王子神谷」駅
●都バス・国際興業バス「王子駅」
　「王子三丁目」「豊島二丁目」で計10系統以上

王子はアクセス良好です！ 鉄道 3 路線と多数のバスが利用可能です。

中学校 ･ 高等学校共通
イブニング説明会
※予約不要・上履き不要

9 月13 日 　（水）
時間 18:00 ～19:00
会場  本学園小ホール
　文化祭 ※入試相談コーナー開設　

9 月 23日（土祝）・ 24 日（日）　
時間 10：00 ～16：00
会場  本学園

平成 30 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 ※予約不要・上履き不要

全体説明・校内見学・個別相談

第 1 回   8 月 26 日 （土）
第 2 回   10 月 14 日 （土）
第 3 回   10 月 21 日 （土）
第 4 回   11 月  4 日 （土）
第 5 回   11 月 18 日 （土）
第 6 回   11 月 25 日 （土）
第 7 回   12 月 2 日 （土）
時間 13：30 ～ 15：30
会場 本学園小ホール

中学校
学校説明会 ※予約不要・上履き不要

全体説明・校内見学・個別相談

第 1 回   8 月 26 日 （土）
第 2 回   10 月 21日 （土）
第 3 回   11 月18 日 （土） 
第 4 回   12 月 　9日 （土）
第 5 回   12 月 16 日 （土）
第 6 回   1月 6 日 （土） 
第 7 回   1月 13 日 （土）
時間 10：00 ～12：00
会場 本学園視聴覚室

休日個別相談会（中学・高校共通） ※要予約・上履き不要

全体説明・校内見学・個別相談

11 月 3 日（金祝）・5 日（日）・12 日（日）・19 日（日）・ 23 日（木祝）・ 26日（日）
12 月 3 日（日）  ・10 日（日）・17 日（日）・23日（土祝）・24 日（日）
時間　　10:00 ～15:00
会場  本学園


