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　明治25年、傳通院境内で誕生した淑徳女学校は「進み行く世におくれることな

く、有為な人間となれ」との校訓のもと、常に時代の先端を行く女子教育をめざし、

これまで多くの有能な子女を世に送り出しています。

　設立当初、尼僧3名を含めわずか5名の子女の一人ひとりに対応する「少人数教

育」から始まった女学校は明治期の幾多の運営上の困難を乗り越え、大正時代の充

実期を経て昭和の初めには、生徒数1,200名を擁する女学校にまで発展しました。

　戦後は、焼け野原となった傳通院境内に校舎を再建し、昭和22年に新制淑徳学

園がスタート。以来、順風満帆、今日の学園の基礎が築かれた時代でした。平成に

入り、時代の変化とともに次世代を見据え、創設当初の原点である「少人数教育」

の理念の下、平成20年には校名を淑徳SC中等部・高等部に変更。校舎も新築して、

これからのグローバル社会に対応する人材育成を推進しています。

創立者

輪島聞聲尼

淑徳学園の創設者・建学の精神
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淑徳SCが育みたい力

多様な社会で求められる力 ＝ 「生きる力」

　それは、多様な社会で求められる力です。
　いま、我が国でもSDGsを通じて持続可能な世界を
実現する取り組みが積極的に行われています。私たち
がこれから生きていく社会は、目まぐるしい変化の中
でどう生き抜いていくのかを考えさせられます。
　複数の研究で、社会で成功を収めるコンピテンシー

（職務や役割において優秀な成果を発揮する行動特性）
は、「現状認識力」・「ビジョン 創出力」・「達成行動力」・

「自己管理力」・「困難克服力」・「人間関係構築力」・「コ
ミュニケーション力」・「組織適応力」が高い人である
と言われています。

　淑徳SCでは、12歳 ～18歳のうちに、こうした力
を養う基盤をつくります。
　それでは、どのような学習によって育むのか―
　本校はユネスコスクールとしてSDGsに取組む中
で、多様な社会で「生きる力」として、「価値観」・「思
考力」・「ビジョン創出力」・「分析能力」・「問題解決能力」・

「コミュニケーション力」・「表現力」の７つを掲げ、生
徒たちは、授業、学校行事をはじめ、あらゆるシーン
においてこれらを身に着け高めていきます。
　時代に後れず、先駆けて「生きる力」を育みます。

生きる力

価値観

思考力

分析能力

ビジョン
創出力

問題解決
能力

表現力

コミュニ
ケーション

力

● 英語教育

● 異文化理解

● 環境教育

● ICT教育

● キャリア教育

● プロジェクト学習

淑徳SCのグローバルキャリア教育

7つの力の
育成

淑徳の教育理念

P3〜8
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　淑徳SCでは、グローバルキャリア人
材を育成するために、中高一貫コース、
高等部共に全校生徒に対して、オリジナ
ルの「グローバルキャリアプログラム」
を用意しています。
　世界共通言語として使える英語、大学
入試に欠かせない英語4技能習得のため
に「英語教育」、交流する多様な人びとを
理解する「異文化理解」、テクノロジーを
理解し活用する「ICT 教育」、“なりたい
自分”になるために「キャリア教育」、ユ
ネスコスクールを通じて世界への発信、
人びととの交流を可能にする「環境教育」
の取り組みなど、本プログラムは教科と
しての学習に加え総合探究学習でも展開
します。

グローバルキャリアプログラム

英語教育

キャリア教育

プロジェクト学習 環境教育

異文化理解

ICT 教育

GLOBAL CAREER PROGRAM
PROJECT MAP

中1 中2 中3 高1 高2 高3

英語教育 ● 英語検定 ● 英語検定
● 英語検定
● NZ語学研修 ＊

● 英語検定
● NZ語学研修 ＊

● 英語検定
● NZ語学研修 ＊

● 英語検定

異文化理解
● 華道
● 淑徳の時間
● 芸術鑑賞

● 茶道
● 淑徳の時間
● 芸術鑑賞

● 淑徳の時間
● 芸術鑑賞

● 華道
● 能楽
● 淑徳の時間
● 芸術鑑賞

● 茶道
● 淑徳の時間
● 芸術鑑賞

● 日本料理
● 淑徳の時間
● 芸術鑑賞

環境教育
＆

プロジェクト学習

● 新潟宿泊研修
〈田植え〉

● 作文学習

● 新潟宿泊研修
〈田植え〉

● 作文学習

● 修学旅行（広島・関西）
〈探究学習〉
〈平和教育・文化教育〉

● 新潟宿泊研修
〈田植え〉

● 小論文学習

● サマースクール（軽井沢）
〈能楽（発表）〉
〈プレゼンテーション〉

● 新潟宿泊研修
〈田植え〉

● 小論文学習

● 修学旅行（九州）
〈探究学習〉
〈平和教育・文化教育〉

● 小論文学習

● 面接指導
● 小論文学習

ICT教育
● プログラミング
● ICTリテラシー

● プログラミング
● ICTリテラシー

● プログラミング
● ICTリテラシー

● プログラミング
● ICTリテラシー

● ICTの活用
　（探究学習）

● ICTの活用
　（進路学習）

キャリア教育
● SCオリジナルプログラム
● エゴグラム
● 模擬試験

● SCオリジナルプログラム
● エゴグラム
● 模擬試験

● SCオリジナルプログラム
● エゴグラム
● 模擬試験

● SCオリジナルプログラム
● What's Your Favorite?

〈ガイダンス〉
〈プレゼンテーション〉

● エゴグラム
● グループコミュニケーション
● 模擬試験

● SCオリジナルプログラム
● What's Your Favorite?

〈インタビュー取材〉
〈Webマガジン作成〉

● エゴグラム
● グループコミュニケーション
● 模擬試験

● SCオリジナルプログラム
● 進路学習
● エゴグラム
● グループコミュニケーション
● 模擬試験

● 6年間の総合探究学習計画

＊状況により、実施できない場合もあります。
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異文化理解　情操教育・日本学
　本校の「異文化理解」に関するプログラムは「情操教育」、「日本学」からなっており、－日本を理解することで世
界を見る－視点にフォーカスしています。文京区小石川の豊かな森、そして江戸時代より徳川家ゆかりの開山600
年の寺院、傳通院境内地にある古風な空間の中で、日本の伝統文化や芸術、芸能を体験し「日本人」の感性を磨きます。

　本校の校祖　輪島聞声先生の生涯や教えを描いたオリジナル教材を用い、女子教育の先駆者として

の生涯の基盤となる「仏教」から、日本人に根付いてきた「精神」や「人生観」を学びます。また、開山

600年の傳通院境内にある学園の古典的な仏教行事を体験し、仏教伝来の経緯の中で世界の文化と人

類について数々取り上げ「世界観」を育みます。

● 年間仏教行事

淑徳の時間

傳通院参拝（中等部・高等部新入生）

成道会　お釈迦様の悟りの日（全校生徒）

御忌会　浄土宗宗祖　法然上人の命日（全校生徒）

涅槃会　お釈迦様の臨終儀（全校生徒）

4月

12月

1月

2月

● 能楽

　能楽を介して「日本」についての理解を深めます。特別講師

による授業では、能面や本物の能装束を羽織る体験、能の歌唱

である「謡」の体験をしていただきます。大きな声で話すこと

によって日本語の正しい発音や発声、言葉を人に伝える事の大

切さや母国語の重要性を学び、伝統文化に触れ「日本の在り方」

「日本の良さ」を知ることで、自国に誇りを持ちグローバルな

活躍ができる女性を目指します。希望者には放課後に能の「舞」

を練習し、サマースクールでの発表の場も設けています。

● 日本料理と食文化

　日本料理は恵まれた自然と四季、先人の知恵により1年を通

じて様々な行事が行われており、食を分かち合う事で家族や地

域の絆を深めてきました。本校では、「小正月」と言われる1月

15日前後に日本料理についての講義とお雑煮の実習、そして

一汁三菜を中心とした本膳料理を体験していただきます。自然

に恵まれた日本とそこから生まれた食文化を学び、日本の素晴

らしさや日本人の感性を磨く時間となっています。

● 茶道・華道

　1年生で華道、2年生で茶道を学びます。それぞれ、特別講

師から基本的な知識や技術を学びながら、花を生け、またお茶

を点てる手法を身につけます。オープンキャンパスや文化祭な

どで地域の方々との交流や発表の場を設けています。

日本の伝統文化
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　本校ではブルーベリー栽培を通じて、農薬の利点や人体・環境への影響等を学習し、食の安全や環

境に配慮した農業について考えていきます。栄養価が高く、加工がしやすいブルーベリーを扱うことで、

栄養や自身の健康について、食品加工の安全面についても考えていきます。さらに、ブルーベリーは1

年を通して変化を楽しむことができる植物です。春の芽吹きから始まり、開花、結実、紅葉、落葉の

観察を通して植物の生理学を学んでいきます。落葉した葉は堆肥として活用し環境学習にも繋げる予

定です。栽培の体験から学んだ内容をまとめ学内外で発表し、「伝える力」を育てていきます。

　また、この取り組みは多くの教科で学習する内容との関連が深く、教科横断的な学びを行うことも

ねらいのひとつです。

本校では、食育プロジェクトの一環として、専門的な知識を持つ教員による特別授業を行います。食育プロジェクト

ブルーベリー栽培を通じた
食育活動

学年 学習テーマ 概要

中1 農業 Agriculture 植物の生理学や作物生産の背景について学習し、環境に配慮した農業について考える。

中2 食 Food
食の安全や環境との関連について学習し、米やブルーベリーを使った食品づくりを
体験する。

中3 経済 Business 食品の流通について分析する。

第1回 植物に必要な栄養素

第2回 肥料と農業1

第3回 肥料と農業2　環境に与える影響

第4回 土壌と性質（実験）

第5回 有機栽培について

第6回 紅葉、落葉の科学（実験）

第7回 作物の有効活用：バイオエタノール、堆肥

第8回 遺伝子組換え作物について　学習のまとめ

● 中等部1年の学習スケジュール

環境教育　食と農業の環境循環教育
　本校はESD（持続可能な開発のための教育）の8つの目標のうち「環境教育」にフォーカスしSDGｓを目指した
活動を行っています。「環境教育」では、食と農業の「環境循環教育」に注目し、新潟県の食料農業大学と高大連携
を通じて様々なプログラムを展開します。また、ユネスコスクールに加盟し、世界中の学校と交流し、情報や体験
を分かち合い、地球規模の諸問題に若者が対処できるような新しい教育内容や手法の開発、発展を目指します。

スマート農業
数学 ICT

栄養成分分析
家庭科 理科 ICT

育成過程
リサーチ
理科 ICT

マーケティング
リサーチ分析
社会 数学 ICT

有機化分析
理科

料理 文化
社会 家庭科 ICT

廃棄物の
有機化

社会 理科

農作物
収穫

食品加工
農作物
育成

流通
販売

有機物
堆肥

食事
排泄
廃棄
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ICT教育
　ICT教育の目的は大きく2つ挙げられます。
　1つは分かりやすい授業の実現です。音声、Webサイト、映像やアニメーションなどを効果的に利用することで視
覚に飛び込みわかりやすくなります。また、「個別に最適化された学び」を得意とする本校では、一人ひとりの理解度・
レベルに応じた出題やサポートも、ICTの活用で効率化を図れます。Classi（全校生徒が使用する教育プラットホーム）
の利用で、家庭学習のサポートや難しい単元をくり返し学習することも可能です。グループ単位でのプロジェクト学
習では、お互いの考えを視覚的に共有するなど、さまざまの活用方法が考えられます。
　もう1つは、「情報活用、分析能力」、そして「創造力」です。現代社会では、生徒たちが必要な情報や情報手段を選
択し活用できる「情報活用能力」が求められています。また、選択した情報の整理、分析して活用する「情報分析能力」
も社会に出ていくうえで重要です。情報社会に主体的に対応していく力を備えるためにICTリテラシーを学びます。

　現代社会に後れず、確かな役割を果たしていく人材育成の観点から、ICT教育は中学・高校でも欠かせ

ないカリキュラムとなっています。本校では、AI（人工知能）やIoT（Internet of Things：すべてのも

のがネットにつながる）、ロボットなどの技術が織りなす次世代の革新的社会にきちんと順応、対応でき

るICTの基礎を培う教育カリキュラムをいち早く取り入れています。

● プログラミング的思考を養う

　2020年の小学校での必修化を皮切りに、プログラミング教育が中学・高校でも順次必修となります。

プログラミングを学ぶ目的は「プログラミング的思考」を養うことです。プログラミング的思考とは、

「自分が求めていることを実現するために、必要な動作や記号、またそれらの組み合わせを考え、どの

ように改善すればより意図したものに近づくのかを考える論理的思考」のことです。

● 新しいセキュリティ知識

　情報通信技術の発展の陰で、情報リテラシー格差の拡大が社会問題となっています。情報技術が悪

用され、よく分からないままに犯罪に巻き込まれるリスクも高まっています。また、情報技術の利便

性だけに注目して個人情報を自ら危機にさらすリスクもあります。自らの身を守る情報リテラシー教

育を取り入れ、情報と正しく向き合い膨大な知識や情報の中から必要なものを主体的に選び、活用で

きる力を育成します。

ICTで培う
2つの情報リテラシー

! どんなことを学ぶのか
● 情報の正しさを的確に判断する技術 ● 情報が拡散することに対する正しい知識
● SNSの安全な利用の仕方 ● 情報発信のための安全な態度
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● RoboBlocks（ロボブロックス）

　実際の人型ロボットを動かして、ロボットの仕組みやプログラミングの基礎を学べるカリキュラム

です。人型ロボットを使ったプログラミング教育の良さは、センサーのはたらきとモーターの動きの

関係をプログラムで制御する論理的な思考が実践できることです。

　生徒たちにとってはディスプレイの中の仮想的なものより、実体のある機械や装置が動きしゃべる

ことでより結果が分かりやすく、楽しみながら学習に取り組むことができます。

● Python（パイソン）

　汎用のプログラミング言語で、コードがシンプルで扱いやすく設計されており、C言語などに比べて

さまざまなプログラムを分かりやすく、少ないコード行数で書けるといった特徴があります。こうし

た特徴からWebアプリケーションなどの開発はもとより、システム用の記述（script）や、各種の自

動処理、理工学や統計・解析など、幅広い領域における有力なプログラム言語となっています。

● 3Dプリンタ

　3Dプリンタは、2次元の平面ではなく、3次元の立体造形物を作成することができるプリンタです。当

該授業ではSTEAM教育の手法を取り入れ、自然科学、二次元・三次元デジタル技術、IoT、プログラミング、

芸術、文化、幾何学の分野で、文理を横断した総合的な領域で学習し、実際に構造物の考案・設計、プロ

グラミング、印刷を行います。一連の体験を通じてITジェネラリスト素養を育んでいきます。

授業内容

キャリア教育
　本校ではキャリア教育のためのSCオリジナルプログラムを用いて自己理解、他者理解、自己実現と段階的なキャリ
アデザインを実施し、グローバル社会で活躍できる人材の育成を目指しています。また、高等部1年次から2年次にか
けて『What's Your Favorite?』プログラムを実施。自分自身が興味のあることを見つけ出し将来の職業、進路選択の
土台を作っていきます。このフィールドワークでは、生徒の「積極性」、「判断力」「なぜ、と問える力」を養うことが
できるよう、実際の職場へのインタビューを行い、最終的にはWebマガジンの作成、発表をしていきます。こうした
活動を経て自分の将来目指すべき姿を具体的にイメージし、高等部2年次には卒業生の進路講演や大学・専門学校を本
校に呼んでの進路ガイダンス、大学へのキャンパス見学を行っていきます。高等部3年次には少人数教育を活かした、
それぞれの目指す進路に合った個別の小論文指導や面接指導を行い生徒一人ひとりの進路実現、自己実現を目指します。
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Shukutoku Successful  Career

　女性の社会進出は目覚ましいものがありますが、様々なライフイベントや生活の中で生まれてくる

多くの選択肢を、どのように考え、また、しなやかに選択し、生きていくかについて考える授業です。

計画通りにならないこともある人生の中で、自分を成り立たせ豊かな人生を送っていくことを目指し、

少し先の自分を思い描きます。授業は、子どもたちのロールモデルとなる社会で活躍する方々を招い

た講演会、グループワーク、ICTも活用して学びます。

SCオリジナルプログラム
「自己理解、他者理解、自己実現」

中1 中2 中3 高1 高2 高3

目　的
「自己理解」

心と身体を知る
「他者理解」

人とのつながりを知る
「自己形成」

社会性を学び自己を確立する
自己実現に向けての

キャリアデザインの実施
社会で活躍する
先輩から学ぶ

第１回 自分を知る
自分と他者との
ちがいを知る

自分の社会性を知る
～自主性・協調性・責任感～

（社会生活に必要な
態度や行動）

社会と私たちの関わり
～学ぶことの大切さ～

（ガイダンス・識字率・
中等部の

ダイジェスト含む）

※学期に１回ず
つ講演会を実
施。 但 し 後 期
は11月初旬ま
でに実施。

●2回 の 実 施 が
困 難 な 場 合、
後半で分野別
卒業生進路講
演会を実施。

※ 前 期 ま た は、
１月以降の 特
別授業で講演
会を実施。

　後期の初めに
進路対策も兼
ねて卒業生に
よる分野別講
演会実施。

第２回
大人へと変化する

身体のしくみを知る
家族の中の自分

自分を見つめ未来を選択する
～家庭生活･仕事･ライフ

ワーク～ キャリアデザインに向けて
社会のしくみを知る

第３回 自己理解を進める 母としての女性
20年後の自分

（キャリアデザイン実施・中学用）

第４回 キャリアデザインの実施

● オリジナルプログラム「自己理解、他者理解、自己実現」　年間計画

　将来の職業・進路選択の「土台」にするために、高等部1年次から2年次にかけて職業インタビュー

やWebマガジンについて学び「自分自身が興味のあること」を見つけ、探究しています。この活動を

通して、好きなことを掘り下げて積極性、人との関わりの中で判断力を養い、結果に結びついた要因

を「なぜ」と問える人間力の育成を行っていきます。

　Webマガジンで発信するテーマに対し、インタビューを実施することで、コミュニケーションの重

要性を学びます。そして真摯に自分自身の考えることを書いていくことで信用を高めていき、共感を

ベースに世界とつながっていくことができるようになります。生徒自身で記事を作るために取材のア

ポ取りや、よりよい記事にするためにはどのような事が必要かを考える事で自ら考える力を養います。

取材した内容の報告を発表した後、Webマガジンを完成させます。

No 主な取り組み

1 学年オリエンテーション（コミュニケーション、共通点探し）

2 外部講師による情報発信やWebマガジン作成についての講演

3 取材先の決定

4 外部講師による取材についての講演

5 インタビュー準備

6 アポ取り

7 取材

8 プレゼン力の向上

9 プレゼン実践練習（取材をしての中間報告）

10 Webマガジン作成

11 Webマガジン発表会（プレゼン）

12 文化祭にてWebマガジンの発表・展示

フィールドワーク『What's Your 
Favorite?』（私の好きって何？）
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カリキュラム

中1 中2 中3 高1 高2

1

国語1〔4〕 国語2〔4〕
国語3〔3〕

現代の国語〔2〕
（文章表現3）

論理国語〔2〕
2

3
言語文化〔2〕 文章表現4〔2〕

4 文章表現2〔1〕

5 日本文学〔1〕 文章表現1〔1〕

公民〔4〕

歴史総合〔2〕 地理総合〔2〕
6

地理〔2〕 地理〔2〕
7

数学Ⅰ〔2〕 公共〔2〕
8

歴史〔2〕 歴史〔2〕
9

数学〔6〕

数学Ⅱ〔2〕 数学Ⅱ〔2〕
10

数学〔4〕
数学〔5〕

11
数学A〔2〕 数学B〔2〕

12

13
化学基礎〔2〕

英語コミュニケーションⅡ
〔5〕

14

理科〔4〕
15

理科〔4〕 理科〔4〕

生物基礎〔2〕
16

17
物理基礎〔2〕

18

英語〔5〕

論理・表現Ⅱ〔2〕
19

英語〔5〕
英語〔6〕

英語コミュニケーションⅠ
〔5〕

20
体育〔2〕

21

22 保健〔1〕

23

体育〔3〕

音楽Ⅰ〔1〕

24
体育〔2〕 論理・表現Ⅰ〔2〕 家庭基礎〔2〕

25
体育〔2〕

26 音楽〔1.5〕 保健〔1〕
情報Ⅰ〔2〕

〔必修選択群〕
中国語〔2〕　 古典探究〔2〕

生物総合〔2〕　 物理総合〔2〕
世界史探究〔2〕　 日本史探究〔2〕
化学総合〔2〕　 英語演習Ⅰ〔2〕
文学国語〔2〕　 数学演習〔2〕

27 音楽〔1〕 保健〔1〕

美術〔1.5〕28 美術〔1〕 音楽〔1〕
体育〔2〕

29
技術家庭〔2〕 技術家庭〔2〕

美術〔1〕

30 家庭〔1〕 保健〔1〕

31 道徳〔1〕 道徳〔1〕 道徳〔1〕 音楽Ⅰ〔1〕

32
総合〔2〕 総合〔2〕 総合〔2〕 総合〔2〕 総合〔2〕

33

34 HR〔1〕 HR〔1〕 HR〔1〕 HR〔1〕 HR〔1〕

● 中高一貫（2022年に中１に入学した場合）
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Shukutoku Successful  Career

高1 高2 高3

1
現代の国語〔2〕 論理国語〔2〕 論理国語〔2〕

2

3
言語文化〔2〕 小論文基礎〔2〕 小論文演習〔2〕

4

5
歴史総合〔2〕 公共〔2〕 政治・経済〔2〕

6

7
地理総合〔2〕

物理基礎〔2〕
or

地学基礎〔2〕

数学演習基礎〔2〕
or

数学C〔2〕8

9

数学Ⅰ〔4〕 数学Ⅱ〔4〕

理数探究基礎〔2〕
or

化学〔2〕10

11

英語コミュニケーションⅢ
〔5〕

12

13
数学A〔2〕

英語コミュニケーションⅡ
〔5〕

14

15
化学基礎〔2〕

16
論理・表現Ⅲ〔2〕

17
生物基礎〔2〕

18
論理・表現Ⅱ〔2〕

体育〔3〕19

英語コミュニケーションⅠ
〔5〕

20
体育〔2〕

21
〔必修選択群〕

中国語〔2〕　 古典探究〔2〕
生物〔2〕　 物理〔2〕

世界史探究〔2〕　 日本史探究〔2〕
化学〔2〕　 英語演習Ⅱ〔2〕

文学国語〔2〕　 数学演習応用〔2〕
発達保育〔2〕　 幼児音楽〔2〕
美術Ⅰ〔2〕　 地理探究〔2〕

家庭応用〔2〕

〔自由選択群〕
古典演習〔2〕　 世界史演習〔2〕

日本史演習〔2〕　 生物〔2〕
物理〔2〕　 現代文演習〔2〕
公民演習〔2〕　 数学Ⅲ〔3〕

理科演習〔2〕　 服飾美術〔2〕
食育〔2〕

22 保健〔1〕

23 音楽Ⅰ〔1〕

24
論理・表現Ⅰ〔2〕 家庭基礎〔2〕

25

26
情報Ⅰ〔2〕

〔必修選択群〕
中国語〔2〕　 古典探究〔2〕

生物総合〔2〕　 物理総合〔2〕
地理探究〔2〕　 世界史探究〔2〕
日本史探究〔2〕　 化学総合〔2〕
英語演習Ⅰ〔2〕　 文学国語〔2〕

数学B〔2〕　 幼児体育〔2〕
情報演習〔2〕　 書道Ⅰ〔2〕

子ども文化A〔2〕
子ども文化B〔2〕

27

28
体育〔2〕

29

30 保健〔1〕

31 音楽Ⅰ〔1〕
総合〔2〕

32
総合〔2〕 総合〔2〕

33 HR〔1〕

34 HR〔1〕 HR〔1〕

高3

論理国語〔2〕

文章表現5〔2〕

政治・経済〔2〕

数学演習基礎〔2〕
or

数学C〔2〕

理数探究基礎〔2〕
or

化学〔2〕

英語コミュニケーションⅢ
〔5〕

論理・表現Ⅲ〔2〕

体育〔3〕

〔必修選択群〕
中国語〔2〕　 古典探究〔2〕

生物〔2〕　 物理〔2〕
世界史探究〔2〕　 日本史探究〔2〕

化学〔2〕　 英語演習Ⅱ〔2〕
文学国語〔2〕　 数学演習応用〔2〕

〔自由選択群〕
古典演習〔2〕　 世界史演習〔2〕

日本史演習〔2〕　 生物〔2〕
物理〔2〕　 現代文演習〔2〕
公民演習〔2〕　 数学Ⅲ〔3〕

理科演習〔2〕

総合〔2〕

HR〔1〕

〔　〕内数字は単位数

● 高等部（2022年に高１に入学した場合）
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学習項目

行事

その他

自学支援
活動

国語

　「国語」は全ての基礎となる教科であるため、他教科との繋がりを意識し授業に

取り組んでもらいます。様々な場面において対応できるように、生徒が主体となっ

て考えを深めていき、自己や他者理解のために必要な自己表現力・論理的思考力

を学んでいきます。グローバル化が進む中で、自国のことを理解していることも

大切です。世界の人と交流して活躍し、社会に貢献できる力を育てていきます。

　少人数制のため基礎から応用まで生徒の理解度にあわせたきめ細かい学習指導

ができます。中等部の授業では高等部から始まる小論文対策に向けて、基礎的な

作文指導を3年間かけて行います。漢字検定や文章検定の取得に向けて、対策授

業を行い自分の実力が伸びていくことを実感しながら取り組んでいます。

　また、国語の授業や百人一首大会などの行事を通して日本語・日本文学・日本

文化などについて楽しみながら学びます。

　中学で学んだ基礎基本を復習し、その力を基に応用へと進みます。少人数制の良

さを生かし、生徒の理解度にあわせたきめ細かい学習指導を行っています。1年では

「現代の国語」と「言語文化」で現代文と古典の分野の基礎を、2年では「論理国語」

「小論文基礎」の他にオーダーメイドとして「古典探究」「文学国語」を学習でき、3

年では引き続き「論理国語」に加え、生徒一人ひとりの将来の進路にあわせた対策が

できる「小論文演習」を学習します。オーダーメイドでは「古典探究」「文学国語」「現

代文演習」「古典演習」が選択できます。

　漢字検定や文章検定の取得に向けての対策を行い、自ら取り組む力を育んでいます。

● 学びのねらい

● 中等部での授業

● 高等部での授業

● 2021年度 使用教科書一覧
中等部

科目名 発行所 教科書名
１年生

国語 光村図書 国語1

国語 光村図書 中学書写

２年生

国語 光村図書 国語2

３年生

国語 光村図書 国語3

高等部

科目名 コース 発行所 教科書名
１年生

国語総合 Ⅰ・Ⅱ共通 第一学習社 改訂版  新訂国語総合  現代文編

国語総合 Ⅰ・Ⅱ共通 第一学習社 改訂版  新訂国語総合  古典編

２年生

現代文B Ⅰ・Ⅱ共通 第一学習社 改訂版  現代文Ｂ

古典B Ⅰ文1・2 第一学習社 改訂版  古典B  古文編

古典B Ⅰ文1・2 第一学習社 改訂版  古典B  漢文編

古典A Ⅰ理1・Ⅱ 第一学習社 改訂版  標準古典A  物語選

● 高等部オーダーメイドカリキュラム
高　1 高　2 高　3

論理国語

小論文基礎

文学国語

古典探究

小論文演習

現代文演習

古典演習

現代の国語

言語文化

百人一首大会

漢字検定対策

小論文対策

文章検定対策

受験対策

● 中高一貫グローバルコースカリキュラム
高　1 高　2 高　3中　3中　2中　1

伝統文化

知識・技能 

思考力・判断力
表現等

学びに向かう力・
人間性等

古典探究
古典探究

言語文化

現代の国語
（文章表現３）

古典演習
日本文学

現代文演習

文学国語文学国語 論理国語論理国語
国語2

（応用期）
国語1

（充実期）
国語3

（実践期）

文章表現5文章表現4文章表現2文章表現1漢字検定対策

※高等部は2022年度より新課程となるため、使用教科書は2021年
度使用のものとなります。
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地理的分野

歴史的分野

公民的分野

社会（地歴・公民）

　新型コロナウイルスの世界規模での感染拡大は、まさにグローバル時代の象徴

ともいえるでしょう。この影響で、自国第一主義の閉鎖的なナショナリズムに反

転する可能性も考えられます。これからのグローバルの時代に求められるのは、

先ずは、私たちが住んでいる国「日本」のことを良く知り、そして、世界の国や

地域や民族の歴史、伝統、 宗教、習慣などの異文化を理解しておくことが大切です。

社会科では授業を通じて、これからのグローバルの時代を生き抜く力を育んでい

きたいと考えています。

　中1で「地理」、中2で「歴史」、中3で「公民」を学んでいます。基礎学力とし

て、先ずは、私たちが住んでいる国「日本」のことを良く知り、そして、世界地理・

世界史・国際政治などの「世界の異文化」を積極的に学んでいきます。

　中学で学習した基礎力の上に、大学入試で求められる学力を養成していきます。

大学入試の中でも特に、総合選抜型（ＡＯ）・推薦型入試に重点をおき、小論文（論

述問題）や口頭試問（面接）に対応できる力を育成します。

　必修科目としては、「歴史総合」「地理総合」、「公共」、「政治･経済」を学習します。

地歴的分野では、2年次から「世界史探究」「日本史探究」「地理探究」を選択、3

年次では演習問題に取り組みます。公民的分野では、2年次での「公共」では政治

分野、3年次での「政治･経済」では経済分野に重点をおき効率よく学習していき、

さらに3年次では演習問題に取り組みます。

● 学びのねらい

● 中等部での授業

● 高等部での授業

● 2021年度 使用教科書一覧
中等部

科目名 発行所 教科書名
１年生

地理 帝国書院 社会科  中学生の地理  世界の姿と日本の国土

歴史 帝国書院 社会科  中学生の歴史  日本の歩みと世界の動き

地理 帝国書院 中学校社会科地図

３年生
公民 帝国書院 社会科  中学生の公民  より良い社会をめざして

高等部

科目名 コース 発行所 教科書名
１年生
世界史A Ⅰ・Ⅱ共通 山川出版社 現代の世界史  改訂版

日本史A Ⅰ・Ⅱ共通 山川出版社 日本史Ａ  改訂版

２年生
日本史B Ⅰ文1 山川出版社 詳説日本史 改訂版  日B309

世界史B Ⅰ文1 山川出版社 詳説世界史 改訂版  世B310

現代社会 Ⅰ・Ⅱ共通 山川出版社 現代社会  改訂版

地理B Ⅱ 帝国書院 新詳地理Ｂ

地理B Ⅱ 帝国書院 新詳高等地図

３年生
政治経済 Ⅰ文1・2・Ⅱ 第一学習社 高等学校  新政治・経済

● 中高一貫グローバルコースカリキュラム

● 高等部オーダーメイドカリキュラム
高　1

高　1

高　2

高　2

高　3

高　3中　3中　2中　1

地理的分野

歴史的分野

公民的分野

日本史
（近世・近現代）

日本史
（古代・中世）

歴史総合
（近現代）

世界史探究

世界史探究

地理探究

地理総合日本地理世界地理

日本史探究

日本史探究

公共（政治）
公民

政治経済（経済）

公民演習（受験対策）

世界史演習（受験対策）

政治経済

公民演習（受験対策）

公共

歴史総合

地理総合

世界史演習（受験対策）

日本史演習（受験対策）

日本史演習（受験対策）

世界遺産検定4・3級

ニュース時事能力検定4・3級

ニュース時事能力検定4・3級 ニュース時事能力検定準2・2級

ニュース時事能力検定準2・2級

世界遺産検定2級世界遺産検定4・3級

世界遺産検定2級

※高等部は2022年度より新課程となるため、使用教科書は2021年
度使用のものとなります。
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数学

　「基礎基本を大切に」という考えから、少人数教育の利点を活かし一人ひとりを

大切にした授業を行っています。苦手な生徒が多い科目ですが、細かく指導する

ことで「わからない」を早期に解決し、「できる」という自信をつけさせます。ま

た解き方だけを教えるのではなく考え方を丁寧に教えることで、社会で役に立つ

論理的思考力を磨いていきます。

　本校が実践する中高一貫教育では、学年に拘らず関連する単元を体系的に学ぶ

カリキュラムとなっています。基本となる知識を身につけ、その後発展的な単元

を扱うことで知識が定着しやすく理解が深まると考えています。関連する単元で

あれば、中学生のうちから高校の内容も扱い先取り学習を行っていきます。早期

に学習することで、知識を定着する時間、理解を深める時間を多く取ることを目

的としています。

　「基礎基本を大切に」という考えのもと、一人ひとりが「わかる」授業を実践し

ています。

　少人数クラスのため個別に対応することができ、その結果として生徒に「でき

る」という自信をつけさせることができます。2年次から文理選択が始まり、それ

ぞれの進路に合わせた履修が可能となります。2年次になると、生徒の進路実現

に向けて少人数教育という利点を活かし、個に合わせた受験指導を行っています。

● 学びのねらい

● 中等部での授業

● 高等部での授業

● 2021年度 使用教科書一覧
中等部

科目名 発行所 教科書名
１年生

数学 大日本図書 新版　数学の世界１

２年生
数学 大日本図書 新版　数学の世界２

３年生
数学 大日本図書 新版　数学の世界３

１〜３年生
数学 学研プラス 精解中学数学　テキスト　代数編・幾何編

高等部

科目名 コース 発行所 教科書名
１年生
数学Ⅰ Ⅰ 数研出版 改訂版  新編  数学Ⅰ

数学Ⅰ Ⅱ 数研出版 改訂版  新  高校の数学Ⅰ

数学A Ⅰ 数研出版 改訂版  新編  数学A

数学A Ⅱ 数研出版 改訂版  新  高校の数学A

２年生
数学Ⅱ Ⅰ理1・Ⅰ文1 数研出版 改訂版  新編  数学Ⅱ

数学Ⅱ Ⅰ文2・Ⅱ 数研出版 改訂版  新  高校の数学Ⅱ

数学B Ⅰ理1・Ⅰ文1 数研出版 改訂版  新編  数学B

数学B Ⅰ文2 数研出版 改訂版  新  高校の数学B

３年生
数学Ⅲ Ⅰ理1 数研出版 改訂版  新編  数学Ⅲ

● 中高一貫グローバルコースカリキュラム

● 高等部オーダーメイドカリキュラム

高　1

高　1

高　2

高　2

高　3

高　3

中　3中　2中　1

数Ⅲ

数C

数Ⅲ

数B

数B

数学 数学 数学

数学演習基礎

数Ⅱ

数A

数A

数Ⅰ

数Ⅰ

数Ⅱ

数C

数学演習応用

数学演習応用

数学演習基礎

※高等部は2022年度より新課程となるため、使用教科書は2021年
度使用のものとなります。
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Shukutoku Successful  Career

● 高等部オーダーメイドカリキュラム

コミュニケーション英語Ⅰ コミュニケーション英語Ⅱ コミュニケーション英語Ⅲ

英語表現Ⅰ 英語表現Ⅱ 英語表現Ⅱ

英語演習Ⅱ

中国語

英検　2級以上英検　準2級～ 2級

中国語

英語演習Ⅰ

英検　3級～準2級

英語

　「英語は苦手」という生徒を作らない。これがまず一番のねらいです。

　本校では、コミュニケーションの一つの手段である「英語」を学年に応じて丁

寧に指導していきます。英語を「読む」、「聞く」ことを通して知識を学び、さら

に「書く」ことで表現の幅を広げ、そして感情をこめて「話す」ことができるよう

にします。実際に使える英語の習得を目指して、本校の少人数という強みを生か

した3年間（6年間）のカリキュラムを組みました。最終的には、グローバル社会

の中で英語を操れる生徒を育てていければ、と思っています。中等部、高等部と

もに毎年英検を実施。放課後講習などで近年合格実績も上がってきています。高

等部の生徒にはGTECの受験機会もあります。

　中高一貫コースとしての英語の授業が始まりました。これは、本校オリジナル

教材を使い、「耳慣らし」「口慣らし」を中心に学習していきます。語彙数につい

ては、全く問題ありません。十分な語彙力、さらには文法力、リスニング力など

も強化していきます。学年が進んでいくとサブテキスト（こちらもオリジナルで

す）を使用しますので、かなりのボリュームにはなります。いわゆる英語の基礎

は十分身につく形になっています。中等部ではこのように教室で学んだ英語を「発

表」することで、生徒たちに自信を持ってもらえるよう工夫をこらしたプログラ

ムになっています。

　中学校で学んできたことをベースに、基礎から応用まで幅広く学習していきま

す。大きく分けて2種類。コミュニケーション英語では、英文を読んでその内容

を理解する上で必要な文法を早い段階でマスターできるようにします。週1時間

は会話の授業になります。英語表現は文の成り立ちから始まり、短文から少しま

とまりのある文を書けるようになることが目標です。最後には、スピーチまで指

導していきます。総合的に学ぶことで一つひとつのスキルを伸ばし、生徒の進路

へ向けて入試にも対応できる力を育てていきます。さらに、希望者には授業外（放

課後）ですが、特別講習を設け、個々のニーズに合った内容を提供しています。

● 学びのねらい

● 中等部での授業

● 高等部での授業

● 2021年度 使用教科書一覧
中等部

科目名 発行所 教科書名
１年生

英語 開隆堂 SUNSHINE ENGLISH COURSE 1

英語 Make it MAP Explore Globally English Book 1

２年生

英語 開隆堂 SUNSHINE ENGLISH COURSE 2

３年生

英語 開隆堂 SUNSHINE ENGLISH COURSE 3

２〜３年生

英語 Ｚ会出版 NEW TREASURE ENGLISH SERIES STAGE 1・2

高等部

科目名 コース 発行所 教科書名
１年生

コミュ英Ⅰ Ⅰ 文英堂 New Edition Grove English Communication Ⅰ

コミュ英Ⅰ Ⅱ 数研出版 Revised BIG DIPPER English Communication Ⅰ

英語表現Ⅰ Ⅰ・Ⅱ共通 第一学習社 Vivid English Expression Ⅰ NEW EDITION

２年生

コミュ英Ⅱ Ⅰ理1・Ⅰ文1 文英堂 New Edition Grove English Communication Ⅱ

コミュ英Ⅱ Ⅱ 数研出版 Revised BIG DIPPER English Communication Ⅱ

英語表現Ⅱ Ⅰ・Ⅱ共通 第一学習社 Vivid English Expression Ⅱ NEW EDITION

３年生

コミュ英Ⅲ Ⅰ理1・Ⅰ文1 文英堂 New Edition Grove English Communication Ⅲ

コミュ英Ⅱ Ⅰ文2・Ⅱ 数研出版 Revised BIG DIPPER English Communication Ⅲ

英語表現Ⅱ Ⅰ・Ⅱ共通 第一学習社 Vivid English Expression Ⅱ NEW EDITION

● 中高一貫グローバルコースカリキュラム
高　1

高　1

高　2

高　2

高　3

高　3

中　3中　2中　1

リーディング

リスニング

ライティング

スピーキング

英語 英語 英語
英語コミュニ
ケーションⅠ

英語コミュニ
ケーションⅡ

英語コミュニ
ケーションⅢ

論理・表現Ⅰ 論理・表現Ⅱ 論理・表現Ⅲ

※高等部は2022年度より新課程となるため、使用教科書は2021年
度使用のものとなります。
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理科

　淑徳SCの理科の授業は、自然現象に対する関心を引き出し、論理的

思考力を養うことを目標としています。理科は単なる暗記科目ではあ

りません。原因と結果の因果関係を調べ、自然現象に隠された法則性

を明らかにするのが目的です。その過程で、データを分析し論理的に

考察する力を身につけることができます。このような力は、将来グロー

バル社会で生き抜く上で必要不可欠なものになります。

　本校では、今年度のカリキュラム改訂にあわせて実験・観察の実施

回数を増やすとともに、理科室の設備を拡充させました。実験器具は

生徒一人ひとりが使用できるだけの数を揃え、純水製造器やドラフト

チャンバーなど高度な実験を行うのに必要な設備も整備しています。

様々な実験・観察を通して、実際に手を動かし、本物に触れることで、

楽しく理科を学んでいきます。

　中等部では、教科書の内容を分野別に整理して「Global Life 

Science」（生命に関する分野・中1）、「Global Physical Science」（エ

ネルギーに関する分野・中2）、「Global Molecular Science」（物

質に関する分野・中2）、「Global Earth Science」（地球に関する分

野・中3前期）として学習します。これらの科目では、中学内容を中

心に扱いますが、教科書の内容にとらわれることなく、日常生活に結

びついた話題を幅広く取り上げて、皆さんの理科への興味を高めてい

きます。高等部に内部進学することを前提として、関連のある高校内

容も一部早期に学習します。また、環境問題などグローバルな話題を

取り上げたり、科学のテーマを英語で表現するなど、グローバル教育

の一環としての理科教育を目指しています。

　これらの分野別の授業とは別に、中1では実験に特化した授業

「Introduction to Global Science」を毎週2時間行っています。ガス

バーナーや駒込ピペットなどの実験器具の使い方から始まり、次第に高

度な実験にも挑戦していきます。実験ノートやレポートの書き方もしっ

かりと指導し、考察力や表現力も磨いていきます。中2以降の授業でも、

実験とレポート作成を繰り返し行います。英語の学習の進行にあわせて、

実験レポートを英語で作成する機会を増やしていき、英語力も同時に高

めていきます。中3の後期には、中等部3年間の集大成として「Global 

Science 特別研究」を行います。各自が興味のあるテーマを選び、実験

方法の検討から実験結果の解析、まとめに至るまで（先生のアドバイス

はもちろんありますが）すべて自分で考えて取り組みます。大変ですが、

その分やり遂げたときの達成感は何ものにも代え難いものがあると思い

ます。優秀者については、研究成果を発表する機会を設ける予定です。

　高等部では、学習内容は高度になりますが、中等部と同様に丁寧で

分かりやすい授業を心がけています。

　中高一貫生は、高1で「物理基礎」、「化学基礎」、「生物基礎」の3科

目を全員必修で学習します。高等部からの入学生は、高1で「化学基

礎」、「生物基礎」の2科目を全員必修で学習し、高2で「物理基礎」ま

たは「地学基礎」のいずれか1科目を必修選択として学習します。こ

れらの基礎科目を通して、将来どの分野に進んでも役立つ、教養とし

ての自然科学の理論や技術を習得することができます。高2以降では、

基礎科目に続いて、必要な科目を発展まで一貫して学べる体制を用意

し、多様な進路に対応しています。分野別の演習授業や放課後ゼミも

行い、入試対策も万全としています。

● 学びのねらい

● 中等部での授業

● 高等部での授業

● 文理融合における科学技術系科目（理科・情報科）カリキュラム
高　1 高　2 高　3中　3中　2中　1

情報の探究に
関する科目

物体と
エネルギーの
探究に関する科目

物質の探究に
関する科目

生命の探究に
関する科目

情報Ⅰ

物理基礎 物理総合

理科演習

理数探究
基礎

物理

化学

生物

化学基礎 化学総合

生物基礎 生物総合

Introduction 
to Global 
Science

物理・化学分野
の実験授業

Global
Physical
Science

中学相当の物理

Global
Molecular
Science

中学相当の化学

Global
Life

Science
中学相当の生物

Global
Earth

Science
中学相当の地学

Global
Science
特別研究

研究・論文作成・
英語での発表
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Shukutoku Successful  Career

● 2021年度 使用教科書一覧
中等部

科目名 発行所 教科書名
１年生

理科 啓林館 未来へひろがるサイエンス1

２年生

理科 啓林館 未来へひろがるサイエンス2

３年生

理科 啓林館 未来へひろがるサイエンス3

高等部

科目名 コース 発行所 教科書名
１年生

化学基礎 Ⅰ 東京書籍 改訂  化学基礎

化学基礎 Ⅱ 東京書籍 改訂  新編化学基礎

生物基礎 Ⅰ・Ⅱ共通 第一学習社 高等学校  改訂  生物基礎

２年生

物理基礎 Ⅰ・Ⅱ共通 第一学習社 高等学校  改訂  新物理基礎

化学 Ⅰ理1 東京書籍 改訂  化学

生物 Ⅰ理1 第一学習社 高等学校  改訂  生物

３年生

物理 Ⅰ理1 数研出版 改訂版  物理

化学 Ⅰ理1 東京書籍 改訂  化学

生物 Ⅰ理1 第一学習社 高等学校  改訂  生物

● 高等部オーダーメイドカリキュラム
高　1 高　2 高　3

情報の探究に
関する科目

物体と
エネルギーの
探究に関する科目

物質の探究に
関する科目

生命の探究に
関する科目

情報Ⅰ

物理基礎

地学基礎

物理総合

理科演習

理数探究
基礎

化学総合

生物総合

物理

化学

生物

化学基礎

生物基礎

情報

　情報社会を生き抜くために「情報」の特徴・技術の役割について理

解を深め、基礎的な知識の習得を図ります。また、情報を収集・処理・

表現する能力を伸ばし、情報社会に積極的に参画する態度を育てる

とともに、情報の信ぴょう性や価値を見極める力も身につけます。

　ワープロ・表計算・プレゼンテーションなどの各ソフトなど多種

のアプリケーションを使った課題を実施し基本的な技能を習得して

いきます。ネットマナーやネットモラルなどメディアリテラシーに

ついても学び、トラブルを起こしたり、犯罪に巻き込まれたりしな

い知識を身につけ、適切な情報発信ができる知識と技能を身につけ

ていきます。

● 学びのねらい

● 高等部での授業

● 2021年度 使用教科書一覧
高等部

科目名 コース 発行所 教科書名
１年生

情報の科学 Ⅰ・Ⅱ共通 実教出版 情報の科学  新訂版

情報演習

※高等部は2022年度より新課程となるため、使用教科書は2021年
度使用のものとなります。

※高等部は2022年度より新課程となるため、使用教科書は2021年
度使用のものとなります。
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技術・家庭保健・体育

　技術・家庭科では、本校の特色を生かし、日本人として、国際人

として、女性として、よりよく生きるための心と技を養うことを目

標とした学びを行っています。

　現代社会では、多様な生き方が認められており、生活の様式も様々

です。だからこそ、学校では『本物』を学んでほしいと考えています。

例えば、丁寧に出汁を取ること、和服の着付けをすること。それら

のことは、多忙な生活の中ではもしかしたら役に立たないことかも

しれません。でも、本物を知っているのと知らないのとでは生き方

や考え方が変わってきます。これから国際社会で活躍していく世代

にとって、日本人としての知識や感性が核として存在することはと

ても重要なことです。

　『本物』に触れた上で、自分自身はどう生きていきたいのか、女性

としてどんな生き方を理想とするのか、そういったことを考えるきっ

かけとなり、将来の力に繋げていけるよう、各分野で確かな技術を

身に着けていきます。

　家庭分野では基本的な衣食住について学びます。少人数だからこ

そできる、生徒主体の題材設定を特徴とし、生徒が本当に学びたい・

身に着けたいことを授業に取り入れていきます。

　技術分野では継続可能な社会の実現を目指し、ものづくりや生物

育成、エネルギー、情報等の基本的なことを学び、木工やパソコン

を使ったプレゼンテーション等、実践的な学習を取り入れています。

　どちらの分野も総合的な学習の時間と連携し、調べ学習や体験学

習につなげていきます。

　中学校での学びをさらに深め、日本文化の学習をメインテーマと

して実習を多く取り入れた授業を行います。食物分野では和食や世

界の食文化を学び、被服分野では伝統工芸のつまみ細工や着付けを

体験します。また、保育の分野や環境、高齢者の生活についても学び、

社会全体のことを考える力を養います。

　保健体育の授業では、健康・安全や運動について学び、活動を通

じて体力の向上と健康の保持増進を一番の目標としています。また、

体を動かし学んでいくことは心の成長にもつながります。学校生活

や将来の生き方の基盤をつくる足がかりにしていただきたいです。

　また本校では、リボン・棍棒・フープ・ボールなどの手具を用い

た集団演技が体育祭のフィナーレを飾っています。ほとんどの生徒

が初めて手具ダンスを行いますが、全校生徒が一体となって挑戦し

達成する喜びは、他校では決して味わうことができないものとなっ

ています。

　「明るく豊かな生活を営む態度を育てる」という保健体育の目標の

もと、少人数教育という利点を生かし、より多くのスポーツや運動

に興味を持っていただき、活動していく中で心と体の健やかな成長

を目指します。

　これまでに培ってきた知識や技能を用いて、より良い活動の実践

や、「生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続する資質や能力を

育む」など、将来に向けて、心と体の健康と運動が密接に関連してい

ることを理解し実生活に生かすことを目指します。

● 学びのねらい● 学びのねらい

● 中等部での授業

● 中等部での授業● 高等部での授業

● 高等部での授業

● 2021年度 使用教科書一覧

● 2021年度 使用教科書一覧

中等部

科目名 発行所 教科書名
１年生

保健 学研プラス 新・中学保健体育

中等部

科目名 発行所 教科書名
１年生

技術・家庭科（家庭分野） 開隆堂 技術・家庭（家庭分野）

技術・家庭科（技術分野） 開隆堂 技術・家庭（技術分野）

高等部

科目名 コース 発行所 教科書名
１年生

保健 Ⅰ・Ⅱ共通 第一学習社 高等学校  改訂版  保健体育

高等部

科目名 コース 発行所 教科書名
２年生

家庭基礎 Ⅰ・Ⅱ共通 第一学習社 家庭基礎  ともに生きる・持続可能な未来をつくる

※高等部は2022年度より新課程となるため、使用教科書は2021年度使用のも
のとなります。

※高等部は2022年度より新課程となるため、使用教科書は2021年度使用のも
のとなります。
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芸術（音楽・美術・書道）

　生活や社会の中にある音や音楽、音楽文化と豊かに関わる資質・能力を育成す

るため、学習の過程では、生活や社会の中の音や音楽の働きの視点から学んでい

ること、学んだことの意味や価値などを生徒が自覚できるよう指導をすることが

大切です。その際、音楽科の学習がその後の学習や生活とどのように関わり、ど

のような意味や価値をもつのかといったことに生徒が意識を向けることのできる

場面を、指導の過程に適切に位置付けるなどの工夫をし、生徒が音楽科の学習の

有用性を認識することにもつなげていきます。

　歌唱・器楽・鑑賞・創作の4分野を学べるようにカリキュラムを組んでいます。

学校行事として毎年2月に行われる合唱コンクールでは、生徒たちがそれまでに

発声方法、技術など、身につけたすべてを注いで、課題曲・自由曲を歌い、優勝

を目指します。また、年に一度芸術鑑賞会があり、宝塚歌劇団や歌舞伎、劇団四

季などを鑑賞し、表現力を養います。

　中等部では、美術に楽しく取り組むことで美術を愛する心を培い、主体的に心

豊かに生活を創造していく意欲と態度を育てていきます。

　高等部では、幅広い創造活動を通して、感性を高め、創造的な表現と鑑賞する

能力を伸ばしていきます。

　授業では、人物画、教科書の作品の模写、木版画、CDジャケットのデザイン、

粘土による造形など様々な創作を行い、技術と感性を磨いています。少人数制の

メリットを最大限に活かして、一人ひとりとコミュニケーションを取りながら、

個性を大事にした授業を行っています。

　書道という表現活動を通して、感性を豊かにするとともに、生涯にわたり書を

愛好する心情を育てます。また、鑑賞の様々な観点についても学び、書の文化や

伝統について理解を深めます。

　授業では、楷書・行書・草書などの臨書を通して用筆や運筆法を練習し習得し

ます。さらに、隷書や篆書についても学び、篆刻などの創作にも挑戦していきます。

タッチパネルやキーボードで入力するスマートフォンやパソコンが全盛の現代だ

からこそ、「美しい文字」を書ける技術が求められています。グローバル社会で活

躍する女性の教養の１つとして「美しい文字」を書く力も身につけていきます。

● 学びのねらい

● 学びのねらい

● 学びのねらい

● 中等部・高等部での授業

● 中等部・高等部での授業

● 中等部・高等部での授業

○ 音楽

○ 美術

○ 書道

● 2021年度 使用教科書一覧

● 2021年度 使用教科書一覧

● 2021年度 使用教科書一覧

中等部

科目名 発行所 教科書名
１年生

音楽 教育芸術社 中学生の音楽  １

音楽 教育芸術社 中学生の器楽

２年生

音楽 教育芸術社 中学生の音楽  ２・３上

３年生

音楽 教育芸術社 中学生の音楽  ２・３下

中等部

科目名 発行所 教科書名
１年生

美術 光村図書 美術  １

２年生

美術 光村図書 美術  ２・３

高等部

科目名 コース 発行所 教科書名
１年生・２年生・３年生

音楽Ⅰ Ⅰ・Ⅱ共通 教育芸術社 高校生の音楽Ⅰ

高等部

科目名 コース 発行所 教科書名
３年生

美術Ⅰ Ⅱ 光村図書 美術１

高等部

科目名 コース 発行所 教科書名
２年生

書道Ⅰ Ⅱ  東京書籍 書道Ⅰ
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進路指導

　本校では総合型選抜や学校推薦型選抜で進学する傾向が強いため、少人数制の強みを生かした、一人ひとりと向き
合う小論文や文章表現の指導、時間をかけて何人もの教員と行う面接指導を行っています。志望理由書や自己PR文
などは教員と生徒の間で添削や議論を何度も何度も繰り返すことで徐々に洗練され、自己表現に苦手意識を抱く生徒
も複数の教員と模擬面接を重ねて多角的なアドバイスを受けることで新たな視野と自信をもって面接に臨むことがで
きるようになります。生徒のさまざまな可能性や事情を考慮して一人ひとり異なる志望進路を実現するために、生徒
や家庭と協力して進路指導を行っています。

　難関私学受験経験者の教員がゼミ方式で志望校への徹底指導！志望校選択の相談や模擬試験、共通

テストに関する指導を行います。また、普段の授業内容が理解できているか心配という場合は、基礎

力向上のための講座も行っています。

　高等部1年生～ 3年生まで（希望制）　放課後　週１回50分×1コマ～ 2コマ

　難関大学合格実績の高い予備校で教鞭をとるカリスマ、ベストセラー参考書「小論文をひとつひとつ

わかりやすく」著者の伊藤博貴先生が、本校教室で少人数制の対面授業、生徒の皆さんの答案添削を直

接指導します。

　高等部2年生～ 3年生まで（希望制・定員あり）放課後　週1回50分×1コマ～ 2コマ

　基礎的な作文指導に始まり、将来の進路に合わせた小論対策まで、中等部1年生から指導を行います。

作文・小論文を通じて、表現力を身につけることはもちろん、読解力や思考力を鍛え、さらには社会

的な視点を育てることを目指します。

　放課後、予約制で教員志望の優秀で教育意欲の高いチューター（女性の大学生）と、コーチャー（女

性の大学院生）の学習サポートをうけることができます。また自分自身の体験から進路や志望校、ま

た入試対策についても親身にフォローします。生徒にとっては「心強い味方」。生徒と進路選択の経験、

年齢も近く「質問しやすい」存在として慕われています。

放課後ゼミ

小論文ゼミ

作文・小論文指導

チューター・コーチャーシステム

高1

国語
古典演習

文章検定対策

英語
単語基礎

文法基礎

数学
数学Ⅰ演習

数学Ａ演習

高2

英語
単語基礎

文法基礎

数学
数学Ⅱ基礎

数学Ｂ基礎

共通テスト対策（国・英・理数）

高3

理科

生物演習

生物基礎【Ⅱ類】

物理演習

面接対策講座

共通テスト対策（国・英・理数）

高3 入試対策（国・英・理数）

全学年対象 世界遺産検定対策

高1

国語 古典演習

数学 数学ⅠAの復習

英語 スキルアップ講習

理科
化学基礎

生物基礎

高2

国語 小論文基礎

英語 英検対策

共通テスト対策（国・英・理数）

● 長期休暇講習
夏期講習

冬期講習
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進路実績　

● 亜細亜大学

● 跡見学園女子大学

● 浦和大学

● 江戸川大学

● 桜美林大学

● 大妻女子大学

● 学習院大学

● 川村学園女子大学

● 杏林大学

● 国士舘大学

● こども教育宝仙大学

● 駒沢女子大学

● 駒澤大学

● 埼玉医科大学

● 埼玉工業大学

● 三育学院大学

● 実践女子大学

● 十文字学園女子大学

● 淑徳大学

● 順天堂大学

● 松蔭大学

● 城西国際大学

● 城西大学

● 上智大学

● 昭和女子大学

● 女子栄養大学

● 女子美術大学

● 杉野服飾大学

● 駿河台大学

● 清泉女子大学

● 聖徳大学

● 大正大学

● 大東文化大学

● 高千穂大学

● 愛国学園短期大学

● 秋草学園短期大学

● 有明教育芸術短期大学

● 大妻女子大学短期大学部

● 共立女子短期大学

● 駒沢女子短期大学

● 実践女子大学短期大学

● 淑徳大学短期大学部

● 十文字女子短期大学

● 昭和音楽大学短期大学部

● 城西短期大学

● 星美学園短期大学

● 帝京短期大学

● 貞静学園短期大学

● 東京経営短期大学

● 東京成徳大学短期大学部

● 東京立正短期大学

● 桐朋学園芸術短期大学

● 戸板女子短期大学

● フェリシアこども短期大学

● 文化学園大学短期大学部

● 目白大学短期大学部

● 大原簿記学校

● 香川調理製菓専門学校

● 国際動物専門学校

● 資生堂美容技術専門学校

● 聖和看護専門学校

● 専門学校東京スクールオブビジネス

● 専門学校東京デザイナー学院

● 専門学校東京ビジュアルアーツ

● 専門学校東萌ビューティーカレッジ

● 専門学校日本医科学大学校

● 専門学校HAL東京

● 専門学校ビジョナリーアーツ

● 専門学校武蔵野ファッションカレッジ

● 専門学校モード学園

● 高山美容専門学校

● 東京ＩＴ会計専門学校

● 東京ウエディングブライダル専門学校

● 東京こども専門学校

● 東京コミュニケーションアート専門学校

● 東京スイーツ&カフェ専門学校

● 東京電子専門学校

● 東京ビューティーアート専門学校

● 東京保育医療秘書専門学校

● 東京美容専門学校

● 東京ブレーメン専門学校

● 東京文化美容専門学校

● 東京メディカル・スポーツ専門学校

● 東京YMCA社会体育・保育専門学校

● 東邦学園音響専門学校

● 日本医歯薬専門学校

● 日本ウェルネススポーツ専門学校

● 日本外国語専門学校

● 日本健康医療専門学校

● 日本工学院

● 日本児童教育専門学校

● 日本動物専門学校

● 日本リハビリテーション専門学校

● 服部栄養専門学校

● ハリウッド美容専門学校

● ベルエポック美容専門学校

● ホスピタリティーツーリズム専門学校

● ミス・パリ・ビューティー専門学校

● 武蔵野調理師専門学校

● ヤマザキ動物専門学校

● 山野美容専門学校

● 了徳寺学園医療専門学校

● 早稲田速記医療福祉専門学校

● 玉川大学

● 千葉商科大学

● 帝京科学大学

● 帝京大学

● 帝京平成大学

● 田園調布大学

● 東京有明医療大学

● 東京医科大学

● 東京医療学院大学

● 東京家政学院大学

● 東京家政大学

● 東京工科大学

● 東京国際大学

● 東京女子大学

● 東京聖栄大学

● 東京成徳大学

● 東京福祉大学

● 東京未来大学

● 東洋学園大学

● 東洋大学

● 徳島文理大学

● 獨協大学

● 日本経済大学

● 日本女子体育大学

● 日本大学

● 文化学園大学

● 文京学院大学

● 武蔵野大学

● 目白大学

● 立正大学

● ルーテル学院大学

● 麗澤大学

● 和洋女子大学

● Lakeland University Japan

● 5年間の合格実績
四年制大学 短期大学 専門学校
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クラブ活動

● 活動内容　
最新の現代バレーの理論を取り入れ、論理的な
練習を行っています。ボールを使った練習の他
に自重を使った多くのトレーニングを取り入れ
怪我をしない体力づくりもしています。週末に
は練習試合を多く行いより実践経験を積んでい
きます。競技以外にも行事等の会場準備、清掃
などの奉仕活動も行っております。
私たちはバレーボールを通じて奉仕の精神、謙
虚な心、感謝の気持ちを育んでいき、自律した
女性へと成長していきます。
● 活動日／週6日
● 大会戦績、実績
中等部：全国大会、関東大会の常連校
高等部：春高（9年連続通算11回出場、最高成績3位）、
　　　　インターハイ（最高成績3位）2回出場、
　　　　関東大会の常連校。

● 活動内容　
私たちダンス＆チア部は、チア、ヒップホップ、
バレエの基礎を中心に多くのジャンルのダンス
にチャレンジしています。6学年が仲良く協力
し合い、年に2回大会に出場し、また文化祭、
体育祭などを盛り上げています。部のモットー
は「文武両道」です。
初心者も経験者も大歓迎です！
みなさんの入部をお待ちしております！
● 活動日／週5日（月・火・木・金・土）
● 大会戦績
全国中学校・高等学校ダンスドリル選手権大会
2019関東大会（HIPHOP small部門）第3位
令和元年度関東ダンスドリル秋季競技大会
(HIPHOP small部門）第2位

● 活動内容　
「みんなで楽しむバスケ」をモットーに、楽しく
活動をしています。大会参加を目指しての活動で
はなく、生涯スポーツのようなバスケットボール
を楽しむ活動です。そのため、きつい練習では
なく、試合形式が多いです。運動が苦手という
方でも、楽しみたい方ならだれでも大歓迎です。
● 活動日／月曜日・木曜日

● 活動内容　
初心者から経験者まで、互いに切磋琢磨して日々
稽古に励んでいます。基礎基本を大事に正しい
剣道の実践を目指し、同時に楽しく部活動を行
うことを心がけています。級、段審査の受験や
区民大会に出場します。
● 活動日／月・火・金・土曜日
● 大会戦績
文京区民剣道大会出場（10月）、段審査

● 活動内容　
初心者も経験者も関係なく楽しく打ち合ってい
ます。最初はある程度打てるようになるまで経
験者や顧問の先生が教えてくれます。それぞれ
のリフレッシュのために来ている人や技術を少
しでも吸収しようとする人、それぞれの思いと
ともに楽しく活動しています。ほとんどが初心
者で構成されていることもあり、運動が苦手だ
けど運動がしたい人も参加しやすい環境です。
誰でも大歓迎です。
部員総出でお待ちしております。
● 活動日／月曜日・火曜日

バレーボール部

ダンス＆チア部

バスケットボール部

剣道部

バドミントン部

本校のクラブ活動は運動部8、
文化部12、計20の多彩なジャ
ンルのクラブからなっています。
中学生と高校生が合同で活動す
る中で、リーダーシップや協力・
協調を学んでいきます。大会に
向けて本格的に練習をするクラ
ブもあれば、楽しく活動すること
を大事に新たな取り組みを模索
しながら成長しているクラブもあ
ります。自分に合ったクラブで授
業だけでは経験できない多くの
学びを得ることができます。
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● 活動内容　
流派は池坊になります。自由花から生花まで指
導してくださいます。生花は学校華道ではなか
なかやらないそうです。1年続けると免状をい
ただくことができます。池坊や支部主催の花展
に見学、出瓶することもあります。花を生けて、
文化祭などで展示しています。オープンキャン
パスでもミニ体験コーナーを設けて、来場者の
作品作りの手伝いをします。
● 活動日
月に2回程度土曜日放課後に活動しています。
● 大会戦績、実績

「Ikenobo花の甲子園2019」
関東南大会優勝、全国大会敢闘賞

「いけばなの根源池坊展～東京花展～」出瓶
「池坊学生花のフェスティバル」出瓶

● 活動内容　
新入生歓迎会、体育大会、なでしこ祭（文化祭）、
3年生を送る会で演奏発表をしています。
体育大会では、「若い力」を演奏し、他の発表の
場では生徒自身が選曲をして、様々なジャンル
の曲を演奏します。
大抵の楽器は揃っているので経験者、初心者問
わず入部でき、たくさんの楽器にふれることが
できます。
● 活動日／月、木、金 15:30 ～17:30
● 大会戦績
多摩アンサンブルフェスタ銅賞（2018年12月）
東京都アンサンブルコンテスト銅賞（2019年1月）

● 活動内容　
発声の基礎練習、アニメーションへのアテレコ、
朗読の練習を行っています。隔週土曜日は外部
講師として現役のプロの方々に指導をしても
らっています。体育祭の会場アナウンス、オー
プンキャンパス・文化祭ではアテレコ体験と朗
読会を行いました。
● 活動日／木曜日と隔週土曜日

● 活動内容　
書道部は少人数で展覧会に出展する作品や季節
に合った作品や好きな言葉などを精力的に楽し
く書いています。昨年は大きな筆でダイナミッ
クに作品を書きました。興味がある人はぜひ一
緒に活動しましょう。
● 活動日／毎週火曜日など
● 大会戦績
各展覧会に出展しています。
季節・行事に合わせた作品も
学内に展示しています。

● 活動内容　
流行の料理やスイーツなどのレシピを調べ、作っ
ています。また、新たにソーイング部門を設立し、
裁縫の作品作りにも取り組むことになりました。
クッキング部門とソーイング部門、好きな方に
参加し、力をつけていきましょう！
● 活動日
ソーイング部門：月曜日
クッキング部門：木曜日
変更の可能性もあります。

● 活動内容　
私たちスケート部は、全員、外部のリンクで練
習していますが、淑徳SC中等部・高等部として
も登録しており、特別活動応援プログラムとし
て不規則な練習時間にも対応し、学習のサポー
トを行っていただくなど学校から支援を受けて
います。スケートを頑張りたい方は、是非、入
部してください。
● 活動日／各自
● 大会戦績、実績
2021年スプリングトロフィー・フィギュアスケート競技大会
黒木愛凛（西武東伏見クラブ所属）
5級女子で3位入賞

● 活動内容　
学校女子サッカーがまだ盛んでないので、入部
する生徒のほとんどが初心者です。なので、パス・
ドリブル・シュートなどの基礎基本を大事にし
ながら、楽しくトレーニングしています。自分
たちのアイデア次第で様々なことができるクラ
ブなので、日々充実した活動をすることができ
ます。
● 活動日／月曜日・木曜日

● 活動内容　
ストローク、ボレー、サーブレシーブなどの基
本練習から試合形式の練習まで行っています。
初心者が多い部活なので、まずはラリー（打ち
合い）ができるようになるまでテニス経験のあ
る教員や部員が基本を指導し、最終的には試合
が楽しめるようにします。
● 活動日／火曜日・金曜日

華道部

吹奏楽部

ボイスアクトレス部

書道部

家庭科部

フットサル部

硬式テニス部

フィギュアスケート部
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● 活動内容　
ボランティア部の主な活動は次の3つです。
① 土曜日の朝などの学校周辺清掃
 学校周辺の道路や植込みのゴミ拾いをします。
② エコキャップ運動の周知と寄付
 発展途上国の子どもたちのワクチン代にする

ため、全校生徒の協力で集めたペットボトル
キャップをNPO法人に寄付しています。

③ 文化祭での高齢者クラブご招待
 地域の高齢者クラブの方々をご案内し楽しい

ひと時を過ごします。
その他、みんなで相談し、新しい取り組みにも
チャレンジすることもあります。
● 活動日／土曜日
● 実績
全校生徒の協力でペットボトルキャップを
36,120個集め、「世界の子どもにワクチンを日
本委員会」に寄付しました。42人分のワクチン
を提供し、264,6Kgの二酸化炭素の削減に協
力したことになります。

● 活動内容　
裏千家です。茶道初
心者でも一つひとつ
丁寧に教えていただ
けます。
3年（6年）続けます
と、許状がいただける
ことになっています。
お点前をするために
必要な作法を習い、
文化祭で来場者にお
もてなしをします。
心の落ち着くクラブですので、気になった人は
お茶室をのぞいてみてください。
● 活動日／週2回水曜日と金曜日放課後です。
● 大会戦績
3年に1度行われる「学校茶道合同茶会」に参加
しています。

● 活動内容　
学年毎でバンドを組んで活動しています。各楽
器にプロ講師がついていて、他の学校にはない
環境で初心者でも安心して活動することができ
ます。コピーバンドですが、実力に合わせて講
師の先生が楽譜をアレンジしてくれるので最初
から演奏に参加することができ、音楽を楽しみ
ながら活動しています。
● 活動日／火曜日・水曜日・土曜日
● 実績
校内：定期演奏会実施

● 活動内容　
マインドスポーツ部は、放課後に楽しく活動を
行っています。主な活動内容は、百人一首・将棋・
囲碁・オセロ・そして人狼などの室内競技に励
む事です。今後もより一層の練習を行い、確実
に力を伸ばしていきたいと思います。今年度は
新しい部員を増やし、昨年度以上に楽しく活動
していきたいです。
● 活動日
毎週金曜日など
● 大会戦績
百人一首かるた大会出場

ボランティア部 軽音楽部

マインドスポーツ部

茶道部

● 活動内容　
イラスト作製・プラ板等での小物作製・部誌作製
・文化祭へ向けた作品作り・長期休暇での校外
活動（テレビ局・雑誌等の出版社への訪問）
放課後に好きな世界観に耽ることができる、素
敵なクラブです。
● 活動日／毎週月曜日（曜日の変更は可能）

● 活動内容　
本校のネイティブスピーカーの先生とコミュニ
ケーションをとり、英語力の向上を図っています。
気さくな先生なので、楽しく会話ができます。
● 活動日
週1日金曜日で活動をしています。

（曜日の変更は可能）

● 活動内容　
科学部は、週に一度放課後に理科室で活動を
行っています。理科室の器具や薬品を使って、楽
しく実験をしています。これまでには、スライム
や人工イクラを作ったり、ミョウバンの結晶作り
やイカの解剖などを行ったりしました。
実験が好きな人、理科を好きになりたい人、私
たちと一緒に科学部で活動してみませんか。
● 活動日
毎週金曜日（曜日の変更は可能）

メディアイラスト部

英語部

科学部
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Shukutoku Successful  Career

学校行事

● 入学式
● 新入生歓迎会
● 保護者会

● 後期始業式
● 保護者会
● 避難訓練（火災）

● 新潟宿泊研修
● 高等部2年修学旅行
　（九州）
● 授業参観

● なでしこ祭
● 文化発表会
　（英語劇・ダンス発表）
● 授業参観

● 前期中間考査
● 体育祭
● 面談期間
● 避難訓練（地震）

● 後期中間考査
● 成道会
● 芸術鑑賞会
● 冬期補習・講習

● 面談期間
● 夏期補習・講習
● オープンキャンパス

● 伝通院参拝
● 御忌会
● 高等部推薦入試

● 夏期補習・講習
● 高等部1年
　サマースクール

● 中等部入学試験
● 高等部一般入試
● 中等部探究学習発表会
● 合唱祭・送別会
● 涅槃会

● 中等部3年修学旅行
　（広島・大阪・京都）
● 前期期末考査
● 前期終業式
● 防災訓練（下校訓練） ● 高等部卒業式

● 後期期末考査
● 中等部卒業証書授与式
● 終業式

4月

10月

5月

11月

6月

12月

7月

1月

8月

2月

9月

3月

▲ 新入生歓迎会（4月）

▲ 中等部3年修学旅行（京都・9月）

▲ 新潟宿泊研修（5月）

▲ なでしこ祭（11月）

▲ 高等部2年修学旅行（九州・5月）

▲ 文化発表会（創作ダンス発表・11月）

▲ 高等部1年サマースクール（8月）

▲ 合唱祭（2月）

▲ 高等部1年サマースクール（8月）

▲ 送別会（2月）
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2022年諸費用

【入学手続時納入金等】 1年次 2年次 3年次

中等部

入学金 250,000 −　 −　

購入品　　　　　　　※ 身分証・生徒手帳・非常食など 19,179 1,010 1,010

制服等購入品 制服等必須購入品のみ 157,960 −　 −　

副教材（教科書は無償）※ 25,010 8,803 5,591

高等部

入学金 250,000 −　 −　

購入品　　　　　　　※ 身分証・生徒手帳・非常食など 16,361 1,010 1,010

制服等購入品　 制服等必須購入品のみ 135,960 −　 −　

教科書・副教材　　　※ 24,361 16,468 7,434

【学費等（予定）】 1年次 2年次 3年次

中等部

授業料 444,000 444,000 444,000

施設維持費 199,200 199,200 199,200

教育設備充実費 50,000 50,000 50,000

高等部

授業料 432,000 432,000 432,000

施設維持費 199,200 199,200 199,200

教育設備充実費 50,000 50,000 50,000

【その他】 1年次 2年次 3年次

中等部

実習費（実習・教材・外部試験等） 60,000 30,000 30,000

検定費（英語・数学等） 20,000 30,000 30,000

校外学習・宿泊研修費 50,000 50,000 50,000

修学旅行費 60,000 60,000 −　

高等部

実習費（実習・教材・外部試験等） 40,000 40,000 40,000

検定費（英語・数学等） 40,000 40,000 20,000

校外学習・宿泊研修費 70,000 10,000 20,000

修学旅行費 60,000 60,000 −　

※ 2020年度入学者実績  参照。 経済情勢などの変動により価格が変更する場合があります。

単位：円

【委託費】 1年次 2年次 3年次

共　通

PTA会費 17,400 14,400 14,400

生徒会会費 7,200 7,200 7,200

後援会会費 15,000 12,000 12,000

同窓会会費 18,000 −　 −　

高等部 卒業対策費 −　 −　 60,000

※

※ 年度ごとの計画により、改定する場合があります。
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Shukutoku Successful  Career

各種データ

出席点検・朝礼 	 8:30	 ～

１限 	 8:45	 ～	 9:35

２限 	 9:45	 ～	10:35

３限 	 10:45	 ～	11:35

４限 	 11:45	 ～	12:35

昼休み 	 12:35	 ～	13:20

５限 	 13:20	 ～	14:10

６限 	 14:20	 ～	15:10

終礼 	 15:10	 ～

講習・部活 	 15:50	 ～

出席点検・朝礼 	 8:30	 ～

１限 	 8:45	 ～	 9:35

２限 	 9:45	 ～	10:35

３限 	 10:45	 ～	11:35

４限 	 11:45	 ～	12:35

昼休み 	 12:35	 ～	13:20

５限 	 13:20	 ～	14:10

６限 	 14:20	 ～	15:10

７限 	 15:20	 ～	16:10

終礼 	 16:10	 ～

常勤 32
49

非常勤 17	

教科別内訳

国語科 6

社会科 6

数学科 5

理科 4

保健体育科 5

芸術科 3

外国語科 9

技術・家庭科 3

情報科 1

合計 42

事務職員 4

養護教諭 1

図書館司書 1

ネイティブ 1

● 平常時授業時間 ● 平常時授業時間（7限あり）

● 教員数（2020年4月現在）

● 生徒の居住地域

千葉県

3.4%

神奈川県

0.6%

都道府県別
通学エリア

埼玉県

14.9%

東京都

81.1%

千代田区 1.1%

中央区 1.7%

新宿区 2.9%

文京区 5.2%

台東区 2.9%

墨田区 1.1%

江東区 5.2%

目黒区 0.6%

世田谷区 1.7%

江戸川区 2.9%

荒川区 4.0%

渋谷区 2.9%

中野区 1.7%

杉並区 1.1%

豊島区 2.9%

北区 4.0%

板橋区 15.5%

練馬区 8.6%

足立区 6.3%

葛飾区 4.6%

都下 3.4%

府中市 0.6%
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中等部入試要項

高等部入試要項

【一般入試】　募集人数 20名
試験回 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回

試験日
2月1日（火） 2月2日（水） 2月3日（木）

午前 午後 午前 午後 午前

試験内容

①	適性検査ⅠⅡⅢ　※適性検査型入試は2月1日（火）午前のみとなります。
②	国・算・理・社・英より2科選択	・	面接
※①・②のいずれかより選択
※適性検査型入試の内容はⅠ（作文型・2文型）・Ⅱ（科目複合型）・Ⅲ（理数型）です。

【推薦入試】　募集人数 40名

入試区分
単願推薦 併願推薦（埼玉・千葉） 一芸一能推薦	※1

特別選抜コース　・　選抜コース
試験日 1月22日（土）

適性検査	※2
①	英語・国語（計60分）・面接
②	英語・数学（計60分）・面接　　　①②のいずれかより選択

単願推薦 併願優遇（東京・神奈川） 併願推薦（埼玉・千葉）
特別選抜コース 5科17以上	/	9科30以上 5科19以上	/	9科32以上
選抜コース 9科26以上 9科29以上

【一般入試】　募集人数 40名  併願優遇制度あり
入試区分 特別選抜コース 選抜コース
試験日 2月10日（木）・2月11日（金）・2月13日（日）

学科試験	※2
①	英語・国語（各50分）・面接
②	英語・数学（各50分）・面接　　　①②のいずれかより選択

一般①　適性検査：	10,000円
一般②　2科選択／特別入試：	20,000円（1回の受験料で2回まで受験できます）

一芸一能に秀でた生徒。大会・コンクール等の実績を加味します。将来性により奨学金制度の対象となりえます。
授業を欠席した際のフォローをいたします。

【特別入試】　募集人数 20名
試験回 第1回

試験日
2月1日（火）
午前

試験内容
作文	・	面接

※事前にエントリーシートの提出と診断模試の受験（10月以降随時開始）が必須となります。

● 試験日・試験内容　　募集人数合計 40名

● 試験日・試験内容　　募集人数合計 80名

● 出願基準	※2

● 受験料

● 特別活動応援プログラム

※1	 一芸一能推薦：一芸一能に秀でた生徒。大会・コンクール等の実績や将来性により、優遇いたします。（原則9科27以上）
※2	 加点制度：検定資格3級以上、精皆勤、生徒会役員、各種委員会、クラブ活動、校外活動等、総合的にみて2点まで加点。
	 　　　　　その他優れた特記事項がある場合、更に加点を考慮いたします。

入試要項

20,000円

● 受験料

一芸一能に秀でた生徒。大会・コンクール等の実績を加味します。将来性により奨学金制度の対象となりえます。
授業を欠席した際のフォローをいたします。

● 特別活動応援プログラム


