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中央学院高等学校

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

学校見学会 要予約（本校HPから）

https://www.chuogakuin-h.ed.jp/
〒270-1131  千葉県我孫子市都部765 
TEL.04-7188-1101   FAX.04-7188-4084

入試情報

中央学院高等学校 中央学院高等学校
がんばる生徒を応援します。

中央学院高校で手にする

令和２年 10月24日（土）・31日（土）
 11月7日（土）・14日（土）・21日（土）
 12月5日（土）
● 場所：本校　● 内容：学校概要・入試説明等　● 時間：14：00
※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。

入試説明会【中学生・保護者対象】 要予約（本校HPから）

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、後期選抜試験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期ともに合否は、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

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。
※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。

令和２年8月 22日（土）
 23日（日） 

9：30
13：302

1

令和３年度　入学試験ガイド

募集人員 前期選抜　320名 後期選抜　3名

入試方式 A選抜
（単願）

C選抜
（スポーツ・単願）

B選抜Ⅰ期
（併願）

B選抜Ⅱ期
（併願）

S特進選抜
（単願・併願）

一般選抜
（単願・併願）

後期選抜（単願・併願）

願書受付 　　Web出願：令和2年12月17日（木）〜令和3年1月8日（金）
提出書類郵送受付：令和2年12月17日（木）〜令和3年1月9日（土）必着

Web出願：令和3年1月21日（木）〜2月8日（月）
提出書類郵送受付：令和3年1月21日（木）
　　　　　　　　　　　　〜2月9日（火）必着

試  験  日 1月17日（日） 1月17日（日） 1月18日（月） 1月19日（火） 1月17日（日） 1月19日（火） 2月15日（月）

合格発表 1月18日（月）
10：00〜Web発表

1月18日（月）
10：00〜Web発表

1月19日（火）
10：00〜Web発表

1月20日（水）
10：00〜Web発表

1月18日（月）
10：00〜Web発表

1月20日（水）
10：00〜Web発表

2月16日（火）
10：00〜Web発表

入試内容 面　　接 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）

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Ａ・Ｂ・Ｓ選抜試験においては、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・HPをご参照ください。



こころと身体に加え、知識・技能・思考力を高める高校生活。
私たちは３つの「C」を掲げ、みなさんの大切な３年間を応援します。

中央学院高校で手にする

チャレンジし続けることで、

大きな変化、
成長が生まれます。

チャンスをものにして、
どんどん挑戦してください。

やる気に応える、
充実した体制でサポートします。

部活動や資格検定、
地域貢献活動など、

一人ひとりが飛躍できる
機会がたくさんあります。

がんばる生徒を応援
します。

※撮影のため、校内で革靴を履いています。通常は上履きです。※撮影のため、校内で革靴を履いています。通常は上履きです。
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  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。

進路や夢に合わせた
コース選択で実力を高めよう！

● 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

◎ 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・現代教養学部）

（全日制普通科／商業科）

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）

令和2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
難関私立大進学を目指す

※SSクラス選択については
成績等による選考があります。

難関私立大進学を目指す

中堅私立大・短大・
専門学校進学を目指す

スポーツ推薦による
大学進学を目指す

SXクラス
S特進コース

SSクラス
S特進コース

※コース選択

2
年
次
に
2
つ
に
分
か
れ
ま
す

スポーツコース

S特進コース

進学コース

入学時 年 年1 2・3

常磐線・天王台駅、成田線・湖北駅からバスで５～７分。

豊かな自然の中に立地し3年間過ごすキャンパスには、

充実した学習・運動施設がバランスよく配置されています。

校 長  横田 一弘

本校では平成30年度よりタブレット端末を活用した学習を取り入

れ、授業外の自己学習の充実化、オンラインスピーキングによる英

語力の強化を図っています。また学習活動に加え、生徒主体の委

員会活動、地域のボランティア活動への参加、資格検定取得などさ

まざまな機会を設け、生徒たちが成長できる環境を整えています。

本校の生徒に期待することは、文武両道の精神を基本に、謙虚で

誠実、感謝の気持ちを忘れない人間へと成長してくれることです。

高校生活の３年間を通じ、生徒一人ひとりがそれぞれの目標を見

つけ達成できるよう、私たちは全力でサポートしていきます。
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3年間でキミを大きく向上させる

1日600分の学習で、
学習時間の限界を超える

［令和3年度入学生］カリキュラムカリキュラム

難関大学への現役合格を目標とし、一般受験を意識したハイレ
ベルな授業を展開しています。１年次から基礎力養成を徹底
して行い、徐々に入試問題を用いた応用力の養成を図ります。

入試を意識した
ハイレベルな授業

通常授業後に１コマ100分の補習を実施。長期休業中（春・夏・
冬季）にも特別講習を開講します。予備校で学んだ場合の時間
と同等の学習量を確保し、授業と連結した講習により確実なレ
ベルアップを目指します。

授業と連結した講習で
学力アップ

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、合格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面談を実施。
保護者に向けての受験に対する勉強会も、年１～２回実施して
います。

生徒に応じた進路指導で
合格に導く

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
準と自己の実力を随時確認し、学習計画の検討・実施を重ね、
受験本番に向けて学力を高めていきます。

1年次から継続する全国模試で
常に自分の実力を把握

夏季休業中には勉強合宿を実施。日常生活から離れ、講習と自
学自習の２本柱で１日600分を超える学習時間を確保します。

2年次／4泊5日 3年次／6泊7日

1

2

3

4

5
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目指します。
SSクラスは、難関私立大学への現役合格を目指します。

将来の
進路

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（難関私立大学受験対応カリキュラム）を設定。特長は正課授業に
プラスした、放課後および長期休業中に豊富な受験対応講座が用意されてい
ること。志望校に合わせた科目の強化、苦手科目の克服を実現します。
ICT機器（タブレットなど）を活用した予習復習や英語学習のさらなる充実も
図り、クラス全員が高い目標を掲げ、主体的に学習に取り組んでいます。同じ
志の仲間が揃うからこそ、互いに切磋琢磨しながら学力向上を図れるのがS特
進コースの魅力です。

設置講座 （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

　S特進コースの特長は、何と言っても週4日の100分間の補習。
最初はキツかったですが、次第に慣れ集中力もつき意外にあっと
いう間に過ぎます。おかげで自宅学習でも長時間集中して取り組
めるようになりました。僕は部活をやっていないので、ただ宿題
だけをやるのではなく、教科書や参考書を使いながら復習を何回
も定着するまでやるようにしています。国立大の薬学部をめざし
ていますが、学校が推奨する英単語帳をコツコツ繰り返すうちに
結果も出てきて英語にも自信がついてきました。2年からの模試
は科目数も増えより高いレベルになるので、そこでの自分の位置
を確認しつつ、後悔しない進路へ突き進んでいきたいです。

5つの5つのバックアップバックアップ

100分補習のおかげで、
自宅学習も集中力アップ。
定着するまで
復習を何度でも繰り返す。

D.Sくん

予備校や塾に通わず、校内の環境のみで受験対応で
きるように授業と連結した講習や勉強合宿など学力の
レベルアップをサポートしていく環境が整っています。

！ここがPOINT

多彩なプラスαが揃う環境で、
志望校合格をともに勝ち取る

S特進コース
国公立・難関私立大学への現役合格を目指す

●※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

SS クラス
１年次は学年共通のカリキュラムを履修。２年次より文系・理系に分かれ授業後の補習もスタート。
３年次は個々の志望に合わせて選択科目を多く設けています。

●※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

SXクラス
１年次は学年共通のカリキュラムを履修し、授業後は補習を受講します。２年次より文系・理系に分かれ、
国立受験に対応した科目をバランス良く学べるカリキュラムに。３年次は個々の志望に合わせて選択科目を多く設けています。
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［令和3年度入学生］カリキュラムカリキュラム

中央学院大学への推薦のほか、一般選抜に対応できる学力を身
につけた上で、私立大学のさまざまな入試に対応します。

将来の
進路

将来の自分をしっかりと見つめることを軸として、授業や総合学習を通して、
一般選抜に対応する基礎学力と応用力を身につけていきます。中でも英語学
習の充実を図り、英語が本当に使える人材を育成しています。また、日々の学
習や家庭学習の定着化のため、正課後学習を導入。さらに、ICT機器（タブレッ
トなど）を用い、それぞれのレベルに合わせた学習ができる環境を整えていま
す。毎日の授業と補講、自宅学習の積み重ねにより、伸びる自分を実現してい
きます。一般選抜のほか、学校推薦型選抜や総合型選抜対策として、早期か
ら小論文やプレゼンテーション、面接対策も実施。部活動や生徒会活動、ボラ
ンティア活動などにも積極的に参加し、バランスの取れた人間形成を実践しな
がら、目標達成を目指します。

　部活のバレーボールを存分にやりたいと思って進学コースを志
望しました。バレーボールの魅力はボールを繋ぐスポーツなので、
仲間との絆や信頼関係が築かれる点です。好きなバレーの時間
を削りたくないので勉強も工夫しています。通学時間に英単語ア
プリを使うなど、すきま時間をうまく活用しています。苦手だった
数学も先生方の指導のおかげで、いまでは得意科目になり理系ク
ラスへ。自分でも驚きです。クラスの雰囲気もとても良く、試験
前には教え合ったり、文化祭ではクラス一丸となって企画から準
備、実行までみんなで盛り上がりました。将来は理学療法士とし
てスポーツトレーナーになるのが夢です。部活では関東大会出場
めざし日々練習に励んでいます。

苦手だった数学が
いまでは得意科目に。
大好きなバレーに
打ち込めるよう
すきまの時間を活用。

S.Kさん

授業のあとに正課後学習を毎日実施し、復習や反復練習を行っ
ている他、長期休業中の講習も選択できます。

授業プラス正課後学習や
講習で知識の定着を図る1

生徒が個々の能力に合わせて効果的に学習し、学力を着実に伸
ばしていくために、タブレットなどのICT機器を活用します。

タブレットをフル活用し、
いま以上の自分へ2

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
合格・資格取得を目指します。

各種検定試験で
プラスαな自分へ4

英語の「話す」「読む」「聞く」「書く」の４技能のレベルアップを
図るため、英語検定やGTECの受検、タブレットを活用したオン
ラインスピーキング学習、さらに海外語学研修（希望者）など、英
語力をトータルに育成していきます。

充実した英語学習で
英語を“使える”人材へ6

模擬試験で基礎学力と
応用力をチェック

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ています。

3

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。

部活動もしっかり、
バランスよく人間性を磨く5

3年間でキミを大きく向上させる

6つの6つのバックアップバックアップ

中央学院大学・中堅私立大学・短大、専門学校を目指す

進学コース

中央学院高校のスタンダードとなるコースです。基礎
学力の養成を軸としながら、多様な方面に自分を伸ば
していけるのが特長です。

！ここがPOINT高校で伸ばす！ 目標をワンランクアップ！
成長する自分が見つかる学習環境

●※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

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

２年次より文系、理系に分かれたカリキュラムで、個々の受験に合わせた選択科目を用意。
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［令和3年度入学生］カリキュラムカリキュラム

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、私立文系大学への学校推薦型選抜や総合型選抜な
ど、一人ひとりにあわせた進路を選択できます。

将来の
進路

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
に所属する生徒を対象に、スポーツに重点を置いた独自のカリキュラムで構成
します。基礎学力の向上と豊かな人間形成を基本とし、午後はスポーツに集
中できる学習環境を用意。全国レベルの目標を掲げ、各部活動が練習に励み
ます。常に技術向上に取り組める環境は、個人・チームの切磋琢磨を促し、
全国レベルの成績獲得へと結びついています。
また、スポーツ選手としての知識や技術の修得、心構えなど、豊かな人間力の
育成にも努め、将来は体育系大学への進学の他、「全日制普通課程修了」とし
て、私立文系大学への学校推薦型選抜や総合型選抜など、幅広い進路が選べ
ます。

　サッカーに集中できるスポーツコースは自分にとって成長でき
る環境だと思い、学院への進学を決意しました。いま部長をやっ
ていますが、部員は約100名。人数も多いので、あまりとやかく言
わず、どちらかというと態度で示すようにしています。ちょっと緩ん
でいたり、甘いときにみんなを集めて激を飛ばしています。クラス
の仲間もみんなそれぞれの部に所属し目標に向かってハードに
やっているのでとても刺激になります。高校生活最後になる今年
の目標は高校選手権の全国大会出場です。
　将来については、以前は教員をめざしていたのですが、いまだか
らできるチャレンジを、と思い直し、プロサッカー選手になること
を目標にいま頑張っています!

5つの5つのバックアップバックアップ

T.Mくん

午後はスポーツ・体育の授業が展開され、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。

全国を本気で目指すから、
上手くなれる1

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。

技術を支える
知識もしっかりと2

同じスポーツに専念するもの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が、豊かな人間
力の育成を叶えます。

刺激し合える環境だから、
人間力もアップ4

個々の学力を効果的に伸ばしていくために、タブレットを導
入。日々の予習・復習や英語の基礎学力向上など幅広い学習に
活用します。

タブレットを活用し、
いま以上の自分へ5

英語・数学（1年次のみ）の授業は習熟度別に行います。
スポーツを中心に据えながら、基礎学力もしっかり養成します。
※令和元年度の実績です。

！ここがPOINT

3年間でキミを大きく向上させる

将来は
プロサッカー選手をめざす。
集中できるこの環境で
常に向上心を。

将来は
プロサッカー選手をめざす。
集中できるこの環境で
常に向上心を。

スポーツに関する専門的な知識と技術修得を目指す

スポーツコース

集中できる環境だから
技術も、結果もついてくる

指導者としての
基礎づくりも

AED講習を始め、著名人を招いての講習会やスキー実習（バッ
ジテスト級取得）など、多彩な形式の授業を通して、指導者と
しての基礎・マインドが身につきます。

3
※上記は令和元年度の実施内容です。

１年次より体育のほかにスポーツの単位を設けています。２年次以降は、体育、保健、武道、スポーツの単位が計９単位となり、
１日に占める割合も拡大。実技だけでなく、知識も得ながら、個々の種目に専念できます。

時限 月 火 水 木 金 土

午
　
前

1 物理基礎 武　道 コミュニケーション英語Ⅱ 古典B 現代社会 スポーツ

2 日本史B 古典B 数学Ⅱ 現代文B 日本史B LHR

3 現代文B コミュニケーション英語Ⅱ 芸　術 コミュニケーション英語Ⅱ 食物と健康

4 現代社会 数学Ⅱ 日本史B 日本史B 食物と健康

午
　
後

5 数学Ⅱ 物理基礎 スポーツ 体　育 体　育

6 保　健 体　育 スポーツ 総　合 体　育

時間割（2年次の例）

2年次よりスポーツ関連の授業時間が拡大します。

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

選択科目
について

※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　
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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。
通常の授業とは別に授業後の正課後学習や長期休業中
（春・夏・冬季）の講習、年数回の模擬試験、さらに個々の
成績や目標に合わせた対策講座など、学習機会を豊富に
設定し、より密度の濃い日々の学習を実践しています。
一人ひとりが学習への意欲を高め、家庭学習の質の向上
を図りながら、将来の進路に向かえるよう、きめ細かに指
導していきます。校外合宿の旅費以外はすべて無料です。

生徒全員がタブレット端末を活用。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。
全コースの生徒にタブレット端末を導入し、日々の学習活動の効率
化、基礎力の定着、応用力の向上を図っています。1年次は学習アプリ
「すらら」、2～3年次は「スタディサプリ」を用いた家庭学習を奨励し、
苦手分野の克服、希望進路に向けた実力養成をサポートしています。
令和2年度からはMicrosoft365（旧office365）を活用した授業を展開
し、アクティブラーニングの実施やプレゼンテーション能力の育成に
力を注いでいます。また、タブレット端末はホームルームにおいても
生徒と教員のコミュニケーションツールとして役立てています。

基礎学力のアップを目標に、中学生から高校３年
生までの英語・数学・国語の学習を生徒それぞれ
のペースで進めることができます。

eラーニングシステム「すらら」 １年生

講義動画を通して、志望校や自分のランクに合わせた授業を受
けることができます。苦手分野の克服はもちろん、ハイレベル
な問題にもチャレンジ可能です。

学習支援サービス「スタディサプリ」 2～3年生

「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。
全コースの生徒を対象に、「話す」「読む」「聞く」「書く」の英語４技能
のレベルアップに取り組んでいます。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、英検受検や技能測定「GTEC」の実施、
さらに海外語学研修などの校外研修を充実させ、いま社会が求める
トータルな英語力を持つ人材の育成を目指しています。

◉長期休業（春・夏・冬季）中の講習

◉模擬試験の事前事後学習

◉各種検定対策講座

◉成績不振者対策講座

全コース 1年～3年生

◉放課後の補習・長期休業（春・夏・冬季）中
　の講習や夏季校外合宿

S特進コース 1年～3年生 ◉British Hills（国内：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

　※上記は令和元年度実施の内容です。

校外語学研修 （希望者対象）

授業は週６日制の
効率よい学習

基礎学力アップと多様な学
習機会を設けるため、完全週
６日制を導入。選択制講義
やタブレット端末利用の自学
など、目標に合わせたレベル
アップが図れます。

時  間  割

◎ 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）

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

学 校

家庭
学習 生 徒

● 授業
● 講習・講座
● 模試・定期考査

● 結果分析
● 目標・計画をたてる

● 予習・復習
● 課題
● タブレット学習

より確かな学力づくりに努めています。
生徒一人ひとりが夢を実現するために欠かせないのが、確かな学力づくり。大学の
一般受験に対応できる基礎学力と応用力を身につけるためには、1年次からの自己
学習の徹底と継続を通して、得意・不得意分野を早期に知ることが大切です。本校
では、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
活用、英語学習の充実を図り、苦手科目でも着実なレベルアップを目指しています。

各種検定試験の活用

プラスαの実力をつけるため、資格取得に積極的
に取り組んでいます。現在、9種10検定の校内受検
が可能で、毎年多くの生徒がチャレンジしています。

P
14 参照

外部模試の活用

大手予備校などの全国模試への取り組みを継続
的に実施することで、いまの自分の学力レベル、
成長を確認しながら、学習を進めていきます。

P
27 参照

P
26

部活動・ボランティア活動・
生徒会活動への参加

部活動をはじめ、ボランティア活動や生徒会活動
への積極的な参加を促し、健全な心身、社会性
と豊かな人間性を育みます。

P
24 参照

P
21 参照

P
20

自学自習の学習スタイルを身につければ、
主体性が高まり、思考力・判断力・表現力もUP！

一人ひとりが学力アップに向けて、
実践していること。

英検：3～準2級レベル
GTEC：1年　スコア380～439点（GRADE3）
　　　 2年　　　　449～519点（GRADE4）

1年～2年生目標

英検：準2～2級レベル
GTEC：スコア520～609点（GRADE5）

3年生目標正課外学習の拡大

英語学習をより充実

タブレット端末の活用
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本校で受検できる検定試験

これまでの実績

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検定が校
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
んを応援します。 格取得の良い点は、目標を立てて勉強し合格できると

自信につながるところ。入学してから本校の資格取得
のサポートを知り、担任の先生の勧めで受けてみることにしま
した。試験対策は学校が用意してくれるテキストを使ったり、
学内で開かれる講座を受けながらできます。合格したときに学
校からいただいた図書カードは、参考書の購入に使いました。
理科検定では、化学の分野で2級を取得。薬学部進学を目指
しているので、検定の勉強が受験勉強にも役立ちました。受
験が本格化する前に、英検2級合格を目指して頑張ります !

資

自信や、受験勉強にも繋がる資格取得。
学校のサポートのもと、しっかり対策できます。

A.Iさん
S特進コース SXクラス

◎英語検定準2級
◎漢字検定2級
◎数学検定2級
◎理科検定2級（化学）
◎食の検定2級

取得
資格

◎ ニュース時事能力検定
◎ 書写技能（硬筆・毛筆）検定
◎ 食の検定
◎ ICTプロフィシエンシー検定
　（パソコン検定）

◎ 理科検定
◎ GTEC（英語4技能）

◎ TOEIC（外部会場）

◎ 英語検定
◎ 漢字検定
◎ 数学検定

挑戦できる分野はさまざま

「9種10検定」
※2019年度実績

※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。

2,818名

過去3年間の
受検者
延べ人数

※2019年度は、725名受検
45名

2019年度
2級以上
合格者総数

過去3年間の準2級以上合格者総数

● 2019年度140名● 2017年度185名 ● 2018年度196名

私たち頑張って志望校に合格できました!
中央学院高校では、90％以上の生徒が大学・専門学校に進学しています。
各コースで志望校合格を叶えた先輩たちに、受験エピソードを聞きました。

検定試験にチャレンジして、
+αの実力を!

差値ランクに応じた大学かどうかを重視しながら法学か地域政策
系学部のある大学を選びました。正直、本当の意味で受験生の自

覚ができたのは2年生の秋。先生たちから「11月の模試が大事だ!」とずっ
と言われていましたし、クラスメイトの頑張る姿も刺激になりました。中学
の時のように受け身の学習では大学受験は通用しないと気づきましたね。
特に英語には力を入れ、外部の施設で他校の受験生に混じって勉強したり、
学習時間をアプリで管理して友達と競いあったりもしました。高校2年の
11月の模試で結果を出せたことはその後の受験勉強を左右しましたし、何
より勉強の楽しさに気づけたのは、大きな発見でした。受験から得たものは、
具体的な目標を立てて頑張れば実現できるということ。中学とは質の違う
成長を遂げられたと思っています。大学でも頑張っていきます。

偏

具体的な目標を立てて
頑張れば実現できる。
勉強の楽しさに気づけたことは大きな発見だった。

に合格！

SS
クラス

S特進
コース

K.Oくん

志望校

学部だけのキャンパスは過ごしやすそうで、大学には医学部もある
ので医療について違った観点からも学べると思い日本大学を選び

ました。自宅から通えるか、国家試験の合格率や就職率、施設なども重視
しました。受験勉強は得意科目に多く時間を使い、苦手科目は自習よりも
授業をよく聞きその場で理解しよう努めました。塾や図書館も活用しまし
た。受験が近づくにつれ、不安が重なり浪人のことがよく頭に浮かびました。
担任の先生から受験期間、毎日のように応援していただき、特に面接につ
いて細かく指導いただきました。当日の面接待機中には先生に言われたこ
とを頭で確認でき、本番も落ち着いてできました。
　将来は、自分の好きな英語を武器に海外の人ともコミュニケーションが
とれるような薬剤師になりたいです。

薬

得意科目に力を入れ、
苦手科目は授業を重視。
それまでの指導を頭の中で確認しながら、
落ち着いて面接へ。

得意科目に力を入れ、
苦手科目は授業を重視。
それまでの指導を頭の中で確認しながら、
落ち着いて面接へ。

に合格！

進学
コース

R.Aくん

志望校

意・不得意に関係なく、とにかく普段の授業を大切に心がけていま
した。自宅から学校までが遠かったので通学時間も有効に使って

単語帳などを開いていました。テスト期間は友人や部活動の仲間と一緒に
勉強し、教え合うことで分からないことを潰していきました。また、普段の
学年集会などで、受験に関する話を多く聞くことによって、受験の知識が身
につき、先を見据えた受験計画を設定することができました。小論文の添
削や面接練習は担任の先生が毎日やってくださいました。こうした指導が
あったからこそ、受験当日にモチベーションをうまく高めることができまし
たし、毎日練習した小論文、面接も自信をもって堂 と々できました。大学で
も一生懸命学び、人間力と愛をさらに身に付け、それらを伝えられる教員
になるための準備をしたいです。一人ひとりの個性を活かした教育ができ
る愛のある学校教員をめざしています。

得

授業を大切にし、
疑問点を徹底的に潰していく。
受験の知識を身に付けることで、
将来を見据えた計画ができる。

に合格！

進学
コース

C.Bさん

志望校

より高いレベルで学びたいと思い、受験に向けて、日頃から学校生
活の中で時間を見つけ、効率的に勉強するよう心がけていました。

サッカーについても部の練習だけでなく自分で時間を見つけて毎朝自主練
をしていました。睡眠もしっかりとるようにして体調管理はしていました。
高校3年間の生活で時間をうまく使えるようになったと思います。
　志望理由書などは先生に添削してもらいながら、書き方伝え方を身に付
け、出願時には自分でも納得がいく良いものが書けたと思っています。大
学では経済学と経営学二つの学問が学べるので幅広い知識を身につけた
いと思っています。将来は、大学で学んだことを活かせる仕事につきたい
と思っています。

今

学校にいる間に
勉強することを習慣に。
サッカーの自主練もしながら
時間をうまく使えるように。

に合格！

スポーツ
コース

T.Sくん

志望校
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自分のセンスに合わせて
自由に組み合わせてください。

青シャツにブレザーが正装。
チェックのネクタイは
僕も気に入っています。

A.Yくん

正装のネクタイは私も好きですね。
気が引き締まります。
ブルーのシャツとスカートも爽やか、
ときどきピンクも着たりします！

R.Mさん

C.Yさん
スラックスもあるのが
学院スタイル。
どう？ ちょっと格好いいでしょ？

C.Yさん
冬の寒い日はPコートでばっちり。
赤系で可愛らしくまとめた、
女子に人気のスタイルです。

A.Fさん
ブルーのシャツに、
グレンチェックの
スカートは爽やか。
ネクタイが
品のいい感じを演出！

Y.Kくん
半袖はグリーンのほかに
ブルーとピンク。
グリーンもいいでしょ？

C.Yさん
ピンクのシャツにリボン、
セーターは私も
お気に入りのスタイル。

Y.Kくん
僕の好きな
ピンクがあるのが嬉しい。
ポロシャツのスソを
外に出して着る子が多いデス。

A.Yくん
サラサラ生地で
着心地がいいよ！R.Mさん

肌触りがとってもいい
ポロシャツには要注目！
さわやかな印象で
みんなに差をつけては？

A.Fさん
夏の暑い日の、
涼しげコーディネート。
ネクタイは女子にも
人気です！

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は、オシャレであってほしい。
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
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スクールライフを彩る
イベントが山盛り！
4月の始業式から翌年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。
学院祭、体育祭、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楽しんでください。

キャンパスライフ

北海道修学旅行 ハワイ修学旅行

スキー実習

体　育　祭

海外語学研修

学　院　祭

林 間 学 校

●   始業式
●   入学式

   

   

●   健康診断

●   中間考査
●   生徒総会

   

●   期末考査

   

●   終業式
●   夏季合宿（S特進コース） 

●   夏季合宿 （S特進コース） 

   

 

   

●   ブリティッシュヒルズ英語研修（希望者）

●   中間考査

●   期末考査
●   終業式

●   始業式
●   入学試験（前期） 
●   寒稽古（希望者）

●   期末考査
●   卒業式
●   修了式

令和２年度の入学生は沖縄県宮古島市にて、
体験実習を予定しています。

●   始業式

●   生徒会役員選挙

●   入学試験 （後期）

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。

蒼（あお）と朱（あか）に分かれて
競います。部活動対抗リレーや
応援演技などの名物種目で盛
り上がります。

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ます。

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。

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。現地のハワ
イ大学の学生との交流をはじめ、多
彩なプログラムが実施されます。

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。

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。

夏季休業中に海外語学研修
を行います。約10日間のホー
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
博物館見学を行います。

生徒会行事として、都内で演
劇や伝統芸能などを鑑賞しま
す。心の育成と視野が広がる
有意義な1日です。

新入生の入学を2・3年生が歓迎するセ
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。

新入生を対象に２泊３日で行います。
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

※各月のスケジュールは、令和元年度の実施内容を紹介しています。
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運動部
● 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

文化部仲間とともに、頑張る時間は
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。

※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）

部 活 動

全学年の加入率は74.6％

（2019年度参考）

★1年生加入率

％

2019 男子個人 関東大会出場

2019 千葉県吹奏楽コンクール

2018 第100回全国高校野球選手権記念大会出場
2018 秋季千葉県高校野球大会 優勝

2019 関東大会出場（女子）

2019 関東大会5000m 2位

2019 関東大会出場（千葉県優勝）

バドミントン部野　球　部

サッカー部 卓　球　部バスケットボール部 バレーボール部 軽音楽部 華　道　部吹奏楽部生　物　部

硬式テニス部 陸上競技部ソフトテニス部 弓　道　部 茶　道　部 パソコン部英　語　部 放　送　部

剣　道　部 柔　道　部 ハンドボール部チアリーディング部 書　道　部 クッキング部 美　術　部インターアクト部
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１階には柔道場・卓球場
２階には剣道場を備えた２層構造になっています。

武 道 館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。

研修センター

昼休みや放課後には本好きの生徒が集い、
思い思いの時間を過します。

図 書 室
思いのままに演奏ができる
広い教室です。

音 楽 室
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。PCは最新機器が揃います。

情報教室
3～5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。

体 育 館

研修センター

武道館

グラウンド

グラウンド

食　堂

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。

「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！

1,100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1,100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。

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。

調理実習室視聴覚教室6号館教室

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

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　堂食　堂食　堂食　堂食　堂食　堂食　堂食　堂食　堂食　堂
生徒たちの声から生まれた
　　　　　 も続々と登場しています！新メニュー

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、教室棟の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。

施設ガイド

3号 館

6号 館

号   館号   館

号   館

2号 館

1号 館5号 館
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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1,100名分（全生徒・全職員分）を常備しています。

日頃の鍛錬を
結集して

弓道の授業では入場の仕方、私語厳禁、正座で過ごす
など、道場での礼儀作法を身につけながら、実際に弓
を引いていきます。弓道から学んでほしいのは、集中
力や思いやりの精神。意外に力のいるスポーツなので、
体力づくりにもつながります。校技大会では男子が応
援に集まる中、終盤は息を呑む静寂さと緊張感が伝わ
り、毎年盛り上がっています。

菅原祐里 先生

剣道を通して生徒に学んでほしいのは、「礼に始まり
礼に終わる」武道の精神。また竹刀や剣道具などを3年
間使用する中で、「物を大切にする心」も身につけても
らいます。クラスの選抜メンバーが出場する校技大会
では他の学年とも打ち合い、先輩とのレベルの差がわ
かりその後の授業のモチベーションアップにつながる
ようです。試合でも授業でも「相手がいてこそ成り立
つ」ということを忘れずに、感謝の気持ちを育んでいっ
てほしいですね。

井谷栄人 先生

男子は 女子は

あびこカッパまつり

地域活動やボランティア活動への参加を通じて、社会性や豊かな人間性を育んでいます。
生徒会が中心となって参加を呼びかけ、多くの生徒が自主的に参加しています。

地域活動やボランティア活動に積極的に取り組んでいます! 
文武両道を掲げる本校の特色にもなっている校技は全コース必修で、

男子は剣道、女子は弓道を3年間かけて学び、
その技術を礼儀作法とともに身につけていきます。

毎年開催される校技大会は、男女ともに盛り上がるイベントです。

身を引き締め、武道の精神を学ぶガクインの校 技

Close-upClose-up

礼儀作法、道着や道具の扱い方か
ら学びます。正座を覚え、心を落
ち着ける。基本の動作と精神を
１年生で身につけます。

【基礎を築く】

年次

武道の精神、一連の所作や技を理
解し、体得していく2年生。先生
の指導のもと、少しずつできるこ
とが増え、成長が実感できます。

【発展する】

年次

武道の面白さを体で感じながら、
さらに集中力を高め、一つひとつ
の所作や技を磨いていきます。そ
れぞれがレベルアップして挑む校
技大会は集大成となる大会です。

【磨 く】

年次

「天王台地区市民まつり」や、「手賀の丘
ミニフェスタ」の運営のお手伝い、湖北

台十丁目が主催するバス通りの街路樹に花を
植える「花いっぱい運動」への参加など、地域の
取り組みを積極的にお手伝いします。「手賀沼
エコマラソン」では、1万人ものランナーの給水
など、参加した皆さんをサポートしています。

東日本大震災や、熊本地震後、生徒会
が主体となり、被災地支援の一助にな

ればと、多くの生徒が復興支援に協力していま
す。学院祭では台風19号の被害を受けた千葉
県のために募金活動を行い、多くの支援をいた
だきました。また「赤い羽根共同募金」にも積
極的に取り組んでいます。

我孫子河童音頭の「カッパ」をシンボル
にした、「あびこカッパまつり」は駅前の

ステージでの催しや音頭大行進など幅広い世
代が楽しめるイベントです。本校からはチア
リーディング部・書道部・軽音楽部がパフォー
マンスを披露しています。
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年次1 年次2 年次3

本校ではS特進・進学・スポーツの各コースにそれぞれの目的に合わせたカリ
キュラムを導入し、「第一志望への現役合格」を目指した進路指導を行ってい
ます。希望進路獲得のために、1年次から進路適性、学力試験、各種講座、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300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います。これは現役合格を目指す本校
の進路指導のひとつの成果だといえます。今後もタブレット端末を活用した
学習で、さらなる実績の向上を図ります。

※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。

●スタディサポート
●補習（S特）
●進研模試
●河合塾模試（S特）
●検定・模試対策講座 ●冬季講習

●小論文指導②
●補習（S特）
●河合塾模試（S特）
●検定・模試対策講座
●進研模試 ●春季講習

●スタディサポート
●実力診断テスト（1回）
●補習（S特）
●河合塾模試（S特）
●検定・模試対策講座
●進研模試（3回）

●夏季講習
●夏季合宿（S特）
●河合塾模試（S特）
●British Hills（希望者）
●海外語学研修（希望者）

●補習（S特）
●河合塾模試（S特）
●検定・模試対策講座
●進研模試（3回） ●冬季講習 ●直前講習（S特）

●スタディサポート
●補習（S特）
●河合塾模試（S特）
●検定・模試対策講座
●進研模試
●夏季講習

●夏季合宿（S特）
●河合塾模試（S特）
●British Hills（希望者）
●海外語学研修（希望者）

●スタディサポート
●補習（S特）
●河合塾模試（S特）
●検定・模試対策講座
●進研模試
●S特オープンコース

●夏季講習
●British Hills
  （希望者）
●海外語学研修
  （希望者）

●スタディサポート
●補習（S特）
●進研模試
●河合塾模試（S特）
●検定・模試対策講座
●S特オープンコース ●冬季講習

●小論文指導①
●補習（S特）
●河合塾模試（S特）
●検定・模試対策講座
●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
●学校推薦型
  選抜一覧公示

●公務員試験
●指定校推薦入試申込
●総合型選抜・学校推薦型選抜
●進路面談
●保護者面談　●保護者会

●大学入学共通テスト
●一般選抜
●進路面談

●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
●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
●保護者会

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

●オープンキャンパス参加 ●オープンキャンパス参加

現役合格に
向けた

［商学部］　　［法学部］　　［現代教養学部］

中央学院大学

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。

自己理解と学問・職業研究
1STEP

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。

目標の設定と学部・学科・コースの選択
2STEP

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
到達度から合格の可能性、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。

進学希望校の選定
3STEP

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。

学習計画の実践
4STEP

進路指導担当　蓑島正基先生

本校の進路指導にあたってのモットーは、一人ひ
とりがベストな進路を選択できるよう、生徒を導
いていくこと。そのためには、生徒により多くの情
報を持ってもらい、さまざまな選択肢を比較して
考えてもらう必要があります。進路指導室には、
大学や専門学校の基本情報やオープンキャンパ
スの情報のほか、卒業生が残した受験体験の記
録も揃い、これらは昼休みと放課後の時間に自
由に閲覧することができます。また室内には指導
担当の教員が常駐しており、模試対策や面接練
習など進路にまつわるあらゆる相談を受付けてい
ます。日々の学習指導や進路確定後のアドバイス
も含めて、生徒がベストなキャリアを歩めるよう、
丁寧に対応しています。

生徒の希望を尊重しながら、
それぞれがベストな進路を叶えられるよう、
全力でサポートします。

短期大学 校39
専門学校 校142

4年制大学 校127

外国系大学 校1

指定校が
多く用意されています

（2020・3実績）

大学・短大
進学率

%75.8

●上智大学 ●青山学院大学 ●法政大学 ●東京理科大学 ●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 ●東京農業大学 ●文教大学 ●日本女子大学 

●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 ●白梅学園大学 

●清泉女子大学 ●聖徳大学 ●仙台大学 ●大正大学 ●拓殖大学 ●玉川大学 

●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 

●東京医療保健大学 ●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 ●東京成徳大学 ●東京電機大学 ●東京福祉大学 ●東邦大学 

●東北芸術工科大学 ●二松学舎大学 ●日本赤十字秋田看護大学 ●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 ●横浜薬科大学 ●立正大学 ●流通経済大学 

●麗澤大学 ●和洋女子大学  　　他

私立大学 中央学院大学

過去3年間の大学・短大合格状況 ※主な合格校

国公立大学

●防衛大学校 ●埼玉大学 ●信州大学 ●愛媛大学 ●釧路公立大学 ●高崎経済大学 

●都留文科大学 ●秋田県立大学 ●群馬県立女子大学

%
大学・短大希望者
現役進学率

短期大学

●青山学院女子短大 ●大妻女子大学短大 ●共立女子短大 ●川口短大 ●駒沢女子短大 ●上智大短大 

●昭和学院短大 ●聖徳大短大 ●帝京短大 ●貞静学園短大 ●戸板女子短大 ●東京経営短大  　　他

（2020・3実績）

卒業生進路別内訳

8名
短期大学

6名
留　学

11名
その他

5名
就　職

230名
４年制大学

54名
専門学校

卒業生

314名

第一志望への
現役合格を目指し、
一人ひとりの
将来を見据えた進路指導

将来の進路

学　　部 専門コース／系列科目

商 学 部
（360名）

商学総合／経営／国際ビジネス／
会計／経済／情報／スポーツキャリア

法 学 部
（260名）

司法／行政／ビジネスキャリア／
フィールドスタディーズ／スポーツシステム

現代教養学部
（100名）

現代社会／人間文化／異文化／
コミュニケーション

我孫子市内にある中央学院大学は充実した教育設備を備えた３学部の
社会科学系総合大学です。付属高校との高大連携にも力を入れ、付属
校生対象の学校推薦型選抜入試の実施や入学金30万円の免除、特別講
座の実施等の特典があります。
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