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キャンパスを開放して、施設案内や部活動見学などを実施します。

平成29年7月23日（日）・8月26日（土） 10：00～

※駐車スペースがありませんので、車での来校は御遠慮ください。

学校見学会
学校への訪問見学は随時できます。
● 平日の事務室受付は9：00～16：00で、校舎内外の見学ができます。
● 土・日・祝祭日および夏休み・冬休みは、校舎外のみとなります。

学 校
見 学

入試説明会

10月21日（土）・28日（土）

11月4日（土）・11日（土）・18日（土）・23日（木・祝）・25日（土）
● 場所：本校　● 内容：学校概要・入試説明等　● 時間：14：00～

中学生・保護者対象

※駐車スペースがありませんので、車での来校は御遠慮ください。

［平成29年］

再受験の場合、受験料が不要です。
● 前期選抜試験に合格せず、後期選抜入試に再チャレンジの場合、受験料はかかりません。

前期Ｂ選抜試験（併願）は、Ⅰ期とⅡ期があります。
● Ⅰ期、Ⅱ期共に試験は、高得点２科目の判定となります。

特待生選抜試験が用意されています。
● Ｓ特進選抜・Ｂ選抜試験の得点結果で選ばれます。

入試制度の特色

Information

2018

がんばる生徒を
 応援します。

C ha l lenge C ha ngeC ha nce

3つの

C

学院祭（文化祭）一般公開日  平成29年10月1日（日）10：00～14：00

入試方式

願書受付

募集人員

　試 験 日

合格発表

入試内容

323名

前　　期

平成29年12月18日（月）〜平成30年1月12日（金）必着　※郵送のみ

1月22日（月） 郵送／中学校長あて 1月23日（火） 郵送
／中学校長あて

1月25日（木） 郵送
／中学校長あて

A選抜（単願）

1月17日（水）

B選抜Ⅰ期（併願）

1月18日（木）

B選抜Ⅱ期（併願）

1月19日（金）

1月23日（火）
郵送／中学校長あて

1月22日（月）
郵送／中学校長あて

C選抜（スポーツ・単願）

1月17日（水） 1月19日（金）

S特進選抜

1月22日（月）

一般選抜

前期選抜　320名

後　　期

平成30年1月26日（金）〜
2月2日（金）必着　※郵送のみ

2月6日（火）

2月7日（水） 校内

後期選抜　若干名

面　　接
国語・数学・英語の

3科目
（判定は高得点2科目）

国語・数学・英語の
3科目

（判定は高得点2科目）
面　　接 国語・数学・英語の

3科目および面接
国語・数学・英語の

3科目 国語・数学・英語の3科目

※前期入試においては、部活動・特技・資格・技能検定などの優遇措置があります。詳細は入試要項を参照ください。

平成30年度　入学試験ガイド



高校生活の3年間はこころと身体、そして知識・技能・思考力を高める絶好のとき。

私たちは、皆さんに向けて大切な日々を支える3つの「C」を掲げています。
1つめのCは、「Chance」。部活や資格検定など、飛躍できる機会がたくさんあります。

2つめは「Challenge」。皆さん、新しいことにどんどん挑戦してください。

1人ひとりのやる気に応える充実したサポート体制を整えています。
そして3つめの「Change」。3年間打ち込むことで、大きな変化が期待できます。

恵まれた環境のなか、ぜひ3つの「C」を体感してください。

私たちは、がんばる生徒を応援します。

新たな学習の取り組み が始まります！

中央学院高校では、生徒一人ひとりの夢を実現するために、“確かな学力づくり”を目標に、

2018年4月から新しい教育システムを導入します。

大学の一般受験に対応できる基礎学力および応用力を身につけるため、

1年生から正課外学習を積極的に取り入れるとともに、ICT機器（タブレット端末など）の導入、

それらを活用した英語教育の充実化を図っていきます。

通常の授業とは別に補習や模擬試験、さらに一人ひとりの成
績や目標に合わせた対策講座など、さまざまな学習機会を設
定し、日々の学習をより密度の濃いものにしていきます。一人
ひとりの学習への意欲を高め、家庭学習の質の向上も図りな
がら、将来の進路に向け、きめ細かに指導していきます。

授業以外の学習の場を拡大し、
確実な学力アップをサポートします。

正課外学習の拡大
生徒全員がタブレットを活用。
得意・苦手分野を把握し、
基礎力と応用力を効果的に高めていきます。

全員にタブレット端末を導入し、専用の学習アプリを活用し
た学習を行います。1年生ではeラーニングシステムを活用して
基礎力をしっかりとアップ。2年以降は一人ひとりの成績状況
や進路目標に合わせて、講義動画や到達度テストなど復習・
予習を繰り返し、受験に向けて着実に学力アップを図ります。

タブレット端末の活用

2018年4月

Chance Cha l lenge Change

変 化

挑 戦

機 会

S特進コース
放課後の補習・長期休業（春・夏・冬季）中の
補習や夏期校外合宿

1年
～3年

eラーニングシステム「すらら」
基礎学力アップを目標に、小学校高学年から
高校3年生までの英語・数学・国語の学習を、
自分の能力やペースに応じて進めることがで
きます。

1年

学習支援サービス「スタディサプリ」
講義動画の活用や到達度テストを通して、志
望校に合わせた学習プランを、専属コーチが
アプリを介して提供します。自分の学力をリ
アルタイムに把握し、苦手分野を常に特定す
ることで、効果的な予習・復習ができます。

2年
  ・3年

進学コース
◎模擬試験の事前事後学習　◎正課後学習

◎各種検定対策講座　◎成績不振者対策講座

1年
～3年

中央学院高校で手にする、3つのC

全コースの生徒を対象に、英語を「話す」「読む」「聞く」「書く」の4技能のレベル
アップを図ります。英検をはじめ、タブレットを活用したオンラインでのスピーキン
グトレーニング、4技能測定
「GTEC」の実施、さらに校外
研修など、学習環境を充実さ
せ、トータルな英語力を培っ
ていきます。

「話す」「読む」「聞く」「書く」をトータルに磨き、英語が“使える”人材へと育成します。

校外研修（希望者を対象）
◎British Hills（福島県）での英国文化体験

◎オーストラリア語学研修　ホームステイ体験

1年

2年

◎英検3級～準2級レベル

◎英検準2級～2級レベル
3年

1年
～2年

※希望者人数により実施しない場合もあります。

英語学習をより充実
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進路や夢に合わせたコース選択で実力を高めよう！
中央学院高校の特長は、希望や夢の実現をきめ細かにサポートするコース制のカリキュラムです。

「S特進コース」「進学コース」「スポーツコース」の3コースから、目標に合わせて自分の道を選んでください。

11：50～12：404時限

昼休みは40分

13：20～14：105時限

  8：50～  9：401時限   8：50～ 9：40

  9：50～10：402時限   9：50～10：40

10：50～11：403時限 10：50～11：40

14：20～15：106時限

15：20～16：107時限

土 曜 日月 曜 日～金 曜 日

◎ インド学・サンスクリット学・仏教学者
◎ 1944年文化勲章受章
◎ 「中央商業学校」創立に尽力、
 中央学院誕生の礎を築く

高楠　順次郎 博士（1866－1945）

組   織   図

学校法人
中央学院

中央学院大学中央高等学校

中央学院高等学校
（全日制普通科）

中央学院大学

（商学部・法学部）

（全日制普通科／商業科）

● 誠實に謙虚に生きよ

● 温かい心で人に接し奉仕と感謝の心を忘れるな

● 常に身を慎み反省と研鑽を忘れるな

建学の精神 創立者  高楠順次郎の言葉

● 自らを律し、自主・自立の精神を育てる

● 基本的生活習慣を確立させる

● 学習意欲を高揚させ、進路の充実を図る

● 自治的精神を培い、学校生活の充実に努める

● 部活動の活発化と体力の向上を目指す

● 国際化に対応した人物の育成に努める

● 社会福祉への意識を高め、思いやりの精神を培う

努力目標

● 誠実で健康

● 素直で明朗

● 豊かな人間性と情操

教育方針

　本校の教育方針「誠実で健康」「素直で明朗」「豊かな人間性
と情操」はいつの時代にも通用するものであり、現代の混迷し
た厳しい時代にこそ必要なものになっています。私たちはこの
教育方針のもと、基本を大切にした学習活動だけでなく、部活
動や委員会活動、ボランティア活動、資格検定取得など様々な
活動ができる環境を整えています。
　皆さん、色々なものに積極的に取り組み、充実した高校生活
を送りましょう。そして、身につけたものを基に、自分自身が描
いている夢や目標の実現に向かって一歩をふみ出してくださ
い。目標を達成するために努力する皆さんを、私たちは全力で
サポートしていきます。

さらに、一歩ふみ出す努力を

中央学院高校ならではの授業と
言えるのが「校技」。体育とは別に
男子は「剣道」、女子は「弓道」を
3年間、必須科目として学びます。
慣れない武道の世界に最初は戸

惑うかもしれませんが、「礼の精神」を身に付け、心と技術を鍛錬する貴重
な授業です。校技大会も毎年開催され、普段の授業の成果を発揮すべく、
皆が真剣に取り組んでいます。

男子は剣道、
女子は弓道を3年間学び、
心身ともに鍛錬します!

生徒一人ひとりの基礎学力アップ
と、より多様な学習機会を提供す
ることを目的として、完全週６日
制を導入しています。先行して導

入した「S特進コース」での実績とノウハウをもとに、月～金曜日は基本６
時間、土曜日３時間のカリキュラムを展開。サテライン授業などの多彩な授
業コンテンツに加え、放課後の時間を十分に確保することで、部活動や生
徒会活動、資格取得へのチャレンジなど、一人ひとりの意欲に応え、人間力
の向上を推進しています。大切な高校生活３年間、ひとつ上へと“伸びる自
分”を育てていきます。

「完全週６日制」で
高い学習効果を上げます。

◎ S特進コースは放課後、
 進学補習（100分）が
 設定されています。
 （週4日程度）

時間割

校 長　藤森 庸一

沿　　  革

明治33年 10月  ● 日本橋簡易商業夜学校設立

明治35年   5月  ● 中央商業学校設立
  ＊「反省会雑誌（後の中央公論）」の主宰者
  　  高楠順次郎博士が創立

昭和45年   4月  ● 中央学院高等学校設立

平成14年 10月  ● 学校法人中央学院が100周年を迎える

学校法人「中央学院」の沿革（抜粋）

2020年に本校は創立50年を迎えます

目　　　標

スポーツ
コース

進学
コース

国公立大および難関私立大進学をめざす

※SSクラス選択については成績等による選考があります。

難関私立大進学をめざす

中堅私立大・短大・専門学校進学をめざす

スポーツ推薦による大学進学をめざす

SXクラス
S特進コース

SSクラス
S特進コース

年入学時 ※コース選択 年

スポーツコーススポーツコース

S特進コースS特進コース

進学コース進学コース

2
年
次
に
2
つ
に
分
か
れ
ま
す
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計画を立て取り組むのが学習のコツ。

勉強は生活リズムの一部になっています。

K.Kくん
SXクラス

くさんの補習や特別講習に慣れ
るまで大変でしたが、今は勉強

することが習慣になっています。自主
学習のコツはスケジュールを立ててや
ること。毎年S特進コースの年間スケ
ジュールが配られるので、計画的に
勉強でき、やる気にもつながります。
おかげで、高校に入ってから「テス

トのためだけの勉強」ではなく、「この言葉は
英語ならなんだろう」と普段の生活で考えたり、楽しんで勉強で
きるようになりました。３年生では志望校合格に向けて、受験ま
での８回の模試でしっかり結果を残せるよう頑張ります。

た

部活も授業もバランス良く充実の日々。

個性の光る、活発なクラスです。

ラスの雰囲気はいつも賑やかで、とても個性豊かです。授業中
はよく質問が飛び交っています。進学コースの魅力は、勉強と

部活動が両立できるところ。部活動はバドミントン部で部長を務め
ています。代表として部全体を見るようになり、視野が広がりまし
た。練習の日々ですが、充実していますね。将来は、保育士になるこ
とも考えつつ、4年制の大学へ進学しようと思っています。志望大
学をめざして試験勉強を頑張りながら、部活では10年ぶりの関
東大会へ出場することが目標です。

ク

E.Hさん

設置講座の充実 （一例）

英語
◎入試問題演習
◎文法項目の整理

国語
◎源氏物語ゼミ
◎現・古・漢入試問題演習

数学 ◎単元別講座

地歴
◎戦後史特講
◎史料問題対策

理科
◎センター化学
◎単元別講座

1年入学直後 3年次最終

64.9
3年次の
平均59.6

Aくんの「英語」偏差値推移

（河合塾のデータ）41.7

本コースは国公立大・難関私大の現役合格をめざ
したカリキュラムで構成されています。1年次から
のSXクラス（国公立大学受験対応カリキュラム）
に加え、２年次よりSSクラス（私立大学受験対応
カリキュラム）を設定。平常授業にプラスして、放
課後や長期休業を活用した受験対応講座を豊富
に用意しています。クラス全員が高い目標を掲げ
ながら、主体的な学習に取り組むのがこのＳ特進
コースの特長で、学習を中心として何事も自ら企
画し、工夫する、創造力に満ちた高校生活を実践
していきます。心と知力と体力。まさに広く人間と
しての資質を磨き、成長をめざすコースです。 

受講料
無料

中央学院大学への推薦のほか、
一般受験に対応できる学力を
養成した上で、推薦やＡＯを含
めた様々な入試形態においても
進路を獲得できるよう、一人ひ
とりの志望に応じたきめ細やか
な進路指導を実践しています。

将来の進路

SXクラスは、国公立大学および
早稲田・慶應・上智・青山学院・
立教大学をはじめとする難関
私立大学の現役合格をめざし
ます。SSクラスは、難関私立大
学への現役合格をめざします。

将来の進路

総合学習では重点的に進路
指導を行い、１年次から明確
な入試目標を定め、成功のた
めの学習計画を段階的に指
導していきます。また、クラス
担任やコース専従教 員との
定期的な面接を実施。保護者
向けにも受験に対する勉強
会を年に1～2回実施してい
ます。

進路指導の充実

１年次から年数回にわたり
全国模試を実施。志望校の合
格水準と自己の実力の差を
随時確認しながら、学習計画
を検討し実践していきます。

1年次から継続して
全国模試を実施

◎2年次／4泊5日 
◎3年次／6泊7日

1日500分以上の学習時間を
確保し、レベルアップを図り
ます。

夏季勉強合宿を実施

通常授業に加えて放課後に1
コマ100分の補習を実施。一
人ひとりの進路や希望に合
わせた学力向上を図ります。

進路に合わせて
選択できる補習 毎日の授業の後に正課後学

習を実施しています。主に正
課の学習内容の復習や反復
練習を行う時間です。

正課後学習の活用

生徒の個々の能力に合わせ
て効果的に学習するために、
タブレットなどのICT機器を
活用します。

ICT機器（タブレットなど）の活用

基礎学力の定着と、応用力の
確認のために、外部模試を活
用します。事前、事後学習を通
して、個々の能力を見極め、生
徒一人ひとりの学力の変化に対
してきめ細かな指導をします。

模擬試験の積極的活用

人間としての資質をバランス
よく磨いていくために、部活動
や生徒会活動、ボランティア
活動といった課外活動への参
加を積極的に促しています。

課外活動を積極的に推進

海外修学旅行では異文化理解
をより深めるために、事前学
習を実施。単なる旅行ではな
く、実りある体験への準備学
習に力を入れています。更に、
希望者を対象にBritish Hills
やオーストラリアホームステ
イに参加することもできます。

異文化体験で幅広い視野を育む

学力と教養を高めていくため
に、本校が推奨する各種検定
の取得を目指します。

各種検定試験の活用

カリキュラムの カリキュラムの「心・知・体」のバランスを育む、多彩なプラスα

※SSクラスの1年次は、
　進学コースのカリキュラムを履修します

1年 2年 3年SXクラス

2年 3年SSクラス

国公立・難関私立大学への現役合格をめざす

  特進コースS ※進学コースでは、1年次に入学試験の結果等により選抜したクラスを設けています。

1年 2年 3年

中央学院大学・有名私立大学・短大、専門学校をめざす

進学コース
自分探しをサポートする多彩なカリキュラム

本コースは中央学院大学、有名私立文系・理系大学、短大、専門学校などの幅
広い進路をめざすコースです。将来の自分をしっかりと見つめることを軸とし
て、各科目の授業や総合学習を通して、一般受験に対応する基礎学力と応用
力を身につけていきます。また、日々の学習の定着化、家庭学習増強を目標に
正課後学習を導入しています。さらに、ICT機器（タブレットなど）を用いて、生
徒のレベルに合った効果的な学習を実現させています。推薦入試やAO入試へ
のサポートとして、早期から小論文・面接対策を実施しています。部活動や生
徒会活動、ボランティア活動などへの積極的な参加を促し、心身ともにバラン
スのとれた人間形成をサポートしていきます。

future future

長期休業中に
特別講習を実施

長期休業（春・夏・冬季）時に7
～14日間の特別演習を開講
します。

0706 CHUOGAKUIN HIGH SCHOOL 2018

単位数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1年 国語総合 世界史A 日本史A 数学Ⅰ 数学A 化学
基礎

生物
基礎 体育 ※1 コミュニケーション

英語Ⅰ
英語

表現Ⅰ
家庭
基礎

社会と
情報

総
合 LHR 34

単位

2
年

文
系 現代文B 古典B ※2 現代

社会 数学Ⅱ 物理
基礎 生物 体育 保

健※3 コミュニケーション
英語Ⅱ

英語
表現Ⅱ

総
合 LHR 33

単位

理
系

国語
探究

現代
社会 数学Ⅱ 数学B 物理基礎 ※4 体育 保

健※3 コミュニケーション
英語Ⅱ

英語
表現Ⅱ

総
合 LHR 33

単位

3
年

文
系 現代文B 古典B ※5 ※6 体育 保

健※3 コミュニケーション
英語Ⅲ 英語表現Ⅱ 食物と

健康
総
合 LHR 33

単位

理
系 ※7 ※8 ※9 体育 保

健※3 コミュニケーション
英語Ⅲ 英語表現Ⅱ 食物と

健康
総
合 LHR 33

単位

カリキュラム ●平成30年度入学生

●※1 音楽Ⅰ・美術Ⅰ・書道Ⅰから1科目選択　●※2 世界史B・日本史Bから1科目選択　●※3 音楽Ⅱ・美術Ⅱ・書道Ⅱから1科目選択　
●※4 化学・生物から1科目選択　●※5 世界史B・日本史B・地理Bから1科目選択　●※6 世界史研究・日本史研究・政治経済から1科目選択　
●※7 表現探究（国語）と数学研究のセット、または数学Ⅲのどちらかを選択　●※8 物理・化学・生物から1科目選択　●※9 物理研究・化学研究・生物研究から1科目選択

選択科目
について

［SSクラス］

●※1 音楽Ⅰ・美術Ⅰ・書道Ⅰから1科目選択　●※2 世界史B・日本史Bから1科目選択　●※3 世界史研究・日本史研究・政治経済から1科目選択　
●※4 国語探究・数学応用から1科目選択　●※5 政治経済・物理研究・化学研究・生物研究から1科目選択　●※6 物理・化学・生物から1科目選択

選択科目
について

単位数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1年 国語総合 世界史A 日本史A 数学Ⅰ 数学A 化学
基礎

生物
基礎 体育 ※1 コミュニケーション

英語Ⅰ
英語

表現Ⅰ
家庭
基礎

社会と
情報

総
合 LHR 34

単位

2
年

文
系 現代文B 古典B ※2 現代

社会 数学Ⅱ 物理基礎 体育 保
健

コミュニケーション
英語Ⅱ 英語表現Ⅱ 総

合 LHR 34
単位

理
系

国語
探究

現代
社会 数学Ⅱ 数学B 物理

基礎 化学 生物 体育 保
健

コミュニケーション
英語Ⅱ 英語表現Ⅱ 総

合 LHR 34
単位

3
年

文
系 現代文B 古典B ※2 近現代史 ※3 体育 保

健
コミュニケーション

英語Ⅲ 英語表現Ⅱ 食物と
健康

総
合 LHR 33

単位

理
系 ※4 ※5 数学Ⅲ ※6 体育 保

健
コミュニケーション

英語Ⅲ 英語表現Ⅱ 食物と
健康

総
合 LHR 33

単位

●※1  音楽Ⅰ・美術Ⅰ・書道Ⅰから1科目選択　●※2 世界史B・日本史Bから1科目選択　●※3 国語探究・数学探究から1科目選択　
●※4 近現代史・化学・生物から1科目選択　●※5 世界史研究・日本史研究・政治経済から1科目選択　
●※6 政治経済・物理研究・化学研究・生物研究から1科目選択　●※7 物理・生物から1科目選択

選択科目
について

単位数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

1年 国語総合 世界史A 日本史A 数学Ⅰ 数学A 化学
基礎

生物
基礎 体育 ※1 コミュニケーション

英語Ⅰ
英語

表現Ⅰ
家庭
基礎

社会と
情報

総
合 LHR 34

単位

2
年

文
系 現代文B 古典B ※2 現代

社会 数学Ⅱ 数学B 物理
基礎 体育 保

健
コミュニケーション

英語Ⅱ 英語表現Ⅱ 総
合 LHR 34

単位

理
系 現代文B 古典B 現代

社会 数学Ⅱ 数学B 物理
基礎 化学 体育 保

健
コミュニケーション

英語Ⅱ 英語表現Ⅱ 総
合 LHR 34

単位

3
年

文
系 現代文B 古典B ※3 ※2 ※4 ※5 体育 保

健
コミュニケーション

英語Ⅲ 英語表現Ⅱ 総
合 LHR 34

単位

理
系 ※3 数学Ⅲ ※6 化学 ※7 体育 保

健
コミュニケーション

英語Ⅲ 英語表現Ⅱ 総
合 LHR 34

単位

カリキュラム ●平成30年度入学生 ［SXクラス］



本コースの修了者は「全日制普
通課程修了」として認定されま
す。そのため、他コースと同様に
さまざまな受験が可能です。競
技実績を踏まえたスポーツ推薦
のほか、私立文系大学への推
薦・AO入試受験など、一人ひと
りの進路を選択できます。

将来の進路

スポーツに専念しながら、豊かな人間力を養う

1年 2年 3年
スポーツに関する専門的な知識と技術習得をめざす

スポーツコース

本コースは、基礎学力の向上と幅広い人格形成を目標として、スポーツに重点
を置いた独自のカリキュラムで構成されています。バドミントン、陸上競技（長
距離）、サッカー、剣道、野球のいずれかの部活動に専念する生徒を対象とし
て、全国レベルを目標にスポーツに集中できる学習環境を用意しています。ス
ポーツ選手としての知識や技術の習得、心構えなど、豊かな人間力の育成に努
め、将来は体育系大学への進学のみならず、「全日制普通課程修了」として、私
立文系大学への推薦・AO入試受験など、幅広い進路に対応しています。

学1年から続けている野球に専念できて、とても良い環
境です。部ではキャプテンを務めていますが、まとまりの

ある部で、練習以外でも試験前に集まって勉強会をしていま
す。監督からはよく「野球は頭のスポーツだ」と言われ、中学校
までと違うレベルの高い野球に集中できるのは嬉しいです。
夏の大会では優勝をめざします。クラスは明るく元気が良い
ですね。他の部活の成績もよく話題に上がり、良い刺激に
なっています。恒例のスキー合宿も、すごく楽しいですよ。

future

目標は甲子園出場!

クラスでは他の部活に刺激を受けます。

item
pick up

正 装

summer 夏服School Wear

はつらつとした制服、
みんなに好評です
3年間おつきあいする制服だから、
オシャレであってほしいですね。
高校生らしい清潔感とともに、

ファッション性にも優れた本校の制服は、
コーディネートの楽しさもあります。

制服

winter 冬服

R.Fさん

やっぱり女子に人気は、ピンク
系でまとめたコーディネート。
セーターは私も好きでよく着て
います。ネクタイとリボンはブ
ルーもあるので、気分に合わせ
て選んでいます。

ピンクのシャツとスカートに
ドットのリボン、セーター

アイテム

女子冬服

no.1人気

T.Oくん

グリーンは好きなので、夏服も
さわやかで気に入っています。
シャツはブルーも割と好き。ネ
クタイはドットもいいけど、スト
ライプが実は多いかな。

グリーンの半袖シャツ、
ブルーのドットネクタイ

アイテム

男子夏服

no.1人気

カリキュラムの

同じスポーツに専念する者
同士が集まるクラスは、規律
があり活気にあふれていま
す。健全で活動的な日々は、
将来の人間形成に大いに役
立つものです。

互いが刺激し合い
人間形成に励む環境

AED講習をはじめ、著名人を
招いての講習会やスキー実
習（バッヂテスト級取得）な
ど、指導者としての基礎知識
やマインドづくりを多彩な授
業形式で実践していきます。

指導者の基礎・
マインドづくりを実践

保健体育の授業が２・３年次
には週9時間用意され、実技
だけでなく、個々の種目に関
係する専門的知識の修得に
も力を入れています。

実技だけでなく、
知識も深く学ぶ

午後はスポーツの授業が展
開され、個々の種目に分か
れ、全国レベルを視野に入れ
た技術向上に取り組みます。
スポーツに集中できる環境
が心技体の充実を図ります。

全国レベルを
視野に入れた集中練習

小T.Tくん
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カリキュラム ●平成30年度入学生
単位数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1年 国語総合 世界史A 数学Ⅰ 数学A 化学
基礎

生物
基礎 体育 保

健スポーツ ※1 コミュニケーション
英語Ⅰ

基礎
英語
会話

家庭
基礎

社会と
情報

総
合 LHR 32

単位

2年 現代文B 古典B 日本史B 現代
社会 数学Ⅱ 物理

基礎 体育 保
健

武
道 スポーツ ※2 コミュニケーション

英語Ⅱ
食物と
健康

総
合 LHR 32

単位

3年 現代文B 古典B 表現
探究 日本史B 現代

社会 生物 体育 保
健

武
道 スポーツ ※2 コミュニケーション

英語Ⅲ
総
合 LHR 32

単位

●※1 音楽Ⅰ・美術Ⅰ・書道Ⅰから1科目選択　●※2 音楽Ⅱ・美術Ⅱ・書道Ⅱから1科目選択　
　※野球特待生基準は、次の要件を満たすものとする。（募集は5名以内）
   （1）学業成績が良好な者 （2）野球技量が特に優れ、3 年間野球部に所属し活躍が期待される者 （3）生活面で他の生徒の模範となる者（4）中学校長の推薦による者　

選択科目
について



英検・漢検をはじめ、パソコン検定やニュース時事能力検定など、
10検定が本校で受検可能です。一人ひとりの幅広い資格チャレンジ
をしっかりとサポートしています。

※検定試験は受検希望者の人数により、校内で実施できない場合もあります。

これまでの

実績
58名

2016年度
2級以上合格者
総数

● 2016年度 58名

● 2014年度 66名
● 2015年度 77名

過去3年間の
2級以上
合格者総数

本校で受検できる
検定試験

挑戦できる分野はさまざま

「10種11検定」
※平成28年度実績

◎ 英語検定
◎ 漢字検定
◎ 日本語検定
◎ 数学検定
◎ ニュース時事能力検定
◎ パソコン検定
◎ 書写技能（硬筆・毛筆）検定
◎ 食の検定
◎ 理科検定
◎ TOEIC Bridge

◎ TOEIC 
       （26年度より外部会場にて実施）

幅広い教養を身につけて人間力を高める
学習および部活動に加えて、積極的に推進しているのが「プラスαの自
分づくり」。中でも資格取得への取り組みは他校にはない充実ぶりです。
現在、10検定が学内で受検可能であり、各検定前には教科担当による対
策講座も実施されます。通常の授業に加えてプラスαの教養を身につ
け、将来の就職時にも役立つ力を育てる。数年後の自分をイメージし、幅
広い分野に意欲的にチャレンジする皆さんを私たちは応援します。

検定試験にチャレンジして、+αの実力を!

毎年20から30名の生徒が、食の検定
を受検しています。クッキング部の生
徒や、将来家政学部で食物系を学び
たい、または栄養士やパティシエをめ
ざす生徒などが受検しています。1級の
試験では小論文があり、過去に高校
生初の1級を取得した生徒は、大学受
験の小論課題でこの経験が役立った
そうです。資格取得はその分野への興
味や知識を深めることはもちろんです
が、その後の多くの場面で自信に繋が
ると思います。こうした経験を積める
場が身近にある本校の環境はとても
恵まれているのではないでしょうか。

豊かな人間性を育むため、
ボランティア活動に積極的に取り組んでいます。

生徒たちは、地域のさまざまなイベントでボランティア活動をしています。
例年参加している「アビシルベまつり」をはじめ、「あびこカッパまつり」や「手賀沼エコマラソン」、
「花いっぱい運動」など、地域の住民の方 と々触れ合い、
お手伝いを通して、社会性や豊かな人間性を育んでいます。
生徒会による呼びかけが主ですが、年々、参加する生徒数は増えています。

＊プラスαの自分づくり

検定にトライして、苦手な英語を克服!
何事にも挑戦する
姿勢が身につきました

年生で漢検2級を取得し、そこから興味の
あった日本語検定3級も受検しました。2年

生になって、今度は苦手だった英語に挑戦しよう
と、英検3級、準2級を受検。準2級まで取得すると、
英語に対する苦手意識が薄まりましたね。不得意な
ことでも、まずは挑戦してみることの大切さを学び
ました。検定のスケジュールは学内に掲示されるた
め、気軽に受けてみようという気持ちになります。今
後は、英検2級とニュース検定、パソコン検定の取
得をめざして頑張ります。

1

N.Oさん

◎英語検定 準2級
◎漢字検定     2級
◎日本語検定 3級

複数
資格

H.Aさん M.Sさん

Y先生

クッキング部で3級を取得したの
がきっかけで、2級も受けてみる

ことに。過去問題集を毎日コツコツ解き、疑問
点は直接先生に質問し解消していました。次
は1級にも挑戦したいです。

食に興味があり大学も栄養系の
学部を考えているため、トライし

ました。学内で試験が受けられ、一人で勉強す
るのではなく先生のサポートがあるので、安心
して受検できました。

食の検定

もうひとつの教育手段
として

あびこカッパまつり

孫子かっぱ音頭の「カッパ」をシン
ボルに、駅前のステージでの催しや

カッパ大行進など幅広い世代が楽しめるお
祭りです。本校からはチアリーディング部と
書道部がパフォーマンスを披露しています。

我

熊本地震募金活動

16年4月14日の熊本地震のあと、本
校でも生徒会が主体となり、募金活

動を行いました。被災地支援の一助になれば
と、多くの生徒が義援金に協力しました。集
まったお金は日本赤十字社を通じて支援活
動にあてられました。

20

手賀沼エコマラソン

コマラソンは、手賀沼を周回する
ハーフマラソンです。生徒たちは、早

朝から1万人もの参加を数える選手たちの受
付、スタートの誘導、給水、ゴールテープ準備
など、コース上のあちこちで選手の皆さんを
サポートしています。

エ

アビシルベまつり

孫子インフォメーションセンター
（アビシルベ）の活用・宣伝を目的と

したイベントです。本校の生徒は「上野東京
ライン沿線ご当地キャラと記念撮影」や「駅
長服を着てみよう」などでお手伝いをしてい
ます。

我

花いっぱい運動

北台十丁目地区が主催する、バス通
りの街路樹に花を植える活動です。

本校の生徒も毎回参加し、日頃の通学路で
もあるバス通りを、自分たちが植えた美しい
花で彩っています。6月と11月の年2回、実施
されており、年々、参加者も増えています。

港

2,869名
過去3年間の
受検者
延べ人数

※2016年度は、944名受検
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施  設  ガ  イ  ド

生徒たちの声から生まれた
新メニューも続 と々登場しています！

お昼休みにたくさんの生徒たちでにぎわう学食。
室内は白と黄色を基調とした明るい雰囲気で、メニューも充実。
定食や丼物、麺類、お弁当、おにぎりや調理パン、
サイドメニューにデザートまで、、、もう選ぶのに困るくらい。
新メニューも続 と々登場するから毎日が本当に楽しみです。
もちろん学食だけでなく、“お弁当派”も結構いますよ。

【食　　堂】

【その他の施設】

昼休みや放課後には本好きの生徒が
集い、思い思いの時間をすごします。

文化部の中でも活動顕著な
生物部の拠点にもなっています。

美術の授業のほか、
部活動でも利用されます。

図 書 室 生 物 室 美 術 室 音 楽 室

思いのままに合奏ができる
広いフロアです。

体育館の4Fにあり、
主に部活動で使用しています。

5階まで吹き抜け。階下に音が響かない
よう厳重な防音対策が施されています。

大量・高速処理ができる設備で
インターネットもラクラク。

トレーニングルーム体 育 館 情報教室 書 道 室

独立した書道室を完備しているのも、
本校の特色のひとつです。

1,200人分の災害グッズを常備 先の大震災を教訓に、本校では災害対策に力を入れています。万一の災害に備え、水・食料（３日分）、
簡易ブランケットをパックした防災セット1,200名分（全生徒・全職員分）を常備しています。

1階・2階が各種教室、3階～5階が体育館になっています。

研修館

食  堂

2号館

グラウンド

全天候型テニスコート

全天候型テニスコート
（兼ハンドボール）

弓道場

校舎や学食の他にも学院には素晴らしい施設がたくさん。
リニューアルした全天候型テニスコートや弓道場をはじめ、
生徒一人ひとりのやる気と好奇心に応える充実した施設が自慢です。

グラウンド全天候型テニスコート 弓道場

グラウンド脇にある、部活動
の合宿のために設けられている施設です。軽
音楽部などの部活動でも使われています。

研修館

充実した学習環境が皆さんの３年間を応援します
高校生活の貴重な毎日を支えるのが教育・生活施設です。

中でも皆さんが一番多くの時間を過ごすのが、

すべての学年の教室がある6号館と、図書室、体育館、情報教室などが揃う5号館です。

一人ひとりのやる気と好奇心に充実した設備で応えます。

6
号 館

● 剣道場  ● 卓球場  ● 柔道場を完備

武道館

5
号 館

5
号 館

「窓が大きくて、明るい！」と生徒たちに評判の教室棟。
  5号館と渡り廊下でつながっているので、移動もラクラク！

6
号 館

多彩な視聴覚教材による学習など、
時代に即した授業をすすめます。

視聴覚教室

家庭科の授業で使用します。実習中は
おいしい香りに、作業もはかどります。

調理実習室

3
号 館

3
号 館

武道館

1
号 館

保健室とつながっており、安心して
相談ができるよう工夫しています。

カウンセリングルーム

職員室、保健室、カウンセリングルーム、事務室などがあります。
生徒の皆さんは毎日、正面玄関から登下校します。

1
号 館
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キャンパスライフ

【 校 技 大 会 】

本校の校技である剣道と弓道
の校内大会。「礼の精神」を学
ぶ授業の集大成です。日頃の
練習成果をこの大会で発揮して
ください。

新入生の不安を解消するセレモニー。新
1年生と2・3年生が向かい合い、体育館
で挨拶をかわします。

【 対面式・部活動紹介 】

新入生を対象に２泊３日で行われます。
コース別カリキュラム履修等の説明をう
け、有意義な高校生活へ向けて、各自が
目標を立てます。

【 オリエンテーション研修 】

群馬県鹿沢高原において、2泊3日の
キャンプとトレッキングを行います。

【 林間学校（S特進1年）】

蒼（あお）と朱（あか）に分かれて競います。部活対抗リレー
や先生リレーなどの名物種目で盛り上がります。

【 体 育 祭 】【 学 院 祭 】
毎年６月に生徒会行事の一環として、文
化会館等の外部施設を借りて行ってい
ます。演劇や伝統
芸能など、心の育成
に一役買っている
有意義な1日です。

【 芸術鑑賞会 】
校内公開と一般公開の２日間にわたる学院
祭、クラスによる催しや部活動による模擬店
など、いろいろなイベントが開催され、一般
公開日にはたくさんの来場者を迎えます。ま
た、タレントを呼んだステージも大好評です。

スクールライフを彩るイベントが山盛り！
4月の入学式から翌年3月の修了式まで1年間のカレンダーには

皆さんにとって忘れられない思い出となる数々の行事・イベントがいっぱいです。

体育祭、学院祭、校技大会などさまざまな場面で思う存分スクールライフを謳歌してください。

S特進コース 2年 進学コース 2年

７月から８月にかけて希望制で
オーストラリア語学研修を行い
ます。約２週間のホームステイや
現地高校での語学研修、校外で
はアクティビティ（博物館見学、
クルージン
グ等）を楽し
みます。

スポーツコース 2年

北海道富良野スキー場で３泊４
日のスキー実習を行います。パウ
ダースノーのゲレンデで心身を
鍛え、技術向上を図ります。

希望者

北海道修学旅行 ハワイ修学旅行

オーストラリア語学
研修 スキー実習（北海

道）

３泊４日の行程で、夏の北海道
を巡ります。農家に分宿しての就
農体験、ラフティング、北海道大
学訪問などさまざまなプログラ
ムが実施さ
れています。

異文化体験を目的に４泊６日の
ハワイ修学旅行を行います。毎年
人気のあるBYU（ブリガム・ヤン
グ大学）の学生との交流をはじ
め、多彩な
プログラム
が組まれて
います。

Campus
年間スケジュール

Calendar
2018

● 始業式
● 入学試験（前期） 
● 寒稽古 
　 （希望者）

● 期末考査
● 終業式

● 入学試験（後期）
● スキー実習
　 （スポーツコース2年）

● 海外修学旅行
　 （進学コース2年）  

● 期末考査
● 卒業式
● 修了式

● 校技大会
● 生徒会役員選挙

● 始業式
● 入学式
● 対面式・部活動紹介
● オリエンテーション研修（1年）

● 健康診断

● 期末考査
● 海外語学研修
　 （希望者）

● 終業式
● 夏季合宿
　 （S特進コース） 

● 夏季合宿
　 （S特進コース） 

● 修学旅行
　 （S特進コース2年） 

● 林間学校
　 （S特進コース1年） 

● ブリティッシュヒルズ英語研修
　 （希望者）

● 中間考査
● 体育祭

● 始業式
● 学院祭

● 芸術鑑賞会● 中間考査
● 生徒総会
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部　活　動

仲間とともに、がんばる時間は
成長の大きなチャンス！
部活動は先輩や後輩、他のクラスの仲間たちと交流を深める最大のチャンスです。

たくさんの人との触れ合いは人間形成のための大きな糧となります。

本校には運動部・文化部合わせて26の部があります。全国的に注目されている部も多く、

きっと興味のある部が見つかるはずです。さまざまな分野で活躍する皆さんを、私たちは応援します。

サッカー部 硬式テニス部 剣　道　部

柔　道　部

バスケットボール部

卓　球　部 陸上競技部 バドミントン部

バレーボール部 ハンドボール部 野　球　部

ソフトテニス部 弓　道　部 チアリーディング部

吹奏楽部

書　道　部

軽音楽部 華　道　部 茶　道　部

生　物　部 パソコン部 インターアクト部

クッキング部 美　術　部 放　送　部

全学年の
加入率は78.8％

1年生加入率

club

多くの部活が
活躍しています！

2016年度

★剣道部

全国高校選抜大会出場

★野球部

関東大会出場

★陸上競技部

全国大会・関東大会出場

★サッカー部

全日本ユースフットサル大会出場

★バドミントン部

関東大会出場

★チアリーディング部

JAPAN CUP 出場

★ソフトテニス部

関東大会出場

★書道部

全国高校書道パフォーマンス大会出場
NHK正月番組出演

★生物部

ジャパンバードフェスティバル出場

※野球部は男子のみ、チアリーディング部は女子のみ
 （※マネージャーはその限りでありません）

● 野球　● バドミントン　● サッカー　
● バスケットボール　● バレーボール　● 卓球　
● 硬式テニス　● ソフトテニス　● 陸上競技（長距離） 

● 弓道　● 剣道　● チアリーディング　
● 柔道　● ハンドボール

● 生物　● 吹奏楽　● 軽音楽　
● 華道　● 英語　● 茶道　
● 放送　● パソコン　● 書道　
● インターアクト　
● クッキング　● 美術

運動部 文化部

文 化 部

運 動 部
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本校ではS特進・進学・スポーツの各コースともにそれぞれの目的に合わせたカリキュラムを導入し、「第一志望校
への現役合格」をめざし進路指導を行っています。すべての教職員が進路指導を担当するのが特色で、1年次か
ら進路適性、学力試験、進学補習、保護者会、教育相談など、きめ細かな指導を実施しています。さらに290校に
も及ぶ指定校の多さは他校にない大きな特色で、一人ひとりの将来を見据えた、多彩な進
路選択が可能です。また、1年次より正課外学習や各種模擬試験を有効活用することで
毎年、中央学院大学への推薦を含む大学・短大・専門学校へ90％以上の生徒が進学を果
たしており、現役合格をめざす本校の進路指導のひとつの成果といえます。今後はICT機
器（タブレットなど）を活用した学習で、さらなる実績の向上を目指します。

第一志望への現役合格をめざす、
一人ひとりの将来を見据えた進路指導

短期大学 校39
専門学校 校130

4年制大学 校122

外国系大学 校2

指定校が
多く用意されています

（2017・3実績）

大学・短大
進学率

%75.1

過去3年間の大学・短大合格状況 ※主な合格校

中央学院大学への入学は、入学金全額（30万円）が免除に
なります。他大学との併願も可能です。

特 典

中央学院大学
我孫子市内にある中央学院大学は最新
の教育施設を備えており、多彩なコース
制を採用した「実践教育」が特色。確か
な知力と豊かな創造力を養い、広く社会
で活躍できる人材の育成を行っていま
す。付属高校との高大連携にも積極的

に取り組んでおり、中央学院大学入学予
定者に特別講座を開講し、大学入学後
の単位として認定しています。平成29年
度より「現代教養学部」を新設し商学
部、法学部と併せて3学部体制となりま
した。

「情報処理演習」 （夏季、春季）＊各２単位
  ＊商学部は各２単位ずつ認定
  ＊法学部は夏・春季両方受講のみ４単位認定

【特別講座概要】
「情報処理機器を利用した英語教育」 （春季）

  ＊商学部・法学部ともに２単位として認定

Future

進 路 指 導

現役合格に向けた
ステップ

※ICT機器の活用・期末指導・正課外学習は、年間を通して実施します。

（2017・3実績）

卒業生
進路別内訳

16人

短期大学

4人

留　学

4人

就　職

258人

４年制大学

68人

専門学校

国公立大学

●東京藝術大学
●茨城大学
●福島大学
●高崎経済大学
●釧路公立大学
●はこだて未来大学
●静岡文化芸術大学
●高知工科大学

私立大学

●慶應義塾大学 ●青山学院大学 ●学習院大学 ●法政大学 ●明治大学 ●立教大学 ●東京理科大学 ●関西大学 
●國學院大學 ●順天堂大学 ●獨協大学 ●明治学院大学 ●成蹊大学 ●成城大学 ●武蔵大学 ●駒澤大学 ●専修大学 
●東洋大学 ●日本大学 ●亜細亜大学 ●国士舘大学 ●大東文化大学 ●帝京大学 ●跡見学園女子大学 ●桜美林大学
●大妻女子大学 ●神奈川大学 ●川村学園女子大学 ●神田外語大学 ●共立女子大学 ●工学院大学 ●産業能率大学
●実践女子大学 ●十文字学園女子大学 ●淑徳大学 ●城西大学 ●昭和女子大学 ●女子栄養大学 ●女子美術大学 
●白百合女子大学 ●清泉女子大学 ●聖徳大学 ●聖路加国際大学 ●仙台大学 ●大正大学 ●拓殖大学 ●玉川大学 
●多摩美術大学 ●千葉工業大学 ●千葉商科大学 ●帝京科学大学 ●帝京平成大学 ●東海大学 ●東京有明医療大学
●東京医療保険大学 ●東京家政大学 ●東京経済大学 ●東京工科大学 ●東京工芸大学 ●東京国際大学 ●東京情報大学
●東京女子体育大学 ●東京成徳大学 ●東京造形大学 ●東京電機大学 ●東京農業大学 ●東京福祉大学 ●東邦大学
●東洋英和女学院大学 ●二松学舎大学 ●日本体育大学 ●日本薬科大学 ●武蔵野大学 ●明海大学 ●明星大学 ●目白大学
●立正大学 ●流通経済大学 ●麗澤大学 ●和洋女子大学　　　他

中央学院大学
短期大学

●青山学院女子短大
●立教女学院短大
●大妻女子大学短大
●共立女子短大
●浦和大短大
●川口短大
●貞静学園短大
●聖徳大短大
●帝京短大
●戸板女子短大
●東京交通短大
●目白大短大　　　他

年次2年次1 年次3
●実力診断テスト
●補習開始（S特）
●総合学力テスト
●模試（S特）
●検定・模試対策講座
●正課後学習
●進研模試 ●冬季講習

●小論文指導②
●補習開始（S特）
●模試（S特）
●検定・模試対策講座
●正課後学習
●進研模試 ●春季講習

●学力判定テスト（2回）
●補習開始（S特）
●模試（S特）
●検定・模試対策講座
●正課後学習
●進研模試（２回）

●夏季講習
●夏季合宿（S特）
●模試（S特）

●補習開始（S特）
●模試（S特）
●検定・模試対策講座
●正課後学習
●進研模試（2回） ●冬季講習 ●直前講習（S特）

●実力診断テスト
●学力テスト
●補習開始（S特）
●模試（S特）
●検定・模試対策講座
●正課後学習
●進研模試

●夏季講習
●夏季合宿（S特）
●模試（S特）
●海外語学研修（希望者）

●実力診断テスト
●補習開始（S特）
●模試（S特）
●検定・模試対策講座
●正課後学習
●進研模試

●夏季講習
●British Hills
  （希望者）

●実力診断テスト
●補習開始（S特）
●総合学力テスト
●模試（S特）
●検定・模試対策講座
●正課後学習
●S特オープンコース ●冬季講習

●小論文指導①
●補習開始（S特）
●模試（S特）
●検定・模試対策講座
●正課後学習
●進研模試 ●春季講習

●３年次選択科目締切
●進路ガイダンス
●保護者面談
●保護者会

●進路ガイダンス
●保護者面談（S特）

●進路調査
●保護者会
●進路ガイダンス
●進路面談
●保護者面談

●オープンキャンパス参加
●就職求人票公示
●指定校
  推薦一覧公示

●公務員試験
●指定校推薦入試申込
●AO・一般公募推薦入試
●進路面談
●保護者面談

●センター入試
●一般入試
●進路面談
●保護者面談（S特）

●進路調査
●進路面談
●３年次選択科目のための説明会
●進路ガイダンス
●保護者面談
●保護者会

●進路調査
●進路適性検査
●２年次コース選択のための説明会
●進路ガイダンス
●保護者会（S特）
●保護者面談

●進路面談
●２年次コース選択締切
  （文理選択を含む）
●保護者面談

１ 学 期 夏 休 み 2 学 期 冬 休 み 3 学 期 春 休 み １ 学 期 夏 休 み １ 学 期 夏 休 み 2 学 期 冬 休 み 3 学 期2 学 期 冬 休 み 3 学 期 春 休 み進路指導チャート

進 路 指 導

学 習 指 導

これまでの経験から自己を理解
し、適性を見つめ直しましょう。
さらに学問、職業研究では、保
護者や先生、先輩のアドバイス
に謙虚に耳を傾けながら、数多
くの分野に接してみましょう。

STEP1をふまえ目標を設定し、そ
の実現のためには、どのような
資格・技術・知識が必要なのか
を調べ、それらを修得するため
にどの学部・学科・コースが適切
な選択なのかを決めましょう。

希望学部（学科・コース）が決
定したら、その学部のある大
学・短大を調べ、自分の学力の
到達度から入学の可能性、将
来の自己実現の可能性を検討
し、受験校を選定しましょう。

進学目標校の入試科目・日程・
受験方法を調べ、毎日の学習
計画を立てて実践しましょう。
コツコツと積み重ねていくこ
とが成功への第一歩です。

97.5%

大学・短大
現役合格率

●オープンキャンパス参加 ●オープンキャンパス参加

生徒一人ひとりの
希望を尊重しながら、
1年次から丁寧に
サポートしていきます。

校では「生徒の希望を最優先に」を
モットーに進路指導を進めています。

進路決定のためのヒントや情報を提供しつ
つ、生徒自身が責任を持って選択できるよう
心がけています。まず、入学後は自己理解と
職業・学問研究をテーマに指導を行い、２年
次からは学部・学校など具体的な進路を固
め、そこに向け準備をする流れです。
進路指導室には教員２人が常駐し、昼休みと
放課後に開放しています。相談内容は、主に
受験スケジュールや面接試験について、その
ほか先輩の受験体験記などの閲覧に来る生
徒も多いです。日々の学習指導面も充実さ
せ、模擬試験対策や補習の開講など、卒業後
に向けた指導もきめ細かに行っています。

本

進路指導担当

N先生

自己理解と
学問・職業研究

Step1 Step 2 Step 3 Step 4
目標の設定と学部・
学科・コースの選択

進学希望校の選定 学習計画の実践
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