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2019年度募集　学校説明会・スクールガイダンス日程

地域別所要時間
●JR・東京メトロ
王子駅または都電王
子駅前までのおおよ
その所要分数です。
時間帯や乗り換えに
より異なりますので
ご注意ください。

●JR王子駅
　北口より徒歩10分
●都電荒川線
　王子駅前駅より徒歩10分
●東京メトロ南北線王子駅
　４番出口より徒歩８分
●都バス・国際興業バス
　王子三丁目より徒歩１分
●東京メトロ南北線王子神谷駅
　２番出口より徒歩７分
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学校説明会 ※予約不要・上履き不要 ※予約不要・上履き不要

中学校

全体説明・校内見学・個別相談

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
時間 : 10:00～12:00
会場 : 本学園視聴覚室

   8月25日 (土)
10月20日 (土)

 11月17日 (土)
12月  8日 (土)
12月15日 (土)
1月  5日 (土)
 1月12日 (土)

中学校・高等学校共通
イブニング説明会

文化祭 ※入試相談コーナー開設

時間 : 10:00～16:00
会場 : 本学園

9月22日 (土)

時間 : 9:30～16:00
会場 : 本学園

9月23日 (日・祝)

時間 : 18:00～19:00
会場 : 本学園

9月12日 (水)
※予約不要・上履き不要

時間 : 13:30～15:30

スクールガイダンス
高等学校

高校個別相談会 ※要予約・上履き不要

12月8日 (土) ・ 1月5日 (土)
1月12日 (土)

全体説明・校内見学・個別相談

第1回 
第2回 
第3回 
第4回 
第5回 
第6回 

8月25日 (土)
10月13日 (土)
10月27日 (土)
11月17日 (土)
11月24日 (土)
12月  1日 (土)

時間 : 13:30～15:30
会場 : 本学園小ホール

王子はアクセス良好です！

鉄道3路線と多数のバスが利用可能です。

● JR・東京メトロ南北線「王子」駅
● 東京メトロ南北線「王子神谷」駅
● 都電荒川線「王子駅前」駅
● 都バス・国際興業バス「王子駅」
  「王子三丁目」「豊島二丁目」で計10系統以上

自転車通学OK! 駐輪場の新設で自転車通学
が可能になりました

※対象居住地域に条件があります。希望者多数の場合は抽選となります。
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駿台学園が大切にする
３つの理念

　「個性」「協調」「貢献」の３つこそ、世界とつながる21世紀に相応しい理念ではないでしょうか。

駿台学園は、この３つの目標の下に、生徒を育てています。

　そして、国際化のなかでこの３つの目標をめざすには、

英語の力に、学習とその他の活動を通じて培う人間性がキーワードになります。

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

理事長・校長 瀬尾 兼秀

個 性
新たな自分をみつけて

自己肯定感を
育みます

協 調
みんなで成し遂げる
達成感が Identity を

育みます

私 は 私

私 と 仲間 私 と 世界

貢 献
世界に貢献できる自分を
みつけて確かな未来を

育みます

SUNDAI GAKUEN駿台学園から世界につながる
　グローバル社会の到来が、すぐそこに来ています。これからの若者たちは、否が応でも隣国は
もちろん、世界のあらゆる国々の人 と々コミュニケーションを取れなければ、社会から取り残さ
れてしまい、心豊かな生活を送ることはできなくなります。
　駿台学園では、国際性豊かな教育を展開していくことで、生徒たちが｢世界市民の一員｣と
なれるようサポートを惜しみません。さあ、駿台学園で世界とつながる一歩を踏み出しましょう。
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駿台学園の国際性豊かな教育
　〈英語を学ぼう〉と〈世界を知ろう〉が、今日の日本の教育モットーです。
　グローバル教育に関して、駿台学園には長年にわたる経験と蓄積があります。駿台学園では世界は身近な存在です。
駿台学園から世界へ－－。「世界が身近にある」駿台学園から、あなたも世界に羽ばたいてみませんか。

国際教育を支える５本の柱

姉妹校との
交流

　駿台学園では、この50 年、世界のいく
つかの国・地域の学校と交流を行ってき
ました。現在もっとも交流が盛んなのは、
修学旅行の項でも触れたドイツ、ニー
ダーザクセン州ブラウンシュヴァイク市
にあるギムナジウム・マルティノ・カタリ
ネウム校（通称ＭＫ校）です。英語圏以外
の国、それもＥＵの中核をなすドイツの
人たちとの交流は貴重な体験です。
　1985 年の姉妹校提携以来、ＭＫ校と
は相互に行き来を繰り返し、最近では隔
年で相互訪問を行っています。お互いに、
訪問時は相手校生徒の家でホームステイ
をします。なかには卒業後も長く交流を
続けている生徒もあり、ドイツ人生徒の
なかには日本研究の専門家になっている
人もいます。

3
留学制度

駿台学園から世界へ、
世界から駿台学園へ

　駿台学園では海外留学が可能です。基
準さえ満たせば、１年間国外留学をして
も留年することなく卒業が可能です。近
年、長期留学には費用面で東京都などの
支援があり、高校での長期留学は今や難
しい話ではありません。国によっては、学
校が留学先を見つけることも可能です。
　一方で、駿台学園では、さまざまな国か
ら毎年２～３名の長期留学生を受け入れ
ています。長期留学生とクラスメイトと
して英語を使って話をして、同世代の他
国の生徒の考えを知ることが可能です。
留学生の帰国後もメールなどを使った交
流が続けられています。

4
外国人講師

　駿台学園には外国人講師が３名いま
す。外国人講師とのコミュニケーション
を通じて、英語のレベルアップをはかる
だけでなく、異なる国や地域の人たちを
知ることが可能です。世界の人たちと現
代世界が抱える問題に意見を交わし、21
世紀にふさわしい広い視野を持って欲し
いと、それが駿台学園の考えです。

5

School Excursion

国外修学旅行

　駿台学園高等学校の修学旅行は、国外
と国内の選択制で、例年約30％の生徒が
国外に行っています。国外修学旅行では、
1 年おきにドイツの姉妹校（Gymnasium 
Martino-Katharineum）を訪問し３～４
日のホームステイを体験するほか、イタリ
アやフランス、オーストリアなどを訪れ、
ユネスコ世界遺産や美術作品を多数見学
し、これらの国の歴史や文化を経験・体験
します。世界遺産の見学は、大学入試の学
習に直結します。

2
海外サマースクール
（中３、高１・２対象）

　1975 年以来40 年以上も続く夏の海
外語学研修が、〈海外サマースクール〉で
す。ここ数年はアイルランドの首都ダブ
リンで開催、ホームステイとダブリン・シ
ティ・ユニヴァーシティ（ＤＣＵ）のキャ
ンパスでの生活も楽しみます。アイルラ
ンドは治安良好な英語圏、イタリア、ス
ペイン、北・東欧などヨーロッパ各国の
同世代の人たちと授業や課外活動を行
います。
　語学研修終了後は、ヨーロッパ内の小
旅行にでかけ、異文化
体験を深め、英会話実
践の機会を持ちます。
サマースクール参加者
か ら は「価 値 観 が 変
わった」「人生が広がっ
た」という声もあり、国
際的な仕事を目指す

きっかけとなっ
た生徒もいます。

1

ドイツの姉妹校〈ＭＫ校〉の紹介

　駿台学園の姉妹校であるニーダーザク
セ ン 州 立 マ ル テ ィ ノ・カ タ リ ネ ウ ム

（Gymnasium Martino-Katharineum）校
は、創立が1415年というドイツでも最も
古いギムナジウムの一つです。卒業生に
は、大数学者のガウスや作曲家のシュポ
ア、さらに現在のドイツ国歌の作詞者であ
るファラースレーベンなどがいます。
2011年のドイツ映画「コッホ先生と僕ら
の革命」は、このＭＫ校に実在した体育の
先生をモデルにしていて、権威主義的・軍
国主義的教育を否定する自由主義者コッ
ホ先生が、英国でさかんだったサッカーを
授業に取り入れて生徒の支持を獲得しつ
つ教育改革を展開していくという内容で
す（日本でもDVDが手に入ります）。

駿台学園にいると世界が身
近
に
。

「世
界市民の一人」を意識しよ

う！

これまで見学してきた
世界遺産など

イタリア：斜塔のあるピサ、ルネ
サンスの中心フィレンツェ、永遠
の都ローマ、古代がそのまま残る
ポンペイ
オーストリア：多民族国家とハプ
スブルクの都ヴィーン、華麗なバ
ロック修道院のメルク
ドイツ：20世紀の劇的歴史の残る
ベルリン、ドイツ最大のゴシック
教会があるケルン、カール大帝の
都アーヘン、中世都市の代表ニュ
ルンベルク
フランス：ヨーロッパの中心パ
リ、ルイ王朝のヴェルサイユ

2012 サマースクール
2015 修学旅行
2016・2018 サマースクール

2017 サマースクール
2017 修学旅行



　いわゆる文部科学省検定済みの教科書は内容が不十分という弱点を
持っています。そこで駿台学園ではＺ会出版の「NEW TREASURE」を
併用しています。学習参考書と教科書の長所をとったテキストで、文法
の説明や演習が豊富です。また、本場英国で出版された文法書（ケンブ
リッジ大学出版局の「Essential Grammar in Use」等）を使用します。

　伝統ある英検と、〈４技能〉（聞く、話す、読む、書く）系の新しいタイプ
のスコア型英語4 技能検定である〈GTEC〉をともに受検します。

〈GTEC〉は、文科省により2020 年導入の新型大学入試に採用された
テストです。〈GTEC〉で良好なスコアを取ると、大学受験で圧倒的に
有利です。

検定教科書と
検定外テキストを併用1

英検も〈GTEC〉も
受検します2

　日本人が書いた英文法書は、内容が正
確とは限りません。残念ながら、学習参
考書も似たり寄ったりです。駿台学園
では、オックスフォード大学やケンブ
リッジ大学の出版局など信頼できる出
版社の、英語で書かれた英語の文法書に
依拠した指導を行います。また、生徒が
使用する文法書も、一部英語で書かれた
ものを使っています（左記１もご参照く
ださい）。

　駿台学園には、複数の外国人講師がいて、ほぼ全学級で週に1回ネイ
ティブ・スピーカーの授業を受けます。また、希望者は夏季休業中に海
外語学研修があり、毎年イングランドやアイルランドに出かけます。
さらに、長期留学生が常に在籍しており、英語を使って同世代の人た
ちとのコミュニケーションが可能です。

　英和辞典を使うと、英語を英語で考え
なくなります。また英単語を日本語に
おきかえただけでは、その語の本来の
意味やニュアンスを学ぶことはできま
せん。英英辞典を使うことが英語上達
の近道です。駿台学園では、ロングマン
のActive Study Dictionary やWord 
WiseDictionary を活用しています。

　駿台学園の英語教員の多くは、TOEIC850点以上、英検1級など高い
レベルの英語力を有しています。また、豊富な海外滞在経験がある教員
が揃っています。

　実践的な英語力が重視される現在、入試の出題傾向も変化しつつあ 
ります。駿台学園では、授業や考査の中で、表や資料を使って説明し理
解する英語を重視します。また授業中限られた時間のなかでより多く
の英語を耳から入れる努力をしています。入学後に全員が持つことに
なるiPadを使って、通学の電車のなかの時間を有効利用して英語を聞
くことを勧めています。

　聞く・話すを重視するあまり、昨今の英語教育では、読むことが軽視
されがちです。これは非常に危険なことです。読む・書くは、どの時代
にも必要です。グローバル化の時代だからこそ、英語でメールを読み・
書く機会は増えるはずです。外国企業とのやりとりも英語の読み・書き
になるはずです。英語のニュースや英語のエッセイ、文学作品が読める
ことは素晴らしいことです。駿台学園では、英語を日本文に訳すことも
軽視しません。長期休業には英文和訳の課題も出します。

　〈GTEC〉はベネッセが開発した、新しいタイプの検定試験です。
作問は英語圏で行われ、英語圏で実際に使用される英語表現をも
とに出題されています。受検者のスコアが出るだけでなく、学力分
析結果も出るところが特徴です。2020年度から導入される新たな
大学入学共通テストで採用される民間検定試験のなかでも、全国
的に最も採用率が高いのがGTECです。すでに多数の大学で英語
の入試をGTECで代替させつつあります。

駿
台
学

園で
学んで

いると

自
然
に英

語が
でてくる自分が不思議

本当の英文法に
基づいた授業です3 英英辞典を活用します5

英語にふれるさまざまな
チャンスがあります4

英語での経験値が違う
教員が揃っています6

リスニングや
プレゼンテーションも重視7

なおかつ
「読む力」も軽視しません8

国際教育の基本となる英語の力
　みなさんが大学入試に挑むときには、大学入試制度が大きく変貌しています。これまでになく制度が改められますが、最も重要
なポイントとなるのが｢英語の力｣だとされています。
　｢読む｣｢聞く｣｢書く｣｢話す｣の４技能すべてが均等に評価されるようになり、その評価のために外部検定が利用されるようになり
ます。駿台学園では、それに対応する２つもの外部検定「英検」と「GTEC」を受検する体制が、すでに整えられており、良好
な成績を上げています。海外語学研修44年の伝統を持つ駿台学園には英語スキル習得の最先端ノウハウがあります。

８つの特徴からなる英語教育

〈GTEC〉とは
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在校生からのMessage 卒業生からのMessage

SENIOR HIGH SCHOOL３つのコースで一人ひとりの夢を実現

じっくり しっかり 学力を育む
　高校では、生徒一人ひとりに寄り添う教育をモットーとしています。ここには当然、さまざまな成績の生徒がいます。ですから、個々
に合わせたメソッドを模索し、一人ひとりの「一歩前へ」をサポートしていきます。クラブ活動が好き、英語が好き、理科が好き、
星が好き、鉄道が好き、音楽が好き、一人ひとりの動機付けを重視して、それがきっかけとなって勉学に向くようリードしていきます。
その動機を見つめ理解し、生徒たちに向けて何をするのが一番効果的なのかを教員が指し示せたとき、生徒は一気に伸びます。
その機をのがさずＧＴＥＣや英検、模擬試験など目前の具体的な目標を設定してあげることが効果的だと駿台学園は考えています。

特選コース

　難関大学をめざすコースです。公立校のカリキュラムと比
べても豊富な授業時間数で、じっくりしっかり学力を身につけ
ます。2年次から文系・理系と分かれ希望する進路に応じた学
習プランによって受験に必須の学力を徹底的に養います。最
大でも７時間授業なのでクラブ活動にも参加できます。

〈特選コース〉の特徴
　生徒一人ひとりが自らの得意科目を見極め、志望大学を早
期に決定、目標に合わせた綿密な学習プランを立て、効率的に
取り組みます。国公立・私立の両方の受験に対応できるよう科
目数に配慮した柔軟なカリキュラムを導入しています。また、
校内予備校〈Ｓ1ゼミ〉の受講が必須です。

〈特選コース〉のここに注目!
〈特選コース〉の生徒のほとんどは、GMARCHクラス以上の大学を第1志望としています。入試科目が多様化するなか、このレベルの大学をさ
まざまなスタイルで受験することができるよう、柔軟なカリキュ ラムを導入しています。

時間割（1 年次）

カリキュラム

　駿台学園高等学校には３つのコースがあります。〈特選コース〉は豊富な授業時間をバックボーンとして学力を養い、校内予備
校〈Ｓ1ゼミ〉の受講で難関大学をめざすコースです。〈進学コース〉は学習とクラブ活動の両立を柱に４年制大学をめざします。

〈スペシャリストコース〉は、芸術、文化、スポーツの各分野に優れた生徒が、その才能を磨き開花させながら大学進学をめざす生
徒たちのコースです。

英語をきちんと運用できる力と
大学入試に対応できる力を養う 勉強もクラブ活動も

毎日が楽しいです!

　高校の3コースともに英語を
学習の柱に据えています。
　本校では“英語で”意思疎通を
図ることのできる能力とともに
言葉としての英語にも重点を置
き、言葉の働きや機能などを十
分理解した上で“英語を”運用で
きる力を身につけます。定期考
査では大学入試に対応すべく毎
回テーマを設定するなど初見問
題にも対応できる力を養いま
す。結果、資格検定試験のスコア
も順調に向上しつつあります。

個々の「一歩前へ」をサポート

　私はいま、とても充実した高校生活を送っ
ています。勉強にクラブ活動に、毎日が楽しく
て仕方ありません。
　勉強では、英語で話が進む「英語の授業」が

好きで、アイルランド人の先生とアニメの話や、文化のちがいで盛り上
がったりしています。
　ただ英単語や文法を覚えるだけでなく、実際にコミュニケーションがで
きるようになっていくのがうれしいです。
　クラブ活動では、バスケットボール部の仲間との練習、その合間のお
しゃべりが、毎日とても楽しく、笑い声が絶えません。

一人ひとりが自ら考える力を持ち、
力を蓄えていくための手助けを

　数学という教科は、以前の内容が発展して次の内容に進んで
いくため、ごまかしの効かない教科といえます。そんな数学を
学んでいくうえでは、ただ単に与えられた知識を受け取るだけ
でなく、自らが疑問を持ち、試行錯誤しながら問題を追及するた
めの「考える力」が必要であり、わからないところがあれば教員
に積極的に質問することが大切です。そこで我々数学科は、生
徒が考え、力を蓄えることの手助けをしたいと考えています。

高校２年生 (特選コース)

伊藤 萌恵さん

神戸 崇寛先生

◆ 週4日授業時間が7時間。ワンランク上の教材を使います。
◆ 模擬試験の受験回数が〈進学コース〉より多い設定となっています。
◆ 校内予備校〈S1 ゼミ〉の受講を必須としています。

英語

山口 篤史 先生数学

先生
から
の

Me
ssa
ge

勉強面でのサポート体制も万全！
イベントも盛り上がりますよ！

  　私が駿台に入学した理由は、勉強面でのサ
ポート体制がしっかりしていることです。在学
中はクラブ活動があっても妥協せずに勉強する

ことと、入学したときの成績をキープし続けることを目標にしていました。
駿台には優しくて面白い授業を展開してくださる先生方が多く、生徒はみん
な明るくて笑いがたえません。仲間意識も強くて団結力もあるので、文化祭
や体育祭も盛り上がります。きっと、充実した学校生活を送れると思います
ので、がんばってください。私も薬剤師になって病気やケガで苦しんでいる
人を助けられるようにがんばっていきます！

島尻 明奈さん
出身中学：板橋区立志村第一中学校
卒業年：2013 年 特選コース卒業
在学中はバスケットボール部所属、現在 明治薬科大学 薬学部

先生からのMessage

数学Ⅰ 芸術 英語表現Ⅰ コミュニケー
ション英語Ⅰ

コミュニケー
ション英語Ⅰ 家庭基礎

月 火 水 木 金 土

国語総合
（現代文） 芸術 国語総合

（現代文） 体育 家庭基礎 世界史 A

地学基礎 国語総合
（現代文） 英会話 国語総合

（古典） 英語表現Ⅰ 化学基礎

コミュニケー
ション英語Ⅰ 化学基礎 保健 英語表現Ⅰ 体育 数学Ⅰ

化学基礎 現代社会 数学 A 数学 A 世界史 A 

数学 A 国語総合
（古典） LHR 現代社会 地学基礎

数学Ⅰ

1

2

3

4

5

6

7 コミュニケー
ション英語Ⅰ S1ゼミ

必 修

任意選択

国語総合（6）・ 世界史A（2）・ 現代社会（2）・数学Ⅰ（3）・数学A（3）・化学基礎（3）・
地学基礎（2）・ 体育（2）・ 保健（1）・音楽Ⅰ/美術Ⅰ/書道Ⅰ（2）・コミュニケーション
英語Ⅰ（4）・ 英語表現Ⅰ（3）・ 英会話演習（1）・家庭基礎（2）・総合的な学習（1）

1 年

現代文B（3）・古典B（3）・日本史A（3）・世界史演習（2）・日本史演習（2）・数学Ⅱ（4）・
数学B（2）・生物基礎（3）・体育（2）・保健（1）・コミュニケーション英語Ⅱ（4）・英語
表現Ⅱ（3）・英会話演習（1）・総合的な学習（2）

文系

2 年

理系
現代文B（3）・古典B（3）・日本史A（3）・世界史演習（2）・数学Ⅱ（4）・数学B（2）・
化学（5）・生物基礎/物理基礎（3）・体育（2）・保健（1）・コミュニケーション英語Ⅱ（4）・
英語表現Ⅱ（3）・英会話演習（1）・総合的な学習（2）

現代文B（3）・古典B（3）・政治･経済（3）・体育（3）・コミュニケーション英語Ⅲ（4）・
英語表現Ⅱ（3）・英会話演習（1）・英語Ⅱ演習（2）・社会と情報（2）

現代文演習（2）・世界史B/日本史B（4）・政治･経済演習（3）・数学Ⅱ（2）

古典A（2）・政治･経済演習（3）

文系
3 年

理系
現代文B（3）・数学Ⅲ（6）・生物/物理/化学演習（4）・体育（3）・コミュニケーション英
語Ⅲ（4）・英語表現Ⅱ（3）・英会話演習（1）・英語Ⅱ演習（2）・社会と情報（2）

国語総合
（古典） 
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卒業生からのMessage

個々の「一歩前へ」をサポート SENIOR HIGH SCHOOL

卒業生からのMessage

得意の分野で未来を描く
スペシャリストコース

　芸術、文化、スポーツの各分野に優れた能力を持った生徒を
対象に、才能を磨きながら大学進学をめざすコースです。それ
ぞれの得意分野の才能を伸ばすことを主軸に、公立高校普通
科同様の授業時間数をこなすことで、大学進学に向けた確か
な学力も養成します。授業は２年生からほぼ毎日５時間で終
了し、その後はそれぞれ、思う存分得意分野に打ち込むことが
できます。対象クラブは、音楽・吹奏楽部、美術部、演劇部、囲碁・
将棋部、男女バレーボール部、サッカー部、硬式野球部、ボクシ
ング部等です。

〈スペシャリストコース〉の特徴
　専門家の指導が受けられます。例えばスポーツ分野では、実
績ある指導者から直接指導を受けることができます。芸術分
野では、音楽の場合、各楽器ごとに専門の演奏家を招き、質の
高い一流の演奏指導を受けられます。また、自由選択授業を通
して、音楽の専門的な学習にも取り組むことができます。学業
を軽視しないのも特徴です。

〈スペシャリストコース〉のここに注目!
大学進学に向けた学力を獲得するため、学業は軽視しません。授業時間数は公立高校の普通科と同等です。得意な分野を伸ばし、互いに磨き合
いながら未来を描くコースです。

時間割（1 年次）

受験のためだけの内容ではなく
｢社会科嫌い｣をなくす授業を

　世界情勢の複雑化や情報化
社会のスピード化等々、社会科
教育の重要性と難しさが増し
ています。選挙年齢も18才と
なり主権者教育も必須です。
　そんな時代だからこそ「社
会」に関心を持たせ、自立に必
要な知識や情報を与えるのが
社会科です。「地歴科」では科目
の枠にとらわれることなく、世
界史・日本史・地理など科目間
の関連を重視、「公民科」では各
専門知識を生かし、自立した社
会人となるための授業展開を
めざしていきます。

三角 裕先生

◆ スポーツの対象種目では、専門家の指導が受けられます。
◆ 音楽・吹奏楽、美術、演劇、囲碁・将棋等の文化系については、外部での活動との両立のため可能な限りの配慮をします。

地歴・公民
先生からの

Messa
ge

｢スペシャリストコース｣は
みんなの夢を後押しします

『置かれた場所の第一人者たれ』
　スペシャリストコースには、
それぞれが「夢」を実現させる
ために入学してきます。 
　そのため、クラブ活動は当然
ながら、体育の授業も活気にあ
ふれ、生徒が主体的で、前向き
に取り組んでいます。学校行事
の体育祭では、彼らがリーダー
として力を発揮してくれてい
ます。
　ここで切磋琢磨しながら、得
意分野をより磨き、リーダー
シップという武器を得て、次の
目標にチャレンジしてくれれ
ばと思います。

　駿台学園に入学を決めたのは『置かれた場所
の第一人者たれ』という建学の精神に強く共感
したからです。クラブ活動だけでなく、勉強も
第一人者をめざすという駿台学園の思いを感

じました。サッカー部では仲間とともにがむしゃらに努力し、壁にぶちあ
たりながらも全国をめざしました。相手を尊重すること、自分たちの努力
を否定しないことの大切さを学びました。クラブで苦労しながらも、往復
の通学時間を有効に使いながら、大学受験に向けて勉強をしました。受験
はとても高いハードルに挑戦しましたが、先生方はどうすれば私がハード
ルを越えられるのか、真剣に考え、向き合ってくださいました。

出身中学：所沢市立南陵中学校
卒業年：2008年 体育コース（現スペシャリストコース）卒業
在学中はサッカー部所属
現　在：早稲田大学 教育学部 卒業（株）NTTドコモ 勤務

勝部 和気さん

沼田 和喜先生保健体育
先生からの

Messa
ge

カリキュラム

無理なく無駄なく大学をめざす
進学コース

〈進学コース〉のここに注目!
進学に必要な英語、そして国語・数学を重点においたカリキュラムで無理のない授業を展開しています。

時間割（1 年次）

カリキュラム

◆ 1・2年次の数学・英語で習熟度別授業を実施し、学力にあった指導をしています。　
◆ 文系・理系に分かれるのは3年次ですので、ゆっくりと進路が決められます。
◆ 日東専駒以上の大学をめざすために、国語、英語、地歴・公民や理科、数学についても十分な時間数を割り当てて授業を進めています。　

　明るい雰囲気と生徒の個性を尊重する自由
な校風に惹かれ駿台学園に進学しました。
　そこでは、相手のためになることや求めてい

ること、逆にしてほしくないことはなんなのか…。それらに気づくことの
重要性を知る機会が多くありました。文化祭にクラスのメンバーが一致団
結して取り組んだのはいい思い出です。私は医者を志していますが、3年間
の経験は役立つものと確信しています。高校時代は時間がたくさんありま
す。先生との距離も近く、自由な校風の学園で自分のやりたいことのイメー
ジをしっかり持って、なにかひとつ努力できるものを見つけてください。

個性を尊重する自由な校風で
他人との良好な信頼関係を築く
乾 裕貴さん
出身中学：高松市立桜町中学校
卒業年：2015年 進学コース卒業
現　在：獨協医科大学 医学部 医学科

　学習とクラブ活動を両立させ、充実した学校生活を楽しみな
がら、四年制大学をめざすコースです。３年次から進路希望に応
じて文系・理系に分かれて学びます。進学準備型のカリキュラム
と受験に効果的な独自の授業方法導入により、無理なく無駄な
く四年制大学進学に向けた確かな受験力をしっかり磨きます。

〈進学コース〉の特徴
　〈進学コース〉の文系では国語と英語と地歴・公民、理系では
数学と英語と理科の単位数を多く割り当てて、無駄なく効率的
に受験学力が身につけられるよう工夫しています。また、〈特選
コース〉の生徒と同様に校内予備校〈S1ゼミ〉の受講が可能で
す。また、1・2年生の数学・英語で習熟度別授業を実施し、レベル
別のクラスで実態に応じた授業を行っています。

芸術 数学 A

数学Ⅰ

コミュニケー
ション英語Ⅰ

コミュニケー
ション英語Ⅰ

化学基礎

月 火 水 木 金 土

国語総合
（現代文）

現代社会

家庭基礎

国語総合
（現代文）

体育

地学基礎

家庭基礎

保健

国語総合
（現代文）

国語総合
（古典）

国語総合
（古典）

英語表現Ⅰ 数学 A

コミュニケー
ション英語Ⅰ

コミュニケー
ション英語Ⅰ 現代社会 体育

英語表現Ⅰ 地学基礎 数学Ⅰ 数学Ⅰ

芸術

国語総合
（古典） LHR世界史 A

世界史 A 化学基礎1

2

3

4

5

6

任意選択

必 修

国語総合（6）・世界史Ａ（2）・現代社会（2）・数学Ⅰ（3）・数学Ａ（2）・化学基礎（2）・地学
基礎（2）・体育（2）・保健（1）・音楽Ⅰ / 美術Ⅰ / 書道Ⅰ（2）・コミュニケーション英語Ⅰ

（4）・英語表現Ⅰ（2）・家庭基礎（2）・総合的な学習（1）
1 年

現代文B（3）・古典B（3）・日本史A（3）・世界史演習（2）・数学Ⅱ（4）・生物基礎（2）・体
育（2）・保健（1）・コミュニケーション英語Ⅱ（4）・英語表現Ⅱ（2）・総合的な学習（2）2 年

現代文B（3）・小論文演習（2）・世界史演習/ 日本史演習（2）・政治･経済（3）・理科演習
（2）・体育（3）・コミュニケーション英語Ⅲ（4）・英語表現Ⅱ（3）・社会と情報（2）

3 年

体育/ 音楽Ⅱ / 美術Ⅱ（2）

現代文演習（2）・古典演習（2）・数学演習（2）・体育/ 音楽Ⅱ /
美術Ⅱ（1）・英会話演習（2）・英語Ⅱ演習（2）

世界史 A 数学 A コミュニケー
ション英語Ⅰ

国語総合
（現代文） 数学Ⅰ

月 火 水 木 金 土

化学基礎 保健

数学 A

体育 芸術

国語総合
（現代文） 数学Ⅰ 国語総合

（現代文） 芸術 数学 A

コミュニケー
ション英語Ⅰ

コミュニケー
ション英語Ⅰ

世界史 A 現代社会英語表現Ⅰ 地学基礎

体育 地学基礎 英語表現Ⅰ 現代社会

家庭基礎 家庭基礎 LHR 化学基礎 数学Ⅰ

　

1

2

3

4

5

6

7

コミュニケー
ション英語Ⅰ

（S1ゼミ）

必 修

任意選択

国語総合（6）・世界史A（2）・現代社会（2）・数学Ⅰ（3）・数学A（3）・化学基礎
（2）・地学基礎（2）・体育（2）・保健（1）・音楽Ⅰ / 美術Ⅰ / 書道Ⅰ（2）・コミュ
ニケーション英語Ⅰ（4）・英語表現Ⅰ（2）・家庭基礎（2）・総合的な学習（1）

1 年

現代文B（3）・古典B（3）・日本史A（3）・世界史演習（2）・数学Ⅱ（4）・数学B
（2）・化学（2）・生物基礎/ 物理基礎（3）・体育（3）・保健（1）・コミュニケー
ション英語Ⅱ（4）・英語表現Ⅱ（2）・総合的な学習（2）

2 年

現代文B（4）・古典B（3）・政治･経済（3）・化学（2）・体育（3）・コミュニケー
ション英語Ⅲ（4）・英語表現Ⅱ（3）・社会と情報（2）

現代文演習（2）・古典演習（2）・小論文演習（2）・世界史B/ 日本史B（4）・政治・
経済演習（3）・数学Ⅰ A 演習（2）・数学Ⅰ A Ⅱ B 演習（2）・音楽Ⅱ / 美術Ⅱ / 
書道Ⅱ（2）・英会話演習（2）・英語Ⅱ演習（2）

現代文演習（2）・古典演習（2）・小論文演習（2）・政治・経済演習（3）・数学Ⅰ A 
演習（2）・数学Ⅰ A Ⅱ B 演習（2）・音楽Ⅱ / 美術Ⅱ / 書道Ⅱ （2）・英会話演習

（2）・英語Ⅱ演習（2）

文系

3 年

理系 現代文B（3）・数学Ⅲ（6）・化学（2）・生物 / 物理/ 化学演習（5）・体育（3）・
コミュニケーション英語（4）・英語表現Ⅱ（3）・社会と情報（2）

国語総合
（古典）

国語総合
（古典）

国語総合
（古典）
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JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL時代の最先端をいく ICT 教育

　現在、ICT端末は学校教育に少しずつ浸透し、公立の小、中学校でもパソコン端末に触る機会は増えてきました。しかし、１
人１台タブレットを持ち、学校内外で活用する。そんな状況にはまだまだなっていないのが現実です。
　駿台学園は私立学校のなかでもかなり早い段階で校内のWi-Fi環境を整え、新しい時代へ準備を進めてきました。タブレット端
末（iPad）は、全教員はもちろん、2019年度には全生徒が所持することになります。駿台学園は、iPadをはじめとしてICTによ
る教育の変革を、これからも広げていきます。

iPadで導かれる新しい学び

教員にとっても
 iPadは強い味方です

　理科ではおもにカラーの図や写真をプロジェクターで投影し
ています。従来は言葉のみで説明したり、モノクロのプリント
を配付したりしていましたが、やはり十分に分かりやすいとは
言えませんでした。カラーの鮮明な画像を見れば、理科では各
自が簡単にイメージできることが非常に多いと思います。
　また、各生徒が教科書や資料集を見ると、どうしても顔が下を
向きがちになります。全員が顔を上げて同じ正面の画面を見る
ことで、教員が生徒の顔や目を見て授業をすることが可能にな
りました。実験の授業でも、作業方法を投影することでスムー
ズに取り組めるようになりました。さまざまな意味で時間短縮
につながっています。授業終了時には投影した資料を生徒のタ
ブレットに配信して、各自が自分の時間を見つけていつでも復
習できるようにしています。

小島 雅実 先生理科

先生からのMessage

在校生からのMessage

iPadは宝物になりました!
毎日楽しく使っています

　駿台学園に入って初めてiPadを手にしたとき
は、興味津々、とてもうれしかったのを覚えてい
ます。いまでは私の宝物です。どの科目の勉強に
もこれがあれば安心です。

　電車の行き帰りには漢検の演習をクイズ形式で、むしろ楽しんでやってい
ます。
　リポートを書くときの調べものにも役立ちますし、文章の組み立てが見通
せて書きやすいです。試験勉強も、iPadにすべての復習材料があるので助か
ります。見ていると、先生方が「ここが大事だよ!」とiPadを通じて言ってくれ
ているのがわかるようになりました。

中学２年生（総合クラス）

猪又 美桜さん　同じ教室にずっと座り、ひたすら先生の話に耳を傾ける。そんな授業形
態が、今、変わろうとしています。自分で考えたり、仲間と話し合ったり
した内容をiPadにまとめる。先生はiPad上でそれを見てアドバイスをし、
よい意見はすぐにプロジェクターに投影、みんなに紹介してくれる。リ
ポートも、これまで紙に書いたものを先生が修正し、直しが入ればまた書
き直すという労力が求められました。iPadなら先生とドキュメントを共
有し、離れた場所でもリアルタイムでアドバイスを受けられます。複数人
で同時に１つのプレゼンテーションの作成も可能で、より創造的な作品
が完成するでしょう。iPadは生徒の主体的、協働的な活動を以前とは比
較にならない段階に引き上げます。

　

生徒の主体的な活動を
iPadでサポート

1
　教室だけでなく、自宅でも、電車のなかでも、図書館でも、変わりない環
境で自分の都合に合わせて勉強できる。そんな日が近づいてきています。
例えば、駿台学園では英語の検定外教科書である「NEW TREASURE」のデ
ジタル教科書を使用しています。教科書のデジタル化がすすめば、重たい
教科書を家まで持ち帰る必要もなくなるかもしれません。デジタル教科書
には音声、動画などもあり、英語の発音もしっかり学べます。配付物のペー
パーレス化、テスト問題の配信、アプリケーションの活用とあわせ、iPad 
1台でいつでもどこでも変わらない学習ができるようになるでしょう。

　

iPad でより深く
いつでもどこでも学習できる

iPad で進む
教育の効率化

　授業前に先生が前回の内容を復習してから授業
に入ると、学力が定着する。そんな経験はありませ
んか。iPadがあれば、先生が小テストを即座に配信、
その場で自動的に採点してくれ、自分やクラス全体
で定着していなかった学習内容をすぐに復習でき
ます。また、これまでは先生が板書に時間をとられ
ている間、無駄な時間を待つこともあったかもしれ
ません。それもiPadに準備しておけば先生はプロ
ジェクターで投影するだけ。授業展開がより速く
なり、効率化されます。

安全な
iPad の使用

　本校では端末ごとにセキュリティを設定し、生
徒が安全にiPadを使えるよう努めています。勝手
な課金や、不正なサイトへのアクセスはもちろん、
SNSへの書き込み、ゲームなどのアプリケーション
の購入にも制限がかかっています。また、使用する
アプリケーションを固定したり、生徒のiPadの画
面を教員のiPadから確認できます。駿台学園では、

「まず安心があってのICT」を常に心がけています。

生徒データの
蓄積による進路指導

　ICTの導入により、生徒カルテのデジタル化がどんどん進んで
います。過去の定期考査や実力テストをICT端末から生徒、保護
者、教員がいつでも把握し、情報を共有できます。さらに生徒は
日々の活動記録を常にiPad上にデータ化していくことで、先生か

ら面談や進路指導の際に、より細かく、具体的な指導が受けられ
ます。やがて大学入試で使用するｅポートフォリオにも活用する
ことができるでしょう。

※ｅポートフォリオとは「何を学んだか？」「どう学んだか？」を、
学習した本人がデジタル化して蓄積すること。2020年度以降
の新大学入試では、高校３年間のｅポートフォリオを、出願時
にWeb上で提出するシステムが採用されることになります。

2 3

4

5

先生からのMessage

▲ デジタル教科書版「NEW TREASURE」による授業

SCOOL GUIDE 2019 13SUNDAI GAKUENSUNDAI GAKUEN12



新時代の大学入試を見据えた進学・進路指導

卒業生からの
Message

SENIOR HIGH SCHOOL

　みなさんが大学入試に挑むときには、大学入試制度が大きく変貌しています。2020年度から大学入学共通テストへと大きく変
化します。私立大学はすでに「新時代の大学入試」へと移行を進めています。「新時代の大学入試」に的確に対応することが、
高等学校に強く求められる時代になりました。駿台学園では「英語」＋｢ICT｣などで新時代の入試への対応を進め、それだけにと
どまらず、このページでご紹介するサポートで、生徒一人ひとりの目標を実現するため、最大限の後押しを続けています。

一人ひとりの目標を実現へ

　駿台学園は、受験勉強のみに固執することなく、広い視野を持ってさまざま
なことに目を向けている学校です。それが伸びのびした校風に相まって、高校
3 年間で自分について考えるきっかけになると思います。
　私は高２の終わりまで理系クラスで勉強して、理学部を目指していたのです
が、もともと本を読むことが好きだったことや、人文学系統に興味があったこ
とから、高３で進路を考えたとき、先生の話を聞きながら文系に進路をとった
ことも、そういった幅広い視野を持つ校風だったからこそだと思っています。
　そんな学校環境のなかで、自分の本当に興味のあるものや、大学で学びたい
ことを見つけることができるのは駿台学園のアピールポイントです。
　ドイツやオーストリア、フランスの街を巡った修学旅行も、私にとって大き
な思い出となっています。

上智大学、青山学院大学、日本大学、東洋大学、専修大学、
獨協大学、東京電機大学、立正大学、帝京大学、神奈川大学、
文教大学、東京都市大学、東邦大学、大東文化大学、工学院
大学、東京経済大学、国士舘大学、千葉工業大学、日本歯科
大学、ほか多数

廣岡 拓也さん
出身中学：練馬区立大泉中学校
卒 業 年：2015 年 特選コース卒業
現　　在：北海道大学 総合教育部

　駿台学園高等学校では、入学直後から半年に1回のペースで
学力や学習習慣のチェックをするために最適のテスト「スタ
ディーサポート」（ベネッセ社）を受験します。「スタディーサ
ポート」の受験後に出される個人診断リポートで個々の生徒の
弱点を定期的かつ的確に掌握し、その後の学習に役立てます。
　志望校までの距離を正確に測るため、模擬試験の全校受験
も定期的に実施。受験に際しては、過去問題を使った事前指導
を各教科で行い、目標設定を明確にして受験します。試験後に
生徒は自己採点を行って学力の定着をめざし、教員はFINE 
SYSTEM（ベネッセ社のテスト結果管理ソフト）を使って模試
データを共有、授業内では振り返りを行います。

●スタディサポートや模擬試験の結果を受けて個人面談を行い、学力状
況に合わせた指導を行います。その際、FINE SYSTEMを使って、数値
データをもとに具体的な助言を行います

　　その一方で生徒の話をよく聞き、教員と生徒の間で「信頼関係」をつ
くることも大切にしています

●高校１・２ 年生には年間２～３回の進路指導会を行い、うち１回はさま
ざまな大学の広報担当者が来校し、各大学の特徴を紹介する一方、進路
に対する意識付けが行われます

●高校３生の進路指導会では、「一般入試直前ガイダンス」として、大学の
担当者から入試の多様化、変化する入試方法について直接説明を受け
ます

●高校１・２年生を対象に、大学見学会を実施。最近では、明治大学、法政
大学、立教大学、東京理科大学などを見学しました。上位校を肌で感じ
る機会を設けることでモチべーションを高めることがねらいです

学校内の予備校
〈Ｓ１ゼミ〉

 

〈S１ゼミ〉は｢文武両道｣ （学習とクラブ活動の
両立）のために開講されている校内予備校です。

●日常の授業内容をしっかり復習し、大学受験
に対応する基礎力を定着させ、発展的な問題
にも挑戦します

●指導にあたるのは、大学受験に豊富な経験と
実力を持つ講師陣です

●学校内の予備校のため、移動時間がなく、費
用も外部の塾・予備校に比べてはるかに経済
的です

●高１は ｢国語・英語｣、高２ は ｢国語・英語｣ 
または ｢数学・英語｣ の講座を週１回開講し
ます

●夏季・冬季の長期休業中には短期集中講座も
開講します

〈特選コース〉の生徒は参加を必須としています。
〈進学コース〉の生徒は希望者の参加となります。

2
　新時代の大学入試では、思考力、判断力、表現力の重視へと舵を切り、机の上
の勉強だけでは不利になります。本学園では授業、行事、部活あらゆる場面で
これらの力を養ってきました。大きく変わる英語入試への対応も万全です。ま
た、私立大学も国立大学同様、ｅポートフォリオのWeb提出を求めるように
なります。これもiPadの活用で｢学業とそれ以外」の振り返りを生徒に習慣づ
けている本学園なら安心です。

　

すでに取り組んでいるから
新時代の大学入試も安心3

ていねいな面談
きめ細かい進路指導会

スタディサポートと
模擬試験で学力チェック1

　高1・2 年生の〈進学コース〉では、英語と数学で習熟度別授業を行っています。
　近年、これらの教科については、生徒の理解度・学力の格差が大きく、ある程
度学力に応じた授業を行うことが生徒の一層の成績向上に寄与するものと判
断したためです。習熟度の高いクラスでは、時間的な余裕がある場合には、よ
り難度の高いものを適宜取り入れています。
　長期休業中には、夏季、冬季ともに苦手生徒への補習や実力アップを望む発
展的内容の講習などを行っており、例年150 以上の講座を開講しています。　

習熟度別授業と
長期休業中の補習4

5

過去４年のおもな実績

おもな指定校推薦（2019年度）

国公立大学

早慶上理 GMARCHレベル

私立大学医学部医学科

私立大学

北海道大学
筑波大学
茨城大学
東京学芸大学
岡山県立大学
山形大学
計

大学名

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
立命館大学
計

大学名

獨協医科大学
杏林大学
計

大学名

明治学院大学
獨協大学
順天堂大学
成蹊大学
成城大学
國學院大学
武蔵大学
日本赤十字看護大学
東京都市大学
東邦大学
東京農業大学
日本大学
駒澤大学
専修大学
東洋大学
東京電機大学
立命館アジア太平洋大学
千葉工業大学
神奈川大学
東京経済大学
玉川大学
立正大学
東海大学
大東文化大学
亜細亜大学
大正大学
国士舘大学
二松學舍大学
拓殖大学
帝京大学
武蔵野大学
日本体育大学
武蔵野美術大学
明星大学
桜美林大学
東京工科大学
大妻女子大学
フェリス女学院大学
文教大学
麻布大学
実践女子大学

大学名

1

1

2017年度

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
11

2017年度

0

2017年度

2
1
2
2

2
1
6
1
6
8
2

1
3
1
2

3
2
3
5
3
3
11

7

1
2
1

2

2017年度

1

1
1

3

2016年度

1

1
1
1
2
1
1
2

10

2016年度

0

2016年度

1
3
1

3
2

1
1
2
13
1
2
8
3
1

2
3
1
6
1
8
2

9
2
2
12
1
4

3

2016年度

1

1

2015年度

5

1
2

1
3

1
13

2015年度

1
1

2015年度

6

1

2

1
1

3
8
7
1
5
2

1

1
6
4
4
8
1
1
6

3

2
1
2
1

1

2

2015年度

1
1

2014年度

1
1

3

3

8

2014年度

1

1

2014年度

1

1
1

1

1
1

8
4
1
9
1

2
1
1
4

10
14
8
1
5

3
11

3
1
4
1

1
1
1
2
1

2014年度
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生徒が主体的につくりだす学校行事 SENIOR HIGH SCHOOL

　駿台学園は、学校行事の多い学校です。本番に至るまでのプロセスには、仲間とともに本気で取り組むかけがえのない時間
が流れます。さまざまな行事に挑むことによって仲間の顔ぶれも変わります。そこにはすでに社会の縮図ができあがっているといっ
てもよいでしょう。
　生徒主体でアイデアを出しあいながら予定を立て、本番の運営に備えます。そして、みんなとともに行事運営を終えたとき、
大きな達成感が生まれます。仲間がいたからこその達成感です。その経験が、のちの大学入試に挑むとき大きな支えになります。
駿台学園には、大学受験も仲間とともにチャレンジする体制が整っています。

　駿台学園の教育旅行は、個人や家族の旅行では行けないようなところを選んでいます。見学する場所のいくつかは、もう二
度とは行けないような場所でもあります。授業や学校のなかでは出会えない「広い世界とほんものの輝きを感じて学ぶ」ことを
駿台学園はとても大切にしているからです。

体育祭

仲間と ともに得る達成感

国外修学旅行（高２） 国内修学旅行（高２）

教育旅行　

文化祭（一般公開）

２年次の３学期・６泊８日
ヨーロッパ（ドイツ、オーストリア、イタリア、フランスなど）
駿台学園の目玉行事の一つです。ヨーロッパを選ぶ理由は、
学習性の高さです。ヨーロッパを構成してきた4カ国であ
る、イタリア、ドイツ、オーストリア、フランスを中心に見学
します。生きた世界史学習につながります。ヴィーンでは演
奏会に出かけますし、パリではエッフェル塔の最上階にま
で上がります。
隔年で、ドイツの姉妹校を訪問するのも特徴の一つです。

２年次の３学期・５泊６日
沖縄（本島、離島）
沖縄で修学旅行を実施する学校は少なくないかもしれませ
んが、駿台学園は、５泊６日の時間をかけて、ゆっくりと沖縄
を体験。沖縄には戦史に関係した多数の見学地があり、入壕
体験や体験者から当時の話を聞くなど日本の歴史を振り返
ることは高校生にとっても重要です。と同時に、沖縄の豊か
な自然やのんびりした離島の生活をホームビジットを通し
て知ることは、生徒の視野を広げます。

　文化祭は中高合同で開催されます。作品の展示や舞台発表など、文
化部が日頃の活動成果を発揮するチャンスです。
　音楽・吹奏楽部をはじめ、小ホール公演では観客がホールに入りきら
ないほどの賑わいを見せます。一般公開されるため、大いに盛り上がる
２日間となります。
　この日の公演のために、みんなで努力をつづけてきた文化部の面々
の思いは、運動部が挑む公式戦と同じです。
　文化部だけでなく、飲食店や模擬店を各クラスが楽しく趣向をこら
して出店し、好評を得ています。

　
中高時代にしか確立できないアイデンティティが獲得される瞬間で
す。

　体育祭は高校生自身が準備をしてつくりあげる行事です（中学の「運
動会」は別日程）。ルールを話し合うのも生徒自身、審判も生徒が主体的
に行います。

　全クラスを縦割りで３チームに分け、総合優勝を目指します。競技は
ビーチフラッグや走り高跳びといった個人種目から、綱引きや騎馬戦
といった団体種目まで、ヴァリエーションに富んでいます。また、応援
合戦では各チームが工夫を凝らし応援賞をねらいます。
　どの種目でも、縦割りのチームが学年を越え互いを励まし合いなが
ら戦います。ですから総合優勝したチームは、なにものにも代えがたい
仲間との喜びに包まれます。もちろん負けたチームにも達成感は訪れ
ます。その喜びも達成感も、ともに努力した仲間がいたからこそ得られ
るものです。

　駿台学園の教育旅行には、このほかにもさまざまな出会いを用意してあります。例えば高校のコース別の「林間学級」や「ウインター
スポーツ」（下記参照）。サマースクール（中３、高１・２）や海外留学（ともに４ページ参照）など、チャレンジの気持ちを大切にし、
生徒の後押しをする学校です。

期　間

場　所

特　色

期　間

場　所

特　色

林間学級（高１）〈特選コース〉〈進学コース〉 ウインタースポーツ（高１）〈スペシャリスト・コース〉

1 年次の夏季休業中・3 泊４日
北軽井沢「一心荘」を基点に、群馬県・長野県
トレッキングや長野県内のさまざまな場所の見学があり
ます。（※厳しい登山は行いません）

1 年次の3 学期・3 泊４日
蔵王ほか
目標は基礎スキー技能検定4 級以上。毎年3 級合格者も
多数出ます。

期　間

場　所

特　色

期　間

場　所

特　色

─ 国内か国外かを選ぶことができます ─
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在校生からのMessage

JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL伸びのびと学力の基礎充実を図る

　伸びのびした環境のもと人間らしさを育み、学力の基礎を充実させるのが、駿台学園の中高一貫教育です。
　駿台学園が男女共学を取り入れて65年以上になります。共学には人間社会での自然な縮図があり、この環境で現代人
のあるべき姿を知ることができます。また、中・高で分断されることのない６年一貫教育では、前半の中学３年間、無理の
ないカリキュラムで学習習慣を身につけ、学力の充実を図ります。一方で、その後の人生に大切な多様な体験を積むため、
さまざまな角度から“ほんものを学ぶ”教育旅行、校外学習などが用意されています。

特選クラス 総合クラス

学習の基本方針 特色ある学習内容

習熟度に応じた
〈特選クラス〉と〈総合クラス〉

　駿台学園中学校には〈特選クラス〉
と〈総合クラス〉の２つのクラスが
あり、生徒一人ひとりの習熟度に合っ
た授業を行っています。ただし、〈進
度〉というより〈深度〉に違いがあ
るのが特徴です。

元気いっぱいの生徒たちに
パワーをもらっています 毎日、笑顔で通っています

この学校の友だちは最高です

　とにかく中学の生徒たちは元気
です。入学時は小学生気分が抜け
きれていない生徒が、学園に慣れ
るにしたがって、仲間としての思
いやりも出てきて、勉強も行事も
クラスがひとつとなりがんばって
います。それをとてもうれしく感
じているところです。
　いまでは、みんなからパワーを
もらいながら、「がんばれ」と、みん
なの応援団になっているぐらい
です。

余裕と充実の中高一貫教育

　姉や兄が通っていたこともあって、勉強もク
ラブ活動もがんばろう、と駿台に入りました。
　クラブは吹奏楽と美術部を掛け持ちしてい
ます。クラスもクラブもみんなが友だちであ

り仲間です。こんなに毎日、おもしろいことがあっていいのかな、と思える
ほど、友だちと笑って過ごしています。
　先生たちの授業もわかりやすくて、とくに国語がおもしろくて好きで
す。興味深く教えてくださるので、はじめは「難しいかな」と思ったことも、
いつのまにか、頭に入ってしまいます。

中学１年生 （特選クラス）

新見 真央さん

先生からの

Messa
ge

知性と教養の基礎を持つ人に
　駿台学園中学校は、行き過ぎた先取り
学習でなく生徒の興味・関心を引き起こ
しつつ、本質的な理解に結びつく学習を
重視しています。
　もちろん私学ですので、必要とあらば
中学で先取りして学んだ方が合理的とい
う場合には、高校の内容を取り上げます。
しかし、受験テクニック的な「小手先」の

「先取り」よりは、「幅広い」学習を優先さ
せています。

週6日制授業
 駿台学園は土曜日の午前も授業を行う
週6日制です。年間を通じると、公立の中
学校とは大きな差が開きます。
　つまり、文部科学省の定める標準時数
より多くの授業時間をとる形となり、基
礎学力の確立に十分な時間を割くことが
できるのです。
　理解不足の生徒をつくらないよう、絶
えずフィードバックしていくとともに、
応用力についても磨きます。

６年後の大学進学に照準
　〈特選クラス〉では、個々の習熟度に合
わせて、より応用的な内容で理解度を深
めます。
　入学時、特に受験を意識しては勉強して
こなかったが潜在能力はあるという生徒
を、学力に自信のある生徒に育てあげます。
　６年後にはGMARCHクラス 以上の大
学に合格する、という目標を持っています。

特進クラスへの移動も可能
　〈総合クラス〉では、より基本的な内容
で基礎学力の定着を図ります。
　駿台学園創立以来培われてきた、元気
ハツラツとした校風を担う文武両道にす
ぐれたクラスの生徒たちです。
　２つのクラスは授業の進度が同じなの
で、不安を感じることなく〈特選クラス〉
への移動も可能です。

バランスのとれた教科配分
　土曜日の授業において、より多く確保
可能な授業時数をバランスよく各教科に
配分します。国語、社会、数学、理科、英語
の５教科は、標準授業時数よりもかなり
多めとなります。こうして基本教科をお
さえつつ、音楽、美術といった科目もキチ
ンと授業を行います。バランスのとれた
協調性のある人間に成長するには、情操
教育も不可欠です。

身近な目標を設定
　英語検定・漢字検定を実施し、積極的に
受検しています。
　中学生は、モチヴェーションを常に維持
することが大切で、そのために身近な目標
をいくつか持つことが不可欠です。さもな
いと、すぐに中だるみになってしまいます。
　駿台学園では「英検」「GTEC」や「漢検」
の受検を必須とし、常に目の前の目標を
設定します。毎学期１～２件の検定試験
を受けることで、日常の目標を目指して
勉強することが可能となります。生徒は
目標級に合格し、「やる気」をいっそう高
めていきます。

身近な目標を設定

自学自習手帳による
計画性ある生活
　中学生にはNOLTY社の自学自習手帳
スコラを配付し、日々の計画を立ててい
ます。どうすれば学業とクラブ活動が両
立するのか、そして自分の目標を達成で
きるかを自主的に考える習慣が身につき
ます。

放課後補習
　希望者対象に、週2～3回の放課後補習
を実施しています。生徒の学力状態に合
わせた指導で、着実に実力を伸ばしてい
きます。

英語教育の取り組み
　中３は海外サマースクールに参加可能
です。２週間、英語圏の語学学校で学び、
ホームステイを経験し、さらにヨーロッ
パの文化にも触れてきます。
　また、毎年英語の暗唱、合唱、英語劇の
上演を行う英語フェスティヴァルを開催
します。

　

和田 幸久先生1年担任・数学

▲〈自学自習手帳〉学習習慣の維持が
　学力醸成につながります

主要科目の中学校 3年間の授業時間数比較

駿台学園中学校

公立中学校

385 385 385 385
350

525 525

630

420 420

理科数学社会国語 英語

1年 国語
6

社会
3

数学
5

理科
4

音楽
2

美術
2

保健体育
3

技術
家庭
1

英語
6

総合
2
道徳
1

2年 国語
5

社会
4

数学
5

理科
4

音楽
2

美術
2

保健体育
3

技術
家庭
1

英語
6

総合
2
道徳
1

3年 国語
5

社会
4

数学
5

理科
4

音楽
2

美術
2

保健体育
3

技術
家庭
1

英語
6

総合
2
道徳
1
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JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL“ほんもの”で学ぶ６年間

学校内にも“ほんもの”がある
　中・高教育の目標の一つは、もちろん大学受験です。ただ、大学受験に向けて問題集を解くだけといった勉強では、どうしても「ひ
弱な」学力になります。大学で必要となるのは、自分で興味・好奇心を持ち、自分の頭で考えてものごとの本質に近づく力です。
問題集を解くことで得る学力だけでは危険だというのが、近年の大学入試改革のベースにあります。
　駿台学園では生徒はいろいろな場所に行き、実際の文化遺産や社会、技術や自然に触れて“ほんもの”で学びます。“ほんもの”
から得た興味・関心に喚起された学習意欲は、大学進学のための学習と進学後の知的な生活を力強くサポートしてくれます。人間は、
興味のあることなら力を発揮します。

修学旅行 校外学習

たかまるモチヴェーション

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

天文台と〈駿台天文講座〉

充実した教育旅行
　中1 では入学後のオリエン
テーション合宿と林間学校。　
中2では3泊4日の秋季校外学習。
　中3 では4泊5日の修学旅行と、各学年で宿泊行事を行い、日本国内
の特色ある場所を見学します。

◆ 駿台天文台は宇宙へ開く窓
　駿台学園には、二つの天文台があります。東京の校舎屋上にニコン製
赤道儀・屈折8インチ（20センチ）の望遠鏡が設置されたのは1965年の
こと。20センチ屈折鏡といえば、当時国内最大であった国立科学博物館
の望遠鏡と同口径で、学校の天文台としてはまさに異例のものでした。
以来、天文部の生徒の活動を支え、さらに〈駿台天文講座〉や〈七夕星を語
る会〉などを通して地域の皆さんにも夜空の星を見ていただいています。
　一方、北軽井沢の本学園研修施設「一心荘」には、中学・高校では日本
最大級の75センチの反射望遠鏡があります。専門の研究機関を含めて
もかなり大きな望遠鏡で、基本構造はハワイにある国立天文台の「すば
る望遠鏡」と同じ。実は「すばる」は駿台学園の75センチ望遠鏡を原型
の一つとして開発さています。

◆ 〈駿台天文講座〉と〈駿台ジュニア天文講座〉
　天文学の研究は、現在大変なスピードで進んでいます。
　宇宙の起源をはじめ、さまざまな謎が解き明かされつつあります。日
進月歩の天文学の成果を中学・高校生や一般の方たちに伝えるべく続
けられているのが、〈駿台天文講座〉です。2018年度末には、53年・通算
636回を迎えます。この講座を通し、駿台学園は科学研究のアカデミッ
クな世界と中学・高校生や一般の皆さんとの架け橋となり、科学教育の
裾野の拡大に貢献しています。
　シニアの講座と同日に小・中学生を対象に〈駿台ジュニア天文講座〉
も開催。小・中学生にとっては、またとない科学教室となっています。

　駿台学園では、1965年に校舎屋上に天文台を設置、以来月1回の
〈駿台天文講座〉を50年以上にわたり開催しています。講師は最先端
の研究者で、一般の市民の皆さんにも公開（参加無料）、天文学の分野
ではかなり知られた市民講座です。

年間5回もの校外学習
　中学校では宿泊行事以外にも、
日帰りでの校外学習を年間５回
行っています。これまでもさまざ
まなオペラや美術館、博物館、工場、大相撲、六大学野球などを見学して
きました。

英語フェスティヴァル 運動会

文化祭でも上演される英語劇
　英語による暗唱や合唱、とくに３年生は英語劇を上演します。劇が
できあがるまでには困難もありますが、フィナーレで大きな拍手をい
ただき、大きな達成感から、感激して涙を見せる生徒もいます。

みんなの笑顔がはじけます
　中学生みんながつくる運動会です。運営も中学生自身がルールを定
めて行います。作り上げた行事が幕をおろすとき、グラウンドいっぱ
いに笑顔がはじけます。

▲ 駿台学園北軽井沢天文台75㎝反射望遠鏡

 2012年5月21日の金環日食（天文部撮影）
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クラブ活動で育まれる人間性

仲間との磨き合いで確立する Identity

中高合同

運動部
女子バスケットボール部、男子バスケットボール部、女子硬式テニス部、
男子硬式テニス部、ソフトテニス部、ワンダーフォーゲル部、ボクシング部

文化部
書道部、美術部、音楽･吹奏楽部、天文部、鉄道研究部、インターアクト部、
英語部、囲碁･将棋部、演劇部、軽音楽部、家庭科部、写真部、
お笑い研究同好会、文芸同好会

高等学校

運動部
女子バレーボール部、男子バレーボール部、硬式野球部、バドミントン部、
サッカー部、卓球部、ゴルフ部、剣道部、弓道部、ダンス部、水泳部、
フットサル同好会

運動部
女子バレーボール部、男子バレーボール部、軟式野球部、サッカー部

中学校

 高校  男子バレーボール
2016年インターハイ
2017年春高バレー優勝

女子バレーボール 全国大会常連中学校 サッカー 2016年度全国大会出場中学校

軟式野球 全国大会3回出場中学校 弓道高 校 バドミントン高 校

音楽・吹奏楽中 高 鉄道研究中 高 硬式テニス・ソフトテニス中 高

ダンス 高 校 演劇 年４～５回公演中 高 天文　全国有数50年の観測実績!中 高

中学校 男子バレーボール　全国優勝6回の実績

　昨今、人とのコミュニケーションがうまくとれない若者が増えているといわれます。その
要因は、中高のうちにアイデンティティの確立、獲得に失敗しているからにほかなりま
せん。仲間やチームのなかにあって、ひとつのことをみんなで達成できたとき、｢あなたが
いてくれたから、チームで達成できた｣｢あなたがいてくれたから私もここにいる｣と自分の
役割・居場所があるチームのなかで、自らの存在価値、アイデンティティに気づき、確立
すること。そこに自己肯定感も生まれるのです。

 高校  硬式野球
2011年東京都21世紀枠代表

 高校  女子バレーボール
関東大会常連

 高校  サッカー
2018年 関東大会出場（2回戦）

 中高  ボクシング
2014年インターハイ 学校別対抗優勝
インターハイ、 国体優勝者多数

2017 年　〈春の高校バレー〉優勝
2016 年　高校総体（インターハイ）優勝
2015 年　高校総体（インターハイ）準優勝
インターハイ出場 9 回

〈春の高校バレー〉出場 15 回

2017 年　〈春の高校バレー〉優勝
2016 年　高校総体（インターハイ）優勝
2015 年　高校総体（インターハイ）準優勝
インターハイ出場 9 回

〈春の高校バレー〉出場 15 回

高校男子バレーボール部

2016-17全国優勝！
2冠達成！！
2016-17全国優勝！
2冠達成！！
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勉強、行事、クラブを支えます勉強、行事、クラブを支えます

学校生活をサポートする施設群

世界に求められる「人」を育てたい

略歴
学父 瀬尾義秀先生の言葉

「置かれた場所の第一人者たれ。

人には好むと好まざるとにかかわらず、

現在の場所がある。自分がその場で全力

を傾けて取り組む姿勢は、他人をよりよく

生かし、また自分自身もよりよく生きることに

つながっているのである」

1892（明治25）広島県比婆郡高野町に生まれる。幼少から博覧強記、文才豊かで教育者
　　　　　　　　として立つ志も幼い頃からのものであった
1914（大正  3）広島県師範学校本科卒、県立広島商業学校教諭
1921（大正10）上京、大倉高等商業（現在東京経済大）講師　
1927（昭和  2）専修大学経済学部卒、同大教授、東京女子医専（現東京女子医大）教授 
1938（昭和13）駿臺商業学校（本学園前身）理事長、校長に就任
1950（昭和25）文部省青少年教護審議会長として「児童憲章」草案を作成
1966（昭和41）勲三等端宝章
1971（昭和46）２月12日  腎不全により逝去（享年79 歳）、総理大臣より銀杯をうける
2000（平成12）生地の広島県高野町に顕彰の胸像と碑文設置

学園の歩み

1932（昭和  7）東京神田駿河台に「駿臺商業学校」として誕生
1945（昭和20）戦災により校舎を失うも、校長宅を学舎として授業を継続
1946（昭和21）駿臺高等学校に校名を変更
1947（昭和22）学制改革により駿臺中学校を創立。高等学校は男女共学、
　　　　　　　　全日制・定時制、普通科・商業科に変更
1954（昭和29）中学校を休校
1958（昭和33）駿台学園中学校・高等学校に校名変更
1963（昭和38）東京都北区王子の現在地に移転し、新校舎を建設
1966（昭和41）屋上に天文台設置、「駿台天文講座」開講
1975（昭和50）海外サマースクール開始

テニスコート/校舎屋上に設置

2

2

3

体育館/バレーボールなら３面がとれる広さ

9

8

天文台/都内屈指の20㎝屈折式天体望遠鏡

1

1

プライマスメモリアルホール/500名収容

8

12

柔道場

11

10

ジムナジウム

10

9

剣道場

12

11

7

5

一心荘/北軽井沢にある宿泊研修施設

化学教室/化学や理科の実験室

4

自転車置き場/自転車通学可

3

視聴覚室/映像授業やパワーポイントが活用できる大教室

6

図書館/自習スペースが充実

7

6

食堂/20:00まで使用可能

5

4

1983（昭和58）北軽井沢「一心荘」竣工
1984（昭和59）北軽井沢　駿台天文台完成
1991（平成  3）中学校を再開
1998（平成10）商業科を廃止　普通科に〈進学コース〉〈体育コース〉開設
2003（平成15）中学校共学化、新制服の採用
2006（平成18）中学校〈特選クラス〉新設
2009（平成21）高等学校〈特選コース〉新設
2010（平成22）高等学校〈スペシャリストコース〉新設
2011（平成23）２号館耐震補強工事完了
2012（平成24）新校舎（１号館）竣工

　東京23区内の学校としては類をみない広さのグ
ラウンドを持つ駿台学園。それを囲むように、さま
ざまな施設・設備が配置され、生徒たちの充実し
た学校生活をサポートしています。なお、すべての
施設が耐震構造検査をクリアしています。

東京23区内の
学校としては、
かなり広い

グラウンドです。



笑顔があふれる学校生活笑顔があふれる学校生活
　｢楽しいから、アッというまに１日が終わります｣ と話して
くれる生徒がたくさんいます。
　勉強にクラブ活動に、互いがよきライバルとして切磋琢磨
する駿台学園の１日。そこには、たくさんの発見と、未来へ
の礎となる学力獲得をめざす、みんなの笑顔があります

駿台学園 School Life

毎日が発見のスクールライフ

　駿台学園の制服は清潔感を重視してデザインされ、タスマニアウール製のジャケットは中高同
デザインです。スラックスはウォッシャブル。女子制服はバリエーションが豊富で、高校の替え
スカートはグレーとエンジ、また、ネクタイと同柄のリボンがあります。

中学校制服

中学校 夏服 中学校 冬服

高等学校制服

高等学校 夏服 高等学校 冬服

中学生はホームルーム前の時間に「朝読書」を行いま
す、落ち着いた気持ちで１時間目の授業に向かいます。

高校は学年、コースによってクラブ活
動・補習の開始時間が異なります。
高１女子には華道の授業（必修）があ
り免許皆伝をめざします。

食堂や購買でお弁当を購入することもできます。中学生
は教室で担任と一緒に昼食です。
高校生は食堂や教室で自由に昼食をとります。

SUNDAIGAKUEN School Life

登 校
～8:
30

午前授業～12：
30 午後授業

13：15～

下 校

17：00

昼休み

12：30

クラブ・S1ゼミ

補習 華道授業
15：
05

ホーム
ルーム
8:30
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駿台学園中 学 校
高等学校

JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL
SUNDAI GAKUEN

2019年度募集　学校説明会・スクールガイダンス日程

地域別所要時間
●JR・東京メトロ
王子駅または都電王
子駅前までのおおよ
その所要分数です。
時間帯や乗り換えに
より異なりますので
ご注意ください。

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

学校案内図

朝霞台

東武スカイツリーライン

東武

木場
34

新木場
39

新浦安
46

京葉線

東京メトロ
東西線

都営バス
国際興業

バス

東京メトロ
有楽町線

渋谷
30

葛西
44

京浜
東北線

駒込
4

大塚
11

都電荒川線

西新井

上板橋

駿台学園中学校 高等学校
SUNDAIGAKUEN JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL

〒114-0002 東京都北区王子 6-1-10 ☎03-3913-5735

www.sundaigakuen.ac.jp

学校説明会 ※予約不要・上履き不要 ※予約不要・上履き不要

中学校

全体説明・校内見学・個別相談

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
時間 : 10:00～12:00
会場 : 本学園視聴覚室

   8月25日 (土)
10月20日 (土)
 11月17日 (土)
12月  8日 (土)
12月15日 (土)
1月  5日 (土)
 1月12日 (土)

中学校・高等学校共通
イブニング説明会

文化祭 ※入試相談コーナー開設

時間 : 10:00～16:00
会場 : 本学園

9月22日 (土)

時間 : 9:30～16:00
会場 : 本学園

9月23日 (日・祝)

時間 : 18:00～19:00
会場 : 本学園

9月12日 (水)
※予約不要・上履き不要

時間 : 13:30～15:30

スクールガイダンス
高等学校

高校個別相談会 ※要予約・上履き不要

12月8日 (土) ・ 1月5日 (土)
1月12日 (土)

全体説明・校内見学・個別相談

第1回 
第2回 
第3回 
第4回 
第5回 
第6回 

8月25日 (土)
10月13日 (土)
10月27日 (土)
11月17日 (土)
11月24日 (土)
12月  1日 (土)

時間 : 13:30～15:30
会場 : 本学園小ホール

王子はアクセス良好です！

鉄道3路線と多数のバスが利用可能です。

● JR・東京メトロ南北線「王子」駅
● 東京メトロ南北線「王子神谷」駅
● 都電荒川線「王子駅前」駅
● 都バス・国際興業バス「王子駅」
  「王子三丁目」「豊島二丁目」で計10系統以上

自転車通学OK! 駐輪場の新設で自転車通学
が可能になりました

※対象居住地域に条件があります。希望者多数の場合は抽選となります。

駿台
学園

赤羽岩淵

正門

歩道橋

２番出口東十条

王子四丁目
バス停

王子消防署

王子三丁目
バス停

王子
警察署

王子郵便局

豊島二丁目
バス停

三菱自動車
王子三丁目交差点

北
本
通
り

東
京
メ
ト
ロ

南
北
線

北とぴあ

赤羽

池袋

目黒

南北線
４番出口

JR北口改札

柳田公園

駅前公園

交番
町屋

都電荒川線

JR 京浜
東北線

上野飛鳥山
公園

王
子
神
谷
駅

王子駅前駅JR王子駅

王
子
駅


