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●JR王子駅
　北口より徒歩10分
●都電荒川線
　王子駅前駅より徒歩10分
●東京メトロ南北線王子駅
　４番出口より徒歩８分
●都バス・国際興業バス
　王子三丁目より徒歩１分
●東京メトロ南北線王子神谷駅
　２番出口より徒歩７分
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王子はアクセス良好です！

蒲田

地域別所要時間

●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。
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鉄道3路線と多数のバスが利用可能です。
● JR・東京メトロ南北線「王子」駅
● 東京メトロ南北線「王子神谷」駅
● 都電荒川線「王子駅前」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

自転車通学OK! 駐輪場（100台）があり自転車通学も可能です。
※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。

.



駿台学園なら、「自分らしい」
学校生活が見つかる！
駿台は、キミの目標の実現のため一緒に走ります。

すべての生徒にそれぞれの駿台学園があります。
学校は一人ひとりの生徒を丁ねいに支えます。

学習したい人には、授業や補習、さらに校内チューターな
どの学習サポート・システムで。
英語が好きという人には、全国最先端レベルの英語教育
や国際性で。
学業だけでなく部活もがんばりたいという人には、実績と
熱意ある指導者と充実した設備で。
そのほか、学校や教員に、何でも気軽に相談してください。

学業だけでなく部活とのバランスを大切にします。
詰め込みをせず、生徒の好奇心を引き出します。

校内の雰囲気は・・・

生徒は、のびのびとしています。
良い仲間が見つかります（と、生徒が言っています）。
在校中の達成感が、未来に向けての財産になります。

保護者に極力ご負担をかけない私学です。

私学ですが、独自の奨学生制度があります。
（お気軽にご相談ください）
授業料その他、納付金の低減に努めています。

めんどう見の良さが自慢の学校ですが、
生徒との適度な距離も大切にします。

私立ですから、生徒の学校生活全体を丁ねいに見守りま
す。特に、中学生は丁ねいにめんどうを見ます。
生徒の成長に従い、徐々に自立してもらいます。高校生は
自主性尊重で、教員は適度な距離から見守ります。生徒を
型にははめません。
しかし、どの学年の生徒も放ったらかしにはしません。教員
は、生徒の自主性を尊重しつつ、最低限の「交通整理」を行
います。
私立ですから、前例通りとか規定通りとは別世界の、個々の
生徒に応じた柔軟な対応をします。

どんな生徒にも居場所があり、
どんな生徒でも楽しめる学校です。

学習が苦手な人には、丁ねいなフォローをします。
部活では、レギュラー以外の生徒にも、活動・活躍の場が
あります！
楽しい学校を目指します。学校は楽しくないと、
6年・3年もたないし、そもそももったいない！
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学業重視で部活はしていればOKという発想はありません。
また、生徒が学習に興味を持つような様ざまな工夫があります。
学校の外に出かける大小様ざまな校外学習を毎学年実施、
実物を見て感じることで生徒の好奇心を引き出します。
特に中学校では、他校より多い宿泊行事と学校行事で、
学校生活に快適なリズムが生まれます。

公的就学支援が充実しています。
私学は決して高くない時代に
なりました。
詳細は、お問い合わせ下さい。
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理事長・校長 
瀬尾 兼秀

CONTENTS

新型コロナウイルス感染症を越えて
　2020年、新型コロナウイルスの感染拡大が、私たちの生活に多大な影響を
与えました。その中で多くの人が、人間にとって本当に大切なことは何かという
ことを改めて考えたことと思います。何から何まで自粛の中で、浮わついた一
時の流行と、それぞれの人にとって本質的に大切なこととの違いを考えることが
多々あったと思います。
　駿台学園は、このような特殊な一時期を経た今こそ、「地に足の着いた」教育
を目指したいと思います。生徒のこれからの長い人生の中で、いつどんなときで
もその生徒を支えるのは、10代の地道な努力の経験と幅広い体験やそれらに裏
打ちされた能力と人間性です。そのための中学・高等学校時代だと考えます。

SUNDAI GAKUEN   Educational Philosophy

個  性

貢献協調 万木一心

置かれた場所の第一人者

※この学校案内に記載されている内容は、より良い教育効果を実現　
するため、一部変更となる場合があります。

「置かれた場所の第一人者たれ」

　駿台学園は、男女共学の学校として長い歴史を持ち、
その伝統を活かして、生徒の学力の向上や国際性の育成
を行っています。
　中・高一貫の学校では、たんに受験勉強だけではなく、
情操や感性を育て健全で心豊かな人材を育むことが可
能です。
　21世紀の多様な国際社会への雄飛が可能な、活力
のある、幅の広い人材が本校から巣立つことを期待し
ています。そのために、英語教育の充実と幅広い経験・
体験に力を入れています。

「頼りにされる」「暖かい」人を育てる

それぞれの学校に、それぞれのめざす教育理念があります。
「優しい女」を育てる女子校、「強い男」を目指す男子校、それぞれ素晴らしい学校の個性です。
男女共学である駿台学園の創学の理念は「置かれた場所の第一人者たれ」です。
わかりやすく言えば、「頼りにされる」・「暖かい」人になれです。
駿台学園の校訓に「万木一心」があります。 この校訓は、
山の木のように豊かな「個性」を持ちながら、互いに「協調」し、周囲に「貢献」することを理想としています。
「個性」「協調」「貢献」がそろえば、それは「頼りにされる」「暖かい」人です。
駿台学園では、そんな「頼りになる」「暖かい」人こそ、「置かれた場所の第一人者」だと考えています。
駿台学園では、生徒に「置かれた場所の第一人者」になってほしいのです。

生徒はのびのび、
型にはめない

自分のことだけ
考えるのではダメ

人間は社会性を
持つ以上、

周囲への貢献は
重要
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中学校

高等学校

中学から私学に行こう！！
中学校　年間行事

4つのコース
　　1特選コース
　　　　GMARCHチャレンジ・コース

　　2進学コース
　　　　チャレンジ・コース

　　3スペシャリスト・ハイブリッド・コース
　　4スペシャリスト・オリジナル・コース
高等学校　年間行事

駿台学園の教育（１）

駿台学園の教育（１）

　　● 進学対策
　　● 〈Ｓ１チューター〉

18

19

駿台学園の教育（2）
　　● 英語教育
　　● 読書〈駿台の300冊〉
　　● 国際教育
　　●ＩＣＴ

駿台学園の教育（１）
20

21

22

24

クラブ活動

駿台天文台

駿台学園の教育（１）駿台学園の教育（１）制服　安全対策

　　● 文化部
　　● 中学校　運動部
　　● 高等学校　運動部

25　　● 駿台天文講座と駿台ジュニア天文教室

施設・設備紹介

26

27

　　● 施設・設備
　　● 沿革
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中学校

中学から私立に行こう！！

◆ 中・高６年間私学で学べば、のびのびと自分を伸
ばせる時間が４～５年得られます。学力も人格も
この間に豊かに成長します。

◆ 様ざまな行事を通して、生徒は小学校時代には考
えられなかったほど多彩な経験をし、ゆっくりと、
しかし確実に成長していきます。

「中学までは公立でいいかな」
と思う方、少し考えてみてください。

駿台学園中学校が他の私立・公立中に負けない特色

先生からのMessage

元気いっぱいの生徒たちに
パワーをもらっています

和田 幸久先生2年担任・数学
　とにかく中学の生徒たちは元気がい
いです。
　入学時は小学生気分が抜けきれて
いないなあと思っていた生徒が、学園
に慣れるにしたがって、仲間としての
思いやりも出てきて、勉強も行事もク

ラスがひとつとなりがんばっています。それをとてもうれしく感じ
ているところです。
　いまでは、みんなからパワーをもらいながら、私自身が「がんば
れ」と、みんなの応援団長になっているぐらいです。毎日、笑顔で通
っています。
　この学校の生徒たちの友だち関係は最高なんじゃないでしょうか。

楽しく、かつしっかりと学ぶ

小学校時代、こんなことを感じたことはありますか？

私立中学校なら、また違った可能性が待っているかもしれません。
そして何よりも、生徒にとって大きな負担となる「高校受験」がなくなります。

◆ 文科省標準を上回る授業時間数
　 国語、社会、数学、理科、英語の5教科は、文部
科学省の定めた標準時間数（＝公立の時間数）を
上回ります。・・・下表で比較してください。

◆ 自然に学習習慣が確立するシステム
　 学業が疎かにならないような工夫が目白押しで
す。成績「中」位の生徒を、着実・確実に伸ばします。

　　　「朝の自習・読書」「数々の検定試験受検」
　　　「＜駿台の300冊＞による読書」
　　　「定期考査後の補習」等々

しっかり生徒を見守ります
◆ 生徒とのコミュニケーション
　 「ラーンズ手帳」を毎日学級担任に提出。生徒と
担任のコミュニケーションを確保。さらに、定期
考査前に、生徒は学習計画書を提出します。

◆ 細やかな生徒指導
　 生徒指導は、細やかですが、決して監視ではなく
適度な距離をとりつつ、「いじめ」や「いじり」が
ないか見守ります。

保護者とは密に連けいします
◆ 生徒の学校生活を保護者と共有
　 定期考査後、詳細な個人成績票を保護者にお送り
します。学期末の通知表の担任所見は、生徒の日
ごろの生活を学級担任が詳しくお伝えします。

　 保護者会は学期ごと、年3回開催します。

◆ ゆるやかな先取り授業
　 先取りはしますが、ゆるやかです。できた時間的
余裕は、重点箇所の再学習にあて、理解の定着を
目指します。

◆「卒業リポート」
　 長文のリポートで、探究力、思考力、表現力を磨
き3年間の総仕上げ。新しい学力観に対応してい
ます。

◆ 好奇心や人格育成に有効な行事が多数
　 駿台の生徒が大好きなのが、校外学習です。いろ
いろな場所に出かけ、実物を見ることで生徒の強
い好奇心を養います。（8～9頁参照）

◆ 宿泊行事
　 3年間で4回、合計12泊の宿泊行事で、生徒の親
離れが進み、人として大きく成長します。（8頁
参照）

もし思い当たることがあれば、いちど中学受験を考えてみませんか？

幼稚園・保育園以来の、ウマの
会わない地元の生徒と一緒で、
人間関係に疲れた。

困ったことがあっても、先生が
親身でなく、事なかれ主義で動
いてくれなかった。

コロナ禍とはいえ、土曜日に授
業があるのかないのか、夏休み
はいつからいつまでなのか、は
っきりしなかった。

結局なんのために学校に行って
（行かせて）いるのか、よく分から
なくなることがあった。

新型コロナウイルス対応が、と
もかく後手後手で、十分な説明
もなかった。

３ 4 5

6 7

授業内容（レベルや進度）に不
満があった。そもそも決まった
時間割というものがなかった。

授業が成立せず、学級崩壊的な
状態だった。授業態度不良の生
徒が野放しだった。

1 2

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

◆ 私学ですから、教室内、校内に秩序があり、余計
な不安を持つことなく、日々の学校生活を送るこ
とが可能です。

◆ 駿台学園は、非宗教系の男女共学の学校ならでは
の校風です。共学校では、良い意味で女子と男子
がお互いの行きすぎを抑制しあいます。

駿台学園が他の私立・公立の中学校と異なる点が多々あります。
男女を問わず学業と部活ともに熱心な生徒が多く、校内に活気があり、とにかく生徒が生き生きしています。

カリキュラムは
こちらをチェック
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中学校  年間行事

第5回校外学習
合唱コンクール
卒業式

スキー学校（1年）
第4回校外学習
　　　（2・3年）

かるた会
書き初め展

英語
フェスティヴァル

秋季校外学習（2年）
第3回校外学習
　　 （1・3年）

修学旅行（3年）
第2回校外学習
　　　（1・2年）

文化祭夏季補習サマースクール
　　　（2・3年）
林間学校（1年）

運動会第1回校外学習　入学式
オリエンテーション合宿（1年）
インターネット・SNS講習会

中学行事の動画は
こちらのQRコード
からご覧ください。

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月

●中学1年で2回の宿泊行事

●駿台学園中学校は、3年間で修学旅行が2回！

●さらに駿台学園中学校 “ならでは度” の高い行事

※時期等は変更されることがあります。

◆ 生徒全員でつくるユニークな雰
囲気です。

◆ 本格的に運動能力を競う種目の
レベルの高さは半端ではありま
せん。

◆ 同時に、運動能力に関係なく和気
あいあいと楽しめる種目も多数
あります。

◆ 保護者参加種目も人気で、フィ
ナーレでは達成感に満ちた生徒
や保護者の笑顔が並びます。

◆ 日帰りの校外学習も行います。「視野
が広がる」「家庭ではなかなか行かな
い場所」と、生徒・保護者には大好評

◆ オペラや演奏会、美術館・博物館、
史跡、工場、スポーツ（大相撲、野球）
など幅広く鑑賞・見学

◆ テレビではないリアルな体験から生徒
は何かを感じ取り、  そこから得た興
味・関心が学習意欲に直結します。

◆ 兵庫、島根、広島、愛媛など山陰や瀬戸内
で日本の魅力に触れる旅（３泊４日）

◆ テーマは、防災、科学技術、異文化体験、
古代史、神社、平和、文学と多彩

◆ 駿台学園が特別な関係を持つ場所を訪問
するため、説明をしてくださる方たちもスペ
シャルです。

◆ 新幹線、船、航空機と移動手段も様ざまで
す（だから生徒に人気！）。

◆ 駿台に６年通った生徒が「あの旅が最高」
というのは、案外この旅行です。

◆ 行き先が 奈良、京都、
名古屋とユニークです
（４泊５日）。
◆ テーマは、産業化、近代化、
高速度交通、古代史、中
世史、仏教芸術など、中
2に劣らず多彩です。

◆ ハイライトは京都1日班別
行動。公共交通機関と徒
歩だけで京都を巡ります。

駿台学園では、中学校の3年間で、他校に比べ、少し多めの宿泊行事を実施しています。最近の生徒は、  少し親離れが遅いか もしれません。
ですから、「旅」は生徒を成長させます。そして、「旅」に出ることで生徒の世界がグンと広がり、知的にも生徒が成長します。

「行事の駿台学園中」といってもよいほど、行事が充 実しています。
中学生にとって、「楽しい」ことが学習意欲を維持するためにも重要です。

◆ ねらいは、英語を楽しむことと
英語に慣れることです。

◆ 中1は英語の歌を、中2は簡単
な暗唱に挑戦します。

◆ 生徒が楽しみにしているのが中
3の英語劇。発音の善し悪しに
もこだわります。

◆ 年度末、1年のフィ
ナーレが合唱コン
クールです。

◆ 課題曲・自由曲で、
各学級が競い合い
ます。

◆ 2月に新潟県魚沼の塩沢
で実施（２泊３日）

◆ 雄大な雪山の中で小人
数での指導

◆ 3日間で完全な初心者も
滑ることができるように
なります！！

林間学校（1年）

修学旅行（３年）

秋季校外学習（2年）

スキー学校（1年） 運動会（毎年6月）

英語フェスティヴァル（毎年12月）

合唱コンクール（毎年3月） 校外学習（年間4～5回）
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高等学校  4つのコース 特選コース 進学コース

私大トップレベルのGMARCH
クラスの大学を、駿台学園でいっしょに
目指しませんか？

GMARCH
チャレンジ・コース

卒業生からのMessage

先生方との程よい距離感
信頼して任せてもらえたことが自信になった

　社会人になって駿台学園で学んだことのありがたさを実感していま
す。中高の６年間を駿台学園で過ごしましたが、特に高校では自主性が
求められる場面が多く、行事なども仲間たちと話し合いながら企画に取
り組んだことをよく覚えています。在学中はずっと野球部に所属してい
ましたが、部活でもクラスでも先生方がほどよい距離感で見守ってくだ
さったこと、信頼して生徒に任せるという態度を取ってくださったこと
から、失敗をしながらも前に進める行動力が身に付いたのだと思います。
このような経験が今の自分の基礎となり、また自分が教えている生徒た
ちにも伝えられたら、と日々教壇に立っています。

石井 瑠偉さん
2013年本校卒業
東洋大学ライフデザイン学部健康スポーツ学科卒
東京女学館中学高等学校勤務
出身中学　駿台学園中学校

卒業生からのMessage

集中できる環境で目標に向かって
取り組めた3年間

　駿台学園で過ごした３年間は、とても有意義な時間でした。所属して
いた＜特選コース＞はクラス替えもなく、勉強に集中できる環境だった
と思います。特に私は、かなり早い段階から外国語系の大学に進学した
いと考えていたので、留学生と同じクラスで過ごすことができたのは、
とても大きかったです。リスニングやスピーキングの力は飛躍的に向上
しました。また違う文化への好奇心も高まっていったので、より今の大
学に進学したいという気持ちが強くなりました。大学での大変さは高校
時代とはまた違うものですが、希望の進路に進めたという成功体験が現
在の自分の自信になっていると強く感じています。

永友 玖さん
2020年本校卒業
上智大学外国語学部イスパニア語学科2年生
出身中学　巣鴨中学校

部活も勉強も頑張りたい
駿台で叶えた「両立」の夢

　駿台学園に入学したのは、中学校3年間ボクシングをしていて、高校
でも続けたいと思ったからでした。現在、芝浦工業大学の土木工学科に
います。1年のときの見学会が印象的で、そのときからの第一志望でし
た。駿台の担任の先生は、勉強はもちろんのこと、それ以外についても
いろいろと相談に乗ってくれました。数学や物理については、授業以外
の時でも質問を受けてくれて、本当にお世話になりました。おかげで、
両立には苦労しましたが、部活動を続けながら第一志望を貫徹できまし
た。駿台で学んだことは確実に活かされていると実感しています。

西條 大悟さん
2020年本校卒業
芝浦工業大学工学部土木工学科3年生
出身中学　中野区立第四中学校

駿台学園での経験は一生もの
人生を変えた「本物を学ぶ」経験

　私が駿台学園に進学を決めたのは「本物を学ぶ」という言葉に惹かれ
たからです。入学してからは、クラシック音楽・オペラ・歌舞伎・能な
ど様ざまな舞台芸術に実際に触れる機会があり、机上では学ぶことので
きない教養を身につけることができました。在学中は音楽・吹奏楽部に所
属し、クラシック音楽に興味を持って大学では西洋音楽を学びました。
　社会人になった現在でも、お客様や上司と音楽の話で繋がることがで
きることも多く、駿台での経験があってこそだと思います。高校時代の
先生方や友人とは今でも連絡を取り合っており、音楽をはじめとした駿
台学園での経験は一生ものだと感謝しています。

横橋 薫さん
2013年本校卒業
青山学院大学文学部比較芸術学科卒
IT関連企業勤務
出身中学　足立区立鹿浜菜の花中学校

特選コース

時間割および
カリキュラムは
こちらをチェック

駿台の生徒は、やればできるのに、おとなしくて闘争心がやや不足ぎみ。
学校全体でもう少し燃えようという思いから、コースのニックネームとして
「GMARCHチャレンジ」を加えました。改めて、本気で上位校を目指します。

進学コースも「チャレンジ・コース」と呼びます。
長らく世界に高く評価されてきた、質の高い伝統的な日本の高校教育。
高校生らしい生活が送れるコースです。

◆ GMARCH（学習院・明治・青山学院・立教・中央・法政）
クラスを理想の第一志望としつつ、日東専駒（日本・
東洋・専修・駒澤）を狙える学力を目指します。

◆ 授業時間数が豊富です。公立高校や駿台学園＜チャレン
ジ・コース＞と比較してください。

◆ 通常授業のほかに、週 4 ～ 6コマの「演習」授業が
あります（高2・3）。入試の過去問題などを解き、
教員が解説・添削を行う実戦的授業です。

◆ GMARCH受験対応で、より難度が高い教科書・教材を
採用しています。補助教材も積極的に利用します。

◆ 授業進度は速めですが、かといって極端な先取りでは
ありません。高2の3学期までに受験に必要な基本的
な内容を終え、高3では受験対策に特化します。

◆＜S1チューター＞の受講が可能です。
　 2022年度から、＜S1チューター＞がアドヴァンスとベー
シックの2レベルに分化しました。 ＜GMARCHチャレ
ンジ・コース＞生は基本的にアドヴァンスを受講します。

◆ 複数の会社の模擬試験（駿台・ベネッセ、河合塾など）
を校内受検し、実践力を養います。

◆ １日７時間授業の日もありますが、クラブ活動への
参加も薦めています。

◆ 原則として３年間＜GMARCHチャレンジ・コース＞で
の在籍となります。多少成績不振の時期があっても、長
い目で育てます。強い希望があれば、転コースも可能で
す（条件はあります）。

◆ 成績優秀者には、このコース生向けの特待制度があります。

1

学業とそれ以外が両立し、
日東専駒クラスの大学を目指す、
そんな高校生活にチャレンジしませんか？

チャレンジ・コース

進学コース2

1 2

◆ 原則１日６時間の授業なので、クラブ活動との両立が
容易です。

◆ ＜S1チューター＞の受講が可能です。
    2022年度から、＜S1チューター＞がアドヴァンスと
ベーシックの2レベルに分化しました。＜チャレンジ・
コース＞生は基本的にベーシックを受講しますが、成
績によってはアドヴァンスに移動します。

◆ 本人に強い希望が無い限りは、入学時の成績が優秀な
場合、＜GMARCHチャレンジ・コース＞に転コース
して、本人の学力にみあった学習をします。ただし、
毎年度末には見直しがあります。

◆ 学習と同時に部活も両立させたい「欲張りな人」向き
のコースです。

◆ あくまでも、学業が第一です。日東専駒レベルを第一
志望としつつ、大東亜帝国（大東文化・東海・亜細亜・
帝京・国士舘）クラスを確実に狙える学力を獲得します。

◆ 公立の一般的な学校よりも主要教科の授業時間数が多
めです。

◆ 高3の1学期で受験に必要な基本的な内容を終え、その
後は受験対策に特化します。

◆ 複数の会社の模擬試験（ベネッセ、河合塾など）を校内
受検し、実践力を養います。

時間割および
カリキュラムは
こちらをチェック
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時代とはまた違うものですが、希望の進路に進めたという成功体験が現
在の自分の自信になっていると強く感じています。
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高等学校  スペシャリスト・ハイブリッド・コース スペシャリスト・オリジナル・コース3 4

2022年度新設
スポーツも学業も得意という人に。

スペシャリスト・
ハイブリッド・コース

スポーツも学業もともに大切と思う人の希望に応えるコースです。
＜スペシャリスト・コース＞の中には、学業成績も優秀で、学力で進学を目指せる
生徒が少なくないので、＜ハイブリッド・コース＞を新規設定しました。

卒業生からのMessage

人間力の成長につながった部活動
異国で楽しく会話できる力もついた

　駿台学園出身であった母の勧めと、子どものころから仲がよかった先
輩が進んでいたこともあって、この学校を選びました。
　バレーボール部の活動では駿台学園で学んだことが、プレー面だけで
なく人間力の成長にもつながっていたと思います。
　高校時代は日本ユースの代表として何度も海外に行く機会がありまし
たが、つたないながらもなんとか英語でコミュニケーションをとること
ができ、異国の人と楽しく会話することができました。学校で学んだこ
とを活かすことができたのが、うれしかったですね。いま、物怖じせず
に人と接することができるのは、駿台学園で培われたものだと思います。

倉田 朱里さん
2019年本校卒業
筑波大学体育専門学群4年生
出身中学　 駿台学園中学校

卒業生からのMessage

周囲の理解に支えられた
「絶対合格」のモティヴェーション

中学時代サッカーに熱中していましたが、さらに高いレベルで続けたいと思い、
駿台学園に入学しました。ただし、サッカーさえできれば良いということではな
く、将来のことも考えて、英語力も向上させ、大学はそれなりの所に進みたい
と考えていました。駿台学園では、両方を目指せると思いました。
　部活と一般入試で大学進学を目指すことの両立は容易ではなかったですね。そ
れなりに苦労がありました。  ある時期に第一志望は早稲田と決めて、一年浪人こそ
しましたが、合格できました。先生方が私の希望を理解して、授業後も熱心に指導
していただき、かなりの学力を身につけることができたからこそと思います。こ
のレベルを目指すという、強いモティヴェーションを維持できました。
　大学では社会科学の様ざまな分野を学び、見識を広めています。英語の勉強も
続け、将来は金融関係の仕事について、海外で働きたいとも思っています。

西澤 大貴さん
2020年本校卒業
早稲田大学社会科学部3年生
出身中学　渋谷区立笹塚中学校

高校時代は部活に燃えたいという人向けのコースです。
部活の実績による進学も目指します。

◆ ＜スペシャリスト・オリジナル＞とほぼ同一のカリキュ
ラムや学校行事ですが、使用教材、授業進度などが異な
り、＜チャレンジ・コース＞と同レベルの進路を目指す、
学業とスポーツの＜ハイブリッド・コース＞です。

◆ １週間の授業時間数は、1年次では＜スペシャリスト・
オリジナル＞プラス国語・数学・英語で5単位（3年間
でプラス9単位)です。大学入試のカギである英語を強化
しています。

◆ 使用教科書や授業レベル・進度は本校の＜チャレンジ・
コース＞とほぼ同一です。

◆ 進路先は、大東亜帝国（大東文化・東海・亜細亜・帝京
・国士舘）から日東専駒レベル、あるいはそれ以上、可能
ならGMARCHクラスも果敢に狙います。それが可能な
授業を行います。

　 
◆ ＜ハイブリッド＞を希望して入学した生徒と、一部＜オ
リジナル＞の成績優秀者から構成されるコースです。

◆ このコースも、学業が第一です。学習も手を抜きません。

◆ 授業時間数は、公立高校普通科の標準的なレベルであり、
十分な学習量が保証されています。

◆ 《校内家庭教師＜Ｓ１チューター＞》の受講も可能で、個別
の学習指導が受けられます。安心してスポーツや得意分
野に打ち込めます。

◆ 土曜日も授業があります。

◆ スポーツの実績で進学する生徒が多数います。

◆ ＜オリジナル＞の成績優秀者は＜ハイブリッド＞にスラ
イドして、高いレベルの授業を受けます（年度末にコー
ス替えの可能性があります）。

駿台学園の＜スペシャリスト・コース＞は、生徒の進
路希望に応じて＜ハイブリッド＞と＜オリジナル＞
に分かれています。2つのコースには共通点と異な
る特徴があります。

学業を全く疎かにしません。
◆ 駿台学園の＜スペシャリスト・コース＞では、部活さえ
やっていればOK、ということはありません。

◆ 授業時間数（履修単位数）や授業レベルは、標準的な公
立高校以上です。＜ハイブリッド＞については、本校の
＜GMARCHチャレンジ＞に準ずる内容になります。

◆ ＜S1チューター＞の受講も可能です（むしろ推奨）。

スポーツ以外の分野での入学も可能です。
音楽、演劇等々、専門性が求められる特技を持つ生徒を歓迎。

◆ スポーツを通して人間的にも成長し次のステップに進
む、それが原則です。

スポーツの実績で進学する生徒が多数います。
味の素ナショナル・トレーニング・センターに近い。
◆ 味の素ナショナル・トレーニング・センターと同じ東京
都北区にあり、競技団体などから強化選手に指定されて
いる生徒にとって、最も通学しやすい学校の一つです。

指定強化種目があります
● 硬式野球 ● 男子バレーボール● 女子バレーボール● ボクシング

3

従来の＜スペシャリスト・コース＞です。
高校時代を部活やスポーツに
熱中したい人に。

スペシャリスト・
オリジナル・コース

4

※上記以外の種目やスポーツ以外のジャンルでも入学可能ですので、ご遠慮無くご相
談ください。

駿台学園の2つのスペシャリスト・コースの特徴

時間割および
カリキュラムは
こちらをチェック

つの
スペシャリスト・コース
2
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筑波大学体育専門学群4年生
出身中学　 駿台学園中学校
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高校行事の動画は
こちらのQRコード
からご覧ください。

つまらない学校では、学習にも身が入りません。行事の善し悪しが、生徒の学校生活を左右します。
また、行事自体に、何か得るものがあることも大切です。

楽しい行事が、単調になりがちな学校生活のアクセントになってこそ、 
学業に集中できます。

◆ 沖縄の青い海をとるかヨーロッパの史跡・文化財
巡りをとるかの希望選択制

◆ 沖縄では宮古島など離島にも足をのばします。
◆ ヨーロッパでは連日多くの世界遺産を見学し、
世界史通になれます（受験に有利！）。

3月2月1月12月11月10月9月8月7月6月5月4月
入学式
新入生歓迎公演会
インターネット・SNS講習会
オリエンテーション合宿（1年）

体育祭
視聴覚教室（3年）

サマースクール
　　 (1・2年）
七夕星を語る会
夏季補習

林間学級
（1年、特選・進学）
夏季補習

文化祭 校内
バレーボール大会

視聴覚教室（2年） 教養講座 かるた会
書き初め展
華道展

3年生送別会
冬季林間学級
（1年、スペ）

卒業式
修学旅行（2年生）

特進 進学

生徒にとって一番の思い出

◆ 1年生にとっては、入学後のオリエンテーション的な内容
◆ 北軽井沢・浅間山のふもとの豊かな自然の中での活動
◆ 級友との人間関係を作る絶好の機会

◆ 駿台の校技はバレーボールです。
◆ 確かにバレーボール部は強豪ですが、
駿台の一般生徒もなかなかのもの

◆ 全校が熱くなる大会です。

◆ コロナが終われば、やはり行きたい国外・英語圏
◆アイルランドでの英語研修２週間＋２～３泊のヨー
ロッパ旅行

◆ 高校時代に一度は国外に出て欲しい…世界観が変わ
るからです。

◆ 銀世界でスキー教室。スノーボードにも挑戦します。
◆ 仕上げに全日本スキー連盟（SAJ）のバッジテストも受験

◆ 文化部にとっては、日ごろの活動の目標となる年に１度の祭
典です。

◆ クラスごとの企画に熱狂する生徒も
  （上質なら多少のハメ外しも許されます）。
◆ 高校時代に何かを企画して何かに燃えることは大切です。

◆ お祭り色が少なく、運動能力を競い合う
正統派の体育祭です。

◆ とはいえ応援合戦など、誰もが楽しめる
内容も目白押しです。

◆ 生徒以上に、なぜか保護者が熱狂する
のがこの行事です。

詳しくは19ページで スペシャリスト

高等学校  年間行事

※時期等は変更されることがあります。

修学旅行

林間学級

文化祭

体育祭

校内バレー大会

海外語学研修 冬季林間学級
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駿台学園の教育（1）  学習・サポート・進路指導

大学入試制度が大きく変化しています

2022年度から、アドヴァンスとベーシックの2レベルに分かれ、いっそう生徒の学力に応じた細かい指導を実現

●  最初の一歩は、定期的な学力診断。自分の得意・不得意を掌
握することです。駿台学園では、毎年2回ベネッセ社の「ス
タディ・サポート」を受験し、的確に生徒の現状を把握します。

●  さらに学習習慣・姿勢の分析に基づいたアドヴァイスもして
くれるため、家庭学習の改善に役立ちます。

●  主要5教科は時間数が多いだけでなく、文科省検定済教科書にこだわらず、質の高い教材を使用します。
●  4コース制で、生徒の学力等に応じたきめの細かい指導を行います。
●  ＜GMARCHチャレンジ・コース＞では、大学入試をにらんだ実践的な演習授業を週２コマ程度導入。
●  先取りのスピードはほどほどで、できた時間的余裕は重要項目の復習・定着に使います。
●  夏・冬の長期休業中には、補習を開講します。
●  〈S1チューター〉については、17ページをご覧ください。

2 学習支援  授業・補習・＜Ｓ１チューター＞ほか

●  年間2～ 3回の模擬試験で学力をチェックします。平日の
校内受験なので、手続きは不要。部活が忙しい生徒も問
題なく受験できます。

●  模試受験後は「振り返り」指導をしてこそ効果を発揮し
ます。教員側も教科ごとに検討会を行い、生徒の弱点を
洗い出し、効率的学力向上に活かします。

3 学力確認  校内で模擬試験急速に変化しつつある
大学入試に対応しています。

駿台学園の進路指導は
“丁ねい” がモットーです。

一人ひとりの目標実現のため、
教員は一緒に走ります！！

1step

step

4step

step

●  「スタディ・サポート」や模擬試験の結果を受けて担任が
面談を行います。生徒の話をよく聞き、教員と生徒の間
で「信頼関係」をつくることも大切にしつつ、生徒に助
言を行います。

●  高校１・２ 年生には年間２～３回の進路指導会を行いま
す。有力大学の広報担当者の講話、都内人気大学
（GMARCHクラスほか）の見学等で、進路に対する意識
を高めます。

●  新時代の大学入試では、暗記力ではなく思考力・判断力・
表現力が求められ、出題の多様化が進んでいます。２月
前後に行われる学科中心の一般入試のほか、10～11月の
推薦入試があり、選考方法も多様化・複雑化が進んでい
ます。

●  駿台学園では、個々の生徒の学力を分析し、面談を通して
生徒の持つ（そして時として本人が気づいていない）優れ
たアピールポイントをふまえて、どの大学のどの入試にト
ライするのがベストか、生徒とともに作戦を練ります。

●  時には、自己推薦文や志望理由書の作成も、丁ねいに指
導し、徹底的に生徒と “伴走” します。

面談と意識づけ

駿台学園の新時代入試対応

生徒の学習を力強くサポートする＜Ｓ１チューター＞は、
いわば「校内家庭教師」です。

現状掌握  「スタディ・サポート」

●  定評ある「トモノカイ」との提携プログラムです。
●  指導者は、東京大学などの超難関大学に在籍の学生・院生が中心です。
●  ねらいは文武の両立と大学進学で、単なる詰め込みではありません。
●  週1日を選び受講、部活の日程に応じて選べるので、部活との両立が可能です。
●  ３～４人に1人チューターがつく少人数の丁ねいな指導です。
●  自由に質問が可能な時間帯も設定、考査前の強い味方です！
●  対象科目は、国語、数学、英語ほか
●  年齢が近くて親しみやすく、受験を終えて間もない学生たちが、
　 生徒の様ざまな相談に乗ります。

◆ 従来の学習内容では共通テストに太刀打ちできない
ことが見えてきました。特に文章を「読む」力が必
要な問題が増えてきました。

◆ 英語の4技能（読む書く聞く話す）民間試験は、すで
に多くの私立大学で採用。

◆ 求められる学力観が変化し、暗記力より考える力重
視に。

◆ ＡＯ、自己推薦、特技重視など入試が多様化、個々
の生徒に合った受験が可能に。

進学対策

駿台学園の学習サポート・プログラムS1チューター
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検定教科書と検定外テキストを併用
◆ 「英会話」の時代到来と言われますが、いっぽうで大学入試の英文
は長文化しており、文法が軽視されている訳でもなく、文科省検
定済みの教科書では十分な指導はできません。駿台学園では、今
日本で最も定評のある検定外テキストである「NEW TREASURE」
（Ｚ会出版）を併用します。

◆ 300冊を難度に応じて4つのステージに分け、生徒は読書力の成
長に応じて自分で読む本を選びます。年間で25冊程度を読むこと
になっています。自然に多くの書物に触れ、読書力や、現代社会
の主要な論点の見方が備わります。

◆ 新学習指導要領を意識して、文学的作品と論理的作品に大きく分
けて紹介しています。様ざまなジャンルを代表し大学入試にも頻
出の作品、書き手を中心にリストアップしています。

英検も＜GTEC＞＊も受検します
◆ 民間の4技能（読む書く聞く話す）タイプの民間検定試験が、す
でに多くの私立や国公立大学の入試で導入されています。高いス
コアを取ると、様ざまな優遇措置もあります。

◆ 伝統ある英検とともに、駿台学園では日本で最も支持されている
4技能検定＜GTEC＞を校内受検します。

＊GTEC（ジーテック）：ベネッセコーポレーションが実施する英語の4技能検定
試験。級がある英検と異なり、スコア型。現在日本でもっとも受験者の多い
4技能検定試験。

「読む力」も大切です
◆ 時代が変わっても、読み・書きの重要性はなくなりません。グロー
バル化の時代だからこそ、英語でメールを書く、書類やニュース
サイトの英文を読むという能力は絶対に必要です。

◆ 同時に、語学は文化です。語学は道具だから、異文化理解は必要
ないという考えは非常に危険です。昨今軽視されがちな英語のエッセ
イや文学作品が読めるような力も、忘れたくありません。入試に
も、まだ英文和訳は出題されています。駿台学園では、英語を日
本文に訳すことも軽視せず、英文和訳の課題も取り入れています。

グローバル時代だからこそ、真正の英語が必要です
◆ 駿台学園では、英語で書かれた英語の文法書や辞書に依拠して指
導、学習を行います。使用する教材も、Grammar in Useシリー
ズ（ケンブリッジ大学出版局）やロングマンの学習者向け英英
辞典を中心とした、英語圏出版のものが中心です。

校内の定期考査も「最先端」！
◆ 国公立・私立を問わず、大学入試では実践的な英語力が重視され、
出題傾向も大きく変化しています。駿台では定期考査を刷新し、
リスニング問題、表や資料を使った問題、初見文などを出題、実
践的な英語力の評価をしています。

駿台では英語を “楽しみます”

◆ 生徒が英語を楽しいと感じる瞬間、それは自分の英語がネイティ
ヴ・スピーカーや外国人に通じたときではないでしょうか。駿台
学園には、外国人講師が全学級で授業を担当します。講師の出身
国はそれぞれ異なり、多様な英語に触れるチャンスがあります。

◆ 長期留学生（9月～6月）も毎年２～３名在籍、英語を母国語としない
生徒同士で、自分の英語が相手に通じたとき、相手の英語が理
解できたとき、生徒の世界が広がります。

◆ 夏季休業中に海外語学研修（サマースクール）を、ＥＵ唯一の英語圏
アイルランドで実施。長期留学生が在籍し、英語を使って同世代の
人たちとのコミュニケーションが可能です。

探究心をもって学ぶ オンライン授業にも最適
◆ 2020年の新型コロナウイルス感染拡大による長期の臨時休業は、
日本中の多くの学校にとって大きな試練となりました。3か月間の
「休業」で通常授業の実施が不可能となりましたが、駿台学園では
4月以降はタブレットを通して課題を配信、連休明けからはZoom
やYouTubeを使ったリモート授業を実施しました。

◆ 多くの公立の高等学校では、休業期間十分な授業が行われず、課題
も配信されない学校も多々あったようです。私学と公立で大きな
差が生じました。

◆  文科省が提唱する「新しい教育観」の1つが「探究心」。現代社会が
求めるのは、この「探究心」をもって学ぶ能力です。自分で調べ、
見つけた情報を適切に取捨選択し（フェイクは捨て去る！）、そして
それらを適切に使うことです。その能力を身につけるには、タブ
レットを使い探究作業を日々の生活の中で繰り返し行うことです。

世界にはユニークな国・地域があり、楽しい人びとがたくさんいます。
そんな人たちとの出会いが、自分らしい世界を成長させてくれます。
英語を学ぶのは入試のためだけ、ではもったいない。
世界の人と出会って、英語を“楽しみ”につなげよう。

駿台学園はこんな使い方をしています。
●生徒全員がタブレット（iPad）を持って、日々の学習活動に活用
●校内は無線Ｗｉ-Fｉが完備
●オンライン授業も問題なく実施

海外サマースクール
◆ 1975年に始まった、駿台学園でも伝統ある行事です。中2～高2が
参加可能です。

◆ 2週間、EU加盟国で唯一の英語圏で、しかも治安が良好なアイル
ランドで過ごします。

◆ 語学の授業のほか、英語を使ったアクティヴィティがあり、飽きさ
せないプログラムです。

◆ 宿泊はホームステイ。ステイ先でも他国の生徒やホスト家族との
会話を通じて英語力を高め、異文化に触れます。

外国人講師
◆ 駿台学園には常に2～3名の外国人講師がいて、日々の授業を担当
し生徒に様ざまな影響を与えています。

◆ 英会話の力が身につくだけではなく、異文化を知ることで世界への
視野がさらに広がります。

留学制度
◆ 駿台学園では短期～長期の海外留学が可能です。たとえば１年間の
長期の国外留学をしても、一定の条件をみたせば、留年すること
なく3年で卒業が可能です。

◆ 近年、長期留学には費用面で東京都などの支援があり、高校での
長期留学は今や難しい話ではありません。

長期留学生
◆ 駿台学園では、さまざまな国から毎年9月～翌年6月の間、２～３
名の長期留学生を受け入れています。国籍は様ざまで、西ヨーロッ
パ、北欧、南欧、インド・アジア、北南米などです。

コロナ禍はいつか終息します。そのときこそ、
世界との接点を持ちましょう！

軽い！ わずか480グラム。PCの5分の1程度で、持ち運びが簡単。
安い！ PCよりはるかに安い。3万円台の機種を購入します。
画面が広い！ スマホに比べ画面がはるかに広く、画像が見やすい。

新たな共通テストの導入で、数学や理科でも日本語の長い文章を速く正確によむ学力が必要であることが
指摘されています。 昔から、読解力は全ての学力の基礎の中の基礎と言われています。
読む力は読んだ量に大きく左右されます。 読む力をつけるために、駿台学園では＜駿台の300冊＞を導入、
生徒にまとまった数の本を読むことを義務づけています。

◆ ＜300冊＞に登場する書き手の他の作品や、論敵となる人の作品
もOKです。

◆ 各教科の課題も多くはこの300冊から指定、日常の学習活動の中
でも活用しています。中学生は、「朝の読書」にも活用しています。

駿台学園の教育（2）  

全国的にもほぼ最先端の英語教育   英語教育

広い世界の中で、「個性」「協調」「貢献」を！！国際教育

時代の最先端を行くＩＣＴ教育は不可欠です。ICT

＜駿台の300冊＞読書

英語教育・読書・国際・ICT
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軽音楽部中 高

音楽･吹奏楽部中 高

鉄道研究部鉄道研究部中 高

写真部中 高

天文部中 高

英語部中 高

美術部中 高

中高合同

書道部
美術部
音楽･吹奏楽部
天文部
鉄道研究部
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

◆男子バレーボール部
中学の男子バレーボール部は、日本でも最強豪の一つ。本校の看板クラブです。
●全国大会優勝7回！！…全国最多
2008 石川 2009 大分 2010 岡山 2011 大阪 2013 愛知 2017 宮崎　
2019 和歌山

●卒業生にはＶリーグ選手・実業団選手も多数います。

◆女子バレーボール部
女子バレーボール部も、全国大会常連です。
●全国大会出場　13回　3位　3回、ベスト8　3回
●卒業生にはＶリーグ選手・実業団選手もいます。

◆軟式野球部
中学野球部は、日本一を目指して活動しています。
●全国中学校軟式野球大会　出場4回　3位　1回、ベスト8　1回
●文部科学大臣杯全日本少年春季軟式野球大会 日本生命トーナメント 出場4回
●卒業生にはプロ野球選手もいます。

◆サッカー部
中学サッカー部は、東京都内の上位で安定した成績を残しています。
高校サッカー部同様、外部指導員とともに、丁ねいな実技指導を行ってい
ます。
●全国大会出場1回　ベスト16

軟式野球部中 学

女子バレーボール部中 学

CLUBCULTURE

文化 部
CLUBSPORTS

中学 校 　 運 動 部

サッカー部中 学

男子バレーボール部中 学

中高合同

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
ダンス部
チアリーディング部

中学校

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
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CLUBSPORTS

高 等 学 校 　 運 動 部

部活動で育まれる人間性
　努力して一つのことを仲間と達成したとき、自分の
役割や居場所を確認することができます。自らの存在
価値に気づきアイデンティティを確立する瞬間、爽や
かな笑顔とともに、自己肯定感がめばえます。

サッカー部高 校

女子バレーボール部高 校

剣道部高 校

弓道部高 校

硬式野球部高 校

中高合同

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
ダンス部
チアリーディング部

高等学校

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
フットサル部

部活動の紹介動画が
こちらのQRコードから
ご覧になれます。

◆ 多くの部活で、外部指導者を導入し、生徒にきめの細かい指導を行っ 
　 ています。一部の部員数の多い部では、外部の業者などとも提携し、 
　 複数の専門的な指導者がコーチにあたっていて、レギュラー選手以 
　 外でも、実技指導を受けることができます。

◆ 部員数の多い部活（男子バレーボール、サッカー）では、Ａチーム以 
　 外にも指導者を置き、遠征や合宿も実施、さらに大小様ざまな大会 
　 に参加するなど、すべての生徒が十分に部活を楽しめる体制です。

駿台学園ならではの
クラブ活動への取り組み

◆男子バレーボール部
駿台の校技はバレーボール。男子バレーボール部は、
本校の看板クラブといえます。
●2016年度 インターハイ・春の高校バレーで2冠達成！！
●2019年度 インターハイ出場11回目・春の高校バレー準優勝
●2020年度 春の高校バレー 2年連続 準優勝！！
●2021年度 インターハイ準優勝
●卒業生にはVリーグ選手も多数います。

◆ 女子バレーボール部
女子バレーボール部は、関東大会常連で、あと一息で全国大会
クラス。今まさに楽しみなクラブです。
●2019年度 関東大会出場
●2021年度 関東大会出場
●卒業生にはVリーグ選手・実業団選手もいます。

◆サッカー部
高校サッカー部は、競争厳しい東京都内でたびたび上位に食い
込んでいます。
●関東大会出場2回
●2018年度 選手権予選都大会ベスト4
●2020年度 選手権東京都2次予選大会ベスト4
●2021年度 インターハイ東京予選ベスト4
　あと一息で全国大会レベルという所まで来ました。
　「キミと一緒に全国へ！」総勢5名のスタッフは、
新入生を待っています。

◆硬式野球部
ここ数年クジ運にも恵まれず、いまひとつの戦績ですが、「キミ」
の加入で大ブレークします！
●2011年度 東京都大会新人戦ベスト4 21世紀枠代表

◆ボクシング部
●2014年度 インターハイ学校別 優勝
●2021年度 関東高等学校ボクシング大会
　 悲願の団体初優勝！！（5階級 優勝）
　 関東高等学校女子ボクシング大会
    女子ライトフライ級 個人 準優勝
●インターハイ、選抜、団体出場者多数
●1988年ソウル五輪代表の山田渉さん、
  2020年東京五輪代表の森脇唯人さんは卒業生です。

男子バレーボール部高 校

チアリーディング部中 高

ボクシング部中 高

インターハイ・
春高バレー2冠
インターハイ・
春高バレー2冠

2016年度
春高バレー
連続準優勝
春高バレー
連続準優勝

2019・20年度
インターハイ
準優勝

インターハイ
準優勝

2021年度
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2019年度
日本天文学会

〈天文教育普及賞〉受賞

　駿台学園には、二つの天文台があります。東京の校舎屋上にニコ
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。20センチ屈折鏡といえば、当時国内最大であった国
立科学博物館の望遠鏡と同口径で、学校の天文台としてはまさに異
例のものでした。以来、天文部の生徒の活動を支え、さらに〈駿台天
文講座〉や〈七夕星を語る会〉などを通して地域の皆さんにも夜空の
星を見ていただいています。
　一方、北軽井沢の本学園研修施設「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があります。専門の研究機関を
含めてもかなり大きな望遠鏡で、基本構造はハワイにある国立天文
台の「すばる望遠鏡」と同じ。実は「すばる」は駿台学園の75セン
チ望遠鏡を原型の一つとして開発されています。

　制服は清潔感を重視してつくられており、ジャケット
は中高同デザインです。スラックスはウォッシャブル。
バリエーション豊富な高校女子の替えスカートはグ
レーとエンジの２色が用意されています。

　生徒の学校生活を守るための安全対策には万全を期しています。正門に
は警備室を配置し、警備員が常駐、校内外の見守りに努めています。
　全校生徒対象に避難訓練、応急手当講習、AED取り扱い講習も行って
おり、AEDは校内5ヶ所に配備しています。すべての構造物は耐震構造
検査をクリア、非常時に備えた食糧備蓄も計画的に行っています。

SAFETY
MEASURE
安全対策

ベスト、カーディガン、セーター、ソックスは中高共通です。

天文台と〈駿台天文講座〉

◆ 駿台天文台は宇宙へ開く窓 ◆ 〈駿台天文講座〉と〈駿台ジュニア天文教室〉
　天文学の研究は、現在大変なスピードで進み、宇宙の起源をはじ
め、さまざまな謎が解き明かされつつあります。
　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る
べく続けられているのが、〈駿台天文講座〉です。2022年度末には、
57期・通算684回を迎えます。駿台学園は科学研究の世界と中学・
高校生や一般の皆さんとの架け橋となり、科学教育の裾野の拡大に
貢献しています。また、同日に小中学生対象の「駿台ジュニア天文
教室」も開催しています。〈駿台天文講座〉毎月第3土曜（17:00～
18:00）・〈駿台ジュニア天文教室〉毎月第3土曜（15:30～16:30）

駿台学園には、都内の学校ではまれにみる大口径の天体望遠鏡が設置されています。
まさに “ほんもの” です。その “ほんもの” で学ぶのは天文部をはじめとした生徒ばかりではありません。
駿台学園は、これを近隣の都民・市民にも公開して天文講座を開催するなど、
一般のみなさんに、宇宙への扉を開くお手伝いを続けています。

駿台学園北軽井沢天文台75㎝反射望遠鏡

ジュニア天文教室

こぎつね座M27亜鈴星雲
（北軽井沢天文台75cm
反射望遠鏡にて撮影）

男子夏服 女子夏服

リュックサック型
スクールバッグ

男子夏服 女子夏服

男子冬服 女子冬服

男子冬服 女子冬服

中学校

高等学校

女子スラックス
（中高共通）

SCHOOL
UNIFORM

　駿台学園では、1965年に校舎屋上に天文台を

設置、以来月1回の〈駿台天文講座〉を50年以上

にわたり開催しています。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）、

天文学の分野ではかなり知られた市民講座です。

2022年度より導入
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男子夏服男子夏服 女子夏服

男子冬服男子冬服 女子冬服女子冬服

女子冬服女子冬服男子冬服男子冬服

男子夏服男子夏服 女子夏服女子夏服

リュックサック型リュックサック型
スクールバッグ

2022年度より導入

女子スラックス
（中高共通）

2022年度より導入

リュックサック型リュックサック型
スクールバッグ

女子スラックス

2022年度より導入



2022年度中に人工芝化の予定
（完成予想図）

1号館エントランス1

1

2

3

4

5

6 7
8

9

10

11

12

13 14

テニスコート/校舎屋上に設置2

自転車置き場/居住地域による許可制3

視聴覚室/映像活用授業を行う大教室7 図書館/充実した自習スペースでしっかり勉強8 化学実験室/化学を中心とする理科の実験教室9

ジムナジウム12 柔道場13 剣道場14

プライマス　メモリアルホール/500名収容10

体育館/バレーボールコート3面がとれる広さ11

食堂/放課後も使用可能4 天文台/都内屈指の20㎝屈折式天体望遠鏡5 多目的教室/ICT授業の拠点となる大教室6

FACILITY
学校生活をサポートする施設群
　東京23区内の学校としては珍しい広いグラウンドを
持つ学び舎です。配置されたさまざまな施設・設備が、
「学習」を応援し、「部活」を支えます。生徒たちの
「国際性と豊かな体験」のための基礎をここでサポートし、
一人ひとりの居場所が必ず見つかる学校です。

一心荘/北軽井沢にある宿泊研修施設

学父略歴
1892（明治25）広島県比婆郡高野町に生まれる。幼少から博覧強記、文才
　　　　　　　　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
1914（大正  3）広島県師範学校本科卒、県立広島商業学校教諭
1921（大正10）上京、大倉高等商業（現在東京経済大）講師　
1927（昭和  2）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 
1938（昭和13）駿臺商業学校（本学園前身）理事長、校長に就任
1950（昭和25）文部省青少年教護審議会長として「児童憲章」草案を作成
1966（昭和41）勲三等端宝章
1971（昭和46）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
2000（平成12）生地の広島県高野町に顕彰の胸像と碑文設置

1932（昭和  7）東京神田駿河台に「駿臺商業学校」として誕生
1945（昭和20）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
1946（昭和21）駿臺高等学校に校名を変更
1947（昭和22）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
1954（昭和29）中学校を休校
1958（昭和33）駿台学園中学校・高等学校に校名変更
1963（昭和38）東京都北区王子の現在地に移転し、新校舎を建設
1966（昭和41）屋上に天文台設置、「駿台天文講座」開講
1975（昭和50）海外サマースクール開始
1983（昭和58）北軽井沢「一心荘」竣工
1984（昭和59）北軽井沢　駿台天文台完成
1991（平成  3）中学校を再開
1998（平成10）商業科を廃止　普通科に〈進学コース〉〈体育コース〉開設
2003（平成15）中学校共学化、新制服の採用
2006（平成18）中学校〈特選クラス〉新設
2009（平成21）高等学校〈特選コース〉新設
2010（平成22）高等学校〈スペシャリストコース〉新設
2011（平成23）２号館耐震補強工事完了
2012（平成24）新校舎（１号館）竣工
2015（平成27）全教室Wi-Fi対応
2017（平成29）駐輪場新設

学園の歩み

世界に求められる「人」を育てたい
学父 瀬尾義秀先生の言葉

「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、

現在の場所がある。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」

HISTORY
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