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たくさんのことを学ぶ高校生活。

かけがえのない仲間、将来の夢－－－－

専大附属の３年間で

あなたの「大切なもの」を見つけてください。探
－ 3 －－ 2 －



－ 5 －－ 4 －

多彩な進学ルート が用意されています
本校では１・２年次に全員が同じカリキュラムで基礎学力をしっかりと身につけ、
３年次には「専修大学進学コース」「他大学受験進学コース文系」「他大学受験進学コース理系」の
３つのコースに分かれます。
一人ひとりの目標に合わせてマンツーマンのきめ細かな指導で学力アップを実践します。

専修大学 … 89.3％（366名）
他大学 … 8.8％（36名）
専門学校… 0.7％（3名）
就　職 … 0.5％（2名）

進
路
状
況

１年次 ２年次 ３年次
専修大学進学コース

他大学受験進学コース（文系）

他大学受験進学コース（理系）

●１年次・２年次は、国・英・数の
　3教科を中心に、基礎学力を徹底して
　修得します。
●3年次はそれぞれの進路希望に則して問題解決能力を伸ばします。

Outline of 
Senshu University High School

Outline
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P6
参照

スマートなキャンパスで 充実の学習環境
吹き抜けのエントランスホールや冷暖房完備の教室・体育館、２万６千冊以上の蔵書を揃えた図書室、
旧新泉小学校を使って新設した新泉校舎など、充実した学習環境で実りある３年間をサポートします。

Outline
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創立90年の伝統と歴史 が豊かな人材を育てます

本校は「誠実・努力」を教育理念とし、1929年に創立されました。
長い伝統の中で育まれた専大附属のスピリットを胸に、これまで数多くの卒業生が社会のあらゆる分野
で活躍しています。こうしたOB・OGとのつながりが強固なことも特色です。

Outline

01

高大連携システム が“知”を広げます
本校では在学中から専修大学の教育プログラムに参加できます。
高校と大学がしっかりと連携した、幅広く深みのある教育が実践
できるのは付属高校ならではです。

Outline
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DATAから見る 専大附属のプロフィール
Outline

05

参考
令和元年度

興味のある講義を選択して、
大学キャンパスに通うことができます。
● 学習心理学１（学習・言語心理学）　● 学習心理学２　● 企業と会計　● 教育学入門
● 芸術学入門　● 商学基礎Ⅰ・Ⅱ　● 商法総則　● 世界の言語と文化（中国語）
● 日本近代法史Ⅰ・Ⅱ　● 歴史と社会・文化

大学の先生による講座が用意されています。
● TOEFL対策講座　　● 英会話特別講座　　● 司法試験対策講座　など。

３年次の３学期に専修大学の語学研修に参加できます。
● ワイカト大学春期留学プログラム　　● 延世大学春期留学プログラム

※専修大学進学決定者を対象とした約１ヵ月間の研修です。
※専修大学進学後、単位として認定されます。

1929
（昭和4年）

京王商業学校
創立

1969
（昭和44年）

専修大学附属
高等学校として

新生

1994
（平成6年）

男女共学が
スタート

2004
（平成16年）

現本校舎完成

2016
（平成28年）

新泉校舎新設

2019
（令和元年）

創立90周年

高等学校でこれだけ多くのプログラムを実施している学校は少ない
はず。「将来を見据え、文化圏を越えたグローバルな視点を培いた
い」という「国際理解教育」の主軸となるものです。

プログラム名称 時　期 実施期間 参加人数（男／女）

ニュージーランド語学研修 １～２月
（３年次） 約１ヵ月間 １０人

夏期オーストラリア語学研修 ７～８月 １４日間 １９人

夏期韓国研修旅行 ８月 ５日間 １７人

カナダ中期語学研修 ８～１１月 約４ヵ月間 ６人

ニュージーランド中期語学研修

韓国語学研修 １～２月
（３年次） 約１ヵ月間 ５人

アメリカ短期交換留学

本校舎 本校舎エントランスホール 新泉校舎

総計 1,337人（1年475人、2年428人、3年434人） 【23区の地区別人数】
● 練馬…83人
● 江戸川…67人
● 杉並…61人
● 世田谷…60人
● 中野…46人
● 板橋…41人
● 江東…33人
● 品川…31人

● 大田…27人
● 足立…23人
● 墨田…23人
● 目黒…20人
● 渋谷…17人
● 新宿…13人
● 北…12人
● 千代田…9人

● 台東…9人
● 中央…9人
● 葛飾…8人
● 港…6人
● 荒川…5人
● 豊島…5人
● 文京…2人

【地域別（出身中学校）在校者数】
● 東京都23区…610人
● 東京都23区外…331人
● 神奈川県…263人
● 埼玉県…81人
● 千葉県…24人
● 秋田県…1人

● 宮城県…1人
● 茨城県…1人
● 愛知県…1人
● 滋賀県…1人
● 大阪府…3人
● 福岡県…1人

● 大分県…2人
● 私立…14人
● 国立…3人

● 生徒数

● 教員世代分布 ● 国際交流プログラム概要 （令和元年度実績）
P16-17
参照

● クラブ活動加入率 （令和元年度参考）

さまざまな世代の教員陣が
バランスよく揃っており、生
徒の勉強から進路相談、生
活の相談まで親身になって
サポートします。

20代
13％

30代
28％

40代
26％

50代
29％

60代  4％

中　　止１年生
 82％

２年生
74％

３年生
 73％

受験準備… 0.7％（3名）

７～１０月 約３ヵ月間 １人

（４／６）

（５／１４）

（０／１７）

（３／３）

（０／５）

（０／１）



一人ひとりを伸ばす
学習プラン

【専大附属の学習】

日々の学習の積み重ねで、着実にステップ
アップできる環境です。
一人ひとりの進路に合わせたプランで、
それぞれの目標達成へと導きます。

１
・
２
年
次
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

３
年
次
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

３年間の教科コース

教育課程（カリキュラム）

１年次 ２年次 ３年次
専修大学進学コース

他大学受験進学コース 文系

他大学受験進学コース 理系

● １年次・２年次は専修大学志望者も他大学受験志望者も共通の
　 カリキュラムで学びます。
● ３年次は通常の授業が土曜日にも用意され、学力アップにつながります。
● 他大学受験志望者にも安心のカリキュラムです。

3年次に、専修大学進学コースと他大学受験進学コース［文系・理系］に分かれます。

国 語

地理歴史

公 民

数 学

理 科

保健体育

芸 術

外 国 語

情 報

ホームルーム

学校設定科目
（土曜講座）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

国語総合

日本史Ａ世界史Ａ

現代社会

数学Ⅰ 数学Ａ 数学B数学Ⅱ

物理基礎 化学基礎 生物基礎

体育 保健 体育 保健

※１

コミュ英語Ⅰ 英語表現Ⅰ 英語会話 コミュ英語Ⅱ 英語表現Ⅱ

社会と情報

※２ ※２

現代文Ｂ 古典Ｂ

１年次 ２年次
※１：音楽Ⅰ・美術Ⅰから１科目選択
※２：学校設定科目（土曜講座）は２～４単位です

Point学習の

● 各科目をバランス良く学び、基礎・基本を
しっかりと身につけていきます。

● 小テストを実施し、日常の学習の積み上げを
実践します。

● 高校生活の早い段階から自分の将来像を意識し、
目標実現のための学習計画をサポートします。

　好きな部活動に全力で打ち込みながら
勉学にも集中して取り組める、文武両道の
精神を貫けることこそが専大附属の魅力
だと感じています。
　授業では、先生方が基本から丁寧に教え
てくれますし、プリント等でのフォローも
手厚いです。もちろん、質問やわからない
ところが出てくれば、先生に個別に聞く
こともできます。進路等の相談にも親身に
なって乗ってくれますので、一人で悩む
必要はありません。
　一人ひとりの生徒に対して真摯に向き
あってくれる先生と上手にコミュニケー
ションを取っていくこと。これが快適な
専大附属ライフを過ごす秘訣です。 Ｙくん3年

文武両道の精神を
　貫いていける学校
文武両道の精神を
　貫いていける学校

国 語

地理歴史

公 民

数 学

保健体育

外 国 語

家 庭

ホームルーム

総 合 的 な
探究の時間

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

国語表現 現代文Ｂ 古典Ｂ

日本史Ｂ 地理Ｂ

政治・経済

数学演習

体育

コミュ英語Ⅲ 英語表現Ⅱ

家庭基礎

● 大学受験にとらわれない余裕ある科
目構成で学習を進めます。個々の志
望学部に合わせた小論文対策や、
マンツーマンの指導も行います。

● 総合的な探究の時間では専修大学の
講義への参加も可能です。入学前に
大学で学ぶことができるのは付属校
ならではのメリットです。

● カリキュラム外となる理科について
は、選択講座を用意するなど、個々
の興味や意欲に合わせてフォロー
アップします。

他大学受験進学コース

国 語

地理歴史

公 民

保健体育

外 国 語

家 庭

ホームルーム

総 合 的 な
探究の時間

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

現代文Ｂ 古典Ｂ 現代文演習 古典演習

※１

政治・経済

体育

コミュ英語Ⅲ 英語表現Ⅱ

家庭基礎

● 国公立・私立文系大学受験に向け、
国語、英語、地歴、公民を中心に展
開し、応用力を身につけていきます。

● 特に英語は重点的に履修し、コミュニ
ケーション英語Ⅲ５単位と英語表現Ⅱ
４単位の構成で他大学受験に対応する
力を養います。

● 国語、地歴、公民では暗記だけでは
なく、小論文指導など、幅広い視野
を備え、実力アップを図ります。

他大学受験進学コース

国 語

数 学

理 科

保健体育

外 国 語

家 庭

ホームルーム

総 合 的 な
探究の時間

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

現代文Ｂ

※１

体育

化学 ※２

コミュ英語Ⅲ 英語表現Ⅱ

家庭基礎

● 国公立・私立理系大学受験に向け、
英語、数学、理科を中心に展開し、
応用力を身につけていきます。

● 理科は化学を必修として、物理、生
物のいずれかを選択し、受験科目に
対応していきます。

● カリキュラム外にも個別に補講を利
用した受験科目のレベルアップが可
能です。

文系

理系

※１：世界史Ｂ・日本史Ｂ・地理Ｂから１科目選択

※１：数学Ⅲ・数学演習から１科目選択
※２：物理・生物から１科目選択

Point学習の

Point学習の

Point学習の

－ 7 －－ 6 －

専修大学進学コース

Student's Voice

※「総合的な学習の時間」は、令和２年度入学生より「総合的な探究の時間」となります。

本校では１・２年次に全員が同じカリキュラムで基礎学力をしっかりと身につけ、
３年次からは「専修大学進学コース」「他大学受験進学コース文系」「他大学受験進学コース理系」の
３つのコースに分かれます。
一人ひとりの目標に合わせてマンツーマンのきめ細かな指導で学力アップを実践します。



１年生の特別プログラム

専修大学のキャンパスで実際に学部の授業を体験しなが
ら、大学へ進学することの意味や、将来自分は何を学びた
いかなど、進路決定のための貴重な情報を得ることができ
ます。

附属フェスティバル
実際に“大学”を体験して
キャリアデザイン（生き方設計）をしよう

２年生の特別プログラム

現在は専修大学への進学が大半を占めますが、他大学へ進
学する生徒の割合も徐々に増えてきています。生徒一人ひ
とりの可能性を広げ、より柔軟に対応していくために、多
様な未来を考える機会を設けています。

他進路進学説明会
一人ひとりの可能性は無限
“やりたい”をカタチにし、描く未来をサポートします

進路

３月に沖縄・小笠原・台湾のいずれかを選択して訪問します。事前学習、情
報収集から企画立案などを通して、訪問先の歴史や現状を学びます。また、
知らない土地で集団行動をすることで社会性や公共心が育まれる機会となっ
ています。

修学旅行
高校生活のビッグイベント  仲間と一緒に作り上げる最高の思い出

行事

進路

通常授業に加え、土曜講座を実施しています。受験対策や
資格取得、さらに幅広い分野の教養を身につけるものまで
計39講座と多彩です。選べる自由度の高さが学ぶ意欲を促
進します。

土曜講座 （１・２年）
授業のフォローアップから、興味を深めるものまで
多彩な講座が未来の選択肢を増やします

学力を伸ばすためには、まず自分がどの程度の力を持って
いるか客観的に知る必要があります。そのため、入学時に
実施するのが基礎学力確認テスト。その後も実力テストを
行い、基礎学力を確実なものにしていきます。

基礎学力確認テスト
入学時に実施しています
自分の今の実力を客観視し、学習計画に反映

学習

１年生だけの行事として、長野県志賀高原でのスキー教室
が行われます。経験者コース・初心者コースに分かれてウ
ィンタースポーツを満喫します。

スキー教室
２泊３日の冬期宿泊研修
１年生最後の思い出づくり

行事

進路

１年生の学習・生活 ２年生の学習・生活

指導目標・特色
高校１年生は、新たな３年間のスタート。今までとは違った環境のなかで、
学習と生活のリズムを確立していく時期です。学習面では、基礎学力の徹底
養成を目指し、各科目をバランス良く学びます。また、生活面では高校生に
ふさわしい自己管理能力、主体性や実行力を鍛えていきます。

－ 9 －－ 8 －

Student's VoiceStudent's Voice

昨年度は、自分のために、それ以上に人のために率先し
て動けるようになることを目指した一年でした。
２年生では、「誠実・努力」を一層意識して内面を鍛え
るとともに家族や仲間を支え、「報恩奉仕」の精神で社会
に一条の光を届けられるようになることを目指します。
その達成に向けて、チーム「令和１期」として常に率先
して「動きながら考え」、「考えながら動く」ことが重要
だと思っています。

指導目標・特色
進路選択に向けた総合力の育成が目標です。修学旅行もその一環と位置づけ、
探究活動を取り入れ、広い社会と自分の興味関心をつなげていくことを目指
します。またポートフォリオでの気づきを行動に結びつけ、各種検定、留学、
ボランティア活動、キャリアプログラムへの参加などにチャレンジすること
を後押ししていきます。

14ページも
Check!

26ページも
Check!

明るく活気のある学校で
自分の成長が楽しみ！
明るく活気のある学校で
自分の成長が楽しみ！

向上心を持って
高校生活を楽しんでいます
向上心を持って
高校生活を楽しんでいます
　私は専大附属に入学して日々充実した生
活を送っています。どの科目も中学の時よ
り難しく、授業だけで理解するのが大変で
すが、困った時には先生に質問すれば、授
業外でも丁寧にわかりやすく教えてもらえ

ます。さらに、いつでも図書室で自習がで
きる環境が整っています。
　部活動は陸上競技部に所属しており、仲間
と共に日々ハードな練習に励んでいます。
練習は辛いですが、目標の記録をクリアす
ると達成感を得られます。専大附属は勉強
と部活動の両立を目指し、自分に合った目
標を立て、挑戦できる学校です。

２学年主任　英語科　ダンス部顧問　布施 良太先生

Ｆさん２年 ２年 Ｍくん

いよいよハイティーン。心身の成長著しい世代ゆえに、
悩んで悩んで悩みぬく時期でしょう。とはいえ、人生の
岐路で悩むのはティーンに限ったことではありません。
そんな壁に直面した時の指針を最大限に得られるのは、
やはりティーン時代です。高校生活は日々の学習から
「知」の習得に喜びを感じるだけでなく、可能性を広げ
る場、成長の好循環が生まれる場として、人生の指針を
探し出してください。

１学年主任　地理歴史科　ワンダーフォーゲル部・生徒会執行部顧問　渡邉 賢先生

　入学前は不安もありましたが、オリエン
テーションでたくさんの人と話す時間があ
り、すぐに友達ができました。また、先輩
方が笑顔で声をかけてくださり、学校につ
いて優しく教えてくださったおかげで、安心

して高校生活をスタートさせることができ
ました。
　専大附属は明るく活気のある学校です。
廊下では挨拶が飛び交い、先生と生徒が仲
良く話す姿がよく見られます。また、図書
室・新泉校舎・多目的ホールなど、勉強や
部活動に取り組める環境が整っています。
　これからの２年間で自分がどれだけ成長
できるか今から楽しみです。



３年生の特別プログラム

「総合的な学習の時間」の授業時間を利用して、大学進学後
の生活を思い描きながら、様々な講座で学ぶことができます。
専修大学の講義も一部選択することが可能です。

総合的な学習の時間
多彩な授業で、社会に対する視野を広げます
専修大学の講義も一部受講可能です

３つのコースに分かれるので、他大学受験志望者にも安心
のプログラムを実施しています。カリキュラム外にも個別
に補講を利用した受験科目のレベルアップが可能です。

専修大学進学コース
他大学受験進学コース （文・理）

一人ひとりのチャレンジに応えます

学習

専修大学進学の希望者によるニュージーランド語学研修は
３年生だけが参加できる国際交流プログラムです。ワイカ
ト大学が運営する語学教育機関で実践的な英語力を身につ
けることができます。

ニュージーランド
語学研修

１ヵ月間の語学研修プログラム

行事

進路

３年生の学習・生活

指導目標・特色
３年生は自分の将来を決める大切な学年。「目標達成のための応用力を養う
期間」と位置づけ、各教科とも綿密に計画されたカリキュラムと指導方法に
もとづき、特色ある授業を展開していきます。
また、専修大学志望者は受験勉強一色の生活にはならないので、最後の大会
まで部活動に参加することが可能です。

－ 11 －－ 10 －

「今」を考えて過ごす「今」を考えて過ごす 勉強と部活を両立させた
充実の日々
勉強と部活を両立させた
充実の日々

Student's VoiceStudent's Voice

15ページも
Check!

17ページも
Check!

学力を更に伸ばすカリキュラム
近年、多様な進路選択を希望する生徒も増えてきています。
そんな生徒たちのやる気をバックアップすべく、他大学への進学を見据えてカリキュラムを強化しました。

国語はすべての科目につながる基礎です。そのため、「読む」「書く」「聞く」
「話す」を授業で幅広く学んでいきます。小論文演習やグループワーク、
校内外のコンクールへの参加を交えながら、それぞれの目標に向かえる
ように総合的な国語力を育成していきます。
授業は個性的で、これまでに古典の群読、ホットシーティングなどにも取
り組みました。

読解力をつけることに重点を置いた授業を展開しています。また現代文で
は、知識問題の問題集を基にした小テストを定期的に行い、反復学習での
知識習得を目指します。

単元を通じて、さまざまな物事に対する他者の意見を知った上で、自らの
考えを持ち、広く伝達する力を身につけていきます。また、文学作品を深
く読み、味わうことで豊かな感性を育むことを重視しています。

【基礎学力の徹底】

【日本の言語文化に親しむ態度を育て、言語感覚を磨く】

各種イベントへの参加
● 漢字コンクール（各学期）
● 東洋大学「現代学生百人一首」
● 各種作文コンクール応募
● 校内短歌コンクール「専大附属百人一首」

個性あふれる授業
● 土曜講座「受験国語」
● 総合的な学習の時間「文学に親しむ」
● 「国語表現」での文章力指導
● 他大学の受験志望者をサポート

国語
Japanese

社会に出てから必要とされる基礎学力を身につけます
「読む」「書く」「聞く」「話す」力を活用して課題を探究する力を磨きます

国語を学ぶことで人生が豊かになります。
授業を第一に考え、基礎学力の向上に力を入れる一方で、国語
を通じての人間力アップが本校国語科の目標であり信念です。
大学進学を中心とする個々の目標に応えながら、将来を見据え
た国語力の育成のため、日々奮闘しています。

奥田 哲平先生

国語科
男子バレーボール部顧問

　専大附属は、８割以上の生徒が専修大学
へ進学するため、大学受験をあまり意識
することなく、先生方の工夫ある授業を
受けながら高校生活を送れることが大きな
メリットだと思います。
　放課後や休日は自分のやりたいことに時

間を費やすことができます。私はサッカー
部に所属し、仲間たちと切磋琢磨しながら
様々な経験を積んでいます。
　３年間という短い高校生活を充実させる
ためには、何が必要で、何をすべきかを
考えて行動することが大切です。専大附属
ではその力が十分身につき、この学校で
過ごす３年間を一生の宝物にできると確信
しています。

　本校は大学付属校であるため、部活動や
勉強、趣味に時間を使うことができます。
附属フェスティバルなどの行事で大学のこ
とを知る機会が多くあり、大学で学びたい
ことを高校生のうちから見つけることがで

きます。勉強は中学校よりも難しくなりま
すが、通学時間に復習したり、不安なとこ
ろを先生方に質問することで一人で悩むこ
となく基礎を定着させることができます。
　私はチアリーディング部に所属していま
す。大変な時もありますが、勉強と部活動
を両立させ、毎日充実した日々を送ってい
ます。皆さんも専大附属で充実した楽しい
３年間を過ごしませんか？

Ｕくん３年 Ｍさん３年

「社会のために　誰かのために」、この学年のスローガ
ンです。いつか自分はこんなふうに社会で活躍したい。
そのために、進学したらこんなことをやりたい。具体的
な計画を思い描いて卒業式を迎えて欲しいと思っていま
す。もちろん、どのような道でも、その基盤となる学び
が不可欠です。大学付属という特色を存分に活かし、一
人ひとりの進路を切り拓いていく総合的な人間力、そし
て学力の育成を目指します。

３学年主任　国語科　華道部・吹奏楽部顧問　平澤 千秋先生



理科
Science

公民
Civics

地理
歴史
Geography
and History

数学
Mathematics

英語
English

－ 13 －－ 12 －

● ニュース検定 受検（３年生の進路決定者）　日本ニュース検定協会より優秀団体賞

日本新聞協会による「いっしょに読もう！新聞コンクール」への応募
新聞から、HAPPYな記事や話題となっている時事などを切り
抜き、記事を選択した理由を書いてコメントを送ります。
また、個人で選んだ記事をもとにグループで議論し、新たな
発見を共有し、レポートにまとめます。

地理歴史科、学習のMISO（ミソ）とは？

２年次までは共通カリキュラムで、物理基礎、化学基礎、生物基礎を履修
し、基礎学力の定着を図ります。３年次では他大学受験進学コース（理系）
の生徒を対象に化学を必修とし、物理または生物から１科目を選択して
大学受験に向けた応用力を養っていきます。

物理基礎、化学基礎、生物基礎について、実験・実習や演習等を取り入れ、
体験をもとに具体的に学んでいきます。２年次には土曜講座で、受験物理、
受験化学を開講し、早い段階から受験に向けて準備できるようにして
います。

授業に加え、必要に応じて補習等を行うことで受験に対応します。大学に
進学してからも自ら学びを深めていけるよう、それぞれの興味を育てる指
導を実践していきます。

【基礎学力の定着から大学受験準備まで（１・２年次）】

【応用力を養い受験に対応（３年次） ※他大学受験進学コース（理系）】

● 小テスト、課題、レポートの実施

基礎をしっかりと身につけながら、
理科の面白さを学んでいきます

本校の理科では物理・化学・生物の３分野を扱いますが、そのいず
れにおいても大切なことは「なぜ？」を考えることです。日常におけ
るあらゆる事象には理由がつきものです。その理由を様々な視点で
学ぶことで、ものの見方は変わっていきます。いろいろなことに対し
ての考えを広げていくためには「様々な視点でなぜ？を考える」とい
うことがとても大切になってきます。自分自身をさらに成長させるた
めにも様々な視点で物事をみることにチャレンジしましょう！

福島 功先生

理科
卓球部顧問

公民科は、皆さんがこれから社会で生きていく上で、“HAPPY”になるため
の手がかりが詰まった教科であると考えています。「現代社会」「政治・経
済」の授業を通して、自ら発見し、興味を持って取り組み、社会や家族、
自分自身がHAPPYになるよう行動する力を身につける教科です。

基礎知識を身につけるのはもちろんですが、社会問題に興味を持ち、深く、
さらに多角的な視野で社会を見る眼を養いたいと考えています。
試験では、単純な知識の暗記ではなく、総合的に理解し考える力をつける
ため、文章を書く機会が多いことも特徴です。

現代の社会でHAPPYではない問題を知り、その解決策を探り、考えます。

社会の仕組みを知り、自分が社会に対して何ができるか、どのようにした
ら社会はHAPPYになるのかを学びます。

【世界をHAPPYに（２年次）】

【HOW TO BE HAPPY（３年次）】

● ニュース３分間書き取り（毎時間取り組みます）

HAPPY科を通して、生きる力を養います

「HAPPY科」と称する公民科では、単語をたくさん覚えるより
も実際に考える、行動することに重きを置いています。
「現代社会」は生き方を見つける上で非常に大切なもの。
「政治・経済」は生活をする上で知らないと損をします。
一緒に社会や思想を読み解きながら、みんながHAPPYになるよ
うに解決していきましょう。

付属校ならではのゆとりある地歴科教育を実践し、暗記だけではない豊か
な視点を養いたいと思っています。さまざまなテーマに対して、自分で調
べ、自分で好奇心をもち、展開していく自主性を育んでいきます。

世界史Aでは社会科の入門として、広く世界を知り、学んでいきます。

日本史の一般常識について、自ら深く掘り下げて調べ考えてみます。
グループワークを通して、自ら学ぶ楽しさを知り、協働する力を養います。

【広く深く学ぶ（１年次）】

【学ぶ楽しさを知る（２年次）】

専修大学志望者：日本史、地理を通して自主的に考え、問題解決に取り組
む姿勢を養っていきます。
他大学志望者：世界史、地理、日本史の各科目の講座を設置し、受験科目
に対応した少人数体制の密な指導を実践していきます。

【豊かな視点と応用力を養う（３年次）】

学ぶことの楽しさを知り、
大学でも活かせる力を育みます

『地理歴史科は学習のMISO（ミソ）である！？』授業で受け
取ったMISOの原料をじっくりと時間をかけながら仕込み、熟
成させてオリジナルの味を作り出しましょう。今後の人生にコ
クとフカミがでるよう、「今」を大切にがんばろう！

柴田  大介先生

公民科
サッカー部・生徒会執行部顧問

渡邊 泉先生

地理歴史科
ダンス部顧問

数学科では、与えられた問題を解けるようにするだけでなく、
生徒自ら学習内容に関する「問いを持つ」ことを大切にして
います。生徒自ら問いを持つことで、学習内容に興味が湧き、
結果として「学習内容の深化」につながると考えているから
です。本校で、しっかりと数学を学び、今後の人生を豊かに
する思考力を養ってもらいたいと思います。

三浦 大輔先生

数学科
剣道部・生徒会執行部顧問 授業の予習と復習を前提とし、年間を通して小テストを繰り返し、自宅学

習が定着するよう授業を展開していきます。また、学習箇所の理解度を確
認しながら、レベルに応じた補講なども行い、一人ひとりの数学力を高め
ていきます。

長期休暇明けに実力テストを実施。範囲は「高校で学習した部分すべて」
になるので、長期休暇中も自宅学習は欠かせません。

正規の授業時間に加え、土曜講座、総合的な学習の時間、放課後の発展補
習により、さらにレベルアップしたい生徒を応援します。

【実力テストで高校数学の基礎を徹底して定着】

【「学びたい」という意識を育てる】

小テストの結果により、必要に応じて適宜補習を実施し、基礎力の徹底を
図ります。また、単元ごとの内容の理解度を確認するため、問題集を用い
て自宅学習を行います。

【小テストで予習・復習を徹底】

予習・復習を徹底し、自宅学習を
定着させ、基礎学力アップを図ります

● 基礎学力確認テスト（入学時）
● 土曜講座「基本数学（１・２年）」

● 土曜講座「数学力アップ（１・２年）」「受験数学（１・２年）」

他大学理系志望者には個別に対応
他大学理系志望者に対しては、それぞれの
受験科目に対応して個別に補習を行います。

受験数学（１・２年）
大学受験を考えている生徒に向けた土曜講座です。学習意欲の高い生徒が集まるので、受験に対する
モチベーションを下げずに学ぶことができます。1・2年生の早い段階から受験準備を始め、志望大学
合格を目指しましょう。

専修大学との連携
● 海外留学説明会　　● TOEFL対策講座
● ワイカト大学春期留学プログラム（詳しくはP.29）

大学受験のための英語力だけではなく、授業や講座、イベント
を活用し、英語学習に対する「自信」を養っていきます。
いきいきと学び、自分の考えを英語で発信していけるような実
践力と表現力を身につけて欲しいと思います。

澁谷 実月先生

英語科
料理部・合唱部顧問

３年間を通して、大学での教育に十分対応できる英語力の強化に重点を置
き、授業を行います。また、全員が英語検定準２級以上の取得を目指すと
ともに、単なる知識の習得だけにとどまらない、発信・表現型の英語力を
育成していきます。

各単元、学期ごとに到達目標を設定し、目標に達しない場合、補習や個人
指導を実施し、全員が一定レベルの英語力を習得できるようサポートしま
す。また、卒業までに全員が英語検定準２級以上の取得を目指して、日々
の授業はもちろん、土曜講座の「英検準２級対策」や「英検２級対策」を
通して英検合格へと導きます。

英語の知識を活用して、自らの考えや意見を積極的に発信する能力を養い
ます。ネイティブスピーカーの先生との英会話や留学生との交流会などを
通して、コミュニケーション力を高めていきます。英語のインプット（習
得・理解）からインテイク（定着）へ、さらにアウトプット（発信）へと
つなげていく英語教育を実践しています。

【基礎学力の強化】

【発信型の英語教育】

土曜講座「受験英語」を受講することにより、大学入試に向けた応用力を
養うことができます。
専修大学志望者はもちろん、他大学進学志望者にとっては早期から受験に
必要な英語力の養成を実践していくことができます。

【応用・発展的学習】

理解から発信までのプロセスを大切に、
実践的な英語力を養います

● 英単語・熟語テストの実施
● 英語検定準２級以上の取得（卒業までの全員の目標）
　 ※「英検の日」として、毎年10月に全校生徒で一斉受験を実施しています。

● 土曜講座「受験英語（１年生・２年生）」

● 国際交流プログラム（詳しくはP.16・17）
　より実践的な英語の運用能力やコミュニケーション能力を養うために、
　さまざまな国際交流プログラムを用意しています。

Ｍ：management → 自分自身をマネジメントして、PDCAサイクルをまわせるようになりましょう！
Ｉ：intelligence → 歴史的・地理的な視点で知性をおおいに育んでゆきましょう！
Ｓ：self○○ → 自主的＆主体的に、どんな○○でも自分から動けるようになりましょう！
Ｏ：0（ゼロ） → ゼロから何かを生み出そう！その何かは自分自身が決める！！



選択講座
プラスαの学びだから、幅広くて深い。好きな講座を自由に選べるので、学ぶことが楽しくなります。
授業のフォローアップに活用するもよし、興味に合わせて選ぶもよし、多彩な講座はそれぞれの可能性を広げてくれます。

－ 15 －－ 14 －

● 受験国語（１年生・２年生）
● 受験数学（１年生・２年生）
● 受験英語（１年生・２年生）

● 受験化学（２年生）
● 受験物理（２年生）

古典の中でも特に「漢文」の大学入学共通テスト対策演習を行う、他大学
受験の生徒を対象とした講座です。句形や重要語句の確認、問題演習が
中心となりますが、問題文に用いられる様々な文章から日本人の思想とは
異なるものの考え方を知り、理解していくことも本講座での目的です。 榊原 啓介先生

土曜講座（1・2年生 ／ 39講座）１科目（毎土曜２時間）２単位 ＊は在校生の保護者にも開講している講座です。

総合的な学習の時間（3年生 ／ 16講座）１科目（週１回２時間）２単位

受験対策を科目別により深く　受験コース（8講座）

※１人１講座ですが、受験コース内に限り、２講座受講できます。

● 数学力アップ（上級）（１年生・２年生）
● 英検２級対策、英検準２級対策
● 日商簿記３級対策（３時間、３単位）
● 韓国語入門Ⅰ・Ⅱ＊

学力アップ、資格取得をめざす　チャレンジコース（13講座）

● 世界遺産
世界には皆さんの知らない世界遺産がまだまだたくさんあります。この
講座では、様々な方法を通して世界遺産を見ていきます。

● 法学入門
この講座では、専門的・学術的な内容ではなく「法律は身近なものであ
り、私たちの幸せに繋がるものである」ことを学んでいきます。

●  経済学入門
経済学部・商学部・経営学部進学希望の生徒を対象に、経済の仕組みや
政治との関わりなどを、具体的な事例を挙げて解き明かしていきます。

幅広い分野の教養を身につける　教養・高大連携コース（14講座）

● チーム作り講座
現代社会に必要なチームワーク力・コミュニケーション力・クリエイ
ティブ力を身につけるため、社会人対象の研修プログラムなどを体験
します。

● バスケットボール（男子・女子）

● サッカー（男子）

補習講座（4講座） ※補習講座の受講は指名制となります。

● 基本数学（１年生・２年生）　　　● 基本英語（１年生・２年生）

● 書道入門 ＊
漢字・かなといった基礎基本から始め、日本文化における「書」という
“美”を味わいます。検定や公募展への参加、様々な書作品の鑑賞も行い
ます。

● 食品加工学
食品がどのように作られ、加工の過程で何が起こっているかを学び、実
習を通して調理の基本を身につけながら実証していきます。

● 基礎デッサン
身のまわりの物を中心として見方を学び、鉛筆や木炭などによるデッサ
ンから様々な表現へと発展していきます。

● モチーフ（１年生・２年生）
CD・DVDジャケットの製作、キャラクターデザイン、CM制作、Ｔシャ
ツデザインなど、自分が頭に描いているイメージを形にします。

● 英会話
英語の実践的な運用能力の養成および強化を目的とした講座です。ネイ
ティブスピーカーの先生により、授業は全て英語で行われます。

● ドイツ語入門Ⅰ＊
● フランス語入門Ⅰ＊
● 中国語入門Ⅰ・Ⅱ＊
● スペイン語Ⅰ・Ⅱ＊

PickUp! ／古典を極める

“ひと手間かけて、素材から作りあげる”の
が本講座の醍醐味です。まずは江戸時代
から続く味噌蔵の匠に教わりながら味噌
造り、天草や黒糖からあんみつ作り…。
体に良いと注目されている発酵食品の活
用や、乾物をはじめとする保存食材を美
味しく調理する知恵や技術をもって災害
時に備えることも講座のテーマとしてい
ます。食材や料理の歴史や加工法などを
調べ、互いに学び合い、後半は受講者が
調理実習の企画者となります。美味しい
体験を通して心も身体も潤してみません
か。

美味しい体験、
一緒に楽しみませんか？

柴田 実花先生

PickUp! ／食品加工学
※下記以外に、専修大学の
　講義も一部選択できます。

● 文学に親しむ
近現代の文学作品を中心に、読解のみならず、映像など他メディアとの
比較や文学館見学などを通して、多角的な視点で文学作品を眺めていき
ます。

● 応用数学講座
他大学受験者対象の入試問題演習講座です。数学Ⅰ・Ａ、数学Ⅱ・Bを中心
に大学入試問題・大学入学共通テスト問題に対応できる力を養います。　

● 昔の東京講座
どんな街にも歴史があり、今とは違った過去があるのです。この講
座は、そんな「ちょっとディープな昔の東京」を知り、周囲に発信
していきます。

● SEKAI NO BUNNKA
世界各地のヒト・モノ・コトに触れつつ、色々な視点から日本の文
化を改めて見ながら、グループ毎に研究発表をして、自分の世界を
広げます。

● 古典を極める
他大学受験の生徒を対象に「古文」「漢文」の大学入学共通テスト対策演習を
主に行います。受講者の受験希望に合わせ、記述試験対策も盛り込みます。

● メンタルサポート
学習や部活動、人間関係など、高校生活のメンタルをサポートする方法
を考えます。授業はグループワークなど協働学習を多く取り入れます。

● SVOCⅡ
私たちの生活基盤となる「まち」の様子を観察し、課題を見出していき
ます。特に本校所在地である杉並区和泉町との地域交流を実施すること
で、防災・減災につながる「地域力」アップを目指します。

● 地域を学ぶ
本講座の目的は、様々な方法を通して地域を理解し、地域の持つ魅力を
発信する力を養うことです。グループ学習、フィールドワークなどの様
々な方法で地域の魅力を理解していきます。

● 会社から考える社会
会社はお金儲けのためにどんなことをやっているでしょう？この講座で
は自分たちの知りたい会社の活動を中心に、社会をいろいろな視点から
考えます。

● リテラシーを養う
他者に向けて発信する能力（リテラシー）を養います。自分の目で「今」
を見つめ、見極めながら、行動・想像・表現・コミュニケーションしま
しょう。

● English Communication
この講座はオーラルコミュニケーションに興味がある生徒に向けた授業
です。効果的に英語でコミュニケーションをとる方法、一般的な英語の
スキルを向上させることを目的としています。

● 総合英語講座
英語を多角的に学ぶことに主眼を置いた講座です。読む・書く・聞く・
話すといった英語の4技能の向上に加え、異文化についての理解を深め
ます。

● コンテンツデザイン初級
日常生活で目にしている様々な物が意図を持ってデザインされているこ
とを理解した上で、テーマに沿って様々なデザイン作品の制作に挑戦し
ます。

● 生活の色とかたち
普段接している身のまわりの全ての物にある色・かたちをテーマに造形
することにより、美意識と創造性を高め、生活（人間）の豊かさを追求
します。● SVOC

私たちの生活基盤となる「まち」を観察し、課題を見出します。本校所在
地である杉並区和泉地域の方と交流し、「地域力」アップを目指します。

● 生涯スポーツⅠ（球技）
様々な球技の実践を通して個人の技能やチーム力を高め、勝敗を競う楽
しさや喜びを味わえるよう、仲間と連携してゲームに取り組みます。

● 三味線
有名な吉住流名取の先生にお越し頂き、細棹の三味線の奏法を習うこと
ができます。文化祭ではエントランスで発表も行います。
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国際交流 国際理解を深めることを目標に、本校独自の多種多様な国際交流プログラムを用意しています。
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Develop your English,
Open your mind and

You will find
A whole new world to discover 

Develop your English,
Open your mind and

You will find
A whole new world to discover 

アメリカ
研修期間：3月下旬～4月上旬　春期休暇期間（12日間）
研修場所：ペンシルヴァニア州　シーリンスグローブ･エリア・ハイスクール
募集人数：5名程度
研修レベル：★★

韓国
研修期間：8月下旬　夏期休暇期間（5日間）
研修場所：ソウル市　檀國大学校師範大学附属高等学校
募集人数：15～20名程度
研修レベル：★

オーストラリア
研修期間：7月下旬～8月上旬　夏期休暇期間（14日間）
研修場所：ニューサウスウェールズ州　バサースト
募集人数：20名程度
研修レベル：★

短期語学研修

カナダ
研修期間：8月上旬～11月下旬（約4ヶ月間）
研修場所：オンタリオ州　トロント近郊
募集人数：ニュージーランド中期語学研修と合わせて10名
研修レベル：★★★★

中期語学研修

姉妹校生徒との交流を中心としたプログラムです。班別の市内観光を通して、同世代の生徒と友好を深め
ていきます。日本語・韓国語・英語を駆使したコミュニケーションを図ることができるのが魅力です。ま
た、ソウル市郊外にて歴史的建造物の見学や文化体験をする機会もあります。日本と最も身近な国で異文
化交流・異文化体験を満喫したいという人におすすめです。

　　　　　　　　１年と２年の２回、夏の研修に参加しました。最初は言
葉もわからず不安でしたが、現地校の方が日本語で話し
てくれたり、先生や友達が一緒だったので安心して５日間
過ごせました。短期間ですが交流や観光がメインなので
「韓国の学生と話してみたい」「韓国に興味がある」とい
う方におすすめです。現地の方も優しく、観光する場所も
毎年少しずつ異なるので、とても充実した研修でした。

研修例
１日目

３日目
４・５日目
６・７日目
８日目
９・１０日目
１１日目
１２日目
１３日目
１４日目

２日目

羽田空港発

ウェルカムパーティー、現地校授業に参加
終日ホストファミリーと過ごす
現地校授業に参加
ショートトリップ（乗馬体験）
現地校授業に参加、フェアウェルパーティー
終日ホストファミリーと過ごす
フェザーデール動物園、シドニー市内観光
シドニー市内班別自主研修、シドニー空港発
羽田空港着

シドニー到着、ブルーマウンテン見学、
アボリジニ文化体験、バサーストへ

研修例
１日目
２日目
３日目
４日目
５日目

成田空港発、仁川空港着、姉妹校にて歓迎夕食会
昌徳宮見学、生徒間交流（新村･ホンデ）、観劇
生徒間交流（ロッテワールド）
ソウル市郊外にて文化体験
仁川空港発、成田空港着Ｈさん

Ｕくん

　　　　　　　　この留学で日本では経験できない体験
や、様々な考えや自分たちとは違う文化や体験をしてき
た人と関わることで、英語力という意味だけでなく人と
して大きく成長できたと感じています。特に現地の高校
では、常に発言することを求められる能
動的な授業環境やクラブでの活動、先生
と生徒の関わり方など様々な違いからの
学びが多く、得ることが多かったです。
留学や海外に興味のある人にはぜひ行っ
て体験してみてほしいです。

姉妹校生徒の家庭にホームステイをする交換留学プログラムです。ホストの生
徒と一緒に授業に参加するだけでなく、観光や日本文化の紹介など、学校生活
以外も充実した内容となっています。また、過去の交流で来日した生徒と現地
で再会するチャンスがあるのも魅力です。

　　　　　　　　英語が好きで、現地で実際に異国の文化に
触れたいと思ったことからこの研修に参加しました。初めて
の海外でもあったので、最初は不安もありましたが、ホスト
ファミリーや現地でできた友達がとてもフレンドリーに接し
てくれて、自分からも話しかけられるようになりました。ま
た、アメリカで有名な食べ物を食べ、ワシントンD.C.など様々な場所に連れて
行ってもらい、日本との違いを実際に感じることができました。期間は12日間
ですが、その中で日本の文化との違いなど、新しく学んだことはたくさんあり
ます。私は将来、英語に関わる仕事をしたいと考えています。今回の経験を活
かし、もっと英語を学んでまた留学したいです。

研修例
１日目
２日目
３・４日目
５日目

７日目
８日目
９日目
１０日目
１１日目
１２日目

６日目

成田空港発、シーリンスグローブ着
現地校授業に参加、ウェルカムパーティー
終日ホストファミリーと過ごす
現地校授業に参加、サスケハナ大学見学

日本文化のプレゼンテーション
現地校授業に参加
ワシントンD.C.見学
終日ホストファミリーと過ごす
シーリンスグローブ発
羽田空港着

ファーマーズマーケット見学、
アーミッシュ文化学習

体験談

体験談

体験談

外交官になるという夢に近づく第一歩目と思
い、研修に参加しました。他の人は１軒の家
に２人なのですが、私だけ１人でのホームス
テイだったので、最初は不安と緊張で自分の
考えをうまく伝えることができませんでした
が、現地の人がたくさん話す機会をくれたの
で、だんだんと話せるようになりました。原
住民アボリジニの話が聞け
たり、原住民が狩りに使っ
ていたブーメランの投げ方
を教わって実際に投げさせ
てもらうなど、貴重な体験
をすることができました。

体験談

（2019年参加）Ｍさん

ホームステイ先のバサーストは日本人がほとんどいないため、
英語に集中できる環境で現地の文化を学びます。募集人数が多
く、授業で日本語を学ぶ生徒もいる学校であるため、英語初級
者におすすめのプログラムです。多彩なアクティビティやシド
ニーでの班別研修など、様々な経験を通して英語力向上や異文
化交流を図ることができます。

研修先のカナダは治安が良く、高い教育水準を誇る多民族国家
としても知られています。その中で約4ヶ月間、様々な人との
交流を通じて、英語力だけでなく、国際的な価値観を養うこと
ができます。また、見知らぬ土地で過ごすことで「生きる力」
も身につきます。

【おすすめポイント】
①ホームステイを通じて、カナダの文化を体験しながら現地の
　高校生として生活できる。
②１ヶ月間の語学学校での研修＋３ヶ月間の現地校研修で
　英語力UP！！

【おすすめポイント】
①様々な国の生徒と一緒に学び、世界中に友達が作れる。
②海外の大学進学に向けて準備をすることができる。

Ｕくん

私はこの研修を通して語学力だけでなく、人間としての力も身につける
ことができました。飛行機、海外渡航、様々なことが初めてで、到着し
た時は不安と寂しさでいっぱいでしたが、ホストファミリーをはじめた
くさんの人が私を受け入れてくれました。現地での生活に慣れていくう
ちに英語で話すことに楽しさを覚え、行動力や精神力など人としても大
きく成長しました。この３ヶ月の大切な経験を忘れずに、大学でも勉強
を続け、将来は国際的に活躍ができる人間になりたいです。

体験談

Ｔさん

韓国
研修期間：1月下旬～2月下旬（約1ヶ月間）
研修場所：ソウル市 延世大学
募集人数：6名程度
研修レベル：★★★

延世大学の語学堂にて集中的に韓国語を学びます。自身の語学レベルに合っ
た少人数クラスで、きめ細かな指導を受けることができます。また文化体験や
アクティビティを通し、広く韓国の社会や文化について学ぶことができるほ
か、世界各国からの留学生と学び合う中で、異文化に対する寛容な態度を
身につけることが期待できます。対象は専修大学進学予定の３年生で、専修
大学入学後、２単位（海外研修）が卒業単位として認定されます。

ニュージーランド
研修期間：7月下旬～10月下旬（約3ヶ月間）
研修場所：ハミルトン市　国立ワイカト大学パスウェイズカレッジ
募集人数：カナダ中期語学研修と合わせて10名
研修レベル：★★★★

国立ワイカト大学付属の語学学校で、英語力の強化をすることができます。また大学で
必要とされるライティング、リーディング、ノートの取り方、プレゼンテーションなど
のアカデミックスキルを学ぶことができます。 コースを修了すると、ワイカト大学発行
の修了証書が授与されます。 様々な国の留学生も在籍する学校のため、国際色豊かな環
境の中で学習することができるのも魅力です。

専修大学主催の留学プログラム

　　　　　　　　今回のプログラムに参加するまではコミュニケーション
や授業の点で不安もありましたが、現地の人たちはとても親切で、大学で
はレベル別に分かれて授業を受けるので自分のペースで勉強をすることが
できました。また、他国からの留学生と仲良くなったり、一緒に行った日本
人とツアーに参加したりお互いに助け合って過ごしたのも良い思い出です。
日々の生活で、日本との文化の違いや似ている所などたくさん学ぶことができ、現地の人々
の温かさには何度も救われました。多くの経験を得ることができ、高校生活における忘れら
れない大切な思い出となりました。

ニュージーランド
研修期間：1月下旬～2月下旬（約1ヶ月間）
研修場所：ハミルトン市　国立ワイカト大学パスウェイズカレッジ
募集人数：5名程度
研修レベル：★★★

専修大学の協定校であるワイカト大学の語学学校で研修を行います。
クラスはレベル別で構成され、午前中は総合英語の集中講義、午後は選択制の授業という
充実した内容となっています。週末はホストファミリーと観光をしたり、アクティビティ
に参加したりすることができます。対象は専修大学進学予定の３年生で、専修大学入学後、
２単位（海外研修）が卒業単位として認定されます。

体験談

29ページもCheck!

専修大学文学部  英語英米文学科　Ｔさん



先輩や先生たちからあなたへ、

学校生活を通して伝える「大切なこと」。

そしてあなたから後輩たちへ－－－－

これもまた、専大附属の伝統です。伝
－ 19 －－ 18 －



講演会、展示会、スポーツイベントなど幅広い利
用を目的とし、小教室に区切って少人数の授業も
行えます。

1F

冷暖房完備、音響・照明も充実。各種競技の公
式戦の開催が可能です。

B1F

体育館多目的ホール
光あふれる明るい設計が特色。視聴覚教材やコ
ンピュータ利用の授業にも対応できます。

2～4F

一般教室

－ 21 －－ 20 －

勉強・運動にのびのびと専念できる環境で毎日を過ごしています。施設紹介

情報の授業などを行うCAIがあります。

1F

約26,000冊の蔵書を揃えた図書室。ガラス張り
の開放的な空間でゆったりと読書や学習に取り
組むことができます。

1F

図書室
図書室に併設されたPC室では、個人の学習から
グループ学習まで対応しています。40台用意され
たパソコンからは外部にもアクセス可能です。

1F

ＰＣ室ＩＴ教室

校内環境の省スペースと機能性を重視した設計の結果、
特徴的な外観を生み出しています。

1F

外 観

1F

エントランスホールからの広々とした吹き抜けの空間。
教室をはじめ各フロアーの施設にリンクしています。

アトリウム

楽しさいっぱい
キャンパスライフ

【専大附属の学園生活】

充実した学習環境や、盛りだくさんの
行事も魅力の専大附属。
仲間と一緒に、全力で打ち込めるから、
生徒の笑顔も輝いています。

ランチルームの屋外に用意された開放的な空間
です。ウッド製のベンチでお弁当を広げたり、お
しゃべりを楽しんだり。

おしゃれなテーブルと椅子が並ぶカフェテリアス
タイルのランチルーム。楽しい昼休みは、みんな
にとってあっという間。

天気の良い日は
テラスでの食事も
人気です。

3F3F

テラスランチルーム

本校舎より80mの距離に、他大学受験クラス専
用の教室や自習室、保健室などを備えています。
放課後には校庭と体育館を利用してクラブ活動
が活発に行われています。

OutSide

新泉校舎
水はけの良いロングパイル人工芝のグラウンド
でナイター設備も充実。

OutSide

グラウンド
体育の授業やクラブ活動に活用できる多目的運
動場です。柔道・剣道・空手道・卓球の４つのク
ラブが活動しています。

OutSide

小体育館

ガラス張りの職員室に併設されたスペースです。
生徒が先生に気軽に質問できるよう開放的にレ
イアウトされています。

2F

新宿副都心が一望できる憩いのスポットです。

4F

プレイロットコミュニティラウンジ
作業しやすいように動線を考えた調理台や視聴
覚の設備を活かして、クラス全員がゆとりをもっ
て調理できます。

3F

家庭科室

ランチルーム
メニュー

PickUp!
Facilities

●みそラーメン330円
●きつねうどん（そば）280円
●かきあげうどん（そば）280円
●カレーライス・ハヤシライス330円
●カツカレー410円　など

日替丼

330円
日替ラン

チ

430円

男子に人気！ 女子に人気！



生徒主体の練習が中心ですが、年２回の合宿や週２
回の練習場などでは、ＯＢの方々による指導もあり
ます。関東大会出場を目標に、休日を利用した自主
練習（ラウンド）も適宜行っています。

柔道を通して礼節・自立・高潔・品格を育み、人を尊重
する心、感謝する気持ち、自分を信じる気持ち、最後
まで諦めない気持ちを自分自身の財産にしましょう！

卓球台に対して生徒の数が多いので、工夫しなが
らの練習を心がけています。練習環境がいい部活
動とは言えませんが、経験者・初心者を問わず練
習に真剣に取り組める人を歓迎します。

昨年のワールドカップで日本代表が大躍進し、興
奮と感動を与えたラグビー。“見る”より”やる”方
が何倍も味わえます。本校ラグビー部は1955年の
創部以来、３度の全国大会準優勝を含め、ラグビ
ーの聖地「花園」に７度立った伝統があります。

昇級・昇段審査や文化祭での演武を目標として、
主に基本や型、組手等を中心に稽古に励んでいま
す。夏の合宿ではいつも以上に集中的に技術を向
上させることができ、憧れの黒帯に近づくのを実
感しています。

技術だけでなく、上下関係の大切さや仲間との協
調性など、社会で生きていくために必要なことを
多く学ぶことができます。皆で一つになり、良い
演技ができたときの達成感と感動は、一生の宝物
になります。

文武両道を目指し、男女共に厳しくもやりがいの
ある稽古を行っています。基本技を中心に、切り
返し、応じ技など日々に一意専心の心で一人ひと
りが努カしています。また、稽古を通して礼儀を
学ぶことができます。

登山をはじめ、アウトドアを舞台に多様な活動をし
ています。合宿を通し、自然を満喫しながらも困難
を乗り越えた達成感を得られます。さらに、高体連
の登山大会、クライミング大会では全国大会出場を
目指しています。

HOUSEをメインとするチームで、全員がゼロから
始めています。年２回の校内公演のほかDance 
Stadiumでは過去６回全国大会に出場しました。
「全力・素直・謙虚」を部訓とし、踊ることを通し
て人間的な成長を目指しています。

校外のコートを利用する熱意と工夫により、団体戦
では、東京都のベスト16以上に22年連続で進出。
全国大会への出場に甘んじることなく、高い意識で
練習に臨み、今までの自分を越えたいと思います。

“日本一いいチーム”を目指して、学校練習では
ティーバッティングなどの基礎練習に重点を置い
ています。週２～３日は多摩一本杉球場でノック
などの実践を意識した練習に取り組み、土日は主
に練習試合を行っています。

「人間力を」育てるという目標の下、一人ひとり
が考えるクラブ活動を行っています。部員のほと
んどが高校から始めた初心者ですが、チームワー
クを大切にし、現在では都大会の上位に進出する
ようになりました。

『感謝・謙虚・向上』を部訓とし日々練習に励んで
います。試合では『闘・走・信』をチームスローガ
ンに掲げ、都大会出場はもちろん、東京都ベスト４
進出を目標に、部員一丸となって戦っています。

私たちは、監督・コーチ・保護者の方々のサポー
トのもと、設備の整った体育館で毎日練習に励ん
でいます。年４回の遠征合宿を通し、関東大会、
全国大会出場を目標にチーム一丸となって頑張
っています。 

競技力向上を目的とし、自己記録を更新す
るため日々活動に励んでいます。限られた
環境の中で生徒中心に活動内容を相談しな
がら、自主性を養っています。自分たちで決
めたことを行動に移し、結果を見直し、次の
活動内容を決めています。個人競技だから
こそ仲間が大切である事、一体感が生まれ
ることを実感しています。

クラブ活動紹介（運動部）※大会前・本番前は練習日数が増える場合もあります。

－ 23 －－ 22 －

生徒中心の活動で生まれる
自主性と一体感

陸上競技部／週５日

PickUp!
Club

ゴルフ部

男子 女子 週４日

● 東京都高等学校ゴルフ選手権関東大会予選出場

柔道部

男子 女子

女子

週６日

卓球部

男子 女子 週５日

● 〈男子団体〉新人戦　3回戦進出
● 〈男子ダブルス〉新人戦　5回戦進出
● 〈女子個人〉インターハイ予選  Aクラス　3回戦進出

ラグビー部

男子 週６日

● 東京都新人大会　3回戦
● 東京都春季大会　2回戦
● 全国大会東京都予選　2回戦

空手道部

男子 女子 週４日

● 東京都関東大会予選　〈女子団体〉第9位
　 〈女子個人〉63kg級  第5位　〈女子個人〉70kg級  第5位
● 東京都インターハイ予選　〈女子団体〉第9位
　 〈女子個人〉63kg級  第5位　〈女子個人〉70kg級  第5位
● 東京都全国選手権大会予選　〈女子団体〉第9位

チアリーディング部

女子 週５日

● JAPANCUP 2019 チアリーディング日本選手権大会　準決勝進出
● 第30回チアリーディング高等学校選手権大会　準決勝進出

剣道部

男子 女子 週５日

ワンダーフォーゲル部

男子 女子 週３日

● 関東高校登山大会出場（男女・群馬県）
● 全国高校選抜スポーツクライミング選手権出場
　 〈男子個人〉4位　〈男子団体〉5位

● 昇級・昇段審査において部員５名が初段取得

ダンス部

女子 週５日

● 第9回全日本高等学校チームダンス選手権大会
　 小編成部門　全国大会出場
● 第12回日本高校ダンス部選手権  スモールクラス　全国大会出場

● 〈女子団体〉春季大会関東大会都予選　ベスト32
● 〈女子団体〉秋季大会2部　優勝
● 〈男子団体〉秋季大会2部　ベスト8

● 東京都新人大会　男子400ｍH　第4位
● 関東新人大会　男子400ｍH　第3位

「勇気・礼儀・忍耐」をモットーに、
チームに足りないものを自分たち
で考え、先生方に協力していただき
ながら練習しています。ラグビーは
体を当てることが多いスポーツのた
めルールを守り相手への敬意を忘
れることなくプレーすることが大切
です。ラグビー部では技術だけでなくそういった精神も学
ぶことができ、心身共に成長できます。私は高校から始め
ましたが、先生・先輩方に優しく一から教えていただきラ
グビーの面白さを知ることができました。

Ｔくん3年

Student's Voice

ラグビー部

仲間を思いやり、ボールを繋いで勝利したときの達
成感は最高です。そして、同じ時間を共にしながら
苦難を乗り越えたチームメイトは一生の宝。都ベス
ト16という目標に向かってこれからも努力していき
ます。 

部員のほとんどが高校からバレーボールを始めた
チームですが、努力を重ねて、最後の大会では歴代
シードを獲得することが多いです。部活動を通して
人間的に成長することも目指しています。

女子バレーボール部

女子 週６日

● 春季大会1部大会進出
● 新人選手権1部大会進出

技術を磨き、体力を向上させ、公式戦では好結果を
出しています。昨年はインターハイ（個人戦）出場決
定戦で敗れ、悔しい思いをしました。「強く・しぶとく・
元気よく」をモットーに日々練習に臨んでいます。

女子ソフトテニス部

女子 週６日

● 〈団体戦〉インターハイ予選　東京都ベスト8
● 〈個人戦〉全日本私学選抜大会（本大会）出場
● 〈個人戦〉関東選手権（本大会）出場

都ベスト８を目標に掲げ、体育館練習の他に様々な
トレーニングに取り組み強い体づくりに励んでいま
す。向上心を持ち挑戦する事とバスケができる事へ
の感謝を忘れずに目標に向かい活動しています。

女子バスケットボール部

女子 週６日

● 東京都関東大会予選　ベスト32
● 夏季大会　Rブロック優勝
● 東京都新人大会　4回戦

男子バレーボール部

男子 週６日

● インターハイ予選　ベスト32
● 全日本選手権予選　ベスト32
● 夏季私学大会　ベスト32

男子ソフトテニス部

男子 週６日

● 〈団体戦〉関東大会予選　東京都ベスト8
● 〈団体戦〉インターハイ予選　東京都ベスト8
● 〈個人戦〉全日本私学選抜大会（本大会）　決勝トーナメント進出

野球部

男子 週６日

● 第101回全国高等学校野球選手権  西東京大会　2回戦

男子 女子

ハンドボール部

男子 週５日

● 東京都私学大会　ベスト8
● 第九支部大会　準優勝

サッカー部

男子 週６日

● 高校総合体育大会  東京都予選　都大会出場
● 第98回全国高校サッカー選手権大会  1次予選　2回戦

男子バスケットボール部

男子 週６日

● 東京都関東大会予選　6位
● 第73回関東バスケットボール選手権大会出場
● 東京都新人戦（本大会）　3位



描くことやつくることの好きな人たちの集団です。
油絵からアニメ、陶芸に至るまで、自分に合った
素材や表現を探究し、文化祭や展覧会に向けて黙
々と制作に励んでいます。主体的な雰囲気が自慢
のクラブです。

クラブ活動紹介（文化部・同好会・研究会）※発表前・本番前は練習日数が増える場合もあります。

－ 25 －－ 24 －

図書館併設のＰＣ室が私たち「れきけん（歴史社会研究会）＆としょぶん（図書文芸部）」の活動場所です！
普段は、れきけんが各自の調査・研究を、としょぶんが創作活動などを行っています。また、それぞれの活動内容に基づいてフィールドワークや合宿は
合同で実施しています。顧問の先生の指導・指示にたよらない、私たち生徒が主役の両部活です。

軽音楽部では各自で選んだロックやポップスなど
様々な曲を練習しています。コンテストや文化祭
での出演の他、３ヶ月に１度ほど外部のライブハ
ウスでライブを実施し、それに向けて日々熱心に
練習を重ねています。

軽音楽部

週６日

美術部

週３日

テーマに沿った実習や勉強会を企画し楽しく実践
しています。合宿は伝統の早朝散策､集団調理、
郷土料理実習など盛り沢山です。文化祭でのアッ
プルパイ製造･販売は「美味しい」の声を励みに
とてもやりがいがあります。

料理部

週２日

毎週楽しく華道（小原流）とお茶（裏千家）のお
稽古をしています。卒業までに何枚かのお免状を
取得することができます。和やかな雰囲気が自慢
です。年間を通じて、お花やお茶で学校を盛り立
てています。

華道部

週２日

● 第47回東京私立中学高等学校生徒写真美術展　奨励賞2名　　　　
● 第64回全日本学生美術展　佳作賞

歌うことが好きな男女・初心者、大歓迎！楽しい
Ｊポップや本格的な合唱曲等、色々な曲が歌え、
びっくりするほど歌が上手くなります！先輩・後
輩とても仲が良く、夏の合宿も楽しいですよ♪

普段は皆で発声、筋トレ、即興劇などを行います
が、文化祭、大会、新入生歓迎公演などに向けて
皆で協力して劇を作っていきます。舞台に立ちた
いという人はもちろん、裏方志望も大歓迎です！
一人ひとりの個性が光る部活動です！

朗読やアナウンスで声を出してみたい人、ドラマ
で演技をしたい人、脚本を書いてみたい人、撮影
機材を扱ってみたい人、動画ソフトで画像編集を
してみたい人等々、大歓迎です。先輩達もみんな
初心者からスタートしました。

野球応援や文化祭、定期演奏会などの発表会に向
けて練習を重ね、高い志を持ち活動しています。
聴いてくださる方々に感動をお届けできるように
日々練習に励んでいます。

GCCは「グローバルコミュニケーションクラブ」の
略で、英語だけでなくグローバルな活動をしてい
ます。外国からの観光客の方へのインタビュー、
海外の料理体験など楽しく異文化にふれあうと
いうモットーで活動しています。

各委員会との連携をとり学校生活・行事の活性化
をはかっています。東日本大震災以降、継続的に
被災地を訪問し研修を行い、その経験を活かして
『地域貢献・地域防災』を心がけた活動に力を入
れています。

合唱部

週３日

演劇部

週３日

● 東京都高等学校文化祭　演劇部門  地区大会参加

● 第86回NHK全国学校音楽コンクール　奨励賞

放送部

週１日

● 第66回NHK放送コンテスト　テレビドラマ部門  全国大会出場 
● 東京都高等学校文化祭　放送部門参加

吹奏楽部

週６日

● 東京都高等学校吹奏楽コンクール　Ａ組金賞　Ｃ組銀賞
● 管楽合奏コンテスト全国大会　優秀賞
● ポピュラーステージ吹奏楽コンクール全国大会　優秀賞
● 東京都高等学校アンサンブルコンテスト
　 〈木管八重奏〉金賞　〈管打八重奏〉銀賞

● 岩手県陸前高田市被災地研修

GCC（グローバル コミュニケーション クラブ）

週２日

● ハロウィンジャックオーランタンコンテスト出場
● 全国高等学校グローバル観光コンテスト出場

生徒会執行部

週６日

趣味と知識を深める合同活動PickUp!
Club

クラブ活動加入率
（2019 年度参考）

専大附属の特色の一つに「クラブ活動が
盛ん」ということが挙げられます。大学
の付属校であること、勉強との両立が図
れるようサポート体制が整っていること
から、３年間思う存分クラブ活動に取り
組むことができるためです。

全校生徒
1,280名 運動部

721文化部
246

無所属
313

【クラブ系統の割合】

【学年別クラブ加入率】

１年生

82%
２年生

74%
３年生

73%

軽音楽部は、３～５人でバンドを組み、様々な曲のコピーにチャレンジしています。昨年は
初めての合宿を行い、最終日のライブに向けてバンド練習の他楽器ごとに集まったり、花火
やＢＢＱなどのレクリエーションもありとても充実したものとなりました。部員はほとんど
が初心者ですが、練習を積めば誰でも上手くなるので、気になっている人はぜひ挑戦して
みてほしいです。勉強や学校生活と両立しながら毎日楽しく活動しています。

Student's Voice

Ｍさん3年

軽　音　楽　部

図書文芸部／週２日

図書文芸部・歴史社会研究会

小説の創作や読書会、文学散歩などを通して
想像力や表現力を豊かにしていくことを目標
としています。創作した小説を読み合う批評
会を行ったり、コンクールへ積極的に応募を
し、実力を試す機会を設けたりしています。
また、長期休みには合宿を実施し、作家や文
学作品ゆかりの地を訪れます。

歴史社会研究会／週２日
“歴史”にとらわれることなく、広く“社会”とい
う視点で、生徒が主体的に活動しています。
主な活動は、博物館などへのフィールドワー
ク／春合宿（昨年度は群馬県）／文化祭での
企画展示及び食店／eスポーツです。
● クエストカップ2019　ロールモデル部門  優秀賞（教育と探求社）



年間行事
専大附属では年間を通して様々なイベントを用意しています。仲間と一緒に、楽しい思い出をつくりましょう！

※青字は国際交流関連の行事です

冬　服 夏　服

制服紹介
清潔、さわやかで受験生にも人気のファッション。
動きやすく、汚れにくい、シャープな見た目が好評です。
（学期に２度、頭髪・服装指導日を設けています）

4月
5月
6月
7・8月

●

●

入学式
オリエンテーション

●

●

球技大会
創立記念日

● 留学生交流会

●

●

各クラブ夏合宿
夏期講習（希望者）

9月
10月
11月
12月

● いずみ祭

● 合唱コンクール（１年）

● 各クラブ冬合宿

●

●

全校一斉英語検定
体育祭

1～3
月

●

●

●

●

●

留学生交流会
卒業式　
スキー教室（1年）
修学旅行（2年）　
各クラブ春合宿

組み合わせ自由。自分ならではの着こなしを。

【ネクタイ】緑／無地

【その他】

【コート（指定）】
　男子：グレー　女子：紺

男子

【夏服ポロシャツ】紺共用

スクールバッグ
スクールバッグは
男女同じデザイン
ですが、女子用の
バッグは取っ手が
長く、肩にも掛け
られます。

自由購入のオプション
バッグは、大きくて使い
やすいリュックタイプ。

バッグ右下のマークは“Ｓ”のイニシャルと
英文字の校名を組み合わせたデザイン。

男子 女子

専大附属の修学旅行は行き先を選べる選択制です。本島から石垣島へと渡る沖縄コースでは平和学習だけでなくレジャー
の要素も満載です。一方、小笠原コースは24時間の船旅でボニンブルーの海を目指します。海に潜ったり、森を歩いたり
しながら独特の自然を堪能することができます。また、台湾コースは現地大学生を交えた魅惑の町九份の散策等、台湾に
惚れ込む５日間の旅です。

● 沖縄 ● 台湾● 小笠原諸島

選べる 修 学 旅 行PickUp!
Events

１年生限定の「合唱コンクール」は、入学から
半年を経て、クラスの団結が試される行事。
クラス全員の心を一つにして取り組みます。

１年生 合唱コンクールPickUp!
Events

共用

共用

女子

【冬替え
　スラックス】
　千鳥柄

【冬替え
　スカート】
　千鳥柄

【セーター】
　・アイボリー
　・紺

男子

オプション（自由購入品）

球技大会

体育祭

いずみ祭

スキー教室

１年次

専
修
大
学

進
学
希
望
者

専
修
大
学
以
外
の

進
路
希
望
者

どんな将来が開かれているか、生徒一人ひとりが夢を描き、実現のための準備を始めます。

１
学
期

● 実力テスト
● 専修大学学長講演会
● 外部模試（希望者）
● 進学ガイダンス（ワークショップ）
● 進路希望調査①

● 進路適性検査
● 三者面談
● 外部模試（希望者）
● 進路講座①
● 進路希望調査②

● 実力テスト
● 進路講座②
● 外部模試（希望者）
● 先輩と語る会（希望者）
● 他進路進学説明会
● 進路希望調査③

２年次 目指す将来のために何を学ぶ必要があるか、大学、学部・学科を考え、ステップアップを図ります。
● 実力テスト
● 外部模試（希望者）
● 他進路進学説明会
● 進路希望調査④

● 実力テスト　● 進路適性検査
● 三者面談　● 他進路受験個別相談会
● ３年次コース選択
● 外部模試（希望者）
● 進路講座③
● 専修大学学部学科別模擬授業＆
　 説明会（附属フェスティバル）
● 進路希望調査⑤

● 実力テスト
● 進路講座④
● 外部模試（希望者）
● 他進路進学説明会
● 先輩と語る会（希望者）
● 進路希望調査⑥
● 専大体験授業フェア

３年次 夢を実現するために、目標に合わせた学習に集中し、自分の可能性を最大限に広げます。
● 実力テスト
● 最終進路希望調査

● 実力テスト
● 小論文試験
● 三者面談
● 専修大学内定者指導

● 大学進学特別授業
● 専修大学推薦入試
● 専修大学教授による大学入門講座
● 先輩と語る会（希望者）

● 実力テスト
● 志望校調査
● 外部模試（希望者）
● 他進路進学説明会

● 実力テスト
● 大学入学共通テスト出願
● 推薦・AO入試
● 三者面談
● 外部模試（希望者）
● 志望校調査
● 個別進学指導
● 他大学出願説明会
● 他大学出願校調査・面談

● 大学入学共通テスト
● 国公立大学入試
● 私立大学一般入試

２
学
期

３
学
期

１
学
期

２
学
期

３
学
期

１
学
期

２
学
期

３
学
期

生徒一人ひとりの可能性を広げ、より柔軟に対応していくために、本校では１年
次から生徒と密に話し合い、本人の希望を第一に据えた学習計画を立て、他大学
志望者にも満足のいく３年間の進路指導に取り組んでいます。

専修大学
89.3％（366名）

他大学  8.8％（36名）

専門学校  0.7％（3名）

受験準備  0.7％（3名）

就職  0.5％（2名）

－ 27 －－ 26 －

進路指導の流れ

令和元年度進学状況

一人ひとりの進路実現のために
【専大附属の進路指導】

１年生から様々なプログラムを通して「キャリアデザイン」を始めます。
保護者の方と学校が連携することで、生徒それぞれの可能性を最大限に引き出します。

下記は例年の年間行事です。社会情勢を鑑み、
本年度は変更となる場合があります。



思い描いた理想の高校生活を
送ることができました。

卒業生の声

　専大附属卒業生の8～9割は、専修大学へ推薦入学
します。受験勉強のない分、自分のために時間を使
えるので、部活動や学校行事に、より真剣に取り組
むことができます。
　私はサッカー部に所属し、高校3年生の夏の終わ
りまで全力で打ち込みました。サッカー部は「感謝・
謙虚・向上」を部訓に掲げていて、仲間と一緒に、
その精神と社会で通用する力を身に付けることがで
きました。学校行事では、体育祭、文化祭（いずみ
祭）ともに実行委員を務めました。友人たちと協力
し、実りある時間を過ごせたことは、忘れられない
思い出です。中学生の頃、思い描いていた理想の高
校生活を送ることができました。

専修大学
法学部　法律学科
専修大学
法学部　法律学科

ＳくんOB

自分の好きなことに熱中できるのが
付属校の強みです。

在校生の声

　専大附属では自分の好きなことに3年間、熱中す
ることができます。受験勉強がないため時間に余裕
ができ、勉強と部活動の両方に時間を費やせます。
私は女子バレー部に所属し、貴重な経験を沢山する
ことができました。視野を広く持ち先々を考えるこ
と、辛いことを乗り越えた先に感じた達成感はこれ
からの社会生活に必ず役立つと思います。
　専大附属の特徴は、球技大会や授業などで大学の
施設を利用することで、高校生でありながら大学に
触れる機会が多くあることです。将来を見据え、勉
強と自分の好きなことを両立し、3年間充実した高
校生活を送ることができる学校です。

Ｏさん3年

－ 29 －－ 28 －

ゆとりある環境の中で、受験勉強に偏ることなく、自分の興味ある分野に
勉強も部活もバランス良く打ち込めます。
この専大附属のメリットを最大限に活かしましょう。

現代経済学科
生活環境経済学科

国際経済学科
法律学科
政治学科
経営学科

ビジネスデザイン学科
マーケティング学科

会計学科
日本文学文化学科
英語英米文学科

哲学科
歴史学科

環境地理学科
ジャーナリズム学科
ネットワーク情報学科

心理学科
社会学科
日本語学科

異文化コミュニケーション学科

石巻専修大学
石巻専修大学は専修大学の建学の精神である「社会に対
する報恩奉仕」を引き継ぎ、平成元年に開学しました。
理工学部、経営学部、人間学部の３学部７学科を擁し、
多くの卒業生が社会で活躍しています。

●理工学部 / 食環境学科、生物科学科、
　機械工学科、情報電子工学科
●経営学部 / 経営学科
●人間学部 / 人間文化学科、人間教育学科

※専修大学、石巻専修大学の詳細につきましては、大学案内をご参照ください。

※令和元年度は本校からの石巻専修大学への進学者はいませんでした。

専修大学
専大附属の卒業生の大半が進学する専修大学は、創立
１４０年を迎えた伝統ある文系総合大学です。
８学部２０学科を擁し、さまざまな分野において数多く
の優秀な人材を輩出しています。

【一部】
●経済学部 / 現代経済学科、
　生活環境経済学科、国際経済学科
●法学部 / 法律学科、政治学科
●経営学部 / 経営学科、ビジネスデザイン学科
●商学部 / マーケティング学科、会計学科
●文学部 / 日本文学文化学科、英語英米文学科、哲学科、
　歴史学科、環境地理学科、ジャーナリズム学科
●ネットワーク情報学部 / ネットワーク情報学科
●人間科学部 / 心理学科、社会学科
●国際コミュニケーション学部 / 日本語学科、
　異文化コミュニケーション学科

進学先

令和元年度 専修大学推薦入試状況

8名
18名

20名

54名

77名
18名

51名
6名

13名
10名
9名

2名
2名
5名
12名
15名

10名
4名
9名

23名

専修大学への進学

専修大学主催の海外留学プログラムで、修了
すると大学入学後に単位認定されます。昨年
度は本校生徒５名が参加し、レベル別少人数
クラスで世界各国の留学生と共に学び、国際
感覚も養いました。

延世大学（韓国語学堂）
春期留学プログラムに参加

2 1月下旬～2月下旬（約１ヵ月）：専修大学進学決定者

●

●

●

大学の充実した施設を利用でき、大学を体感できます。
大学の講義を実際に先取りして受講できます。
大学生と交流することにより、大学生活の具体的なイメージが把握できます。

高校在学中から大学を理解できる連　携

専修大学
附属高校

3年間

専修大学

4年間

高大連携の
メリット

●

●

●

7年間という大きな時間枠で考えられます。
受験勉強にかたよらずに学べます。
将来の職業、仕事まで視野に入れられます。　

将来のビジョンをしっかりと考えられる

ひと足お先に大学生１

専修大学へ進学した先輩が本校を訪
れ、大学生活の様子を話してくれたり、
相談に乗ってくれるので進路や学部選択
の大きなヒントになります。

先輩と語る会4 3月：全学年希望者

専修大学が主催する海外留学プログラムに大学生と一緒に参加します。
昨年度は１０名の本校生徒が参加し、約１ヶ月の留学生活で着実な英語
力アップを実感しました。本プログラムを修了すると、入学後に大学の単
位として認定されます。

ワイカト大学（ニュージーランド）
春期留学プログラムに参加

3
1月下旬～2月下旬（約１ヵ月）：専修大学進学決定者

専修大学のキャンパスで実際の授業
を体験。進路決定のための貴重な
情報を得ることができます。

オープンキャンパス・模擬授業
／附属フェスティバル

5
8月・11月：2年生全員

専修大学神田キャンパスの法廷教室で、兄弟校の
専修大学松戸高校と検事側・弁護側に分かれ、専
門家の指導を受けながら、模擬裁判を行います。

模擬裁判6 11月：全学年希望者

各学部の入門講座7
専修大学入学前に各学部の先生方から大学生の心
構えや学部の授業について講義を受けます。また
本校卒業生による大学生活の紹介もあります。

2月：専修大学進学決定者

資格講座の受講8
専修大学が主催する司法試験対策講座や語学系
講座など、さまざまな資格講座を受講することが
できます。

1年間：全学年希望者

専修大学に「科目等履修生」（3年生希望者）もしく
は「聴講生」（2・3年生希望者）として通い、大学生
と一緒に授業を受講できます。

進学希望学部のナマの講義を１年間じっくりと受講
できる、まさに先取りプログラムです。

「科目等履修生」は、専修大学に入学した場合、大
学の単位として認定される制度です。高校生にして
大学の単位の先取りができます。

Point
1

Point
２

Point
３

2019年度の受講実績

土曜講座の韓国語講座で培った力をより伸ばそうと、今回の研
修に参加しました。全ての授業が韓国語で行われるため、韓国語
を使わなければいけない環境の中で不安もありましたが、身振
り手振りを交えながら少しずつコミュニケーションを取れるよう
になりました。韓国の伝統や文化に触れながら語学にも集中す
ることができ、とても充実した時間を過ごすことができました。

専修大学 国際コミュニケーション学部  異文化コミュニケーション学科 Ｋさん

高校とは異なった雰囲気や講義の仕方、受け方を大学入学前に体験することができてと
ても良かったと思います。高校の授業や部活動との両立が大変だと思う人もいると思い
ますが、コツコツ学習していけば大丈夫です。解らない問いの時に教授に質問しやすい
前方の席に座るのがお勧めです。

Ｋさん（令和元年度　科目等履修生）「商学基礎Ⅰ・Ⅱ」を受講

・企業と会計
・教育学入門
・芸術学入門

・商学基礎Ⅰ・Ⅱ
・商法総則
・世界の言語と文化（中国語）
・日本近代法史Ⅰ・Ⅱ
・歴史と社会・文化

【聴講生】（２年生：6名、３年生：1名）
・教職入門
・商学基礎Ⅰ
・世界の言語と文化
　（フランス語）
・データ分析入門

・図書館概論
・日本近代法史Ⅰ
・法と社会
・簿記論ⅠA・ⅠB

高大連携システム

【科目等履修生】（３年生：12名）
・学習心理学１
　（学習・言語心理学）
・学習心理学２

17ページも
Check!

17ページも
Check!



専修大学
文学部　英語英米文学科卒
Ｋくん 

専修大学
経営学部　経営学科卒
Ｋくん

専修大学
文学部　日本語学科卒
Ｉさん

専修大学
卒業生に
聞きました！
専修大学在学中に土曜講座『チーム作り講座』
の運営に携わっていただき、今年大学を卒業さ
れた３人の先輩方からお話を伺いました。

卒業生 Interview

他にもいろいろ伺いました！
インタビュー全文は
Webサイトから

－ 31 －－ 30 －

これからも
努力の大切さを忘れずに頑張ります。

卒業生の声

　私は専大附属に入学する際に、他大学進学を考え
ていました。2年生の頃は毎朝早く登校して、図書
室で勉強しました。塾には通っていなかったので、
授業や日常の学習に対する真剣さは持ち続けようと
心がけていたのです。隙のない計画的な努力は、本
当に必要です。おかげで、3年生になり、指定校推
薦の道を選ぶことができました。
　進路のことでは悩んだり迷ったりしましたが、先
生方が一緒になって考えてくださり、とても心強か
ったのを思い出します。次の世界でも努力の大切さ
を忘れず、頑張ろうと思います。

他大学受験への環境も整っており、
親身に対応してくれます。

卒業生の声

　私は幼い頃から数学（算数）や理科が好きだった
ので、その力を伸ばそうと、他大学への進学を希望
していました。この学校は専修大学の付属高校とい
うこともあり、授業は基礎的な内容が主で、学校全
体の雰囲気もガリガリ勉強する感じではありません
でしたが、他大学受験に向けて勉強している生徒に
も、先生方は親身になって応じてくださいました。
　３年生になると、他大学受験希望者は別校舎で授
業を受けることになり、受験勉強への環境が整いま
す。「友達も頑張っているから、自分はもっと頑張
ろう」と、勉強に前向きになれると思います。
　志望大学合格を目指した毎日は、これからの人生
にも必ず役に立つと信じています。

他大学への進学
約８割が専修大学に進学する中で他大学を目指すことは、難しいことに思え
るかもしれません。
しかし自分の将来像を描き、高い目標に突き進む先輩たちがたくさんいます。

国公立大学
● 東京都立大学（法）

専門職大学
● 情報経営イノベーション専門職大学（情報経営イノベーション）

海　外
● キリロム工科大学（先端技術ＩＴ）
● Taylor’s University（School of Media and Communication）
● 延世大学校文科大学（中語中文）

私立大学
● 青山学院大学（経営／社会情報／地球社会共生）
● 麻布大学（獣医）　● 桜美林大学（芸術文化／リベラルアーツ）
● 嘉悦大学（経営経済）　● 学習院大学（法）
● 神奈川大学（法／理）　● 関東学院大学（法）
● 近畿大学（産業理工／生物理工／総合社会）
● 工学院大学（工／先進工／情報）　● 埼玉医科大学（保健医療）
● 相模女子大学（学芸）　● 三育学院大学（看護）
● 産業能率大学（情報マネジメント）　● 順天堂大学（医療看護）
● 城西大学（理）　● 上智大学（総合人間科／法）
● 昭和女子大学（人間文化）　● 白百合女子大学（人間総合）
● 成蹊大学（文／法）　● 成城大学（文芸／法）
● 専修大学（法）　● 大正大学（表現）
● 大東文化大学（スポーツ・健康科／文）
● 玉川大学（教育／農）　● 多摩美術大学（美術）
● 千葉工業大学（工／先進工／創造工）　● 中央大学（経済）
● 帝京大学（医療技術／外国語／教育／経済／文）
● 帝京平成大学（ヒューマンケア）　● 東海大学（理）
● 東京有明医療大学（看護）　● 東京家政大学（家政／健康科）
● 東京工科大学（医療保健／応用生物／デザイン／メディア）
● 東京電機大学（工／システムデザイン／未来科／理工）
● 東京都市大学（工／建築都市デザイン／知識工／メディア情報）
● 東京農業大学（農）　● 東京薬科大学（生命科）
● 東京理科大学（工／理（第一部）／理工）　● 東邦大学（理）
● 東洋大学（経営／経済／ライフデザイン）
● 東洋学園大学（グローバル・コミュニケーション）
● 日本大学（芸術／工／文理）　● 日本女子体育大学（体育）
● 日本赤十字看護大学（看護）　● 日本体育大学（スポーツ文化）
● 日本文化大學（法）　● 文京学院大学（保健医療技術）
● 法政大学（人間環境／法）　● 武蔵大学（経済）
● 武蔵野大学（教育）　● 武蔵野美術大学（造形／造形構想）
● 明治大学（法／理工）　● 明治学院大学（経営）
● 明星大学（経済／理工）　● 立教大学（経済／法）
● 立命館大学（食マネジメント／政策科）
● 和光大学（経済／表現）

他大学合格状況（過去2年間）

学習院大学
法学部　政治学科
学習院大学
法学部　政治学科

ＫさんOG

東京電機大学
未来科学部
情報メディア学科

ＯくんOB

  「チーム作り講座」に参加した理由
Ｋくん　高校２年生でこの講座を受講した時
に大学生の運営メンバーの方々を見て、自分で
もやってみたいと思っていました。実際大学生
になって、自分で企画したり、運営の中で生徒
のモチベーションをあげたり、という経験を得
る機会はなかなかないと思って参加しました。
Ｉさん　高校入学前から教員になりたいと思っ
ていて、高校、大学とその気持ちが続いていま
した。大学生の時に、母校の中学校に吹奏楽講
師として実習に行っていて、その活動を担当の
先生が見ていてくださり、「こういうことをやっ
ているんだけど来てみない？」と誘っていただ
いたのがきっかけですね。
Ｋくん　高校１、２年生の時に２年間受講して
いて、当時の運営メンバーをやっていたのが僕
の所属していた部活の先輩で、なんとなく憧れ
を抱いていました。その後、高校卒業のタイミ
ングで担当の先生にお声をかけていただけた
ので、大学進学後も関わるようになりました。

  「チーム作り講座」での思い出
Ｋくん　ワークショップを企画するチームの
メンターになった時に「自分がいなくても生徒
たちが考えられる環境をつくりたい」という
目標を立てました。ワークショップは２回行い、
１回目は準備不足からうまくいかなかったの
ですが、２回目は１回目を振り返って自分たち
がやるべきこと、足りなかった部分に彼ら自身
で気づいて企画を組み直し、最終的に『彼ら
自身がつくった企画』と言えるものができた
ことが、一番思い出深かったです。
Ｉさん　１年目に担当したビジコンチームで
は生徒との関わりなどうまくいかないことばか
りで、教員になることをやめようと思った時期も
ありました。しかし２年目には、１年目のチーム
で見ていた一人の女子生徒が、私ともう一回
やりたいと言ってくれて、その言葉が嬉しくて、
私にもできることがあるかもしれないと思い、

２年目はリベンジという形で参加をしました。
そのビジコンで結果を出すことができて、その
時の生徒たちの喜ぶ顔が嬉しくて、やっぱり先
生になってこういう仕事をしたいと改めて思っ
たことが一番の思い出です。
Ｋくん　僕はビジコンチームのメンターとして
携わったのですが、途中から運営メンバーに合
流したことに加えて、メンバー内で唯一経営学
部所属だったこともあり、自分自身で勝手にプ
レッシャーを感じていました。僕の抱いている
不安が生徒に悟られないように、表情や話し方
に気を付けてアドバイスしていたのは今でもよ
く覚えています。最終的には大会で表彰され、
新聞記事にも取り上げていただけたので、喜び
以上にすごく安心しました。あの１年間は大学
生活の中でもすごく濃密で貴重な経験でした。

  大学卒業後について
Ｋくん　就職先は某ファストフード店です。「人
は働きながら生きていく知恵を学ぶ」というこ
とを講座やゼミですごく感じて、自分はアルバ
イトの子がいて、その子たちにいろいろ教えら
れる所で仕事をしたいと思っていました。働く
ことによって学べることってあると思うんですけ
ど、それを自分が関わることによって、そういう
知識を提供したり、いろいろ世界を広げてあげ
るお手伝いをしたいと思っています。
Ｉさん　横浜にある教育系の大学院に進学し
ます。大学院では、先ほど話に出てきたチーム
作り講座を対象に研究をして、最終的に学会で
報告をさせてもらって、その後に教員になりた
いと思っています。
※Ｉさんは今年の４月から大学院に通いながら
本校の非常勤講師として勤務しています。

Ｋくん　私立高校の教員になることが決まりま
した。大まかな目標というか、中学生の時に自
分の学校に少し不満があったので、その頃の経
験をもとに、学校での取り組みや仕組みの部分
で何かサポートができたらと思っています。

  就職活動に活かせたこと、役立ったこと
Ｋくん　ある企業の面接をした時に「君は教え
られ上手だね」と言われたことがありまして、そ
う言えば高校の頃は先生や友達にわからない
ことをよく質問していたな、と気付きました。悩
みに対してサポートしてくれる人、教えてくれる
人が自分の周りにはすごく多かったので。そう
いう時の人に対する態度や、教えてもらう感謝
の気持ちがあって、そういったコミュニケーショ
ンの仕方も身についた結果、そういうふうに言
っていただけたのかなと思いました。
Ｉさん　専大附属は付属校ということで、ほか
の学校よりも人とのつながりが強いように感じ
ています。高校時代から人とのつながりを大切
にする環境にいたことや、チーム作り講座との
関わりがなかったら多分、教員を目指し続けて
いたか、大学院に進学しているかもわからな
かったので、専大附属とのつながりがあった
から今の自分もあるんだなと思います。
Ｋくん　高校在学中、一つひとつの行動に「意
図を持ってやる」ことの大切さを指導されてき
たこともあり、今までの自分の全ての行動には
何か一本、芯ではないにしろ自分なりの意図を
持って行動してきました。面接対策として自己
分析をしていた時、そうやって積み重ねた行動
がしっかりと今の自分に結びついているんだと
いうことに改めて気づきました。

  専大附属を受験する中学生へアドバイス
Ｋくん　専大附属は例えば、教室の教卓には段
がなくフラットなんです。質問や悩み事を相談
しやすいようにそういう配慮がされている、訊く
環境が整っている学校だと思います。受験勉強
も大変かと思いますが、そこを頑張った先に
成功だったり自分のやりたいことが見えてくる
と思うので、ぜひ合格に向けて勉強を頑張って
ほしいです。
Ｉさん　受験シーズンの冬は体調を崩したり、
焦ったり落ち込んだりしてしまう時期かとも
思います。一番の味方は自分自身なのかなと
自分で経験してすごい思って。その自分を信じ
て頑張ってほしいと思うし、頑張った自分を
褒めてあげてほしいなと思います。
Ｋくん　高校生活は、先生方だけでなく体育館
や購買など、設備面でもすごく学校に支えられ
た３年間だったので、そういった学校生活の環
境に関しては心配せずに志望してもらい、安心
して受験勉強に打ち込んでください。講座最終回に生徒たちと クエストカップ全国大会にて 高校生ビジネスグランプリにて



募集人員・学費

交通の便がいい立地なので、神奈川県、千葉県、埼玉県などからも
たくさんの生徒が通学しています。

八王子から
JR中央線 + 東京メトロ丸ノ内線／京王線など

◎入学手続時の費用
220,000円
（消費税非課税）

授業料（年額） 456,000円

施設設備費 120,000円

維持費（年額） 50,000円

教育拡充費（年額） 30,000円

生徒会入会金 1,000円

生徒会費 8,400円

後援会入会金 2,000円

後援会費 9,600円

修学旅行積立金 75,000円

60,000円

◎2020年度学費 （消費税非課税）

学費について（2020年度参考）

クラス人数：40人1クラスが基本です。
（選択科目などで多少の変動あり）

◎2021年度募集要項

男　子

女　子

合　計

男女区分

男　子

女　子

合　計

男　子

女　子

合　計

110名

90名

200名

募集人員

110名

90名

200名

220名

180名

400名

2021年度入試

本校では学業奨励の目的で、奨学金制度を設けています。
人物が優れ、学業成績が各学年とも上位の者に対して、
1年間の授業料相当額の奨学金を給付します。

奨学金制度

● PM2：00～

学校説明会

10/  3 　 ・ 11/  7　
11/21　 ・ 12/  5

土

土 土

土

入試広報部

生徒主体で盛り上がる、本校一番のイベントです。
令和元年度は「Welcome to New Era」をスローガンに、
多くの催しが行われました。

文化祭・説明会日程

i n f o rma t i on

以下の行事は、今後の社会情勢によって
延期・中止、日時や実施方法の変更を行う場合があります。

● AM9：30～

いずみ祭

9/19　 ・ 9/20土 日

入試相談コーナー設置 ※事前予約は必要ありません。

「生徒募集要項」配布 ※上履きは不要です。

通 学 情 報

最新情報は、本校ホームページから！
学校説明会のお知らせや入試情報、各種イベント情報など、
専大附属に関する最新の情報はホームページからご覧になれます。

下記のURLよりアクセスしてください。

千葉から
JR総武線 + 都営新宿線 + 京王線など

入  学  金

a.授業料
その他の学費

b.委託徴収金

c.教育活動経費預り金

一般入試

入試区分

推薦入試

総　　計

約１時間

大宮から
JR湘南新宿ライン + 京王線など

約50分

約１時間10分

横浜から
JR湘南新宿ライン + 京王線など

約50分

担当：飯泉 貴之先生

報恩奉仕
建学の精神

誠実・努力
校　　訓
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専 大 附 属 の Ｉ Ｃ Ｔ 教 育
〈 本 校 の 取 り 組 み 〉

　新型コロナウイルスの猛威により、2020年は様々な分野で変革を
迫られる年になりました。企業はテレワークを推奨し、オフィスに出社
することや対面で会議を行うことの意義が再検討されています。学校
ではICT機器やネットワーク環境が一気に整備され、登校しない／で
きない状況でも教育を提供することができるようになりました。
　学校のICT環境の整備は、2019年12月19日に文部科学省から発表
された「GIGAスクール構想」により一気に動き出しました。これにより、
それまで一部の先進校でのみ行われていた「１人１台環境」を、全て
の児童生徒に対して実現することが可能になりました。
　Society 5.0時代を生きる児童生徒たちにとって、ICT機器の適切で
効果的な利用方法を知っていることは必要不可欠です。ICT機器を
使用した効果的な情報収集や情報の真偽を見抜くリテラシー、SNSを
適切に活用した情報発信など、社会に出ていくうえで必要となるスキ
ルは枚挙に暇がありません。しかし、これらのスキルを身につけること
はあくまでも手段に過ぎません。この構想の目的は、「多様な子供たち
を誰一人取り残すことのない公正に個別最適化された学びを全国の
学校現場で持続的に実現させる」（文部科学省webサイト内「GIGA

スクール実現推進本部について」各種資料
より）ことにあります。旧来型の教育では画一
的な方法でしか学ぶことができませんでしたが、多様性を重んじる
現代社会においては、学ぶための方法も多様でなくてはなりません。
児童生徒一人ひとりが自身に最適な学びの方法を見つけることが、
この「GIGAスクール構想」によって可能になるのです。
　専大附属ではこれまでも、様々な場面でICT機器やネットワーク
環境の活用を行ってきました。例えば授業内では、グループワークの
ツールとして学校が所有するiPadやノートパソコンを使用し、情報
収集と整理、それらを用いた発表等に活用しています。緊急事態宣言
により休校となった際には、YouTubeを用いた授業動画の配信や
ウェブ連絡網システムを用いた課題配布により、生徒の学習活動が
停滞しないように心がけてきました。部活動においても、活動中の
様子を撮影して共有することで、生徒たちが自身の技能を向上させる
ことにつながっています。
　なるべく早い段階での「１人１台環境」を整えるために、端末の
選定や校内ネットワーク環境の整備などはもちろんのこと、私たち
教員の研修にも積極的に取り組んでいます。ICT機器を活用した教育
は私たち教員も受けてこなかった未知のものですが、そういった未知
のものにチャレンジする気概が、本校の教員にはあります。ICT機器
の活用という手段は、教員と生徒が共に学び合う環境で身につけて
こそ、生徒たちが多様で未知のものにあふれた社会を生き抜く力と
なるはずです。

大きな“夢”
果敢に“チャレンジ”
そして“実現”

　ようこそ専大附属ワールドへ！皆さんは今、高校生

になったら「こんな勉強をしてみたい」「あんな部活

動で頑張りたい」と大きな夢と期待に胸を弾ませてい

ることでしょう。私たち専大附属高校は「魅力ある学

校づくり」をスローガンに掲げ、さまざまな教育プロ

グラムを用意しています。

　わかる喜びを味わいながら学ぶことを基本とした各科

目の授業。技術と人間を磨くクラブ活動。生徒主体で取

り組む学校行事。また第二外国語や受験講座、資格試

験対策等の多彩な土曜講座。そして何より付属高校な

らではの高大連携システム。姉妹校交流から大学生と

ともに学ぶ語学研修プログラムなど魅力が満載です。

　皆さん、かけがえのない３年間を専大附属で有意義

に過ごしてみませんか。一人ひとりの夢を叶えるため

の充実したサポートを私たちは約束します。

　夢を現実にする――それが専大附属です。

校 長   根本 欣哉

ご不明な点は、ホームページをご覧頂くかお電話でお問い合わせください。
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それぞれの夢に向かって全力で駆け出そう。

専大附属は、あなたのチャレンジを

全力でバックアップします。進


