
JISSEN GAKUEN JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL

※各行事とも見学受付までお越しください。

平成30年度入試説明会等日程

中学校体験授業

7月30日（日）１0：0０
8月26日（土）１0：0０

要予約

小学生対象

小学生対象

中高一貫部 入試説明会

第１回 10月21日（土）14：00
第2回 11月  4日（土）10：30
第3回 11月17日（金）18：00
第4回 11月25日（土）10：30
第5回 12月10日（日）14：00
第6回    1月13日（土）14：00

予約
不要

体験授業

授業公開

イブニング入試説明会

授業公開

入試問題説明会

入試体験会・体験授業

小学生・保護者対象

イベント等日程

学園祭［実践祭］
9月23日（土）・24日（日）
本校

体育祭

高校部　　　  6月13日（火）
中高一貫部　10月  7日（土）
高尾総合グラウンド
JR中央線・京王線「高尾駅」南口より徒歩7分

中学合唱コンクール
11月 22日（水）
杉並公会堂大ホール
JR・東京メトロ「荻窪駅」下車徒歩5分

予約
不要

※上履きをご持参ください。 
※車でのご来校はご遠慮ください。 
※学校見学につきましては、事前に電話にてご連絡ください。

〒164-0011 東京都中野区中央 2-34-2  TEL.03-3371-5268  FAX.03-3363-8396 
中野区・中野坂上［共学校］ http://www.jissengakuen-h.ed.jp/

 ぜひご来校ください！入試説明会&イベント
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※　  内の文字は「中野坂上」への所要時間（分）の目安です。
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教育目標

実践学園中学・高等学校
校長

松本 昭彦

建学の精神
学問の修得をとおして、自己実現をめざし、
人類・社会に役立つ人材づくりをする

・難関大学合格を目指す指導を徹底する
・学習と部活動の両立を支援する
・倫理観、道徳心を養う

　本学園は、建学の精神に基づき、「志が高く、高い倫理観を持ち、
国際感覚に優れグローバル社会で生き抜くための変化に対応でき
る人材」を育てます。

　2021年建学95周年に向け、更なる取り組み戦略・目標を明確に
し、それを達成する教育戦略―New Growth Strategy―の教育改革
を一段と進めます。

　それは、本学園の「教育のあり方」を抜本的に変え、「新たな教育
指導のあり方」による「生徒一人ひとりに組織で対応可能な教育」を
実践し、大学受験の先のグローバル社会で真価を発揮する実力人
を育てることのできる、「真の進学校」を実現します。

高校教育、大学教育、
大学入学者選抜の一体的改革

　2017年は、明治維新からちょうど150年の節目の年となります。
　「高大接続システム改革会議」（2016年3月）での最終報告では、
2020年以降の抜本的な教育改革について、「幕末から明治維新に
かけての教育改革に匹敵する大改革であり、その成就は我が国の
将来の命運を左右するといっても過言ではない」と指摘しています。
　先行き不透明な現代において、高校教育、大学教育、大学入学者
選抜の一体的改革は、「多様な人々と協力しながら主体性を持っ
て人生を切り開いていく力、混沌とした状況の中に問題を発見し、
答えを生み出し、新たな価値を創造していく資質・能力」を求めて
います。
　本学園は、この教育改革が「これからの教育のあり方」を変える
大きな転換点となる改革であると認識して、問題意識を持ち、新し
い時代に必要となる資質・能力の育成に取り組みます。

New Growth Strategy
―「真の進学校」として「教育のあり方」を変えます―

　上記の「スリーi教育」への転換により、2020 年以降の「大学入試新テスト」で導入される記述式問題にも対応できる「思考力・判断力・表現力等
を育む教育」の実践とともに、「ものごとを構造化する思考力、その構造を的確に表現する力・答えを自ら生み出していく判断力」の育成をします。
　このように「スリー i教育」で「新しい教育のあり方」を推進し、「確かな知識」の習得による「多面的な思考力・判断力・表現力」の養成とそれら
を駆使しての「建設的な提案力」を育成します。

グローバル化が一段と進み、多様性への対応力が求められる新しい時代に必要な人材育成

「スリー i教育」を実現するために教員として必須の教育力・授業力の一段の向上に努めます

　本学園では、「確かな知識」の習得により、新しい時代に必要となる資質・能力である「多面的な思考力・判断力・表現力」を養成し、それら
を駆使しての「建設的な提案力」を育成する「学び（学習・探究）」へと教育を転換します。

― Search for knowledge―　「教え」から「学び（学習・探究）」への進化

未来を創出する新たな「学び（学習・探究）」への「スリー i教育」の実現

1- i Intensive
Study
［深掘り学習］

2- i Independent 
Study
［主体的学習］

3- i Interactive 
Learning
［双方向学習］

　「知識」を習得し、自らの考えを構築し、課題・問題を発見して解決策を創造する教育です。
　換言すれば、「深化的な学び（学習・探究）」であり、「自由学習館」「Ｊ・スクール」を活用しての知識の
習得、自学自習・自調自考の更なる推進です。

　上記教育の新しい時代に必要となる資質・能力を育成するために「何を学ぶか」に加え、「どのよう
に学ぶか」を自ら確立する教育です。
　換言すれば、「主体的・能動的な学び（学習・探究）」であり、授業による理解度を重視し、新しい時
代に必要な能力を育成します。

　グローバルな学習環境の中で、ディベートを通し、多様な考えを知り、問題点を深く理解し、自ら
の考えを確立する、これからの新しい時代に必要な資質・能力を育成します。
　換言すれば、教科横断型教育の中で、「双方向・対話的な学び（学習・探究）」を通して、自ら課題を見
つけ、情報を集め、整理・分析して、答えを導き出す、新しい時代に対応できる能力を育成します。

本学園は、未来を見据え、常に進化し挑戦し続ける教育を実践し、
大きく成長が期待される生徒一人ひとりの将来の夢の実現に向け、全力を尽くします。

　従来の「何を学ぶか」を重視する「教える教育」の見直しに加え、「何ができるようになるか」、そのためには「どのように学ぶか」への「学ぶ
（学習・探究）教育」に向けての教育の転換です。
　具体的には、「すでにある正しい答えを選択肢の中から探す教育」からの転換であり、「複数の情報を統合し、構造化して新しい考えを纏め
る能力やその過程や結果を表現する能力」の育成です。
　この本学園の「新しい教育のあり方」への転換は、一段とグローバル化が進む、新しい時代に必要な資質・能力の育成に必須なものとなります。

　「真の進学校」の教員としてまた「新たな教育指導のあり方」を実践するための高いレベル
での素養・教養（リベラルアーツ& サイエンス）を身につけ、「最高の授業」を提供します。

「真の進学校」の教員として生徒・保護者の期待に応える
「よりレベルの高い授業」の提供

　「真の進学校」の教員としての高いレベルでの必須の教育力・授業力の習得のための研修を一段と強化するとともに、外部講師を招聘して
の「リベラルアーツ＆サイエンス」研修を更に充実させ実施し、「最高の授業」を提供します。

教員の素養・教養と教育力・授業力の一段の強化推進
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年1回実施　目標：Core440×60%（264） 年1回実施　目標：Core440×80%（352） 年1回実施　目標：Basic660×60%（396） 年2回実施　目標：Advance810×80%（648）年2回実施　目標：Basic660×80%（528）

ジュニアＪ・スクール：夏期中期と冬期で級別対策講座を実施
朝学習：1月英検受検１週間前から朝読書時間で集中学習
各授業において、検定・GTECの受検前に指導

朝学習：1月英検受検1週間前から朝読書時間で集中学習
各授業において、検定・GTECの受験前に指導

日本文化学習
　鎌倉校外授業（日帰り）
　百人一首大会

日本文化研修
　奈良・京都修学研修（2泊）
　百人一首大会

国内留学研修
　ブリティッシュヒルズ研修（1泊）

平和学習
　東京大空襲研修
　「二世兵士激戦の記録」の著者による講話

海外留学研修   ニュージーランド語学研修（11泊）
　　　　　　   ニュージーランド中期留学（2カ月）
　　　　　　   北米（カナダ）中期留学（2カ月）

海外留学研修　ニュージーランド中期留学（2カ月半）
　　　　　　　北米（カナダ）中期留学（2カ月半）
　　　　　　　ニュージーランド長期留学（1年）

平和学習
海外修学研修
　ハワイ修学研修旅行（5泊）

海外留学研修
　アメリカ長期留学（1年）

１. 日本文化をきちんと学ぶ。
２. コミュニケーションツールとしての英語を学ぶ。
３. 知識や経験を豊富にすることを目的とする。
４. 知識･技能の習得にとどまることなく、思考力・判断力・表現力の育成への学びに繋げる。

１．4技能獲得により英語の表現力を豊かにする。
２．異文化理解や平和学習を通して考える力を養う。
３．多彩な選択肢から自ら選ぶ力を養う。
４．多様性を受け入れ、主体的に協働する取り組み　  姿勢を持つような学びに繋げる。

１．これまで学んだことから未来の自分の生き方を自ら考え、判断し、そのための努力を惜しむことなく実行
　  するような学び方へと繋げる。
２．国内の難関大学進学に向けた進路指導の実施。
３．海外大学進学への対応。

中高6カ年の教育戦略

1- i  Intensive Study［深掘り学習］ 2-i  Independent Study［主体的学習］ 3-i  Interactive Learning［双方向学習］

実用英語
技能検定
GTEC for
Students

対策

現行の
中高一貫
グローバル
教育の
流れ

年2回実施　目標：4級合格 年2回実施　目標：3級合格 年2回実施　目標：準２級合格 年1回実施　目標：2級合格

中高一貫 教頭

廣瀬 享矢

１  「自由学習館」を活用しての自学自習・自調自考を一段と推進します。
　  　・アドバンス期（中３、高１）に、自らの興味･関心に基づく課題探
　　　究型論文としての「Ｊ・レポート」を制作
２  「ジュニアＪ・スクール」「J・スクール」の活用で知識の習得を更に推
　  進し、志望大学合格を目指します。
　  　・「ジュニアＪ・スクール」では習熟度別講座に加えて英語検定対
　　　策講座を増設し、学力向上と検定合格を支援
           ・「J・スクール」では、更に講座の充実をし、一人ひとりの習熟度
　　　や志望校レベルに対応
　 　 ・阿部宏喜東京大学名誉教授による理科特別教育で理科教育を更
　　　に深化
　 　 ・大学模擬授業を一段と強化し、進学へのモチベーションを向上

１  「知識」の量は削減せず、授業の質の向上による理解度を重視します。
　  　・４技能（読む・聞く・書く・話す）の向上を目指し、実用英語技能
　　　検定とGTEC for STUDENTSを全員受検し、更に IELTS、TEAP、
　　　TOEFL iBTなどの受検を推奨
　  　・漢字検定や数学検定の受検など、授業を基盤とした「知識」の習
　　　得を更に拡大
２  グローバルな視点からの必要な能力を育成します。
　  　・朝読書で英文の記事を読む「English Time」を実施し、更に英語で
　　　意見発表などをする「Opinion Time」で表現力と提案力を向上
　  　・中３でニュージーランドまたは北米（カナダ）へ語学研修・留学
　　　して異文化学習を実施
　　  ・高2でハワイへの修学研修を実施して、平和学習を通して国別
　　　の視点を学習
　  　・中期・長期留学のサポート体制を充実

１  教科横断型教育により新しい時代に対応できる能力を育成します。
２  社会の変化の中から、自ら課題を見つけ、情報を集め、整理・分析し
　  て、協働できる能力を育成します。
　  　・「コミュニケーションデザイン
　　　教育科」で、「自ら働きかける力」
　　　「共感する力」「場を作る力」の
　　　育成を一段と推進
　 　 ・iPadやChromebook などの情
　　　報通信機器によるGoogle Apps
　　　for Educationを利用しての双
　　　方向学習の推進

中学1年
Basic Advance Master

中学2年
中学3年 高校1年

高校2年 高校3年

指
導
プ
ロ
セ
ス

人
類
・社
会
に
役
立
つ
人
材
の
育
成
指
導

基本的な生活習慣と学習習慣の確立 基本的な生活習慣の再徹底と自主的学習習慣の確立
多くの経験と知識に基づくプロセス重視の指導 難関大学進学意識の確立

難関大学進学を目指す学習の徹底指導 難関大学合格を目指す学習の徹底強化ベーシック期（基本的な習慣の確立）
アドバンス期 （効果的な中高接続）

マスター期（大学進学への合格力養成）

学
習
プ
ロ
セ
ス

人
間
形
成

プ
ロ
セ
ス

模擬試験模擬試験
習熟度別クラス編成

勉強合宿（軽井沢）

習熟度別授業の実施（英語・数学）

各種検定受検／学力推移調査／課題確認テスト
勉強合宿（軽井沢）宿泊研修（高尾）

「J・スクール」 進学講習（放課後、夏・冬・春）
「J・スクール」  実力養成 「J・スクール」 合格力養成

勉強合宿スタディーサポート（年2回）   ／模擬試験

各種検定：4級（英語•漢字•数学） 各種検定：3級（英語•漢字•数学）
各種検定：準2級（英語•漢字•数学） 各種検定：2級（英語•漢字）

コミュニケーション力養成のための「コミュニケーションデザイン教育」
体験的な環境教育の場「実践の森・農園」を活用した阿部宏喜東京大学名誉教授による理科教育

進路学習／職業･学問分野研究
文理選択、学部･学科研究、大学見学ツアー

学力保証講座／基礎講座／発展講座／夏期講習・冬期講習・春期講習

特進クラスと文理クラスの編成
クラス単位での選択科目別授業

「ジュニアJ・スクール」

進学ガイダンス、大学模擬授業 大学別個別相談会
人間力育成のための総合学習と校外授業の充実
正しい判断力と倫理観をもつための道徳教育

　Basic（中学1・2年）期は、大学進学に向けた学習習慣の基礎を身につけることを目的に指導を行って
います。予習・復習の習慣化を図る「自主学習ノート」や、定期考査や各種検定に向けて計画的に学習
に取り組む力の育成を狙いとした「学習計画表」の作成を行います。
　また、Basic期は英語と数学に関して習熟度別に授業を展開し、生徒一人ひとりの学力レベルを踏ま
えての学力向上対策を重視した、丁寧できめ細やかな教育を行っています。

　Master（高校2・3年）期は、教科担当教員、教科主任、担任、教頭との連携を密にした教育・指導体制の
もとで、「生徒学力向上個別指導システム」により、模試結果から、各クラス・各生徒が今取り組むべき課
題は何かを明確にし、生徒一人ひとりが取り組む受験学習を効果的にサポートし、志望大学合格へと導き
ます。

　Advance（中学3年・高校1年）期は、中・高接続期　を有効活用して、学園独自のリベラルアーツ&サイ
エンス教育を実施しています。その一つがAdvan　 ce期の2年間をかけて取り組む「J・レポート」です。
自らが掲げた1テーマをその解決に向けて2年間　かけて探究し、成果等を表現することは、「思考力・
判断力・表現力等の能力」を育む、教科学習を超え　た有効な自己啓発（開発）となります。
　また、Advance期からは学力別クラス編成を導　 入することで、習熟度別指導の更なる強化を図り、
生徒一人ひとりの進学目標に即した指導を実施し　ます。

グローバル教育の6年間の流れ 中学1年～2年 中学3年～高校1年 高校2年～高校3年

　　　　　　　　　　　　　　本学園の中高一貫教育は、グ
　　　　　　　　　　　　　ローバル社会・多極化する社会を
　　　　　　　　　　　　　生き抜く「知識・技能」「思考力・
　　　　　　　　　　　　判断力・表現力」「主体性・多様性・
協働性」を備えた人材を育成するために新しい「学び（学習・
探究）」への「スリーi教育」を実現し、6カ年を2年ごとの3つの
ステップに分けた教育指導を実践していきます。

（生徒学力向上個別指導システム：模試結果から取り組むべき課題を明確にし、生徒一人ひとりの受験学
 習を組織的にサポートする学園独自のシステム）
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Basic
ベーシック期（基本的な習慣の確立）

Advance
中学1年～2年

アドバンス期（効果的な中高接続）
中学3年～高校1年

朝読書
　朝の読書を通じて授業に対する姿勢を整えるとともに、表現力や感
受性を養っていきます。すべての学年が、朝10分間の読書をすることで、
1日の「学び（学習・探究）」の準備態勢を整えます。

Check ! Program Check ! Program

中1 校外授業（鎌倉）
　中学1年生で日帰りの鎌倉研修を実施します。
班ごとにiPadで神社仏閣の写真を撮影し、学校
に戻ってのまとめ学習の素材にします。

自主学習ノート
　授業の予習や復習、定期考査や探究などの学
習内容を自分で考えて学習するためのノート
です。

中2 奈良・京都修学研修
　中学2年生で2泊3日の奈良・京都修学研修を
実施します。歴史の授業で日本の文化を学び、
個人やグループ単位での調べ学習を行います。
国際理解も、まず自国を知ることから始めます。

中2 軽井沢夏期勉強合宿
　自然豊かな環境の中で、英語・国語・数学の
学力向上を目指し、合宿を行います。
　ネイティブ講師も参加し、授業を通して英語
も学び、勉強への意欲を高めていきます。
（2泊3日）

中3 ブリティッシュヒルズ研修
　中学3年生では福島県にある「ブリティッシュヒルズ」にて留学体験
を実施します。日本語の使用を禁止した中で、「英語」の学習だけでは
なく、国際的マナーや習慣を学び、グローバルな感覚を身につけます。

中3 軽井沢夏期勉強合宿
　緑溢れる新鮮な空気の中で、中2の軽井沢勉
強合宿での“学び”を更に深化させ、より高いレ
ベルの授業を行います。生徒は、この“新しい学
び”に意欲を持って、集中して取り組んでいき
ます。（2泊3日）

ネイティブによる授業
　英会話の授業をネイティブ講師3人で行いま
す。英語授業の内容と連携しながら、更に実用
英語検定・GTEC等の対策やニュージーランド
語学研修で活用できる実践的な内容を学び
ます。

実践の森・農園
　この地球の環境問題に関心を持ち、その
中で「私たちは何をなすべきか」「何ができるか」
「何を学ぶか」を“体験的に学ぶ場”が本学園の
1号館屋上にある実践の森・農園です。

中3ニュージーランド語学研修
　中学3年生の8月に12日間、ニュージーランド
の姉妹校で語学研修を行います。現地生徒宅に
ホームステイをし、授業の他、スポーツ交流や
小学校訪問等も行います。事前準備から実施後
のまとめ学習までの体験によって、日本と世界
に対する広い視野が培われます。

JETプログラム
　2015年度より「語学指導等を行う外国青年招
致事業校（JETプログラム）」に採用されていま
す。わが国の国際化の促進に資することを目的
に外国語指導助手（ALT）が2名勤務しています。
主に英語の授業や特別活動・部活動・勉強合宿
などに参加します。

IWB（インタラクティブホワイトボード）システム
　全教室へのIWB（電子黒板）設置により、複数
の教科にまたがる広範な知識の習得を可能と
し、総合的な「思考力・判断力・表現力」を高める
授業を実現すると共に、IWBシステムスーパー
ティーチャーの認定により、システム活用の一段
の高度化と、ICTによる先進的な教育環境を実
現しています。

中学進学指導講習「ジュニアJ・スクール」
　中学では「ジュニアＪ・スクール」として、次の三つの講座を実施して
います。

　本学園は、学校は「第2の家庭」、家庭は「第2の学校」の理念の
もと、基本的な生活習慣と学習習慣の確立を目指します。
　そのために、「自立」を教えます。自分の意志で、自分で判断し、
責任ある行動がとれるように育成します。そのためには、身近
なことからはじめ、自分でできたことを積み重ね、「自信」につな
げるようにしています。
　また、「自律」を教えます。学園で楽しく有意義な生活を送る
ために、「守らなければならないルール」があることを教えます。
　上記の「自立」、「自律」の教育で、規則正しい生活習慣を身に
つけていきます。
　本学園には、「わがままを抑える」「人に迷惑をかけない」「ひと
に親切にしよう」という「努力目標」があります。この努力目
標に基づき、さらにしっかりと指導していきます。

　ベーシック期を踏まえ、礼儀や仲間との協調性を大切にし、
友人を信頼し、真摯に接する指導をしていきます。
　そこで、「自分の力で何ができるか」を考え、失敗は気にせず、
何度でもやり直し、たくさんの
経験をしてもらいたいと考えて
います。その中で、生徒一人ひと
りを大きく成長させていき、大
きく育てます。
　この時期は、生徒に「目標」を
立てさせます。目標を立てるこ
とによって、「やる気」を引き出
します。そして「自信」につなげ
る教育をしていきます。

Ａ講座   …日々の授業で基本的内容が定着していない生徒を対象と
　　　　   した指名制の「学力保証講座」

Ｂ講座   …学習した内容をより深く復習し、その中から基礎的な演
　　　　  習問題に取り組んで実力アップをする生徒を対象とした
　　　　   希望制の「基礎・演習講座」

Ｃ講座   …学習した内容をより深く復習し、その中から発展的な演
　　　　   習問題に取り組み、更なる実力アップをする生徒を対象
　　　　   とした希望制の「発展・演習講座」
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　ベーシック期とアドバンス期の教育を踏まえ、普遍的で確かな
学力を養成し、グローバル社会で活躍できる人材を育成してい
きます。
　本学園では、生徒の知的好
奇心を刺激し、学問探究への
扉をひらくために「大学模擬
授業」を実施し、それを踏ま
え、大学受験につなげます。
　独自の「生徒学力向上指導
システム」で、生徒一人ひとり
に組織で対応可能な教育を
実践し、目標大学合格を目指
します。

Check ! Program

日常の授業と連動した
進学指導講習「J・スクール」
　「J・スクール」は大学進学に向けて、日常の授業と連動した受験対策
講座です。担当講師は、教科指導に卓越した実績を持ち、経験が豊富な
予備校講師と日常の授業を担当する本学園の教科担当教員です。講座
内容の決定とテキストの作成は、予備校講師と本学園の教科担当教員
が綿密な打ち合わせのもとで行います。日常の授業で学んだ知識を「J・
スクール」の講座で確認して応用する、本学園生徒にとって最適な講座
内容とオリジナルテキストにより、大学入試問題に対応する基礎的知
識の定着と応用力の育成をはかります。
　2016年度は英語、数学、国語、理科、地歴・公民の5教科で628講座を開
講し、のべ1万1677名の生徒が受講しました。また、今春、国公立大学や
早慶上理GMARCHなど難関私立大学に現役合格した40名は「J・スクー
ル」を受講して、合格をしました。そして、17年度は「大学入試改革」に
対応する思考力、判断力、表現力の更なる育成をはかるため、講座内容
とテキストの充実を図り、日常の授業と「J・スクール」の連動効果を高め
た教科指導の強化に取り組みます。

Master
マスター期（大学進学の合格力養成）
高校2年～3年 各教科の指導方針 （国語科・英語科）　

自分の力で考えを組み立てて表現する
能力を育成します

大学模擬授業
　東大・東工大・一橋大・早大・慶大などから教授等を招聘して、中学3年
生から高校2年生を対象に大学で行なわれている授業を体験します。
　より高度な研究現場の話は、少々難しい内容になりますが、最先端の
研究に触れることができた生徒達は、学問研究への好奇心と大志を抱く
良い契機となっています。

2-i  Independent Study［主体的学習］

3-i  Interactive Learning［双方向学習］

　中学国語では、言語（表現）に特化した授業を週に1回の割合で展開
していきます。具体的には、「大学受験で通用する国語力と、これから
の時代に必要な豊かな感性と表現力の土台作り」を目標とし、確かな
語彙力と知識を身につけさせ、言語そのものに対する興味関心を深め
ます。また「何を（調べ・読むことで）学ぶのか」「どのような（調べ・読む）
学びなのか」を生徒がしっかりと考え、理解した上で学習に臨む、主体
的学習・意見交換を通して、多様な考えを知り、自らの考えを確立して
いく双方向学習によって、「幅広い人間理解と豊かな感性および、自分
の言葉で表現する力」を育てていきます。

　現在中学校の国語授業では週に1時間の割合で読書や調べ学習を主
体とした授業を行っています。国語科では、この読書調べ学習を、より
深い語彙力を身につけ、表現力を培うことを目的とした「言語（表現）科」
としています。この「言語（表現）科」は、言語そのものを探究し、豊富な
語彙力を身につけ、中学・高校でのレポートや小論文指導、ディベート指
導へと結びつけていくものです。具体的には「自由学習館・読書調べ学
習室を有効活用した授業」や、「論理エンジン」を用いた授業を専門教員
が行っていきます。

　一方的な学習から双方向の学習を行うことによって「多様な考えを
知り、問題点を深く理解し、自らの考えを確立する」ことが今後の学習
において更に重要目標となります。そのため、具体的に次のような双方
向授業を行っていきます。まず「他者に伝えることが、学習の定着には
重要である」ということを授業における共通理解とし、グループワー
クや演劇を用いた発信型の授業を積極的に取り入れていきます。また、
意見交換やICT機材を用いた授業も取り入れ、自己理解・他者理解、問
題解決力の向上を目的とした双方向型の授業を展開していきます。双
方向学習においても、言語（表現）科と連携した学習を行っていきます。

1- i  Intensive Study［深掘り学習］

　国語科では読書指導、論文指導を通して生徒の主体的な学習を促し
ています。深掘り学習において身につけた知識・語彙力、表現力を用い
て「何を（調べ・読むことで）学ぶのか」「どのような（調べ・読む）学びな
のか」を生徒がしっかりと考え、理解した上で読書・論文指導を行って
います。具体的には読書指導では「自由学習館・読書調べ学習室を有効
活用した授業」、「ビブリオバトルの導入」、論文指導では「ICT機材を用
いて他クラス、他学年のレポートの共有」を行っています。また、言語
（表現）科と連携した学習も取り入れています。このような取り組みから
生徒の興味関心の幅を広げ、より主体的な学習を促していきます。
（ビブリオバトル：京都大学から広まった書評合戦）

国語科

卒業生
inter v iew

分からないことは先生に聞いてその日に解決。
中学から続けた1日30分の復習。

首都大学東京
都市教養学部
糸井さん

　受験勉強は量・質・効率の勝負です。でもスタートが“0から”と“1から”とでは大違
い。分からないことを放っておくと、いざ受験勉強という時に凄いエネルギーを費
やします。幸い実践学園の先生方はいつでも疑問や質問に熱心に答えてくれます。
「その日に勉強したことはその日に解決」をモットーに、入学時から1日30分の復習
を6年間続け、その延長上に第一志望合格がありました。

2-i  Independent Study［主体的学習］

3-i  Interactive Learning［双方向学習］

　中学英語では、日本人教師によるリスニングの時間を増やし、スピー
キングの基礎固めとしての音読、暗唱を授業に効果的に入れていきま
す。また、第2言語の学習として英文法の授業では、文構造や英語の仕
組みをしっかりと日本語で教えます。
　ネイティブの授業では、日本人教師の授業の進度に合わせることで、
学習した文法を英会話の中で実践的に活用できる機会を増やします。
また、ネイティブに英作文の添削を行ってもらい、英語で表現するこ
とやコミュニケーションの楽しさを学びます。

　中学生の深掘り学習では英語の土台である4技能「聞く、話す、読む、
書く」をバランスよく伸ばすことを目標としています。　
　授業での指示などを少しずつ英語で行うなど、英語に触れる機会を
増やしていきます。一方で日本人教師が担当する第2言語としての英
文法の授業では、文構造や英語の仕組みをしっかりと日本語で教え込む
時間も大切にしています。ネイティブが担当する時間では、日本人教師と
授業の進度をあわせて、学習した文法を英会話の中で実践的に活用でき
るようにします。ネイティブに英作文の添削を行ってもらい、英語で自分
を表現することやコミュニケーションの楽しさを実感してもらいます。

　英語教育を通じて自らが情報を集め、整理分析をして、周りの人と協
働できる能力を育成することを目標とします。
　授業においては、英作文の添削を通じて、相手を想定した英語の実践
的な表現を学ばせます。
　行事等の事前・事後指導の中で英語を含めたプレゼンテーションを
行い、コミュニケーション能力を高め、語学を学ぶ本質的な目的を理解
します。iPadやChromebook・ディスカッションテーブルなどICT機材
を活用しつつ、教養を高める教科横断型教育の中で、グループワーキン
グを行いながらインタラクティブな授業を展開します。

1- i  Intensive Study［深掘り学習］

　社会に出てから活用できる英語コミュニケーション能力を養成する
ことを目標とします。英検・GTEC for students あわせて年に3回必修と
してあり、検定合格のために中・長期的な学習を意識させます。
　ジュニアJ・スクールにて検定対策をし、生徒の学習意識を高めなが
ら、学習方法の確立を支えます。
　また、中学3年次の2週間にわたるニュージーランド語学研修における
言語活動を中学の目標とし、中学1・2年生では授業以外の日常生活や各
行事の事前・事後研修などにも英語を含めた活動を行います。ネイティブ
にも行事等に積極的に参加してもらい、英語を使う場面を増やします。

 英語科

J・スクール講座数と受講者数

講座数
600

受講者数
（延べ人数）
14,000

12,000

10,000

8,000

6,000

500
400
300
200
100 107

6,062

9,011
11,036 10,933

12,293
11,677

2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
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　中学生は、自分が興味関心を持ったことに対　しては大人が一つひとつ指示をしなくても自ら
行動します。社会科の授業で最も大切にしてい　ることは生徒に興味関心を持たせることです。
そのために、IWBを利用した他校にはないオリ　ジナルな教材や調べ学習室を利用した調べ学
習を行い、生徒の知的好奇心を刺激していきま　す。また調べ学習により「なぜ？」「どうして？」の
知的好奇心が満たされることにより、主体的学　習の態度を身につけることができます。こうし
た学習により、社会に出た際に大切な、何事にも　主体的に取り組む姿勢が養われます。

2-i  Independent Study［主体的　学習］

3-i  Interactive Learning ［双方　向学習］

　各学年の校外授業や普段のコミュニ
ケーションデザイン教育とリンクし、様々
な体験を通して生徒に社会的事象への
興味関心を持ってもらうことを一番大
切な目標としています。1年生で地理、2
年生で歴史、3年生で公民を学びます。
　普段の授業を大切にしながらも鎌倉
研修、奈良・京都研修、ニュージーランド
語学研修などの校外授業における事前
事後の調べ・まとめ学習を通して知的好
奇心や社会的関心を持ち、生涯を通して
能動的に行動できる人間に育ってもら
うことを目標としています。

　社会科の深掘り学習は校外授業とリンクさせ　て行っています。中学1年生で行く日帰りの鎌倉
研修は、生徒達が地図を片手に神社仏閣を訪ね　ます。神社仏閣に関する事前調べ学習による深
掘り。地図記号の見方から学び、現地に行って　確認する体験的学習も深掘りの一つです。
　また中学2年生では2泊3日で奈良・京都研修　に行きます。鎌倉研修の経験を生かし、神社仏閣
に関する事前学習、事後のまとめやフィードバッ　クなどを実践祭（文化祭）で展示・発表をするこ
とにより深掘り学習が達成されています。

　授業で生徒同士のディスカッションの時間を　設けています。ディスカッションを行う授業で
は、授業開始時に当日のディスカッションのテ　ーマを教員から生徒に伝えた上で通常の講義
形式の授業を行っていきます。そして後半の時　間に生徒同士のディスカッションを行い、双方
向でそのテーマを考えさせます。中学3年生で　学習する公民分野では時事問題をテーマに、1
時間かけてディスカッションを行うこともあり　ます。生徒同士のディスカッションの場を設ける
ことにより、自分達でそのテーマについて双方　向で学び、合意形成をはかっていくという社会
人として大切なスキルを中学生段階で経験して　いきます。

1- i  Intensive Study［深掘り学習］

2-i  Independent Study［主体的学習］

3-i  Interactive Learning［双方向学習］

　2020年度から学習指導要領が変わり、
それに伴い理科教育も大きく転換して
いきます。これまでは、既に決まった正
しい答えを探し出すことを求められて
きましたが、これからは、正確な知識だ
けでなく、多くの知識や情報を統合して
自分の答えを出していくことが求めら
れるようになります。今まで想像もしな
かったことを自分で考えなければなり
ません。
　新しい時代に必要な資質と能力を育成
するために、基礎力の徹底に加え、思考
力、表現力を身につける必要があります。
これらの力を定着させるため、実践学園
独自の理科教育を展開していきます。

　理科は、教科の特性上、脱知識偏重が特に求められる教科です。これから求められていく力を
伸ばすためにも、実践学園の理科はさらに変わっていきます。理科教育にとって最も重要なこと
は、様々な事象に興味関心を持ち、本物を体感するということです。教科書の内容に留まらず、幅
広いテーマを持って取り組めるよう、カリキュラムを組んでいきます。実験や観察だけでなく、大
学教授による特別授業なども取り入れ、本物を見たり触れたりしながら、なるべく多くの体験が
できるように構成された、充実した理科教育を展開していきます。

　実験・実習を増やすことにより、深掘り学習を進めるだけでなく、さらに発展的な内容に興味関心
を持つようになります。阿部宏喜東大名誉教授を招聘した実践学園オリジナル理科教育は、低学年
程実習を多くし、体験を重視しています。実習、まとめ、発表、総評という流れを作り、それを最大
限活かす為に、中学2分野の内容を入れ替えた３年間のオリジナルプランで授業を行っています。
　様々な事象を論理的に考え、分析的・総合的に考察を行うことにより、科学的思考力も身につき、
知的好奇心を向上させるだけでなく、主体的に考えられるようになります。

　IWBは、画像や映像の活用等で理科では大変効果的に利用しています。教科書だけでは伝わらな
い、よりリアルな画像や映像等を見ることにより、興味関心を引き出し、自調自考のきっかけにも
なります。教師からの一方向的な授業にならないよう、生徒からの情報発信にも有効に活用して
います。実験や実習のあと、生徒のスケッチやレポートの発表、生徒自身が撮影した画像の表示。
このような生徒一人ひとりの成果を、まとめ、発表するツールとしてIWBを最大限活用しながら
双方向学習を充実させています。

1- i  Intensive Study［深掘り学習］
　机の上の勉強だけでなく、実社会との関わりを意識した数学的活動を図り、その体験を通して
広い知識を得て、高いレベルの学力を兼ね備えさせる取り組みを行っていきます。指導方法とし
て、単元ごとに、授業にてその内容が実社会の日常ではどのような関わりがあるのか、扱われてい
るのかなどを紹介し広い知識を得ることにより、その単元を深く考え、自らの考えを構築し、課題・
問題を発見して問題を解く意欲と解く力を養い、進路実現に向けて数学の力を最大限に伸ばし
ます。

　中学1年では、平面図形や空間図形に
ついての観察や図形に対する直観的な
見方や考え方を深めるとともに、論理
的に考察し表現する能力を養います。
　中学2年では、関数関係を見いだし表
現し考察する能力を養います。
　各学年の3学期には先取り授業を実施
するため、中学3年では高校数学Ⅰの分野
を学習していきます。また学力を定着
させるために、一方的ではなく、生徒の
関わり方を能動的にして、生徒に更に
興味を持たせ、数学的な見方・考え方を
成長させていきます。

　新しい時代に必要となる資質・能力を育成し、学力を定着させるために、一方的ではなく、生徒
の関わり方を能動的にして、生徒に更に興味を持たせ、数学的な見方・考え方を成長させていき
ます。指導方法としては、教科書の内容を超えた数学の考え方を提供したのち、その分野の知識
をもとに実社会との関わりにどのようなものがあるか、生徒が考え、発表することにより、深い思
考力を身につけさせます。また、思考力を磨くことにより、数学の面白さや美しさを知り、学力の
完成を図ります。

　抽象的数学表現や深い数学的背景に触れ、数学の面白さを感じ、楽しく学ぶことを目的とします。
また数学の習得と活用のサイクルを進めながら、覚えた知識が大学受験にも通用するよう学力を
定着させます。指導方法として、記述式の問題に対して複数の生徒の解答を大型画面で映し、IC T
機材を効果的に活用し、どのような表現がよいかを考え、解法の仕方で大切だと思ったことや、疑
問に感じたことを考えさせ、対話的な学びを通し多様な考えを知り、問題点を深く理解して自ら
の考えを確立していきます。

2-i  Independent Study［主体的学習］

3-i  Interactive Learning［双方向学習］

1- i  Intensive Study［深掘り学習］

数学科 社会科 理科

各教科の指導方針 （数学科・社会科・理科）　

自分の力で考えを組み立てて表現する
能力を育成します



高いレベルのコミュニケーション力をもつ
グローバル人材の育成
コミュニケーションデザイン教育科
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　コミュニケーションデザイン教育科では、文部科学省が学習指導
要領改訂において重視している「資質・能力の育成」、つまり「自立し
た人格をもつ人間として、他者と協働しながら、新しい価値を創造す
る力」をもとに、「自ら働きかける力」「共感する力」「場を作る力」を高
め、コミュニケーションの総合的な力を身につけることを目指して
活動に取り組んでいます。
　2016年度は青山学院大学の協力のもと、第一線で活躍する演劇や
ダンスのアーティストを招いた、芸術表現体験活動（ワークショップ）
と省察活動（振り返り）を組み合わせた授業を実施しました。
　芸術表現体験活動は中学1・2年生混合の授業であり、学年や男女混
合のグループで、「十人十色」「3人寄れば文殊の知恵」をキーワードに、
活動を楽しみ、コミュニケーションを取り合いながら、演劇やダンス
パフォーマンスなどの作品づくりを行いました。
　省察活動は、芸術表現体験活動の振り返りを行い、自分や他者の特
性を知ったり、自分なりのコミュニケーションのセオリーを導き出し
ます。また、経験学習モデルに基づき、経験したことを省察し、次回に
いかせそうなことを抽出するといったサイクルを通して、経験から
学ぶ方法について学んでいきました。
　2009年度より、青山学院大学社会情報学部の苅宿俊文教授にご協
力を頂き、参加することを一番の“学び”として、コミュニケーション
デザイン教育科を立ち上げ、能動的な学びを進めてきました。
　コミュニケーションデザイン教育科では、更なる進展を目指して
2015年からALE（エール）プログラムに取り組んでいます。このプログ
ラムは、新学習指導要領の方向性である資質・能力の育成の具体的な
学習場面として、コミュニケーション教育やキャリア教育として注目
を集めている芸術表現体験活動（アート系ワークショップ）に省察活
動（リフレクション）を加え、生徒が自分なりに意味づけすることによ
り、体験したことのより一層の定着を図る取り組みです。
　芸術表現が持っている帰納的な学びの特質と省察の意味生成の特
質が土台になっている教育プログラムです。この学びのなかで、自立
（自律）した人格をもつ人間として、他者と協力しながら、新しい価値
を創造する力を育みます。

iのある授業
それがコミュニケーションデザインです

Group
inter v iew

中学2年  宮田くん

盛り上げるための雰囲気作りや先輩・後輩への接し方に役立ちます。
　最初、初対面の人に話しかけるのが苦手でしたが、様々なワークショップをする
うちに、人見知りはなくなりました。盛り上げるための雰囲気作りや先輩・後輩へ
の接し方に、この授業が役立っています。

中学2年  神崎さん

2年生を頼りにしていたので、今年はお返しのつもりで頑張ります。
　入学時にはどんな授業か不安でしたが、2年生が上手に引っ張ってくれたので、
毎回楽しみにしていました。逆境時にいい所を見つけ出し、プラス思考に変えてい
くゲームが、印象深く、学習でも部活動でも活かせています。

中学3年  波多野くん

自ら近づいて積極的に話しかけることが習慣になりました。
　ワークショップのための準備とワークショップが交互に繰り返されます。アイデア
を出し合って課題を解決していくプロセスには色々な発見があります。自ら近づい
て積極的に話しかけることが自然とできるようになりました。

中学3年  畠山さん

1年の時の自分を思い出し、1年生のために2年生が力を合わせます。
　アクションをつけながら演じるワークショップは、様々なテーマがあってとても
盛り上がりました。1年生が遠慮なく話せて参加できる場になるために、2年生一人
ひとりが一生懸命取り組みます。

Communication
Active
Metacognition
Creativity
Collaborative
AI
Happiness

　ALEプログラムのグランドデザインとして、協働性・創造性・メタ認
知の三つの軸があります。ALEプログラムでは、他者と協働しながら、
特定の答えのない作品を創造していくこと。それを振り返り、次回に
いかしていくことを通してメタ認知を育成していきます。
　また、2017年度には、ALEプログラムにICTを活用したプログラム
を実施します。画像や映像による意味づけの多様性の共有、アプリな
どにより短時間で作品化できるといったICTの特性を加味し、生産的
思考の育成に資する先進的な授業を実施していきます。
　そして、より良い“学び”のために、2016年度より本校教員が、青山
学院大学社会情報学部附置社会情報学研究センターの特別研究員と
して、共同研究をしています。

ALEプログラム
Authentic 
Learning 
Environment 
Program

メタ認知

創造性 協働性

行動制約

予見

逸脱 グループ
増幅 ペア

模倣 1人

自己内省

　本学園では、グローバル人材を育てるために重要な要素であ
るコミュニケーション力を「自ら働きかける力」「共感する力」
「場をつくる力」の三つの力と定義しています。
　この三つの力を異文化理解や社会福祉、キャリア教育、などの
テーマに沿い、K J法やブレインストーミング、イメージマップ、
シミュレーションなどの様々なメソッドを用いて体系的に学習
し、ワークショップを中心に実施し、参加することを一番の“学び”
としています。
　また、中学1･2年生の合同授業にも取り組んでおり、中学2年
生はファシリテーターとして授業を企画したり、下級生を導く
役割を担い、中学1年生で身につけた「自ら働きかける力」「共感
する力」に加え、「場をつくる力」を身につけます。中学3年生で
は2年間で培ったものを“プレゼンテーション”という形で発表
します。
　自分で考えたことをもとに、自分流のコミュニケーション術
をつくることも目的の一つとしています。

①4月15日（金） オリエンテーション1 （1年生 クラスごとで実施）
　目的：授業の目的を知る、「十人十色」を、体験を通して感じる
②4月22日（金） オリエンテーション2 （1年生 クラスごとで実施）
　目的：授業の目的を知る、「3人寄れば文殊の知恵」を、体験を通して感じる
③4月15日（金） オリエンテーション1 （2年生 クラスごとで実施）
　目的：自分や他者の特性を捉える
④4月22日（金） オリエンテーション2 （2年生 クラスごとで実施）
　目的：自分や他者の特質を活かして、作品をつくる体験をする
⑤5月６日（金） ワークショップ1 （1・2年生合同で実施）
　目的：特定の解のない芸術作品をつくることを通して、グループで協働的な活動に取り組む 
　ゲスト：増田敦（演出家／劇団俳協演出部）
⑥5月13日（金） 省察1 （1年生 クラスごとで実施）
　目的：ワークショップ1を振り返り、自分の気持ちやその理由、他者の気持ちに目を向ける
⑦5月13日（金） 省察1 （2年生 クラスごとで実施）
　目的：ワークショップ1を振り返り、自分の気持ちやその理由、他者の気持ちに目を向ける
⑧６月3日（金） ワークショップ2 （1・2年生合同で実施）
　目的：特定の解のない芸術作品をつくることを通して、グループで協働的な活動に取り組む 
　ゲスト：増田敦（演出家／劇団俳協演出部）
⑨6月10日（金） 省察2 （1年生 クラスごとで実施）
　目的：ワークショップ2を振り返り、自分の気持ちやその理由、他者の気持ちに目を向ける
⑩6月10日（金） 省察2 （2年生 クラスごとで実施）
　目的：ワークショップ2を振り返り、自分の気持ちやその理由、他者の気持ちに目を向ける
⑪6月17日（金） ワークショップ3 （1・2年生合同で実施）
　目的：特定の解のない芸術作品をつくることを通して、グループで協働的な活動に取り組む
　ゲスト：増田敦（演出家／劇団俳協演出部）
⑫6月24日（金） 省察3 （1年生 クラスごとで実施）
　目的：ワークショップ3を振り返り、自分の気持ちやその理由、他者の気持ちに目を向ける
⑬6月24日（金） 省察3 （2年生 クラスごとで実施）
　目的：ワークショップ3を振り返り、自分の気持ちやその理由、他者の気持ちに目を向ける
⑭7月1日（金） まとめ （クラスごとで実施）
　目的：これまでの活動を振り返り、コミュニケーションデザイン教育で学んだことを自分の
　　　  言葉で説明する

コミュニケーションデザイン教育科 ［昨年度の1学期の活動内容］
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充実した語学研修と中・長期留学制度

実践学園のグローバル教育

　本学園では世界で活躍できる人材の育成を目指し、様々な取り組みを行っています。本学園の
グローバル教育戦略は、語学の習得を目的とするだけではなく、日本人としてのアイデンティティ
を持ち、それを更に磨き上げて大切にすることで、国際人としてグローバル社会で通用する幅広い
見識と、確固たる信念を持ち、尊敬される人格を育てることにあります。学園では中高6カ年を通し
て多彩な海外留学・語学研修プログラムや、グローバルな視点からの教育を実施しています。中学・
高校の多感な時期に得られた豊かな経験が糧となり、生徒一人ひとりの将来の可能性を大きく広
げていきます。

inter v iew

1回目のホームステイを踏まえ、
今回はステップアップ。楽しく過ごせました。

高校3年  長谷川さん

　中学３年のニュージーランド語学研修は初めての海外で、
何も分からずホームシックになりました。高校2年のハワイ修学研修旅行では、前回
の反省も踏まえ、ステイ先の家族に自分からアプローチするよう心がけたところ、
何もかもが楽しくなってハワイが大好きになりました。平和を実感したパールハー
バー訪問は、一生忘れられない思い出です。

inter v iew

中高一貫の余裕ある中学の時期に、
留学を経験しようと決めていました。
　中学3年の夏のニュージーランド研修では、釣り好きの僕のために釣りに行って
くれ、いい家族と友達に恵まれて2週間を快適に過ごしました。3学期にはカナダ中
期留学を希望し、極寒のパースで7週間過ごしました。こちらから積極的に話しかけ
ることで会話力が飛躍的に上がり、元々英語は好きでしたが自信がつきました。

ニュージーランドでもカナダでも、多様な人々が
互いの文化や価値観を尊重して暮らしていました。

高校1年  阿部くん

　ニュージーランド研修では、互いの文化や価値観を尊重しながら、様々な人が暮
らしていることが実感できました。3学期にはカナダ・パースで中期留学を経験。大
家族がホームステイ先だったため、前回よりも気軽に会話の糸口をつかめるように
なりました。学校では習わない言葉を1日1語見つけて書きとめ、覚えたのも財産です。

inter v iew

英語検定取得のための指導に感謝。
自信を持って
ニュージーランド研修に行けました。

高校1年  内藤さん

　実践学園は英語検定取得のための指導にも積極的で、私は中学2年で英検準2級
を取得することができました。それが自信となって英語が好きになり、中3の夏休
みのニュージーランド研修では、ジェスチャーも交えながらホストファミリーや友
達と楽しくコミュニケーションできました。今でもメールで連絡を取り合っています。

TOEIC 指導

奈良・京都修学研修

語
学
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得
教
育

国
内
・
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外
研
修

留
学

検
定
等

ニュージーランド
語学研修

北米（カナダ）中期留学

ニュージーランド中期留学

ハワイ修学研修
⇒日米間の歴史を

　通しての世界的な視点

アメリカ
短期語学研修

（短期：英語クラス）

海
外
大
学
進
学
支
援

中学
1学年 2学年 3学年 1学年 2学年 3学年

高校

米国長期留学

TOEFL受験指導英検（3級）⇒（準２級）

ニュージーランド中期・長期留学

ブリティッシュヒルズ研修

オーストラリア短期語学研修
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3
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10北米（カナダ）中期留学7

鎌倉校外授業

グローバル教育支援プログラム

必修

必修

必修

高校1年  阿部くん

① 中学 ニュージーランド語学研修（中学3年）
1998年から続いている中学3年
生の修学研修を兼ねた語学研修。
これまでに1000名以上の中学3
年生が参加しています。姉妹校
の「マルボロ・ボーイズ・カレッ
ジ」と「マルボロ・ガールズ・カレッ
ジ」で男女それぞれが語学研修
を受け、ホームステイします。

② 中学 ニュージーランド姉妹校中期留学（中学3年）
2014年度より実施している中学
生の中期留学。現地ニュージー
ランドの生徒が受けている授業
に参加します。親元を離れて約
2カ月間、日本語の通じない環境
でホームステイをするので、強
い精神力が求められます。中学
3年必修の語学研修の生徒たち
と現地で合流し、一緒に帰国し
ます。

③ 中学
⑦ 高校

カナダ中期留学（中学3年）
カナダ中期留学（高校1・2年）

カナダの首都オタワから車で1
時間ほどのオンタリオ州東部地
区の学校に留学します。現地校
のESL（英語を母国語としない外
国人学生のための授業）を受け
た上で、授業に参加します。ホス
トファミリーは、留学サポート会
社の高い選定基準に合格した家
庭になります。

④ 高校 ハワイ修学研修旅行（高校2年）
中高一貫生の高校での修学研修
旅行。高校1・2年生の事前研修で
は、太平洋戦争についての平和
学習を行います。その上でホー
ムステイし、語学力を高め、アメ
リカ（ハワイ）の文化・歴史を学
びます。さらにパールハーバー
を訪問し、異なる国の立場から
の「平和」について学び、国際理
解を深めます。

⑥ 高校 アメリカ短期語学研修（高校2年英語クラス）
2014年度より実施している高校
2年生の修学研修旅行を兼ねた
英語クラスの短期語学研修。総
合学習での平和学習や事前研修
を通じて、アメリカの政治制度
や日本文化などを学んだ上で研
修を行います。研修先では、夏休
み中の大学のキャンパスを利用
して、英語研修と様々なアクティ
ビティーを行います。

⑤ 高校 オーストラリア短期語学研修（高校1・2年）
研修校の「ビクトリーカレッジ」は
私立の中学・高等学校。自然に囲
まれており、附属の小学校と幼
稚園が隣接しています。2007年
度から本学園生徒が短期語学研
修を受けています。実践学園の
ために作られた英語研修プログ
ラムを中心に現地生徒の授業に
参加します。この間生徒たちは
ホームステイします。

⑧ 高校 ニュージーランド姉妹校中期留学（高校1・2年）
2012年度に始まった約2カ月半
の中期留学。長期1年留学同様
に現地の授業に参加し、ホーム
ステイでの滞在になります。本
格的に留学したいけれども1年
間という長期の留学は難しいと
いう生徒に人気です。

⑨ 高校 ニュージーランド姉妹校長期留学（高校1年）
2002年から続いているニュージーラ
ンド姉妹校「マルボロ・ボーイズ・カ
レッジ」と「マルボロ・ガールズ・カレッ
ジ」での1年留学。ホームステイをし
ながら現地の授業に参加します。語
学力はもちろん、精神力と自立心が
向上します。2年次の単位が認定され、
帰国後は進級学年に復帰できます。

⑩ 高校 高校 アメリカ長期留学（高校2年）
2014年度より実施のアメリカ長
期留学。留学先の学校はオレゴン
州とユタ州にあり、ホームステイ
をしながら現地の授業に参加し
ます。留学サポート会社による
事前指導（ビザ申請を含む）と留
学中のサポートを受けることが
できます。2年次の単位が認定さ
れ、帰国後は進級学年に復帰で
きます。
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生徒の為の学びの環境「自由学習館」
生徒の受験学習、読書・調べ学習、予習・復習等の
生徒一人ひとりの学習スタイルに応えます

自由学習館～三つの学習室（総面積：1616㎡  総席数：410席  総蔵書冊数：24863冊）～の機能と役割

［本館］
自学自習学習室
面積：1361.1㎡
席数：286席
学習参考書等蔵書冊数：2677冊

・ 授業で学んだ事柄を、確かな知識とするために整理し確認をしな
   がら、多角的視点から深く調べる「自学自習」「自調自考」のための
   学習室
・ 1学期から3学期の7限・8限と長期休暇期間（夏期・冬期・春期）に
   年間を通して実施する進学指導講習「J・スクール」の学習拠点

［生徒ホール／2号館2階］
予習・復習学習室
面積：91.5㎡
席数：82席
蔵書冊数：4372冊

・ 中学、高校の職員室に近く、教科担当教員の指導のもとで日常授
   業の予習・復習による確実な学力向上のための学習室
・ 教員と生徒との面談による信頼関係を構築し、生徒の学習意欲を
   醸成するための学習室

［別館／3号館1階］
読書・調べ学習室
面積：163.4㎡
席数：42席
蔵書冊数：17814冊

・ 3号館1階にあり、読書や情報を活用して、自らの課題を主体的に
   解決する資質や能力を育成するための学習室

体験型理科教育とリベラルアーツ＆サイエンス教育の強化

阿部宏喜 東京大学名誉教授による「理科教育」

「自由学習館（Freedom Learning Manor House）」は
知の探究への入り口
三つの学習室「自由学習館」

　生徒一人ひとりの学習スタイルに応え、自由に楽しく知の探究へと導く学習
施設として2011年に完成した自由学習館は、2014年度より三つのエリアに拡大
され、学園の新しい学習空間及び生徒・教員の自由なコミュニケーションを生
み出す学習施設として、多くの生徒が活用しています。
　本学園の「自由学習館」は今求められている「真の学力」の育成を先取りする
施設として、今後さらに多くの生徒の学力向上を支えるものとなります。実践学園　理科教育指導顧問

「実践の森・農園」名誉園長
東京大学名誉教授

阿部 宏喜

自由学習館は、日本の教育界においてこれまでに無い斬新な学習施設であり、
またそれを活用した学園の取り組みが評価され、大賞を受賞しました！

実践の森・農園
　本学園1号館屋上にある、「実践の森」
では様々な植物が語る四季の移ろいや
ビオトープによる生態系の観察ができ、
田畑のある「実践農園」では毎年多くの
野菜や果物が収穫されています。また、
生徒同士や教員とのコミュニケーショ
ンの場にもなっています。2010年には
「環境大臣賞」「東京都緑の大賞・特別賞」
を受賞した緑豊かな武蔵野の環境を再
現した設備です。

東京大学田無演習林
　中学1年生の1学期の校外授業とし
て、東京大学田無演習林に行きます。
阿部先生に同行していただき、施設内
をガイドさんと共に解説していただ
いています。生物多様性や外来種の問
題などを考えるきっかけになってい
ます。

国立科学博物館附属自然教育園
　江戸の昔から武蔵野の自然が残されています。生徒たちは、植物のほか、
昆虫・水生動物・鳥などの観察を通して、豊かな生態系が息づいていること
を実感し、自然の大切さを学びます。

 阿部宏喜東大名誉教授による理科教育・実践の森の活用

inter v iew

阿部先生と一緒に演習林や
水族館を巡るのは、貴重で有意義な時間でした。

　中学１年では「2種の植物の見分け
方」、2年生では「マグロの生態」を学び
ました。教室で教わったことを演習林や水族館に出向いて、
実物を見ながらひとつずつ確認していく授業です。
　阿部先生は明るい先生でお話もたくさんできました。僕た
ち人間とは異なる哺乳類の生態に興味が湧いたところです。

中学3年  露木くん

より高い目標に向けて、
フレキシブルに対応してくれる学校です。

　勉強に日々励むクラスメイトに囲まれて刺激を受けました。高2の夏のJ・ス
クールで英単語力不足を痛感し、単語帳で一日100語の習得を決めて取り組み、
高3になると英単語に自信がつきました。夏休みも朝7時から登校し、受験まで
毎日10時間以上の勉強をしました。直前まで諦めることなく過去問題を研究
した結果、模試で決してよくない判定だった早稲田大学に合格できました。

早稲田大学　
商学部
鈴木くん

inter v iew

卒業生

リベラルアーツ＆サイエンス講話
　グローバル人材の礎となるリベラルアーツ＆サイエンス教育としては、
2008年度より、東大・東工大・一橋大・早大・慶大などから、人文科学・社会
科学・自然科学など各分野で著名な教授等を招聘して、大学模擬授業を開
催しています。昨年度は文化功労者に選ばれた古井貞煕東工大名誉教授に
よる「AIと自動車の展望と課題」に関する講義や、本学園理事でもある阿部
宏喜東大名誉教授による「塩からい海中で暮らす方法」に関する講義をはじ
め、28の講座が開かれ、最先端の技術や考え方に触れて、教養を深めること
ができました。

自由学習館は、「J・スクール」や
「総合学習」などの拠点となっています
　地下1階から1階にかけての開放感あるフリーダムホールや、3階のラーニ
ングルームでは、様々なプログラムを行っています。

阿部宏喜東大名誉教授による理科年間教育計画一覧
2016年度

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

4月23日（土）

5月27日（金）

7月12日（火）

7月12日（火）

10月26日（水）

11月16日（水）

11月18日（金）

1月～2月　

2月24日（金）

3月18日（土）

保護者

中1

中1

高1

中1

中3

高3

高２

中２

中２

「健康にいい魚をおいしくいただく」

東京大学 田無演習林  見学

国立科学博物館附属
自然教育園（目黒）

「右？左？～理系・文系選択の前に～」

実践の森・農園

大学模擬授業

スポーツとアミノ酸　
高尾の自然

魚は川でも海でも生きられるか？
～浸透圧調節の不思議～

マグロとカツオの特別授業  見学

葛西臨海水族園

日時　　　対象 　  　内容　　　　　　　　　　　　備考
保護者対象講演会

校外授業

校外授業  2時間同行

総合学習  50分講義

放課後  2時間実習

授業  70分講義

授業  50分講義

授業  50分講義

授業  50分講義

校外授業  2時間同行

　実践学園オリジナルの理科カリキュラムでの授業を実施して
4年目に入りました。2017年度からは、実験や実習に加えてさら
にアクティブラーニングを意識した「まとめ」や「発表」を行うよ
うにしています。
　また、授業をより効果的に充実させるために、生物分野を中学
1、2年生の2年間をかけてじっくり学んでいきます。阿部宏喜東京
大学名誉教授の指導の元、中1では植物中心に学習し、東大演習林
や都内の森林、実践の森を活用した実習を行います。中2では事
前授業後に水族館見学を実施し、中3では特別授業を受講して高
校への連携を図るなど、理科教育をより一層充実させています。
　中学生という多感な時期に、阿部先生のご協力を得ながらの
体験型授業が、将来に大きな影響を与えるはずです。

主な大学進学先

葛西臨海水族園
　阿部先生と一緒に葛西臨海水族
園に行きます。「カツオ・マグロって、
どんな魚？」という講義を事前に聞
いているので、興味をもって注意深
く観察することができます。エイな
どに触れたり、ペンギンを水底側か
ら観察します。

◎一橋大学 ◎東京外国語大学 ◎首都大学東京 ◎東京農工大学 ◎千葉大学 ◎埼玉大学 ◎群馬大学 ◎神戸大学 
◎早稲田大学 ◎慶應義塾大学 ◎上智大学 ◎東京理科大学 ◎明治大学 ◎青山学院大学 ◎立教大学 ◎中央大学 
◎法政大学 ◎学習院大学

2017年夏  リニューアル予定
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充実したクラブ活動

クラブ活動実績

体育クラブ

　　　　◎卓球部  全国選手権大会：優勝1回・準優勝4回／全国選抜大会：優勝2回・準優勝4回・3位1回  ◎男子バスケットボール部  全国中学校大会：6回出場・優勝2回・
準優勝1回・3位1回・ベスト8  1回／関東中学校大会：8回出場・優勝2回・準優勝3回・3位1回／東京都大会：優勝12回  ◎男子バドミントン部  関東中学校大会：ダブルス
2回出場・男子シングルス優勝1回・準優勝2回  ◎女子バスケットボール部  関東中学校大会：1回出場／東京都春季大会：3位／東京都中学校選手権大会：ベスト8／東京都
新人大会：準優勝  ◎女子バレーボール部  全国選手権大会：2回出場／関東中学校大会：3位／東京都中学校選手権大会：準優勝  ◎合唱部  東京ヴォーカルアンサンブルコン
テスト：銅賞／NHK全国学校音楽コンクール東京予選：銀賞1回・銅賞2回

◎男子バスケットボール部／女子バスケットボール部 ◎男子バドミントン部／
　女子バドミントン部 ◎男子ソフトテニス部／女子ソフトテニス部
◎女子バレーボール部 ◎サッカー部 ◎卓球部 ◎柔道部 ◎剣道部 ◎ゴルフ部 
◎女子ダンス部 ◎軟式野球部 ◎陸上競技部

◎男子バスケットボール部／女子バスケットボール部 ◎男子バドミントン部／
　女子バドミントン部 ◎男子ソフトテニス部／女子ソフトテニス部
◎女子バレーボール部 ◎サッカー部 ◎卓球部 ◎柔道部 ◎剣道部 ◎空手道部
◎ゴルフ部 ◎女子ダンス部 ◎野球部 ◎陸上競技部

文化クラブ・同好会

◎書道部 ◎華道部 ◎茶道部 ◎吹奏楽部 ◎マンガ倶楽部 ◎美術部 ◎演劇部 
◎JESS（英語部）◎合唱部 ◎写真部 ◎家庭科部 ◎科学部 ◎パソコン同好会 
◎棋道同好会 ◎青少年赤十字同好会（J.R.C）◎映画同好会 ◎鉄道研究同好会 
◎箏曲同好会

◎書道部 ◎華道部 ◎茶道部 ◎吹奏楽部 ◎マンガ倶楽部 ◎美術部 ◎演劇部 
◎JESS（英語部）◎合唱部 ◎写真部 ◎家庭科部 ◎科学部 ◎パソコン同好会 
◎棋道同好会 ◎青少年赤十字同好会（J.R.C）◎映画同好会 ◎鉄道研究同好会 
◎箏曲同好会

　　　　［全国大会］◎男子バスケットボール部  総合体育大会：1回出場／全国選抜優勝大会（WINTER CUP）：1回出場  ◎サッカー部  全国選手権大会：2回出場／総合体育
大会：2回出場  ◎卓球部  総合体育大会：38回出場・準優勝3回・3位5回・シングルス 優勝1回／選抜大会：34回出場・3位4回  ◎女子バスケットボール部  総合体育大会：17
回出場・3位1回・5位3回／選抜優勝大会：9回出場・3位1回・5位3回　◎男子バドミントン部　総合体育大会：1回出場・ダブルスの部9位 ／全国高等学校選抜バドミント
ン大会 団体：1回出場／全国私立高等学校選抜バドミントン大会 団体：17回出場  ◎女子バレーボール部  春の高校バレー全国選抜優勝大会：1回出場・ベスト16／全国私学
大会：11回出場・ベスト8  ◎ゴルフ部  個人の部：1回出場  ◎棋道同好会  将棋選手権大会：女子団体戦3回出場・ベスト8  1回・女子個人戦5回出場・2位2回・5位2回／文化
連盟将棋新人大会：女子個人戦4回出場・1位2回・5位1回／将棋女子選抜大会：個人戦4回出場・1位2回・5位2回  ◎書道部  学芸書道全国展：硯心会奨励賞・特選・秀作  
◎女子ダンス部  日本高校ダンス部選手権大会全国大会3回出場／USA Nationals in Japan Hip Hop部門：6回出場・song-pom/small部門：4回出場4位  ◎鉄道研究同好会  全
国高等学校鉄道模型コンテスト：3回出場
［関東大会］◎卓球部 44回出場  ◎女子バスケットボール部（29年連続）30回出場  ◎男子バドミントン部（11年連続）19回出場・5位1回／関東選抜大会：4回出場・ダブル
ス3位1回  ◎女子バレーボール部（24年連続）35回出場・5位1回  ◎男子バスケットボール部  7回出場・3位1回  ◎女子バドミントン部  3回出場  ◎ゴルフ部　団体の部1回・
個人の部11回出場　◎サッカー部　1回出場／JFA関東プリンスリーグ：1回出場　◎野球部　1回出場
［東京都大会］◎野球部　平成23年度春季大会：ベスト8  ◎女子バドミントン部　春季大会：3位／新人大会：5位  ◎空手道部　春季大会：ベスト8  ◎吹奏楽部  中編成の
部：優秀賞1回・金賞4回  ◎合唱部  NHK全国学校音楽コンクール東京都東地区予選：金賞4回・東京都本選：銅賞1回／東京ヴォーカルアンサンブルコンテスト：銀賞2回・
銅賞5回／東京 春のコーラスコンテスト：銅賞1回・3位1回

inter v iew

ぴたりと息が合った時の一体感こそ、
合唱部の醍醐味です。

中学2年  大野さん

　同学年は一人だけですが、コンクールに向けて中高が一緒
に練習します。自由学習館のフリーダムホールは音響に優れ、練習環境にも恵まれ
ています。最初バラバラだったコーラスがだんだんとまとまり、ぴたりと合うよう
になります。この瞬間がたまりません。2月の「春こん（東京春のコーラスコンテス
ト）」で銅賞を取り、ますますやる気が出てきました。

inter v iew

1年からレギュラー入りし、昨年度は
全国大会で優勝。部長として頑張ります。

中学3年  小森くん

　小学校でバスケットボールのクラブチームに所属し、この
学校に練習に来た時に、練習環境が整った実績ある学校だと分かり入学しました。
声出しも全員一丸で、いい雰囲気のクラブです。昨年度は全国大会に優勝でき、今
年は部長として約40人の部員をまとめます。高校でもハイレベルのバスケットボー
ルができるので、今から楽しみです。

中学

「学習とクラブ活動の両立」を支援し
充実した学園生活による人間性の育成

高校

中学

高校

中学

高校

　本学園のクラブ活動は文化部・運動部共に多くの生徒が所属
し、それぞれの目標達成のため、充実した活動を行っています。
技術のみならず人間性の育成にも力をいれており、その結果、昨
年度、男子バスケットボール部が全国大会優勝（2連覇）を果たし、
卓球部・女子バレーボール部・女子バスケットボール部が関東大
会に出場しています。さらに、本学園は「学習と部活動の両立」の
支援に力を入れており、それぞれの部活動が放課後のＪ・スクー
ルをはじめ、学習との両立を念頭に活動しています。

高尾グラウンドで行われる体育祭



中学校・高校とも、男子はプルオーバーシャツ、女子がオーバーブラウスです。
男女ともにポロシャツや2色のセーターがあり、季節や気候、好みに合わせて
着こなしができます。

中学校・高校とも、冬服は胸に校章のエンブレムが入った紺色のブレザーを着
用します。男子は替えのズボンとネクタイの組み合わせ、女子は替えのスカート
とリボン・ソックスの組み合わせでコーディネートが楽しめます。

2019

伝統の継承と現代性の融合をテーマにした制服の
ブレザーは、男女とも、現行のデザインを活かしつつ
細かな仕様を見直すことで、よりスッキリとスマート
な印象にグレードアップしました。

入学式

新入生歓迎  ハルカイ Spring Festival

校外授業（田無演習林） 実践祭

体育祭

奈良・京都研修旅行

合唱コンクール 卒業証書授与式

スキー教室

目的意識を高め、人間力向上を図る学校行事

中高共通

・入学式
・始業式
・新年度ガイダンス
・新入生歓迎 ハルカイ
　Spring Festival

・健康診断
・生徒総会
・中間考査

・期末考査
・総合学習
・終業式
・夏期 J・スクール
・夏期三者面談

・夏期 J・スクール
・夏期三者面談

・始業式
・防災訓練
・実践祭

・中間考査 ・期末考査
・総合学習
・終業式
・冬期 J・スクール

・始業式 ・期末考査
・総合学習
・終業式
・春期 J・スクール

・学力推移調査
・授業参観・保護者会

・校外授業
  （1年 高尾研修センター）

・校外授業
  （2年 江戸東京博物館）

・校外授業
（3年 ブリティッシュヒルズ）

・生徒総会

・合同体育授業（中野）
・漢字検定

・数学検定
・GTEC for STUDENTS
　（1年）

・勉強合宿（2年）
・ニュージーランド
　中期留学（3年希望者）

・勉強合宿（3年）
・ニュージーランド
   語学研修（3年）

・課題確認テスト
（1・2年）

・体育祭
・英語検定
・数学検定
・漢字検定
・学力推移調査

・合唱コンクール
・奈良・京都研修旅行（2年）
・校外授業（1年 鎌倉）
・授業参観・保護者会

・英語検定

・北米（カナダ）中期留学（3年希望者）

・エコプロダクツ見学 ・実力確認テスト（3年）
・スキー教室（1年）
・学力推移調査（1・2年）
・数学検定

・高校進学
ガイダンス（3年）

・卒業証書授与式

・ハワイ修学研修旅行（2年）
・生徒総会

・大学模擬授業（1・2年）
・校外学習（1年 東京大空襲）
・保護者会（1・2年）

・スタディーサポート
（1・2年）

・保護者会（2・3年）

・体育祭
・大学合同説明会（3年）
・保護者会（1年）
・保護者対象講演会
・漢字検定（1年）

・大学見学ツアー（1年）
・オーストラリア短期語学研修
　（1・2年希望者）
・ニュージーランド中期留学
　（1・2年希望者）

・アメリカ長期留学（2年希望者）

・勉強合宿（2年） ・スタディーサポート
　（1・2年）

・校内統一テスト（3年）

・体育祭（1年）
・文系理系選択ガイダンス
　（1年）

・漢字検定

・プレ統一テスト（2年）
・三者面談（3年）
・GTEC for STUDENTS

・センター試験壮行会（3年）
・直前Ｊ・スクール（3年）

・英語検定
・ニュージーランド長期留学（1年希望者）
・北米（カナダ）中期留学（1・2年希望者）

・合唱祭（1年）
・修了確認テスト（3年）
・3年生を送る会

・卒業式
・スタディーサポート（2年）
・勉強合宿（1年）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

・GTEC for STUDENTS

中学行事

高校行事

制服（夏服） 制服（冬服）

中学 高校 中学 高校
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施設

ICカードの導入 AEDを設置 校舎の安全対策・感染予防対策応急手当奨励教育機関認定校

　生徒証にはICカー
ドを導入。登下校時
に玄関に設置された
カードリーダーにか
ざすことで、保護者
の皆様に登下校状況
をメール配信してい
ます。個人情報保護
は徹底しています。

　本学園では中野校舎・高尾校舎ともにAED（自
動体外式除細動器）を備え、AEDの取り扱い講習
を徹底し、万一の場合に備えています。

　常時校舎の安全を点
検し、事故の未然防止
対策に取り組んでいま
す。また教員による危
機管理対策委員会を設
置し、インフルエンザ
等の予防対応も万全
です。

危機管理対応策

カフェテリア［1号館1階］

コンピュータ室［1号館3階］第2理科室［1号館3階］

視聴覚室［2号館3階］

音楽室［1号館4階］ 美術室［1号館4階］

茶室［3号館1階］

平澤記念高尾研修センター1号館

中2夏期勉強合宿 研修室にIWBシステムを設置

1号館研修室

高尾インドアアスレチックフィールド（屋内運動場）

　校内倉庫に加え、防災備蓄庫に全校生徒・教職員
3日分の防災用品を備蓄し、緊急の事態に万全な備え
をしており、東日本大震災の際にも十分対応できま
した。（毛布・給水ポリパック・簡易トイレ・カンパン・
クラッカー・保存用ご飯等、3日分を準備）

全生徒に防災
ヘルメットを用意

家庭科室［3号館1階］調理室［3号館1階］

1号館

3号館

2号館 体育館

グラウンド

受付

入口 入口

警備室

正門

中庭

南門

入口

入口
屋上
実践の森・農園

自由学習館

中野校舎案内

安全•危機管理対策も万全な最新の施設・設備

セミナールーム

宿泊施設

　実践学園は、教室の「見える化」で開放感のある教育環境となり、教
員相互のより高度な授業への取り組み内容の確認や保護者による授
業参観がいつでも可能です。また「校舎全体を教室に」を目的に、全校
舎の「廊下壁のホワイトボード化」を実現し、教室外の廊下において
も教員と生徒が勉強できる設備を整えました。これにより、生徒への
　　　　　　　　　　　　　  メッセージ、伝達事項など必要情報の
　　　　　　　　　　　　　  伝達ができます。さらには職員室前の
　　　　　　　　　　　　　  「ふれ合いコーナー」では、生徒からの
　　　　　　　　　　　　　  質問や対話が図られ、より深い信頼関
　　　　　　　　　　　　　  係を築くことができます。

　「建学90周年記念事業」として、高尾研修センター1号館の全面改修
工事及び高尾インドアアスレチックフィールド（屋内運動場）の建設、
トレーニングセンターの全面リニューアルを行いました。
　さらに、既存の人工芝の全面張り替えや、夜間照明のLED化も完了し、
整備された環境の中、中学全体及び高校1年生の高尾体育授業が行わ
れています。高尾体育授業では、広大なグラウンドでしか味わえない
開放感の中、球技を中心としたスポーツを行います。
　また、体育祭は生徒主体で企画・運営する年間行事のビッグイベン
トです。中学生は中高一貫高校生のサポートを受けながら、各学年
を縦割りにした色別対抗戦で白熱した競技を繰り広げます。

　大学新テストが開始される2020年を見据え中期5カ年「教育改革戦
略」のもと、中学２年・３年生の特進クラスを対象とする勉強合宿を行
います。
　緑に恵まれた教育環境の中、勉強に集中します。
　また、高校1年生～3年生を対象に、大学受験に活かせるTEAPの英語
能力テスト対策として、1泊2日の夏期合宿を実施します。

　中野校舎の近くにある学習施設で宿泊
もでき、生徒の勉強合宿や教員研修等に
利用しています。

教育環境

セキュリティ・安全・危機管理

教室の見える化
高尾研修センターの全面リニューアル 軽井沢平澤記念研修センター

中野坂上セミナーハウス

廊下壁のホワイトボード化

ふれあいコーナー



JISSEN GAKUEN JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL

※各行事とも見学受付までお越しください。

平成30年度入試説明会等日程

中学校体験授業

7月30日（日）１0：0０
8月26日（土）１0：0０

要予約

小学生対象

小学生対象

中高一貫部 入試説明会

第１回 10月21日（土）14：00
第2回 11月  4日（土）10：30
第3回 11月17日（金）18：00
第4回 11月25日（土）10：30
第5回 12月10日（日）14：00
第6回    1月13日（土）14：00

予約
不要

体験授業

授業公開

イブニング入試説明会

授業公開

入試問題説明会

入試体験会・体験授業

小学生・保護者対象

イベント等日程

学園祭［実践祭］
9月23日（土）・24日（日）
本校

体育祭

高校部　　　  6月13日（火）
中高一貫部　10月  7日（土）
高尾総合グラウンド
JR中央線・京王線「高尾駅」南口より徒歩7分

中学合唱コンクール
11月 22日（水）
杉並公会堂大ホール
JR・東京メトロ「荻窪駅」下車徒歩5分

予約
不要

※上履きをご持参ください。 
※車でのご来校はご遠慮ください。 
※学校見学につきましては、事前に電話にてご連絡ください。

〒164-0011 東京都中野区中央 2-34-2  TEL.03-3371-5268  FAX.03-3363-8396 
中野区・中野坂上［共学校］ http://www.jissengakuen-h.ed.jp/

 ぜひご来校ください！入試説明会&イベント

アクセス

中学

中学

中学

高校
中学
高校

中学

文

至 大月 至 新宿

京王線

町
田
街
道

JR中央線

国道20号 甲州街道

高尾駅
バス
乗り場

浅川小学校

みころも
幼稚園

文
浅川中学校

東浅川

高尾総合グラウンド
高尾研修センター

三井情報ビル
中野坂上セミナー
ハウス

郵便局

宝仙寺
文 文

公園

中野1丁目
バス停

東中野2丁目
バス停

至 大久保至 中野

至 荻窪

至 新宿

至 練馬

東中野駅

山
手
通
り

中野坂上駅

A2 出口

3 出口

西口

都
営
大
江
戸
線

東京メトロ丸ノ内線

JR 総武線・中央線

青梅街道

大久保通り

至 都庁前

実践学園

実践学園

自由
学習館

高尾総合グラウンド  高尾研修センター

中野校舎

■東京メトロ 丸ノ内線・都営大江戸線
　「中野坂上駅」3番出口・A2 出口より徒歩5分
■JR 総武線・中央線  「東中野駅」西口より徒歩10分

■JR 中央線・京王線
　「高尾駅」南口より徒歩7分

※　  内の文字は「中野坂上」への所要時間（分）の目安です。

東武東上線

西武池袋線

西武新宿線

JR中央線

小田急線

東急田園都市線

東急東横線

JR 京浜東北線

京王高尾線 京王相模原線

京王線
京王
井の頭線

丸ノ内線

JR 山手線

JR 埼京線

副都心線
都営大江戸線

副都心線

有楽町線

東西線

東西線

JR 総武線

有楽町線

日比谷線

都営新宿線

調布
中野坂上中野坂上

高尾 荻窪 中野

153

13

44

5

320

11

27

25
16

38 35

4

6
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9163235

69 32 18
45 34 19
50

38 29

50 39

14

24 18

11

39

3134

54 40

48
新宿三丁目

六本木

大井町

自由が丘

二子玉川

中目黒

川崎東神奈川

吉祥寺国立立川

橋本

分倍河原

八王子

上石神井
44
東村山

39
所沢

光が丘
練馬

中井

ひばりヶ丘

朝霞

43
志木

赤羽

和光市

北千住

本八幡

JR横浜線

JR 南武線

東急大井町線

14

4

15

22

13

28
23

18

上野29

23
27

池袋

新宿新宿

西新宿西新宿

東中野東中野

方南町方南町

高田馬場高田馬場

秋葉原秋葉原

東京東京
茅場町茅場町

市ケ谷市ケ谷

渋谷渋谷

武蔵小杉武蔵小杉菊名菊名

北野北野

18
飯田橋飯田橋

恵比寿恵比寿

品川品川

登戸登戸
28

成城学園成城学園

長津田長津田 武蔵溝ノ口武蔵溝ノ口

町田町田

下北沢下北沢

明大前明大前
四ツ谷四ツ谷

29
有楽町

J I S S E N  G A K U E N  J U N I O R  &  S E N I O R  H I G H  S C H O O L

のある学び舎。
J I S S E N  G A K U E N  S C H O O L  G U I D E  2 0 1 8

i

南口


