
● 京王線／代田橋駅下車　徒歩10分　● 東京メトロ丸ノ内線／方南町駅下車　徒歩10分　● 井の頭線／永福町駅下車　徒歩15分　
● 都営バス／釜寺下車　徒歩3分（渋66）阿佐ヶ谷駅前←→渋谷駅前／（宿91）新宿駅西口←→新代田駅前

専修大学附属高等学校

新宿

渋谷

★
明大前 代田橋 笹塚

永福町

京王・井の頭線

丸ノ内線

京王線

荻窪

中野坂上方南町

東中野

平均通学時間は約60分。最寄り駅の代田橋駅（京王線）
と方南町駅（東京メトロ丸ノ内線）へは多くの路線から
アクセスできます。

〒168-0063  東京都杉並区和泉4-4-1　TEL.03-3322-7171（代）

Access

検 索専大附属

スマホの方はQRコードから！ ▼

豆腐屋

「釜寺」
バス停

「釜寺」
バス停

セブン
イレブン

間違いやすいので注意!!
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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。

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

02

P6
参照

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

03

P29
参照

DATAから見る 専大附属のプロフィール
Outline

04

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　　● 延世大学韓国語学堂春期留学プログラム

※専修大学進学決定後の選抜を経て、約１ヵ月間の参加が認められます。
※専修大学進学後、単位として認定されます。

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

● 生徒数 （令和３年度）

● 教員世代分布 （令和３年度） ● 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３年度）

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
10％

30代
29％

40代
31％

50代
28％

60代  2％

中　　止１年生
 83％

２年生
81％

３年生
 66％

専修大学 … 90.1％（390名）
他大学 … 6.9％（30名）
専門学校… 0.9％（4名）

進
路
状
況

受験準備… 2.1％（9名）

７～１０月 約３ヵ月間 １人

（４／６）

（５／１４）

（０／１７）

（３／３）

（０／５）

（０／１）

※令和２年度 卒業生実績

● 練　馬…84人
● 江戸川…61人
● 杉　並…57人

● 世田谷…55人
● 板　橋…50人
● 中　野…47人

● 江　東…34人
● 大　田…26人
● 品　川…26人

● 墨　田…21人
● 渋　谷…19人
● 目　黒…19人

● 足　立…17人
● 新　宿…14人
● 千代田…12人

● 　北　…11人
● 荒　川…10人
● 葛　飾…9人

● 台　東…8人
● 中　央…8人
● 　港　…6人

● 豊　島…6人
● 文　京…4人

地域別（出身中学校）在校者数
【東京都23区】

● 八王子…47人
● 調布…36人
● 府中…27人
● 町田…24人
● 多摩…18人

● 稲城…17人
● 狛江…14人
● 国分寺…12人
● 三鷹…12人
● 西東京…10人

● 東久留米…10人
● 立川…9人
● 小平…8人
● 日野…8人
● あきる野…6人

● 国立…6人
● 小金井…5人
● 清瀬…5人
● 青梅…4人
● 東村山…4人

● 東大和…3人
● 武蔵野…3人
● 武蔵村山…2人
● 羽村…1人
● 昭島…1人

● 福生…1人
【東京都23区外】

● 神奈川県…255人
● 埼玉県…96人
● 千葉県…25人
● その他…31人

【東京都外】

総計 1,304人（1年404人、2年472人、3年428人）

校　訓「誠実・努力」

「社会知性」の獲得へ

グラウンドルール「洞察・対話・行動」

自らの夢に向かって誠実に日々を生き、よりよい社会をつくるため、他者
を支える努力を惜しまない。

学校教育目標「自主・自省・自立」
自己理解を深め、社会の中で自らを律し、能動的な活動ができるように、
知育・体育・徳育を通した総合的な教育活動を行う。

教育方針「好奇心と相互理解の尊重」
学校生活の中で、自己の興味・関心を学問の世界に繋げると共に、他者
との交流からお互いを認め、信頼関係を構築できるようにする。

育成目標「未来を創造する生徒の育成」
探究心を抱いて自己を研鑽し、課題発見力・解決力を身につけ、
他者との共存を目指した新たな社会作りに貢献できる生徒を育成する。

専修大学  21世紀ビジョン「社会知性」
専門的な知識・技術とそれに基づく思考方法を核としながらも、深い人間
理解と倫理観を持ち、地球的視野から独創的な発想により主体的に社会の
諸課題の解決に取り組んでいける能力である。

専修大学附属高等学校  NextVision
Outline

01

目指す学校像
1．生徒たちから尊敬される教師
2．保護者から信頼される校長
3．地元地域から応援される専大附属
4．子供たちが憧れる専大附属
5．卒業生が誇れる専大附属

グラウンドルール

建学の精神
「報恩奉仕」

校訓「誠実・努力」

学校教育目標

教育方針

育成目標

…604人

…293人



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。
● 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。
カリキュラムについて、
一部変更の可能性があります。

国 語

地 理 歴 史

公 民

数 学

理 科

保 健 体 育

芸 術

外 国 語

家 庭

情 報

総 合

学校設定科目

ホームルーム

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

現代の国語

歴史総合地理総合

公共 倫理

数学Ⅰ 数学Ａ 数学B数学Ⅱ

物理基礎 生物基礎 化学基礎

体育 保健 体育 保健

※１

英語コミュⅠ 論理・表現Ⅰ 英会話Ⅰ 論理・表現Ⅱ 英会話Ⅱ英語コミュⅡ

家庭基礎

情報Ⅰ

総合的な探究の時間

土曜講座 ※2

言語文化 論理国語 古典

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。

　大半の生徒が専修大学に進学します。そ
のため、受験勉強以外の勉学やスポーツ、
芸術等にチャレンジでき、自由に時間を使
えるのが魅力です。
　学習面では専門性のある教科が増えます
が、先生方が丁寧に教えてくれます。授業
でわからなかったことも先生に個別に質問
できるので心配ありません。また、授業内
で小テストが定期的に行われるので、復習
の習慣が身につきます。
　部活動も盛んで、付属校のため最後の大
会まで部活に打ち込むことができ、大切な
思い出がたくさん作れると思います。
　皆さんも、自由度の高いこの学校で３年
間を過ごしてみませんか？ Ｔくん3年

自由度が高く、色々
なことに挑戦できる
学校です

自由度が高く、色々
なことに挑戦できる
学校です

国 語

地 理 歴 史

公 民

数 学

保 健 体 育

外 国 語

総 合

学校設定科目

ホームルーム

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

論理国語 文学国語 古典探究

※1

政治・経済

統計学

体育

英語コミュⅢ 論理・表現Ⅲ

総合的な探究の時間

土曜講座 ※2

● 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。

● 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

総 合

学校設定科目

ホームルーム

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

論理国語 古典探究 現代文演習

英語演習

古典演習

※１

政治・経済

体育

英語コミュⅢ 論理・表現Ⅲ

英語演習英語コミュⅢ 論理・表現Ⅲ

土曜講座 ※2

● 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、英語コ
ミュニケーションⅢ４単位と論理・表
現Ⅲ３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

総 合

学校設定科目

ホームルーム

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

論理国語

※１

体育

化学 ※２

土曜講座 ※3

● 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：地理探究・日本史探究・世界史探究から１科目選択
※２：学校設定科目（土曜講座）は希望者が受講する選択制

※１：地理探究・日本史探究・世界史探究から１科目選択
※２：学校設定科目（土曜講座）は２～４単位

※１：数学Ⅲ（5）・数学Ｃ（2）、数学演習（7）より選択（計7単位）
※２：物理・生物から１科目選択
※３：学校設定科目（土曜講座）は希望者が受講する選択制

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

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：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

１年次

２年次

総合的な探究の時間

総合的な探究の時間



１年生の特別プログラム 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

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

進路

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年次に学んだ「総合的な探究の時間」の総まとめを行い
ます。グループディスカッション、プレゼンテーション、
振り返りの場を設け、２年次以降のキャリア教育へ接続す
る研修となります。

キャリア教育宿泊研修

２泊３日の宿泊研修を実施

行事

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

日々刻々と情勢が変化する社会で生きている皆さんは、
自らの置かれた環境を自覚しつつ、既成概念に捉われな
い挑戦を継続していくことが求められるでしょう。その
ためにも、他者との関わりを大切にし、各々が個性に応
じたリーダーシップをいかんなく発揮しあっていく、そ
んな２年生であって欲しいです。あらゆる場面で責任も
増すでしょうから、「自主・自省・自立」の体現者を目
指していきましょう。

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、学校生活の記録をまとめたポートフォリオから気づきを行動
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。

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41講座と多彩な講座が開講されています。選べる自由度
の高さが学ぶ意欲を促進します。

土曜講座 （２・３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

進路 14ページも
Check!

15ページも
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３月に沖縄・台湾・シンガポール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
仲間と一緒に作り上げる最高の思い出

行事 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！

好きなことに時間を
費やせる充実の学校生活
好きなことに時間を
費やせる充実の学校生活
　勉学、部活動、趣味など自分の好きなこ
とに多くの時間を費やせることこそが専大
附属の最大の魅力だと感じています。
　勉強面では、先生方の丁寧な授業や小テ
スト、分からない所を各々先生に質問でき

る環境があります。
　部活動はソフトテニス部に所属しており、
限られた練習環境の中で日々上を目指し練
習に励んでいます。先輩後輩共に高めあえ
る関係で、ライバルでもあり、必要不可欠
なかけがえのない仲間でもあります。
　１年間とても充実した学校生活を送って
きました。専大附属に入学して、心から良
かったと思っています。

２学年主任　地理歴史科　ワンダーフォーゲル部顧問　渡邉 賢先生

Ｋくん１年 ２年 Ｕさん

高校３年間は人生の節目となる３年間です。それだけに、
この３年間で自分をどれだけ鍛えられるかが重要です。
知識・教養を身につけ、体を鍛練し、そして何より心を
育んでほしいと思います。そこで、今年度の１年生は３
つの心「善い心・強い心・愛する心」を大切にすること
を目標に取り組みます。２年後には「成人」です。自分
の心に問い続けながら、自己の確立を目指してほしいと
思います。

１学年主任　数学科　陸上競技部顧問　月橋 典寛先生

　今年はコロナウイルスの影響で、例年の
ようなオリエンテーションを行うことがで
きませんでしたが、生徒はとても明るく、
たくさん声をかけてくれるので、すぐに仲
良くなることができました。また先輩方が

笑顔で挨拶をしてくださり、学校について
優しく教えてくださったおかげで、すぐに
不安はなくなりました。専大附属は明るく
活気のある学校です。校内は常に生徒の声
で溢れ、笑顔が絶えません。設備面でも、
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、充実した学校生
活を送っていきたいです。

「総合的な探究の時間」では、「好き」を通して自分を知
り、社会を知ることで、目標までの具体的な道のりを構築
していくことを目指します。

総合的な探究の時間 （１～３年）

誰よりも「自分」を知る３年間

進路



３年生の特別プログラム

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

高校卒業後、大学での学びを有意義なものにするため、会社
や施設を見学し、体験的に考え、社会的自立と社会参画の力
を養います。

キャリア ＣＳＲ
（企業訪問）

社会や会社を知る

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 －

「生きる上で必要な力」
を養える学校
「生きる上で必要な力」
を養える学校

付属校ならではの強み
で毎日が充実
付属校ならではの強み
で毎日が充実

Student's VoiceStudent's Voice

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
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。

「読む」「書く」「聞く」「話す」力をバランスよく育むため、様々な学
習活動を行なっています。グループワークではＩＣＴ機器も用いて、協働
的に学ぶ習慣をつけることを目指しています。

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
● 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」
● 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

　本校は大学付属校であるため、勉強で手
一杯になることなく部活動にも全力で取り
組め、文武両道を実現できることが魅力だ
と感じます。
　授業は、先生方オリジナルのスライドや

プリントなどを使って進めていき、生徒に
とってわかりやすく丁寧に教えてください
ます。また、先生方が親身になってくださ
るので質問などもしやすい環境です。
　私はサッカー部に所属していますが、そ
こではサッカーだけでなく礼節を持って人
と接することを学ぶこともできます。
　専大附属は生きる上で必要とされる力を
養うことができる学校です。

　本校は大学付属校であるため、勉強や部
活動、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に
ついて知る機会が多くあり、自分が将来大
学で学びたいことを高校生のうちに見つけ

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、わか
らない問題は先生方が丁寧に教えてくださ
るので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？

Ａさん３年

「令和１期生」として、「自ら動く」「人のために動く」
で始まった１年次。厳しい環境だからこそ「動きながら
考える」「考えながら動く」を実践した２年次。総仕上
げとしての３年次は、初心に戻って生徒一人ひとりが
自らの状況に応じて適切な目標を設定し、その実現に
向けて誠実に取り組むことを求めたいと思います。さま
ざまな経験を経て得た自信と誇りは、何物にも代えがた
い一生の宝となるはずです。

３学年主任　英語科　吹奏楽部・軽音楽部顧問　布施 良太先生

Ｎくん３年



理科
Science

公民
Civics

地理
歴史
Geography
and History

数学
Mathematics

英語
English
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倫理の授業では“HAPPY”とは何かを考えます。同じ人間同士でも考え方や
宗教の違いで、お互いに対立し、”HAPPY”とはほど遠いことが繰り返されて
います。様々な思想を学び、お互いの理解が深まるような道を考えていきます。

● 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学校賞を受賞

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
大学受験に向けた準備をしていきます。

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、
体験を重視して学んでいきます。また、２年次からの土曜講座では受験物理、
受験化学､受験生物を開講し、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、必要に応じて補講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、それぞれの探究心を育てる
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）】

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！

橋本 広大先生

理科
空手道部・放送部顧問

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。「公共」「倫理」「政治・経
済」の授業を通して自ら発見し、今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。

公共の授業では社会がどのように動いているのかを学びます。今起こっている
出来事、解決すべき社会問題について教科書だけでなく、新聞・ニュースを
調べ、世界のみんなが”HAPPY”になる道を考えていきます。

【HAPPYな世界とは（１年次）】

【HAPPYとは何か（２年次）】

お金は万能で、多くの”HAPPY”を生みます。「経済」はお金のことなどを勉強し
ますが、お金だけですべてが解決するわけではありません。みんなが”HAPPY”
に生きる社会にしていくには、みんなの協力が必要ですが、人は身勝手なとこ
ろがあります。そこで、みんなでどのようなことをすべきか調整したり、ルールを
作ったりすることが「政治」だと思います。政治・経済を通じ、世界のみんなが
”HAPPY”に生きる社会のために、自分の選ぶ道を考えていきます。

【HOW TO BE HAPPY（３年次）】

● １・２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だけの
知識ではなく、物事を考え社会で実践できる知識と考察力に重き
を置いています。「公共」ではこの社会が一体何かを知るために
必要なもの。「倫理」はこの社会において自分とは何かを知るため
に重要なもの。「政治経済」はこの社会を生きていくために重要な
もの。社会の仕組みや様々な思想を読み解きながら、みんなが
HAPPYになるためには何が必要なのか、共に考えていきましょう。

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。

地理では社会科の入門として、広く世界を知り、総合的に学んでいきます。

歴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。
協同学習を通して、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、世界史から１科目を選択して、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！

渡邉 ユウノ先生

公民科
ラグビー部顧問

渡邊 泉先生

地理歴史科
ダンス部顧問

数学は問題文よりも解答の方が長くなる教科です。なぜなら、
問題文から解き方を考え、何行にも渡って論理を正しく構築し
ていかなくてはいけないからです。しかし、その分問題が解け
たときの達成感は抜群です。実は、このプロセスは社会に出て
からもとても大切になります。本校で、数学を学ぶだけでなく
是非数学で学ぶ事を大切にして欲しいと思います。

吉野 隆之先生

数学科
野球部顧問 数学科では、与えられた問題を解けるようにするだけではなく、生徒自ら

「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
習内容にも興味が沸き、結果として「学習内容の深化」につながるだけで
なく、今後の人生を豊かにする思考力を養うことにもつながります。

生徒一人ひとりの学習箇所の理解度を確認しながら、レベルに応じた補講
や講習を行います。またICT機器を活用し、生徒の「個別最適な学び」を図
り、一人ひとりの数学力を高めていきます。

正規の授業時間に加え、土曜講座や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。

【一人ひとりの数学力を高める指導】

【「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】

「問いを持つ」ことを大切にし、
人生を豊かにする思考力を養う。

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
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。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
合唱部・料理部顧問 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、読む力、聞く力だけでなく話す力（発表、や
り取り）、書く力の４技能５領域を意識した英語力の育成を目指します。

英語力の土台となる英単語力強化のため、定期的に英単語試験を実施して
います。英単語の学習習慣を定着させることで基礎を固め、授業でのプレ
ゼンテーションなど、より発展的な内容へと繋げていきます。
また、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
や個人指導など個別の対応を行い、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。　　

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。「話す力（やり取り）」の強化のため、ネイティブスピーカーの
先生との授業を含む英会話の科目を複数学年で設定し、更に土曜講座でも
英会話の授業を開講しています。また「話す力（発表）」の強化のため、２、
３年次の授業では文法指導だけでなくスピーチやプレゼンテーション、
ディスカッションなど英語で発表する機会を多く用意し、英語で表現する
力を育成しています。

【基礎学力の強化】

【表現力重視の英語教育】

卒業までに全員英検準２級以上の取得を目指しています。１０月には「英検
の日」を設定し、全校一斉で英検を実施しています。「英検の日」の直前
には「英検ウィーク」として通常授業でも英検対策を行っています。加え
て土曜講座「英検準２級対策」「英検２級対策」も開講し、英検に向けた
指導を徹底しています。

【英検対策の徹底】

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

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！！

● 土曜講座「数学力アップ」「受験数学」「基本数学」



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
● 受験数学
● 受験英語

● 受験化学
● 受験物理
● 受験生物

土曜講座（2・3年生 ／ 41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。
※講座内容は令和３年度のものです。

受験対策を科目別により深く　受験コース（9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）
● 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（15講座）

３年間の「探究」ステップアップ
● 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。

　将来は「好きなこと」を仕事にしたい。このように漠然と考えている人は多いので
はないでしょうか。けれども、「自分が本当に好きなことって何だろう」「好きなこ
とを仕事にするにはどんな方法があるのだろう」、具体的に考えてみると、わからな
いこともたくさんあります。

　「苦手な科目はどう勉強すればいいのだろう」「部活動も将来の役に立つといいな」
「個人で動く時とチームで動く時は何に気をつけたらいいのだろう」「社会にはどん
な仕事があるのだろう」「仕事で求められるスキルは何だろう」「プレゼンってどうや
るのだろう」、みんなで一緒に学んでいても、ゴールは人によってそれぞれ違います。

　本校の「探究」では、「好き」を通して、自分を知り、社会を知ることで、目標まで
の具体的な道のりを構築していくことを目指します。

　自分の現状をじっくり分析し、必要なスキルを磨き、社会との関わりの中で、将来
のキャリアを見据えた学生生活を送れるように、しっかり学んでいきましょう。

● 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（13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　　　● 基本英語

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

　事前学習として、自分の行く「地域・社会」について調査し、
自分の「将来の進路」をふまえた研究レポートを作成します。
　修学旅行では実際に地域や社会での体験を通して、より広く、
より深く学ぶことができます。

PickUp! ／修学旅行×好きなこと

　最終学年では、３年間の調査結果や活動報告をとりまとめて発表します。これは自分が高校生活を通して、何に
チャレンジしたのか、トライアンドエラーの記録であり、どのように成長したかのポートフォリオとなります。こ
れらは本校のアーカイブに蓄積され、これから入ってくる新入生の大きな指標となります。自分の「探究」が「後
輩」の新たな冒険の地図となります。さあ、自分と未来の「後輩」を繋ぐロードマップを作りましょう！

自分の好きを深めて、未来の「後輩」へ繋ぐ

Is learning English fun in my class?
Yes, it really is! In English conversation class, 
the atmosphere is positive and comfortable 
for learning. Did you know that it’s good to 
make mistakes? I often say that students 
should not worry about being perfect 
because making mistakes is the best way to 
learn. 
So, in class we do fun English speaking 
activities. For example, we play English 
games, do pair work and speeches in class. 
There are lessons on interesting topics 
which include learning about countries 
and the culture and customs of people from
around the world. 
My goals for English conversation class are
for students to improve their speaking skills, 
such as natural intonation and fluency. 
I want students to gain confidence when
speaking in English and have a great time in
class too!

クリスチャン・マイケル・バーク先生
（Christian Michael Burke）

PickUp! ／英会話

● 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。

総合的な探究の時間（1～3年生）１科目（週１回１時間） １単位（３年間で３単位）

●  法律科目入門講座
法科大学院入試、司法試験、公務員試験で出題される法律の基本である
憲法・民法をマスターします。（専修大学で大学生とともに受講します）

「探究」コンセプト

̶̶ 好きを深めて、社会へ繋ぐ̶̶

誰よりも「自分」を知る３年間にしよう！

探究×追求×社会知性

実践

探究

能力

１年

調査／分析

体験／実践

記録／発表

２年 ３年

キャリア合宿、地域活動など 修学旅行、外部団体への参加など

研究発表レポートポートフォリオ

自己分析 社会分析 将来分析

個人研究、進路決定



韓 国
Korea

Seoul Metropolitan City
ソウル

アメリカ
United States of America

the Commonwealth of Pennsylvania
ペンシルヴァニア州

カナダ
Canada

Ontario
オンタリオ州

Australia
オーストラリア

Sydney
シドニー

New Zealand
ニュージーランド

Hamilton
ハミルトン

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。
※新型コロナウイルス感染拡大のため、令和２年度はすべてのプログラムを中止としました。

－ 17 －－ 16 －

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ヵ月間）
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・英語を駆使して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。日本にとって身近な国で異
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
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できない体験や、
自分とは異なる考えや文化を持つ人々との関わりを通し
て、英語力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、校外での文化学習や見学、観光ができ
る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.観光
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。しかし、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
の話を聞いて、彼らが狩り
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、とて
も貴重な体験をすることが
できました。

体験談

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ぶことができます。募
集人数が多く、本校教員が引率するため、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ヵ月間、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。
②現地の高校生活にむけて１ヵ月間語学学校で準備ができる。

【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ヵ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ヵ月間）
研修場所：ソウル市　延世大学韓国語学堂
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ヵ月間）
研修場所：ハミルトン市　国立ワイカト大学ワイカトカレッジ
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、英語力を強化できます。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、学校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ヵ月間）
研修場所：ハミルトン市　国立ワイカト大学ワイカトカレッジ
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、自分に合った授業を受けることができます。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ＣＡＩ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。

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



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。

一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
あること、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
● 関東高等学校ゴルフ選手権夏季大会　団体戦出場
● 関東高等学校ゴルフ選手権夏季大会　個人戦出場

柔道部

男子 女子

女子

週６日

卓球部

男子 女子 週２日

● 〈男子団体戦〉新人戦東京都予選　3回戦進出
● 〈男子ダブルス〉新人戦東京都予選　5回戦進出
● 〈女子団体〉インターハイ東京都予選　Aクラス出場

ラグビー部

男子 週５日

● 第100回全国高校ラグビーフットボール大会  東京都予選第2地区　ベスト8
● 新人大会　3回戦
● 第99回全国高校ラグビーフットボール大会 東京都予選第1地区　ベスト16

空手道部

男子 女子 週３日

● 東京都学年別柔道大会出場
　 〈男子個人〉73kg級　〈女子個人〉52kg級、63kg級
● 東京都関東大会予選　〈女子団体〉第9位
● 東京都インターハイ予選　〈女子団体〉第5位
　 〈女子個人〉63kg級  第5位　〈女子個人〉70kg級  第5位

チアリーディング部

女子 週５日

● 第22回関東チアリーディング選手権大会
　 チアリーディングスピリッツ DIVISION.3　高等学校の部　第9位
● JAPANCUP 2019 チアリーディング日本選手権大会　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

● 全国高校選抜スポーツクライミング選手権出場（男女）
● 関東高等学校登山大会出場（男女）

ダンス部

女子 週５日

● マイナビHIGH SCHOOL DANCE COMPETITION 2021
　 ONLINE CONTEST EAST vol.2　出場
● 高校ストリートダンス選手権2021　関東大会出場
● 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〉秋季大会2部　優勝
● 〈男子団体〉2部　ベスト8
● 〈男子団体〉新人戦都大会　ベスト32

● 東京都選手権大会　高校の部男子400mH　第3位
● 東京都高等学校新人大会　男子400mH　第4位
● 新人関東大会　男子400mH　第3位

卓球部は、アットホームな雰囲気の
中、日々明るく楽しく活動していま
す。昨年は、コロナ禍でほとんどの
大会が中止となり、現在も部活動の
時間は限られてしまっています。し
かし、そのわずかな時間を有意義な
ものにできるよう、自分たちで考え
た練習メニューに沿って効率的に練習を行っています。部
内には高校から卓球を始めた人も多く在籍しており、初心
者でも団体戦のメンバーになれるチャンスがあります。少
しでも興味のある人は、ぜひ練習を見に来てください。

Ｉさん3年

Student's Voice

卓球部

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1部大会　大会進出 
● 新人選手権1部大会　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。一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〉新進大会　東京都ベスト32
● 〈団体戦〉関東大会予選　東京都ベスト16
● 〈個人戦〉インターハイ予選　東京都ベスト16

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

● 全日本選手権予選　ベスト24
● 新人戦　3回戦

男子ソフトテニス部

男子 週６日

● 〈個人戦〉新進大会　東京都ベスト16
● 〈個人戦〉全日本私学選抜大会出場
● 〈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

野球部

男子 週６日

● 2020年夏季東西東京都高等学校野球大会西東京大会　3回戦
● 第101回全国高等学校野球選手権大会西東京大会　2回戦
● 第100回全国高等学校野球選手権記念大会　5回戦

男子 女子

ハンドボール部

男子 週５日

● 新人戦　3回戦
● 東京都私学大会　ベスト8
● 関東大会予選　3回戦

サッカー部

男子 週６日

● 高校サッカー選手権大会東京都　1次予選　2回戦
● 高校総体東京都予選　都大会進出

男子バスケットボール部

男子 週６日

● 東京都高等学校男子バスケットボール 2020Tokyo Thanks Match　優勝
● SoftBank ウィンターカップ2020
　 第73回全国高等学校バスケットボール選手権大会　東京都代表
● 第73回関東大会　出場



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 －

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

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。例年、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

“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・夏
合宿／文化祭での企画展示及び食店／eスポーツ
です。

歴史社会研究会

週２日

小説創作や読書会、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、作家や作品のゆかりの地を訪れます。

図書文芸部

週２日

● 第48回東京私立中学高等学校協会　生徒写真･美術展出品　会長賞受賞
● 第47回東京私立中学高等学校協会　生徒写真･美術展出品　奨励賞受賞

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全国合唱コンクール　東京都コンクール予選　奨励賞

放送部

週１日

吹奏楽部

週６日

● 第44回東京都高等学校アンサンブルコンテスト
 　クラリネット四重奏　金賞
● 第59回東京都高等学校吹奏楽コンクール　Ａ組　金賞
● 第25回日本管楽合奏コンテスト全国大会　高等学校Ｂ部門　優秀賞

● 東北被災地視察研修（夏休み 2泊3日）　岩手県陸前高田市

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

※練習日はバンド毎にシフト制で週2～3日

※大会準備期間中は適宜活動

生徒会執行部

週６日

クラブ活動加入率 （2021 年度参考）

大躍進のクラブ

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
1,304名 運動部

760文化部
240

無所属
304

【クラブ系統の割合】

【学年別クラブ加入率】

１年生

83%
２年生

81%
３年生

66%

私達は生徒の代表になることが多
いため、部員一同気を引き締めて
生活しています。生徒会の活動は、
責任感が身につき、達成感を得る
ことができます。体育祭やいずみ祭といった行事を実
行委員と協力して運営したり、東日本大震災の被災地
である東北地方（石巻南相馬）での研修を行い、全校
生徒にボランティア活動の啓発を行っています。興味が
ある方はぜひ、生徒会室を覗いてみてください。

Student's Voice
生徒会執行部

Ａくん3年

私たち男子バスケットボール部は、昨年行われたTokyo Thanks Matchにおいて、東
京都で初優勝し、東京都代表としてウィンターカップ出場を果たしました。新型コ
ロナウイルスの影響で思うように練習時間が取れない時も、オンラインでのトレー
ニングなど、できる限りの準備をしてきました。このような地道な努力を積み重ね
てきたことにより、結果を残せたことは、私たちにとって良い経験になりました。
この経験を糧に今後も頑張っていきます。 （３年　Ｍくん）

男子バスケットボール部 2020Tokyo Thanks Match  優勝
ウィンターカップ2020  出場

ワンダーフォーゲル部は月例山行と合宿を活動の中心とし、日々トレーニングを重
ねています。昨年度（令和２年度）は新型コロナウイルス感染拡大のため、登山大
会は中止となってしまいましたが、これまで男子は５年連続、女子は４年連続で関
東登山大会に進出しています。また、クライミングに取り組む部員も多く、２年連
続で全国高校選抜スポーツクライミング選手権への出場を果たしました。今後も、
独自の合宿と競技大会の両立を目指していきたいです。 （３年　Ｓくん）

ワンダーフォーゲル部 第11回全国高等学校選抜
スポーツクライミング選手権大会  出場

油絵・陶芸・イラストなど様々な分野に挑戦して、文化祭や展覧会に向けた作品を
作っています。昨年度から、美術部内に漫画研究会が発足し、部誌の作成をおこな
いました。学校での活動だけでなく、美術館見学や陶芸などの体験合宿も毎年おこ
なっています。初めての作品作りは分からないことだらけでしたが、先生や仲間に
相談に乗ってもらい、完成することができました。美術部は、自分のペースで参加
でき、自分の表現を磨くのに最適なクラブです。 （２年　Ｋさん）

美術部 東京私立中学高等学校協会主催
「第48回生徒写真・美術展」 会長賞受賞



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。

夏　服

制服紹介
さわやかで清潔感溢れる、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（文化祭）

● 合唱コンクール（１年）

● 各クラブ冬合宿

●

●

英語検定全校一斉受験
体育祭

1～3
月

●

●

●

●

●

留学生交流会
卒業式　
宿泊研修（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３コースからの選択制となっています。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。また、台湾コースは現地大学生との交流や、魅惑の町九份の散策等、台湾に惚れ
込む５日間の旅です。さらに、令和４年度入学生から新たに多民族国家シンガポールが行き先に追加されました。
現地では、国際理解の基本を学び、テーマ別の研修を行います。

【沖縄】

選べる 修 学 旅 行

【台湾】 【シンガポール】

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

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
● 進路希望調査①

● 進路適性検査
● 三者面談
● 外部模試（希望者）
● 進路希望調査②

● 実力テスト
● 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。
● 外部模試（希望者）
● 他進路進学説明会
● 進路希望調査④

● 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）
● 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
● 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

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。
● 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

● 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
● 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。

専門学校  0.9％（4名）

他大学  6.9％（30名）

専修大学
90.1％（390名）

受験準備  2.1％（9名）

－ 27 －－ 26 －

進路指導の流れ

令和２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。

冬　服



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

　専大附属の強みは専修大学に進学する際に最も発
揮されます。推薦入学として大学に進学できるため
受験勉強がなく、放課後や休日を勉強や部活動など
自分のやりたいことに当てることができます。
　私はサッカー部に所属し、３年生の夏の終わりま
で日々練習や試合に励みました。仲間と共に励み、
先生方の熱心な指導を受け、サッカーの技術だけで
なく人間としても成長できたと感じています。
　学校行事では体育祭や文化祭があり、特にこのコ
ロナ禍でも開催することができた３年生のためだけ
の体育祭は忘れられない良い思い出になりました。
　沢山の方との関わりが沢山の思い出を生み、充実
した３年間の高校生活を送れました。専修大学

商学部　会計学科
専修大学
商学部　会計学科

ＹさんOB

専大附属だからこそ
できる進路選択があります。

在校生の声

　専大附属では受験勉強がないため、自分がやりた
いことを軸とした高校生活を送れます。進路選択の
幅が広い分、自分が大学で何を専攻して学びたいか
をじっくり考えられる時間もあります。
　私は女子バレー部に所属し、部活との両立をしな
がら自分のペースで自分が学びたいことに打ち込ん
でいます。時間にゆとりがあるので、勉強も部活も
偏ることなく熱中できます。
　コロナ禍の中でもオンラインツールを通して、大
学の授業に触れる取り組みが非常に多く行われてい
るので将来を見据えながら充実した高校生活を送る
ことができます。

Ｉ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
勉強も部活動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 / 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、情報マネジメント学科
●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２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。
※令和２年度の体育祭は新型コロナウイルスの影響により、３年生のみの実施となりました。

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３年度 専修大学推薦入試状況

3名
27名

17名

67名

71名
33名
35名

9名

18名
10名

17名
2名
2名

0名
9名

17名
9名
11名
11名

22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。レベル別少人数クラスで世界各国
の留学生と共に学び、国際感覚を養う
ことができます。

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。
受験勉強に偏らずに学べます。
将来の職業、仕事を視野に入れて学べます。　

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。
約１ヶ月の留学生活で着実な英語力アップを実感することができます。
本プログラムを修了すると、大学入学後に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など、さま
ざまな資格講座を受講することができます。

通年：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。高校在学中に
大学の単位を先取りできます。

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、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!
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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２年生に進級する前に志望校を他大学に決め
ました。付属校ということもあり、他校と比べると
雰囲気は受験向きではないかもしれません。しかし、
先生方は色々な面でサポートをしてくれました。
そして同じ他大受験の仲間がいることが何より心の
支えとなり、無事に合格することができました。
　他大受験者は３年生になると別校舎で過ごすこと
になります。自習室にはたくさんの教材、過去問題
集があり受験生のための環境が整えられています。
　新たな大学受験制度、コロナが猛威を奮う中、試
行錯誤し駆け抜けたこの１年間は、今までの人生で
一番辛いものになりましたが、記憶に残る貴重な経
験となりました。

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。

在校生の声

　私は、大学で法学部に進みたいと思い、本校に入
学しました。ところが高１の夏ごろ、自分が数学を
好きなことにきづき、他大学の数学科への進学を考
えるようになりました。面談や進路調査で、恐る恐
る他大学名を記載したところ、先生からは応援の言
葉をいただきました。２年生に進級する時には胸を
張って他大学希望であることを言えるようになりま
した。自分自身がブレない信念を持ち続け、努力を
重ねれば、学校内に他大受験に向けた環境を整え、
応援体制を構築してくださいます。その応援の気持
ちは、私にひしひしと伝わってきます。
　夢をかなえた私の姿を見てもらえるように今後も
益々の努力を続けていきたいと思います。

他大学への進学
約９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
● 東京学芸大学（中等教育教員養成課程）　● 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）

● Deakin University Engineer Computer Science
● Hawaii University

私立大学
● 青山学院大学（経営・経済）　● 麻布大学（獣医）
● 桜美林大学（リベラルアーツ）　● 嘉悦大学（経営）
● 学習院大学（法）　● 神奈川大学（法）　● 関東学院大学（法）
● 杏林大学（保健）　● 近畿大学（産業理工／生物理工／総合社会）
● 慶應義塾大学（商）　● 工学院大学（情報）
● 國學院大學（経済／人間開発）　● 国士舘大学（経済）
● 駒澤大学（経済）　● 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）　● 淑徳大学（経営）
● 順天堂大学（保健医療／スポーツ健康科）
● 松蔭大学（経営文化）　● 城西大学（理）　● 上智大学（法）
● 昭和女子大学（人間文化）　● 女子栄養大学（栄養）
● 女子美術大学（洋画）　● 聖学院大学（人文）　● 成蹊大学（経済／文）
● 成城大学（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）　● 玉川大学（教育）
● 中央大学（経済／国際経営）　● 帝京大学（医療技術／経済）
● 帝京平成大学（健康医療スポーツ／現代ライフ／ヒューマンケア）
● 桐蔭横浜大学（スポーツ健康政策）　● 東海大学（体育／理）
● 東京有明医療大学（看護）　● 東京工科大学（メディア）
● 東京工芸大学（芸術）　● 東京成徳大学（国際）
● 東京電機大学（工／システムデザイン工／未来科）
● 東京都市大学（建築都市デザイン／情報／メディア情報）
● 東京理科大学（理工／工）　● 東邦大学（薬）　● 東洋大学（経営／経済）
● 東洋学園大学（グローバル・コミュニケーション）
● 獨協大学（外国語／国際教養）
● 日本大学（経済／芸術／スポーツ科／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／体育）　● 日本文化大學（法）
● 文京学院大学（保健医療技術）　● 法政大学（経営／経済／法）
● 武蔵大学（経済）　● 武蔵野音楽大学（音楽）
● 武蔵野美術大学（造形／造形構想）　● 明治大学（経営／商／法）
● 明治学院大学（経営）　● 明星大学（経済／理工）
● 立教大学（経営／経済／コミュニティ福祉／法）
● 立命館大学（食マネジメント／政策科）
● 早稲田大学（教育／社会科／商／スポーツ科）

他大学合格状況（過去2年間）

東邦大学　薬学部東邦大学　薬学部

EさんEさんOG

Ｍくん3年

専大附属のアクティブ・ラーニング
〈 本 校 の 取 り 組 み 〉

国語科  ゴルフ部顧問
上山 和宏先生

　「身軽な装備」と「重厚な思考」、そして「体一つでどこへでも」。いわゆ
る「アクティブ・ラーニング」を進める上で、私が拠り所とする観点です。
　今年度から本校では、「生徒・教員１人１台タブレット端末」による
新たな学校生活がスタートしました。今までのように教科書・単語集・
便覧・プリント等を一抱えにしいざ授業へ、から、基本タブレット端末
を持っていざ授業へ、というスタイルに様変わりしました。授業では、
評論・小説等の読解を、シンキングツール等のシートを用いて各自考え
（主体的）、それをタブレット上で共有すること（対話的）をベースに進
めています。デジタルメディアにより、「身軽な装備」による学習が可能
となったと改めて実感しています。
　だからこそ、時には立ち止まり、時には動きながら思考の洗い出しを
する必要がより一層求められているのも、また事実です。その繰り返し
が、「重厚な思考」を形作る原動力となるはずです。映画『いまを生き
る』（原題『DEAD POETS SOCIETY』）の中で、ロビン・ウィリアムズ
扮するジョン・キーティング先生が突如教卓に上り、生徒に向かって
こう言い放つシーンがあります。「デスクの上に立ったのは、物事を別

の角度から眺めることの重要性を思い出す
ためだ」（「I stand upon my desk to remind 
myself...that we must constantly look at 
things in a different way」）と。そして、ジョ
ン・キーティング先生は、生徒一人ひとりを
教卓の上に立たせ、「物事を別の角度から眺め」させます。このよう
に、既成概念にとらわれることなく、常に思考の洗い出しを実践してい
くことで、「重厚な思考」（深い学び）が形成されるのではないかと考
えています。
　そして、「アクティブ・ラーニング」を進めるにあたって、私が最も大
切な観点であると考えているのが、「体一つでどこへでも」です。タブ
レット端末ありきに固執し、ある意味根拠のない万能感を抱き、そこか
ら離れられなくなってしまっては、むしろパッシブ。本末転倒ですよね。
確かに、タブレット端末が映し出す現実も一つの現実に変わりありま
せん。しかし、それが全てだと言えるほど、現実はそう単純ではありま
せん。だからこそ、タブレット端末が映し出す現実に縛られすぎず、人
と人、人と物とが実際に行き交う現実に体一つで渡り合える体づくり
（適応力）を意識し、生徒と向き合っていきたいと考えています。
　「身軽な装備」をアクティブに使いこなし、一人では到達できない
「重厚な思考」へと至る過程こそ、私が実践していきたい「アクティブ
・ラーニング」です。そして、「体一つでどこへでも」踏み込める体づくり
を意識し、「新たな学校生活」を意欲的に送っていきたいと思います。

ニューノーマルな学校生活へ
～「身軽な装備」「重厚な思考」、そして「体一つでどこへでも」～

家庭科  料理部、合唱部顧問
柴田 実花先生

　家庭科はアクティブ・ラーニングの宝庫です。SDGsの達成に向けて、
国や自治体・企業の取り組みを知り、個々が実践できるアクションを模
索する場面も多くあります。「生活」を題材とする学習を通して自立と
共生の力を育むことを目指し、何より、百人百通りで正解のない人生
を、生徒達が健康で心豊かに過ごすためのエッセンスを見つけられる
ことを願っています。そのため、できるだけ実物に触れ、実験・実習とリ
アルなシミュレーションを体験できるようにしています。
　今年度から生徒全員が授業と家庭学習でiPadを使用できる環境が
整い、限られた時間の中で、個々が持つイメージを広げ、価値観を見つ
め直すことができると期待しています。また、新型コロナウイルスが猛
威をふるう中でも、アクリル板設置や消毒などの対策に加え、適度に
距離を保ち、ひとつのワークスペース上で、ブレストや議論といった協
働ができることが心強いです。これを機に子どもの生活観察や保護者
へのインタビューなどをオンラインで実現させたいと考えています。
　結婚や子育て、高齢期について学ぶ際は、人生選択の多様性を実感
します。未来のことだけに実感を持ちにくい領域ですが、得た知識を

踏まえて「そこまで考えているのか！」と他
者の意見に刺激を受けて「ワガコト」に変
わっていくようです。
　本校定番の草木染の弁当包み制作では、
自立の一要素として、ボタン付けやほつれ
の補修に役立つ基礎縫いを正確にやることも重視するため、苦手な生
徒は苦戦します。しかし、技術の習得に留まらず、天然色素で染めた布
が、媒染液を変えることで異なる色を呈するのを見て驚き、身の回りの
取扱い表示を画像共有し読み解くことで、アイロンがけの適正温度を
はじめとする繊維特性に応じた扱いに関心を広げ、余剰野菜の色素を
活用して製品を作り、食品ロス対策に貢献している企業の存在を知る
ことにも繋げていきます。調理実習の一例は、災害時に活用できるポ
リ袋調理も取り入れ、エコクッキングを心がけたお弁当。事前に、栄養
に配慮した食事内容や食材が手元に届くまでのストーリー、テイクアウ
トの安全面や容器問題など、個々が各方面の専門家の視点で情報を
得て、班員とわかりやすく教え合うことで、日々の食事を多角的に考え
る力をつけます。おうち時間で調理をするようになった生徒もいます
が、力を合わせて作ったアツアツ料理を皆で食べる楽しさは格別で、
何よりも日常の調理実践のきっかけとなるため、少しでも早くコロナが
終息し、実習における協働と共食ができるよう願っています。授業ごと
に、エシカルな視点を備え、自分らしく生活するヒントを見つけてもら
いたいと願っています。

リアルなシミュレーションを通して、
エシカルに、自分らしく生活するヒントを



報恩奉仕
建学の精神

誠実・努力
校　　訓

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

校 長
根本 欣哉

教 頭
八景 義行

教 頭
長谷川 素道

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。

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。

八王子から
JR中央線 + 東京メトロ丸ノ内線／京王線など

i n f o rma t i on インフォメーション

募集人員・学費

通 学 情 報

最新情報、イベント予約は
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または右のQRコードから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

95,000円

◎2021年度学費 （消費税非課税）

学費について（2021年度参考）

入  学  金

a.授業料
その他の学費

b.委託納付金

c.教育活動経費預り金

2022年度入試   募集要項

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）

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

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

－ 33 －－ 32 －

学校説明会　PM2：00～

10/2土、11/ 6土
11/20土、12/ 4土

いずみ祭　AM9：30～

9/18土、9/19日

7/18日、9/12日、10/31日
11/14日、11/28日、12/12日

キャンパス見学会（日曜日開催）

サマーキャンパスツアー（土・日曜日開催）

7/24土・25日、8/7土・8日
8/14土・15日、8/21土・22日

「生徒募集要項」配布
※上履きは不要です。

※HPより事前予約
　制となります。

※HPより事前予約
　制となります。

※HPより事前予約
　制となります。

文化祭・説明会等の日程

入試広報部
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。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

https://senshu-u-h.ed.jp/
nyuushi@senshu-u-h.ed.jp

　2022年より施行される新学習指導要領において「地理総合」が必履
修科目となります。本校においても来年度より１年次に設置されること
になりました。現在、本校の地理では今後の地理総合と地理探究の設
置を見据えた取り組みを進めております。新学習指導要領には「主体
的な学び」、「対話的な学び」、「深い学び」の視点で授業改善を進める
との記載があります。そして、これらの学びを実現するために「アクティ
ブ・ラーニングの視点に立った授業改善」が推進されております。本校
では今年度より生徒全員にiPadが貸与されるなど、校内のICT環境が
整備され、今までよりも多様な手法で授業を実践することが可能にな
りました。
　地理の授業では以前より、「基本知識の習得」、「知識の発散」、「生徒
間のコミュニケーション」の３点を大切にした授業を展開してきました。
基本的な知識を習得した上で、生徒は自ら課題を掲げ、情報を収集・整
理し、共有するという流れを意識した授業を積極的に実践しておりま

す。ICT環境が整った今年度
の授業では、「ロイロノート」
や「Google Classroom」など
の授業支援クラウドを積極
的に活用することで、先に挙
げた３点をより強く意識した
授業が可能になりました。来
年度より設置される地理総

合の中核の一つに「防災学習」があります。
授業では防災学習の一環として、ハザード
マップを使用した授業を実践しています。こ
の授業では、まず地震や火山などの災害に
つながる自然現象の基本を確認し、その後
居住する市区町村のハザードマップを閲覧
しました。居住地域で起こりうる被害や避
難所の位置を把握するなど、身近な地域に関する情報を収集し、防災
に対する意識を高めました。授業のまとめでは、調べたことをクラス
メートに共有し、様々な地域の理解につなげていきます。
　担当する土曜講座「世界遺産」においても、習得した知識を活用する
ことを大切にして、生徒が能動的になれるような授業を意識しており
ます。「NEXT世界遺産」と題した授業は、まだ世界遺産になっていない
世界に誇ることができる日本の文化や建築物、自然環境を世界遺産に
推薦するためにプレゼンテーションをするという内容です。プレゼン
テーションに向けて、まずは10項目ある世界遺産の評価基準について
しっかりと理解します。そして日本の魅力的な遺産を選定し、スライド
を作成して発表します。この授業は学んだ評価基準の知識をしっかり
と運用することが目的です。学んだ知識を活用し、学ぶ楽しさにふれ
ることで、様々なことを追求するきっかけとなれば幸いです。
今後も様々な実践にふれて、‘‘アクティブ’‘に授業をしていきたいと
思います。

よりアクティブな授業を目指して
～ 地理歴史科の取り組み ～

地理歴史科
サッカー部

生徒会執行部顧問
長谷川 航大先生

専大附属のアクティブ・ラーニング
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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




