
山脇学園の志

校長 西川史子



山脇学園って
どんな学校？

〇1903年（明治36）創立119年

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

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



建学の精神

初代校長 山脇房子（1867～1935）

知性と教養を身につけ、
徳と豊かさを備えた女性の育成

「秀峰三姿」
いつどこから見ても変わらぬ姿
清らかで穢れなき心
感情を抑える克己心とおだやかで平和な姿

しるしに恥じずもろともに 努め励みて世に立たん



予想不可能な未来社会

これからの時代に必要な力
・情報収集能力 ・思考力 ・仮説構築力
・行動力 ・協働力 ・想像力・創造力
・ICTスキル ・DXスキル ・データ分析力
・語学力 ・表現力 ・チャレンジ精神 etc・・・



「総合知」カリキュラム

未来社会で活躍し、社会課題を解決する
力を育成する本校独自カリキュラム

〇人文科学・社会科学・自然科学の各分野の
視点を融合したクロスカリキュラム

〇教科横断型の学校設定科目



山脇が大切にする「総合知」のポイント

• データを集め正しく分析できる科学の活
用力の育成

• 英語でディスカッションできる英語表現
力とコミュニケーション力の育成



「総合知」プログラム6年間の流れ

中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年

イングリッシュ
アイランドステイ

留学
（インバウンド・アウトバウンド）

サイエンティスト
の時間

科チャレ
サイエンスクラス

（プログラミング・科学英語）

ー
技術

（IOT）

探究基礎
(データ

サイエンス) 総合的な探究の時間
（ビジネスコンテスト参加・
SDGsへの取り組み・

平和学習）
国語・知の技法 ELSI

（科学倫理）

総合的な学習の時間

※赤字の部分が「総合知」プログラムとして、生徒全員が履修します。



ICT・オンライン授業にも対応

・ 教室に電子黒板・プロジェクターを完備

・ 全ての授業教室で無線LAN（Wi-Fi）を利用可

・ 生徒全員がiPadを使用

・ Google Classroom ・ロイロノートを活用

ZOOMによる
オンライン授業も実施しました



探究学習の拠点Learning Commons
2022年度冬期オープン！！





プレゼンテーションエリア



グループワークエリア



自分が心に決めた決意や目標

他者を思いやる心 愛情・好意・お礼

「志」

北極星の如く見失うことのない道しるべ



山脇学園の志

生徒が教員や仲間と学び合うことを楽しみ、
主体的に取り組んでいる学園

生徒がチャレンジして自分の志を開拓し、

自ら実現することを支援する学園

卒業した生徒が未来社会でも校章を胸に、

優しく品格ある女性として歩み続ける学園



◆中1・中2 ： 土壌を耕す

「学び方を学ぶ」



中1・中2

８クラス編成（1クラス35～37名）

学年教員１２名

オリエンテーション合宿（5月）

こまめな面談（学習面・生活面）

担任・教科担当による学習フォロー

自走するための手帳活用







ＳＳＩ（セルフスタディアイランド）

学校で、日々の自学自習を
１５：３０～1８：４５まで開館

AI教材のコーチングスタッフ
考査前にはチューターが質問対応
オンラインによる座席予約システム

部活の後も
勉強できる！



EIS:中1・中2



サイエンティスト：中1



サイエンティスト：中2



◆中3・高1：枝葉を伸ばす

「チャレンジとアクション」



2025年度 高校にグローバルコース開設予定

中1 中2 中3 高1 高2 高3

スタンダード
（6クラス）

スタンダード
（8クラス）

マイチャレンジ
（4クラス）

スタンダード
（６クラス）

文系
（4クラス）

文系
（4クラス）

英語チャレンジ
（2クラス）

理系
（３クラス）

理系
（３クラス）

英語既習生
（2クラス） 科学研究チャレンジ

（1クラス）

6年間のクラス編成（2022年度）

サイエンス
（1クラス）



探究基礎：中3



西表野生生物調査隊
中3科チャレ



「高校サイエンスクラス」
•高校3年間を通して自然科学系の研究
活動を行うクラス

・データサイエンス・科学英語が必修

・SDGｓなど世界の問題の解決を目指す
研究の質を高める

•日本の将来を担う志を持った女性理系
研究者を育てる



自分を開拓する
希望選択制のプログラム

〇語学研修・海外交流プログラム

〇海外研修・留学（中3から）

〇体験講座・探究講座（全学年放課後）

〇高大連携プログラム（芝浦工業大学 他）

〇外部コンテスト・学会等出場の奨励と支援

〇SDGsプログラム 等々

Let’ｓ
Challenge!



YGEP：高1



ターム留学：高1



IEEE世界大会出場



進路・キャリアイベントの例

・ 卒業生（大学生）によるキャリア講演会 【中１】

・ 「女性とキャリア」ワークショップ 【中３～高２】

・ 「学ぶ」と「働く」をジェンダーと持続可能社会から考える 【高１】

・ 大学の研究室で１週間研究を行うインターンシップ 【高１・高２】

・ 30校以上の大学の入試担当者が来校する進学相談会 【高３】



2022 夏の高大連携イベント
・ 芝浦工業大学サマーインターンシップ【高１・高２】

・東京農業大学キャンパスインターンシップ【中３～高3】



日々の学習フォローアップ

自走し続ける力の育成

★授業プラスアルファの学習ができる講習・補習
・放課後レベルアップ講習

・夏期講習・冬期講習・春期講習

・高３受験直前講習（１月末まで）

・英検対策講座

・学習が遅れがちな生徒への補習

・英語・数学トップレベル講習 （中２～高１：駿台講師による）
※2022年度 新規実施

夏期講習は
200講座以上



◆高2・高3： 花を咲かせる
「自走する・実現する」



学びの集大成として 大人として

〇チャレンジを通して「志」を抱く

〇「志」をもとに進路を定める

〇目標の実現に向かって自走する

〇生徒会・行事を統括する



進路実現に向けたフォローアップ

・進学ガイダンス
・海外大学進学セミナー
・進路面談
・小論文添削
・模擬面接
・予備校によるセミナーや講演会



海外大学 ４名

専門職大学 1名

短期大学 1名

各種学校 1名

進学準備ほか[１８名]

2021年度卒業生の進路

卒業生257名

四年制大学

[232名]

その他の進路 [25名]

90.3％

９．７％



人気順 大学名 進学者

1 立教大学 13

〃 青山学院大学 7

3 早稲田大学 12

4 明治大学 19

5 法政大学 6

6 上智大学 3

7 中央大学 ８

8 慶應義塾大学 １４

〃 東洋大学 ２

10 日本大学 ９

女子生徒に人気の大学への進学

「関東の女子高校生が志願したい大学」ランキングTOP10（リクルート総研 2021年調査）

国公立大 7 名

早慶上理 36名

GMARCH 57名

100名
（卒業生の39％）



難関大 現役進学者数の推移
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2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

国公立 5 8 5 6 7

早慶上理 5 9 28 31 36

GMARCH 35 37 30 43 57
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難関大 現役合格者数（延べ人数）の推移
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2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度

国公立 5 12 8 9 11

早慶上理 12 28 38 78 77

GMARCH 89 119 153 192 300
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一般選抜

81.2%

指定校推薦

6.0%

公募制推薦

0.7%

総合型選抜 12.1%

一般選抜

65.1%

指定校推薦

12.0%

公募制推薦

9.6%

総合型選抜

13.3%

選抜方式別進学者割合

文系 理系

<2021年度卒業生>



学校推薦型・総合型選抜による進学先の例

・ 早稲田大学 創造理工学部 建築学科 【総合型選抜】

・ 慶應義塾大学 環境情報学部 【総合型選抜】

・ 上智大学 総合グローバル学部 【公募制推薦】

・ 国際基督教大学 教養学部【総合型選抜】

・ 東京理科大 理学部 応用化学科 【指定校推薦】

・ 聖マリアンナ医科大学 医学部 医学科 【公募制推薦】

・ 明治大学 文学部 心理学科 【指定校推薦】

・ 青山学院大学 経営学部 経営学科 【指定校推薦】

・ 法政大学 グローバル教養学部 【総合型選抜】

・ 中央大学 法学部 法学科 【指定校推薦】

・ 北里大学 薬学部 薬学科 【指定校推薦】

・ 日本獣医生命科学大学 獣医学部 獣医学科 【公募制推薦】

<2021年度卒業生>



志望系統別の進路
（四年制大学進学者）

文・人文

22%

社会・国際

14%

経済・経営・商

10%
法・政治 9%

医・歯・薬・保健

12%

理・工

12%

農・水産・獣医

2%

生活科学

7%

芸術・スポーツ

6%

その他

6%

文系分野

理系分野

総合分野



日本獣医生命科学大学獣医学部

国際基督教大学教養学部

東京海洋大学海洋生命科学部

東京家政大学栄養学部

法政大学グローバル教養学部

早稲田大学基幹理工学部

上智大学文学部

星薬科大学薬学部

日本大学芸術学部

東京医科歯科大学歯学部

東京農業大学生命科学部

北里大学看護学部

慶應義塾大学法学部

津田塾大学総合政策学部

明治学院大学心理学部

立教大学観光学部

立命館大学政策科学部

東京理科大学理工学部

日本女子大学人間社会学部

73大学153学科



If you can dream it, you can do it. 

2018高三夏７分.avi


山脇生一人ひとりの樹が
世のなかに豊かな恵をもたらせるように

山脇学園の志


