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Since 1903
山脇学園ってどんな学校？

〇1903年（明治36）創立118年
初代校長 山脇房子

〇赤坂にある唯一の私立学校
〇生徒数１６００名余 教員数１２０名余
〇校舎は２０１４年に竣工 １号館～６号館
〇校地面積は、都内私立学校の１．６倍
〇豊かな教養・人間性を育てる伝統の継承と
、
未来社会で活躍する力の育成を目指し
進化を続ける



Since 1903多くの出会いと体験が生徒を育む6年間

一人一人をきめ細かく伸ばす環境を整えています

中１・中2は３５名×８クラス編成

学年教員１２名

学習面・生活面へのサポート充実

希望選択制の、

豊富な学びプログラムを用意しています

アイランドでの英語・科学カリキュラム

語学研修・留学、放課後体験講座・

探究講座、校外学習



Since 1903教員たちの言葉

○10年後の山脇をどのような学校に

したいですか

○そのためには、現状にどんな課題が

ありますか

○課題を達成するために、ご自身は

どのようなミッションを考えていますか



Since 1903「志」

時代や社会の変化に対応できる力

内面に変わることのない「核」＝「志」が必要

「志」とは
自分を見つめ、夢や憧れを高め、

自分のミッション（使命）を決めること
それを人のため・社会のために役立てようと
すること

中高6年間は、
そのために「根を張る」時期



Since 1903
本校の「志」

豊かな教養と人間性を育てる伝統を継承し
生徒一人ひとりが「志」を携えて

未来社会で活躍する手助けをするために
多様な学びの場として進化し続けること

教育目標

〇自ら求め深く学ぶ

〇志を抱き、未来を拓く

〇互いに思いやり仲間とともに創る



Since 1903

山脇学園の学び

１．基礎学力の習得・自走し続ける力の養成

２．社会でよりよく生きる力・「志」の養成



Since 1903

１．基礎学力の習得・自走し続ける力の養成

中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３

学ぶ楽しさを知り、
自律的な学習習慣を

身につける

文理別・選択制授業で
実戦力を育成し、

大学合格力を身につける

主体的な学習姿勢と
探究的な学び方を
身につける

基盤となる学力重視の進度・テキスト 高２から

理系・文系別カリキュラム

数学、国語コマ数増
中３二学期から高校の
内容へ（英・数・国）

習熟度別授業 英・中1 数・中3から
すべての受験科目で

習熟度別授業

高２教科書範囲ほぼ終了
高3入試問題演習

日々の補習・放課後特別講座（基礎定着・スキルアップ）

意欲的な学習姿勢と日
々の学習方法の確立

学習手帳・
GoogleClassroomで
自律した学習習慣



Since 1903日々の学習フォローアップ

・プレテスト（考査と考査の間の単元テスト）
基礎問題のみ
勉強すれば点が取れる⇒自信につながる
考査でも同じ範囲を出題⇒基礎の定着

・放課後特別講座（補習・スキルアップ）
指名制・希望制

基礎学力と自走し続ける力の育成

New



Since 1903自学館

自由に利用できる

自習室

１８：３０まで開館



Since 1903ＳＳＩ（セルフスタディアイランド）
自習室＋質問対応あり

毎日２０：００まで開室（中学生は１９：００まで）



Since 1903
大学入試に向けた学習フォローアップ

・夏期（200講座以上設置）

・冬期・春期講習

・高3受験直前講習（1月末まで）

・外部英語検定対策講座（英検・TOEFL ）



Since 1903
進路決定に向けたフォローアップ

・志を育成する総合（全学年）

・進学ガイダンス（全学年）

・大学訪問（高1・高2）

・志望校決定面談（高3 数回）

・推薦入試志望者への面接・論文指導



Since 1903２．社会でよりよく生きる力・
「志」の育成

3つのアイランドでの特色ある学び

イングリッシュ サイエンス リベラルアーツ



Since 1903
実践的な教育プログラムで

学びを志や実社会につなげる

EI：英語をツールとしたグローバルに活躍する力の育成
語学力・対話力養成、異文化に対する理解、チャレンジ精神、
アイデンティティー育成

SI：体験的・問題解決的な学習による科学リテラシーの育成
知的好奇心、自発的な研究態度、探究の手法の育成
観察力・考察力養成

LI：自己知・社会知を高め、社会に貢献する志の育成
課題発見力、情報収集し分析する力、発表・表現力育成
ディスカッション・ディベートの手法の育成



Since 1903本校で育てた「志」で大学合格

EIでの英語チャレンジプログラム、

語学・海外研修の経験から

・海外留学生に観光地を案内したり日本文化
を

紹介した経験から異文化交流に興味
➡早稲田大学文化構想学部へ

・留学生に茶道を英語でプレゼンした経験や
、

オーストラリアターム留学の経験から
➡早稲田大学国際教養学部へ

・イギリス語学研修をきっかけに、



Since 1903本校で育てた「志」で大学合格

SIでの科学チャレンジプログラムや、

研究活動の経験から
・西表島で地層に興味を持ち、地質研究に興味

➡千葉大学理学部地球科学学科へ

・西表島で野生生物保護に興味

➡東京農業大学農学部資源開発学科へ

・プログラミングを学びアニメ制作に打ち込む

➡早稲田大学基幹理学部学系へ

・マングローブの研究に打ち込み、学会で発表

➡琉球大学農学部亜熱帯農林環境科学科



Since 190320２１年3月卒業生大学合格状況
四年制大学進学者 志望系統の内訳



Since 1903

2021年度大学入試合格状況
（卒業生230名＋既卒生）

7（2
）

13（2
）

18（4
）

84（6
）

93（4
）

202（
10）

13（1）
9（1
）

31（1
）

43（3
）

131（11
）

167（14
）

※（ ）内の数字は既卒生内数



Since 1903本校が新カリキュラムでめざすもの

①教養重視型カリキュラム編成

幅広い学びで総合的な「知の力」

②未来社会での活躍に不可欠な科学的思考力の
育成

を育む科学的教養、

ICT活用能力、批判的・論理的思考
力

③大学入試改革を見据えた探究授業の推進と編成

従来型の入試対策に加え、21世紀型
能力



Since 1903未来社会で活躍するために必要な力を育む

教育プログラムの準備を進めています

SDGｓ等の環境教育 グローバル教育

海外校との交流・教育連携、

大学や企業との交流・教育連携

STEAM教育、ICT教育（データサイエンス）

等々…



Since 1903総合的な探究の時間（高1～高３ 各1時間）

探究の見方、考え方を働かせ、

横断的・総合的な学習に取り組む

○現代社会への理解を深める

○科学的教養を身につける

○自らの人生のミッションを探究する

＜予定している内容＞

・世界の問題に対し「問い」を立てるワーク

・大学・企業と連携したプロジェクト研究

・学問分野別ゼミによる課題研究

・論文作成・プレゼン発表



Since 1903

サイエンスクラス（仮称）を新設します

2022年度高校入学生より



Since 1903
2022年度高校入学生のクラス編成について

スタンダード
クラス

サイエンスクラス

理系クラス

サイエンスクラス（理
）

文系クラス

H1 H２，H３



Since 1903

サイエンスクラスの趣旨

～SIにおける科学研究活動の継承と発展～

・サイエンスアイランド（SI）という資産を活かしつつ、

科学への明確な「志」を持った生徒を集め、育成する。

・ＳＩでの教育を高校へとつなげ、大学進学までを見通し

た、特色あるカリキュラムで、科学技術人材を育成する。

・データ・サイエンスを活用した探究型学習や研究開発活動

を、英語での発表を含め先進的に行い、生徒の主体的・

自律的な学びの姿勢やチャレンジ精神を醸成する。

中学入試 中1・中2 中3 高1 高2・高3

探究
サイエンス
入試

サイエン
ティストの
時間（全員）

科学研究チャレンジ
プログラム
（希望選択制）

サイエンスクラス

その他の
入試

探究基礎（全員） スタンダード
クラス

文系クラス・
理系クラス



Since 1903



Since 1903本校の入試で求める生徒
（アドミッションポリシー）

○グローバル社会で活躍するために、

主体的に志を立てていく生徒

○自らの探究心から、興味や関心をもっ

て自律的に学びに取り組む生徒

○得意科目を活かして、

伸びる資質を持っている生徒



Since 1903

2018高三夏７分.avi

