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桐蔭学園には、仲間とのかけがえのない時間を過

ごすホームルーム教室、多彩な特別教室、友だちと

切磋琢磨し、高め合えるグラウンド、勉強にしっかり

集中できる図書室、多くの鑑賞行事を通して感性

が磨かれるシンフォニーホールなど、仲間と夢を探

し、共に成長することのできるたくさんの場所がそ

ろっています。

桐蔭学園には 仲間とのかけがえのない時間を過

桐蔭学園には
仲間と夢を探し、
共に成長できる場所が
そろっています。
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個人カルテを用いた
TOIN個別学習支援
システム

●他者と協働することのできる自律
した生徒を育てます。
●将来について考える姿勢・能力を
育む機会として、行事の運営をより
一層生徒主体にしていきます。

●行事をProject Based Learning
（PBL：プロジェクト型学習）の実践
の場として活用します。

個
T
シ

キャリア教育

Agenda 2 Agenda 3

●一人ひとりの生徒が着実に学力を
伸ばし、自学自習ができるように、
丁寧にサポートします。

●特に中１、中２では教員が頻繁に個
別面談をし、学校生活や勉強につ
いて相談にのります。

●eトレーニングを活用し、学習内容
の定着をこまめに確認します。理解
が不十分だったところについては
チューターが個別に解説・指導す
るeフォローを行います。

京都大学高等教育研究開発推進センター
教授、京都大学博士（教育学）。専門は青年
心理学と高等教育。日本のアクティブラー
ニング研究の第一人者であり、国内の大
学、高等学校でのアクティブラーニング型
授業の導入実績を多数有する。
最近の著書：溝上慎一『アクティブラーニ
ングと教授学習パラダイムの転換』東信
堂（2014年）、溝上慎一・松下佳代（編）
『高校･大学から仕事へのトランジション
─変容する能力・アイデンティティと教育
─』ナカニシヤ出版（2014年）

アクティブラーニング研究の第一人者
京都大学高等教育研究開発推進センター
溝上慎一教授が学園の教育顧問として
授業をプロデュース中！

Profile

溝上 慎一 教授

Agenda 1Agenda 1gggAAAAAAAAggggAggAAgAggeegeeggegennennennnnddnddnnddnddaadaaddaadaa 1a 1a 111111AAAAggAA eeg nne ddnddaadd 1a 111

アクティブ
ラーニング型
授業
●講義形式で知識を学ぶだけでなく、生徒が主体的
に学んだことを活用し、生徒が互いに学び合うア
クティブラーニング型授業を実践しています。
●学んだ知識を活用することで、学習内容が定着し
やすくなるだけでなく、学ぶ楽しさや、やる気を育
みます。

桐蔭学園の“アジェンダ8”
夢を探し、共に成長するためのプログラムの柱

（8つの改革）
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生徒・保護者・学校の
三位一体教育

サイエンス教育 グローバル教育 生
三

芸術・文化教育

Agenda 5 Agenda 6 Agenda 7 Agenda 8

●実験や観察を通してサイエンスへ
の興味・関心を育てます。

●桐蔭横浜大学との連携により、本
格的な実験や論文作成を行ってい
きます。

●グローバル化の進む時代に活躍で
きる人材を育成するため、まずは基
礎となる語学力を身につけてもら
います。英検の受験はもちろん、
TOEFLやIELTSへも積極的に対
応していきます。

●キャンパス内にある英語村のアク
ティビティを充実させます。
●アメリカやニュージーランドの伝統
校への短期・長期の留学制度をよ
り一層充実させていきます。

●本物の芸術・文化に触れることで、
豊かな感性・教養を育みます。

●生徒の創作活動の発表の場や、企
画展示を鑑賞する機会を設けます。

●毎年、世の中の動きや生徒のニー
ズに合わせ、ふさわしいものを実施
しています。

●カウンセラー・相談窓口の設置、保
護者向け講演会を通して、生徒が
より良い学校生活を送れるよう、保
護者と学校が緊密に連携し、共に
生徒を見守り育てていく関係づく
りに取り組みます。

ICT教育
Agenda 4

●生徒が一人1台タブレット端末（iPad）を持
ち、学校生活に関する情報の管理・共有を行
います。

●ＩＣＴ機器の活用方法、安全な運用方法を学び
ます。

自ら考え判断し行動できる子どもたち
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6年間の学びのステップ

一人ひとりの可能性を伸ばす２つのコース

　学園の特長である習熟度別授業（レッスン

制）を最大限に活かし、一人ひとりの学習の理

解度に応じて、きめ細かな指導を行っていきま

す。学習内容を確実に身につけることによって、

国公立大学や私立大学への進学に備えます。

　私立ならではの理想教育を目指して設立された桐蔭学園中学校・高等学校。学園の特長で

ある習熟度別授業を最大限に活かし、一人ひとりの学習の理解度に応じてじっくりときめ細か

な指導を行っていきます。個々の可能性を伸ばすために、普通コースと理数コースの２つの

コースを設けています。

普通コース

　将来、東大などの難関国立大学（文系および

理系）や国公立大学医歯薬系学部に進学した

いと考えている成績上位者を対象にしたコー

スです。数学や理科を中心とした探究的な課題

に取り組みます。

理数コース

び

た

ー

題

学習活動

課外活動

基 礎 力 養 成 期
学ぶ、知る、知的好奇心を喚起 自らの興味 

中学1年 中学2年 中学3年

自己の発見

女子部中高一貫生に特別に編成されたカリキュラム 

集団の中での私 将来 

学習プログラム

キャリアプラン

 
 
 

PBLを取り入れた多様なプログラム
  

芸術活動

宿泊プログラム 文化プログラム 体育プログラム

普 通 コ ー ス

理 数 コ ー ス

語学研修・留学

基礎学力の定着と基本的な生活姿勢を身につけます。じっくりと自己、他者を見つ
め、学習・生活の土台を築いていきます。また、丁寧な学習指導によって自ら学ん
でいく方法を身につけていきます。

それぞれ興味・関心の
れのコースにおいて
ら主体的に学習・活動

アクティブラーニ 

●個人カルテを用いたTOIN個別学習支援システム（eチェック、eフォローなど）
●ICT機器を利用した双方向授業を通して、より深く「考える」

●宿泊研修旅行
●ウインターキャンプ

●鸞鳳祭（学園祭）
●合唱コンクール など

●運動会
●スポーツ競技会

●シンフォニー  
　芸術鑑賞行事  
●アカデミウム  

「私」を知るこ 

英語村（学園内） 国内語学宿泊研修（3日間）
ニュージーランド（短期）

カナダ（10日間）
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探究期
 関心のある分野への探究

で学校生活を展開

の夢・職業について・生きがい

進学に向けての学習カリキュラム

発 展 期
自らの目標実現への挑戦

ある分野を掘り下げていきます。それぞ
自己の可能性を伸ばし、広げ、深めなが
していきます。

個々の志望に応じたコースを選びます。自己実現を目指し、将来に向けたさまざ
まな知力を養います。

高校1年 高校2年

進 路 別 各 種 コ ー ス

 ング型授業／習熟度別授業（レッスン制）

 ホール（学園内）での
 （音楽・演劇・映画・古典芸能）
 （学園内）での展覧会・展示会（絵画・写真）

●春夏冬各期校内講習、夏期校外宿泊講習、各種補習、放課後学習支援、放課後特別講習
●HR（ホームルーム）テスト

学園生活での体験や経験から修得した、
リーダーシップ、公共心、幅広い視野、

社会性が発揮される期間

進学、進路、将来の目標設定

とから将来のキャリア・プランへ

米国（短期／長期）
ニュージーランド（10日間／長期）

高校3年

　今後グローバル化が進む時代の中で、自らの力で世界と関わり、生き抜く力が不可欠になっていきます。この「生き抜く力」とは、自
ら問題を発見し、考え、判断し、そして行動していく力です。この力は確かな学力によって裏打ちされるものです。本校の教育の柱であ
る習熟度別授業をさらに推し進めると同時に、アクティブラーニング型授業を採り入れています。「何を学ぶか」ではなく、「どう学ぶ
か」が一層求められていく時代の要請に応えています。

　時代のフロントランナーとして駆け抜けるためには、学力・知性だけではなく、創造力・感性も欠かせない要素です。こういった要素
を、キャンパス内のシンフォニーホールやアカデミウムで本物の芸術や文化に触れることによって培っていきます。また、部活動も重要
な教育の場です。「知・徳・体」のバランスのとれた人格形成を目指す運動部、自分の内面にあるテーマを表現・創造し、相手に伝える
喜びを体感する文化部、どちらも社会生活に不可欠な素養を育みます。

　本校のキャリア教育は、一人ひとりの生徒の人生におけるそれぞれの過程において、自分に合った充実した生き方が自律してでき
るように、必要な教養や態度、能力を育てることを目的としています。自ら考え判断し行動する人材を育成するために、さまざまなキャ
リアプログラムを用意しています。このプログラムでは、キャリアプランに沿って、自己の発見からまわりの世界へと視野を広げていき
ます。このキャリアプログラムと有機的にリンクしていく学校行事を実施しています。生徒が主体的に取り組み、考え（企画）判断（議
論、検討）し行動（制作、発表）するというプロセスを通して、問題解決能力やコミュニケーション能力を育成していきます。



私の１日を紹介するよ ！

中学冬スタイル
紺のスーツスタイルです。スカートは一見無地に見えますが、ヒダにピンクのストライプが隠れ

ていて、着る生徒の動きに合わせて表情を変えます。上着とスカートは、ご家庭でも洗える素材

となっています。撥水生地や伸びる裏地等、高機能素材にもこだわっています。

中学夏スタイル
スカートは涼しげなグレー地に冬スカート同様ヒダに隠れたピンクのストライプがポイント。

シャツの左袖には可愛らしい本校女子部オリジナルの刺繍が施されています。抗菌防臭・消臭・

吸汗速乾・防汚・UVカット・透け防止・ノーアイロンと機能も満載のシャツが、夏の快適な生活

をサポートしてくれます。開襟シャツも選べます。

桐蔭学園は緑の森に囲まれ、豊かな自然環境の中に
あります。毎朝キャンパスを歩き、四季を感じながら、
今日もすがすがしい1日が始まります。

桐蔭学園は緑の森に囲まれ、豊かな自然環境の中に
あります。毎朝キャンパスを歩き、四季を感じながら、

8:00

7

制服が新しくなりました ！

HOT
Topics

ある日のタイムスケジュール
22:00

6:00

8:20

8:45

15:10

15:30 睡 眠
部活動

自宅で
過ごす

授 業 登 校

睡睡睡睡睡睡睡睡睡睡睡

授 業業業業業業業

18:00

中学1年の
場合

ホーム
ルーム
ホーム
ルーム

授業の初めは小テストから。
復習もかねたテストなので学習効果が高まります。

10:00

HOT

イプが隠れ

洗える素材

がポイント。

防臭・消

快適な生

たテスト復習もかねた

消臭・

生活

WinterWinter

中学校

ストから。
す。トなので学習効果が高まります

nternterntnteterer SummerSummer

私の１日を紹介するよ ！

8:00

15:100

15:330 部部部部

18:

ホーム
ルーム
ホーム
ルーム
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　週６日制で月曜日から金曜日までは６校時、土曜日は４校時まで授業です。授業は５０

分制で休み時間は１０分です。昼休みは４５分間で食堂や売店を利用することができま

す。中学の３年間は桐蔭学園での生活に慣れるとともに、学園の豊かな自然環境と充実

した施設の中で、仲間との絆を深めていきます。

ItemItemItemItem

時間割の例（中学）

数系LRで授業（数学と理科）
 

英語LRで授業

※HRはホームルームの略称です。　※LHRはロングホームルームの略称です。

MON TUE WED THU FRI SAT

1校時

2校時

3校時

4校時

5校時

6校時

放課後

帰りのHR・清掃

昼休み

地理

英語 OC

代数

幾何

歴史Ⅰ

道徳

部活動

生物

保体

書道

美術

幾何

英語R

化学

国語

保体

代数

英語R

音楽

部活動

国語

化学

英語R

歴史Ⅰ

幾何

地理

代数

英語 Si

保体

国語

技家

化学

部活動

英語 R

生物

国語

LHR

部活動

※習熟度別の授業クラスをＬＲ（レッスンルーム）と呼びます。

中学オプションスカート
スコットランドの大手タータンチェッ

クメーカーであるLOCHCARRON

社がデザインした柄を採用しまし

た。赤のチェックが可愛らしい印象

を与えてくれます。こちらのスカート

は通年素材となっているため、一年

中着用することができます。どのア

イテムとも相性抜群で、年間を通し

てオシャレをサポートしてくれます。 ItemItemItItetemem

待ちに待った部活動！
先輩や友だちとのつながりは一生の宝物になって輝
きます。

分待ちに待った部活動！

16:30

眩しい日差しが差し込むテラスでのランチタイム。会
話がはずみ、楽しい笑い声がいっぱいです。

帰り

※習

13:00

それ以外はHRクラスで授業

III

高等学校

先生の熱心で面白い授業に、生徒も楽しく学んでい
ます。
先生の熱心で面白い授業に 生徒も楽しく学んでい

14:00

1日の生活

Summer WinterSummer Winter
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私たちのお気に入りのスポットを紹介するよ ！

あなたのお気に入りスポットをぜひ見つけてね ！

お気に入りスポット紹介 ！!

　教室　P11A 　LL教室　P11B

ダンス場　P13C 弓道場　P13D

思う存分踊れるよ ！

入りのスポットを紹介するよ ！
りスポットをぜひ見つけてね ！

教室　P11A LL教室　P11B

ダンス場　P13C 弓道場　P13D

思う存分思う存分踊れるよ ！

紹りスポットをぜひ見

私たちのお気に入あなたのお気に入り
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図書室　P14E

シンフォニーホール　P17H

グラウンド　P13F

作法室　P18I食堂　P15G

広くてのびのびできるよ ！

静かで集中できるから試験勉強もバッチリ!

おいしいメニューがいっぱい ！

図書室　P14E

シンフォニーホール　P17H

グラウンド　P13F

作法室　P18I食堂　P15G

広くてのびのびできるよ ！

静かで集中できるから試験勉強もバ
で集中できるから試験勉強もバッチリ!

おいしいメニューがいっぱい ！

A

G

拡大マッ
プ

C

D

F

B

I

H

E



共に学ぶ
場所

クラスメートといる時間が一番楽しいです！学校生活で一
番長い時間を過ごす教室は落ち着きます。

中学校女子部3年　稲村 舞

ヘッドセットでリスニングをし、マイ
クで解答したり、映像や先生の手元
での細かい説明を画面で見ること
ができるので、分かりやすく、楽しみ
ながら授業に参加できます。

中学校女子部3年（昨年度）
井出 絵梨香
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モニターを見ながら分かりやすく楽しい授業が受けられるLL教室 !

一番長い時間を過ごす教室にもさまざまな工夫があります !

ヘッドセット
クで解答した
での細かい
ができるので
ながら授業に

中学

かりやすく楽しい授業が受けら
　各座席はそれぞれ２人ずつ着席する構造になっています。一人ひとりヘッ

ドセットを着け、机に埋め込まれたモニターに向かうと、授業が始まります。も

ちろんペアワークも採り入れられています。教室内には『アナと雪の女王』を

はじめとしたディズニーグッズも飾られていて、やる気が出ます。

　そのほかにも、３階には書道室と作法室、２階科学ギャラリー周辺に

物理・化学・生物の実験室やＰＣ教室、１階芸術ギャラリーの左右には

音楽室や美術室などが配置されています。

　桐蔭学園の普通教室は、男子部も含めてすべて後ろの窓から光が差し込む構造になっ

ています。手元は蛍光灯が明るく照らします。正面の黒板もわずかに湾曲させることで、光

が反射して見づらい席を極力抑える設計です。電子黒板もすべての普通教室に設置され

ています。2015年度から導入されたアクティブラーニング型授業では、全員が前を向く

形から、ペアで向き合ったりグループで机を寄せ合ったり、時には３グループがコの字のよ

うなフォーメーションで意見を戦わせたりと、変幻自在な姿を見せる空間です。

生徒たちの声
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伝統の『習熟度別授業』（レッスン制）

12

iPadを活用した『ICT授業』

PICK
  U P

日々の生活ではしっかりと授業を受け、定期考査で結果を
出したいと思っています。習熟度別授業は自分の学力に
合ったクラスで内容をしっかりと理解することができます。
定期考査の成績で入れ替わりがあるので意欲的に取り組
めます。 中学校女子部2年　安田 美紅

Aさん

Bさん

Cさん

Dさん

Eさん

Fさん

α

β

2

α1

●レッスン制のイメージ

　本校では、2015年度の新入生から、生徒全員にApple社のタブレットｉＰａｄを１台ずつ貸与し、授業などで活用しています。

　生徒たちは教室内の電子黒板と連携させながらの授業に楽しく参加するだけではなく、日々の学習状況をｉＰａｄで記録していきま

す。ほかにも、夏休みなどでも、課題として英語を音読する自分の映像をｉＰａｄで撮影したり、植物の観察写真をｉＰａｄに記録したりし

ました。生徒から送られたそれらの課題は、教員側の端末で確認でき、コメントすることもできます。登校日を待つことなく、生徒が勉

強している状況を確認できるので、夏休み中に個別のアドバイスをすることも可能となっています。

　端末にはフィルタリングソフトを導入し、機能制限などのセキュリティー対策もしています。さらに、道徳の授業などでネットの危う

さについて話し合いました。本校では、学習面・生活面双方の成果に期待しています。

　力をつける一番の近道は、自分の学力に見合った授業を受けることです。そこで本校では、創立以来一貫して習熟度別授業を行っ

てきました。習熟度別授業クラス（本校ではＬＲ＝レッスンルームと呼んでいます）は総合成績で決めるのではなく、英語・数学など教

科別に決めています。また一度決められたＬＲは、固定されるのではなく、年４回行われる定期考査の成績で入れ替わります。

３つのシナジー効果
●自分の学力レベルに適したレッスンルームに在籍することで、最も効率の良い学習ができる。
●「ひとつ上のレッスンに上がりたい」「油断しているとレッスンが下がってしまう」という心理が働き必然的にやる気が湧く。
●同じ学力レベルの友だちと日々刺激し合うことで頑張る意欲が高まる。

私は将来、すい臓癌の研究をしたり、貧しい地域に薬を送って病気の蔓延
を防ぎたいと思っています。薬の開発は、研究するだけではなく、効果や作
り方を周囲に伝える必要があります。2015年に新しく導入されたiPadを
使った授業では、さまざまなアプリで簡単にプレゼン資料をつくって授業
で発表できます。iPadの操作や人への伝え方を学ぶことができるため、将
来に役立ちそうだなと思っています。 中学校女子部2年　佐藤 百華

Padを活用した『ICT授業』iP

学習意欲を高めるためのさまざまなプログラム

先進の『アクティブラーニング型授業』

将来は一人でも多くの世界中の人と関わりが持てるような、コミュニケーション力・アピール力をつ
けたいと思っています。私は初対面の人と話したりみんなの前で話すのが苦手ですが、友だちと議論
したり、クラスの前で発表したりできるアクティブラーニングはとても良いと思います。

中学校女子部2年　山﨑 ありす

　知識や情報を集めること自体が容易になった現在、生徒たちが学校教育を通して身につけ

るべき学力が変わってきています。単に物事を知っている、覚えているというだけでなく、その

知識を活用し組み合わせて問題を解決できる能力、他者と協働できることが社会から期待さ

れるようになっています。桐蔭学園では、これらの能力を生徒に身につけさせるべく、2015

年度より『アクティブラーニング型授業』を展開しています。ペアワーク・グループ学習・発表

などを通して大学・社会で力強く学べる人材を育成していく授業改革です。



　桐蔭学園には大きなグラウンドが７つあります。女子

部で一番広いのは、陸上競技トラックとハンドボールな

どのコートが入るフィールドで構成されたグラウンドで

す。青色のトラックは、リラックスして走ることができる

ので、良い記録が期待できるとか……。

　ほかにも女子部中庭のグラウンドや学園第１図書館

のそばにある第６グラウンド（通称富士見岡グラウンド）

などが女子運動部の活動を支えています。

仲間との絆を深め、思う存分体を動かせるグラウンド ！

所属するラクロス部で使っている、中庭のグラ
ウンドがお気に入りです。このグラウンドが私を
たくさん成長させてくれて、これからも努力し
た分だけ成長できる場所だと思っているからで
す。仲間との絆を深めたり、夢を持たせてくれ
る魅力的な場所です。

大きな鏡で自分を見つめられるダンス場 ！

中学校女子部3年　竹内 涼花

引き締まる思いがする弓道場 ！ さまざまな生き物がいる生物室 ！がいる生物室！

ダンス場には大きな鏡があり、自分の
悪いくせや改善すべきところを見つ
けられます。良くなったところ、直すこ
とができたところなど、はっきりと自
分で確認できるからお気に入りです。

中学校女子部2年　相場 はるな

自分が部活で使用していることもあり
ますが、弓道場は日本ならではの和の
雰囲気がとても落ち着きます。武道を
たしなむ者として、引き締まる思いが
するから、弓道場はお気に入りです。
中学校女子部3年（昨年度）　古波倉 奈々

生物室ではカメ・魚を見ることができま
す。私は将来獣医になりたいと思ってい
ます。特に猫の専門医になって、薬や治
療法を開発して一匹でも多くの猫を救い
たいので、生物室は良いなと思います。
中学校女子部3年　堀 優美乃
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引き締まる思いがする弓道場 ！
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生徒たちの声
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夢中で取り組んだ生徒主体の運動会 ！

蔵書も多く、開放的な図書室 ！

将来は医師になりたいです。小児科について学
び、さまざまな難病に悩む子どもとその親を救
いたいです。桐蔭の図書室はとても大きく、数
多くの本があり、ジャンルも多岐にわたってい
ます。探すのは大変ですが、お気に入りの本や、
将来に役立ちそうな本がゆっくり読めます。

中学校女子部2年　長﨑 美咲

私は運動会実行委員長を務めたのですが、そ
の運動会は学校としても第1回だったので、本
当に一から自分たちで考えて実行する大変さ
を知りました。どうしたら「やって良かったな」と
思える運動会になるか、特に種目や人数配分を
委員のみんなで何回も会議を重ねて決めまし
た。最初は何から始めていいのかすら分からな
いので、なかなか意見がまとまらず進まなかっ
た時もありました。ですが、先生方の協力もあ
り、運動会を無事成功させることができたと思
います。当日みんなが楽しんで運動会に参加し
てくれるのを見て、「大変だったけどやって良
かったな」って思えました。

中学校女子部3年（昨年度）　三森 淑惠

　2015年６月、女子部で初めての「運動会」が開催されました。これまでは学年ご

との「スポーツ競技会」という球技と陸上競技で構成された体育行事でしたが、３学

年合同の生徒主体イベントに生まれ変わりました。

　桐蔭学園ではこれまでも、さまざまな行事をProject Based Learning 

（PBL：プロジェクト型学習）実践の場として活用していましたが、考える姿勢・能力

を育む機会として、体育行事についても運営をより一層生徒主体にしていこうとい

う考え方で、生徒実行委員会が立派に企画運営を果たしました。

PICK
  U P
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　女子部２階の図書室は、中央に吹き抜けと階段のある開放的な明るい環境です。考査前などは朝７時から開館しています。文学全集な

ど多岐にわたる５万冊のコレクションがありますが、女子部図書室は中学生と高校生両方が利用するため、小学校高学年以上のレベルか

ら高校生の探究活動や調べ学習にも対応できる専門的なものまで、幅広く所蔵しています。また近年は、英語科の多読授業の利用もある

ため、多読テキストやペーパーバックも２千冊以上所蔵しています。

　放課後などの自習スペースとしても人気で、２階の大きな机で級友を身近に意識しつつ勉強するのが好きな生徒もい

れば、図書室内の階段を降りた１階の個別机で学習に集中するのが気に入っている生徒もいます。ば、図書室内の階段を降りた１階の個別机で学習に集中

て学
を救
、数
てい
本や、

美咲

の多読授業の利用もある

生徒もい

が、そ
で、本
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分を
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　緑の中に建つ女子部の食堂は、大きな吹き抜けがあって開放的な空間が特徴の素敵な２階建ての建物です。天井のデザインが真珠貝

に似ていることから“パールルーム”の別名をもっています。売れ筋ランキングベスト３は、１位オムライス、２位ミラノ風ドリア、３位うどん

となっており、やはり女子らしくオシャレなメニューが目立つ中で、３位のうどんが目を引きます。技術の発達でコシのある麺が提供できて

おり、水から削り節でとったつゆも本格的な味に仕上がっています。

　天気の良い日には、隣接する屋外テラスでも楽しいランチタイムが過ごせます。

おいしいメニューが充実の食堂 ！

メニューがとても豊富で、広い空間の
中で友だちと楽しく食事ができます ！

中学校女子部3年（昨年度）
伊藤 千紘
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日替わり定食 ……………………500円
曜替わりA&麺 …………………400円

ミラノ風グラタン …………………380円
オムライス ………………………380円
麻婆から揚げ ……………………410円
ラーメン …………………………300円

カレーライス ……………………300円
チキンカツカレー  …………………450円
スパゲティー ……………………380円
きつねうどん・そば ………………280円
月見うどん・そば …………………270円
フライドポテト ……………………100円

曜替わりB …………………430円
ミラノ風ドリア ………………380円
コロッケカレー ………………340円
かけうどん・そば………………220円
カレーうどん・そば……………310円
わかめうどん・そば……………280円
かき揚げうどん・そば …………280円

味噌汁 …………………… 30円
生卵 ……………………… 50円

ちょっと
休憩

生徒たちの声

MENU

メニューが
中で友だち

中

日替わ
曜替わ

ミラノ
オムラ
麻婆か
ラーメ

ME



人が行き交う科学ギャラリー !

心地良い風が吹く食堂前の庭 ！
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　女子部２階の中央は科学ギャラリーと呼ばれ、半円柱型の天窓から差し込む陽光で明るい空間となっています。周辺にはＰＣ教室のほ

か、理科の実験室などが配置されており、生物教室で飼われている鶏の声も時折聞こえて心を和ませてくれます。

　図書室もあるので、人通りが多く活気ある場所のひとつです。

　女子部食堂の大きなガラスの向こうには、天気の良い日に楽しいランチタイムが過ごせる屋外テラスもありますが、その先には緑あふ

れる庭が広がっています。心地良い風が吹くこの場所では、季節ごとに色とりどりの花々が目を楽しませてくれるほか、クリスマスシーズン

にはイルミネーションで飾られたツリーとトナカイの電飾も現れます。

　ここは憩いの場であるだけでなく、iPadを手にした生徒たちが自然観察をする教室外授業の場にもなります。

お昼休みになると、庭にあるテーブ
ルとイスは、ごはんを食べることので
きる、みんなの憩いの場になります！

中学校女子部２年　陸田 あかり

徒たちが自然観察をする教室外授業の場にもなりま

お昼休みに
ルとイスは
きる、みんな

中学校

女子部2階の科学ギャラリーは生徒で
賑わっていて居心地の良い場所だか
らお気に入りです。

中学校女子部2年　柿沼 優奈

ーは生徒で
い場所だか

柿沼 優奈



　学園内の各校舎の要（かなめ）の位置にそびえ、円錐を斜め

に切り落としたような銀色に輝く建物。これが学園のシンボ

ル、桐蔭学園シンフォニーホールです。入学式・卒業式など学

園の公式行事のほか、オーケストラや合唱団などの演奏会、歌

舞伎や落語などの古典芸能、劇団によるミュージカルや演劇、

映画や講演会など、国内外の一流の芸術・文化に、多くの生徒

たちが直接触れることができます。また、学園祭などでの部活

動発表等、生徒の創造的活動の発表の場としても利用され、

学園内の教育的・文化的活動の拠点となっています。

さまざまな刺激を受けられるシンフォニーホール ！

将来はアナウンサーになりたいです。アナウンサー
になって、生活に必要な情報を伝え、人を笑顔にで
きるような、人の助けになるようなことをたくさん
したいです。シンフォニーホールはとても広く、設
備が整っていて舞台芸術を鑑賞したり、自分が舞
台に上がってみたりと、アナウンサーになるために
活きそうないろいろな良い経験が積めます。

中学校女子部2年　渡久山 栞
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感性を刺激
する場所

生徒たちの声

プロから指導を受けるワークショップを実施
　2014年秋にシンフォニーホールで行われた「ディズニー・オン・クラシック」公演に

先立ち、プロの音楽家から指導を受けるワークショップを5月に行いました。小4から

高3までの男女約80名が、指揮者のブラッド・ケリーさん（ディズニー・オン・クラシッ

ク指揮・編曲）やミュージカル女優のキャリー・アンダーソンさん（ディズニー・オン・ク

ラシック『アナと雪の女王』エルサ役ヴォーカリスト）、ヴァイオリニストの酒井寛樹さ

ん（東京フィルハーモニー交響楽団“ネバーランド・オーケストラ”）から、演奏や歌唱

の直接指導をしていただきました。的確なアドバイスに感動しきりでした。

TOPICS

ル ！

ナウンサー
を笑顔にで
をたくさん
も広く、設
自分が舞
なるために
す。

渡久山 栞栞

主な鑑賞行事 （2015年度）
●東京吹奏楽団演奏会［音楽］　●東京混声合唱団演奏会［音楽］
●東京演劇集団風「ヘレン・ケラー ～ひびき合うものたち」［演劇］
●劇団たんぽぽ「永遠の夏休み」［演劇］
●東京演劇アンサンブル「銀河鉄道の夜」［演劇］
●「ソ満国境　15歳の夏」［映画］　●鎌倉能舞台［古典］
●松山バレエ団「くるみ割り人形」桐蔭学園特別公演［そのほか］

音楽講座「ブルーアイランド氏の音楽なんでも帳Ⅱ」第２回
講師・指揮／青島 広志
吹奏楽／シエナ・ウインド・オーケストラ

プラハ国立歌劇場 オペラ「椿姫」
＜全３幕 原語上演・字幕付＞



「ゆめちから」栽培研究プログラム
　2015年8月からスタートした「ゆめちから栽培研究プログラム」は生徒たち自らが

パンの原材料になる小麦「ゆめちから」を栽培し、収穫した小麦からパンをつくる中学

女子部のプロジェクトです。

　「植物の環境と形の関係」「施肥設計」を学んで施肥計画を立てたり、実際にプラン

ターに栽培したり、小麦農家を訪問したりして、小麦の栽培に関して詳しく勉強するだ

けでなく、日本における小麦の歴史を調べたりもします。

　植物と小麦に関しての研究や体験を長期的に行い、日本の食文化を学んでいます。
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いろいろな文化の世界に触れられるアカデミウム ！

作法室は、中２の頃から茶道部でずっと
活動しているので、いろいろな思い出が
あり、心が落ち着く場所です。

私は検察官もしくは医師になりたいです。将来
やりたいことができるように、あらゆる分野の
勉強を頑張っています。アカデミウムはいろい
ろな芸術の世界に触れ、視野を広げられるの
で、お気に入りです。

中学校女子部3年（昨年度）　二木 理沙子

礼儀作法も身に
つけられる作法室 ！

　女子部３階には書道室の隣りに作法室があります。畳が

敷かれ、茶道部が鸞鳳祭（学園祭）などでお点前を披露する

晴れの場ともなりますが、普段は茶道部だけでなく華道

部・箏曲部・かるた部の練習場所です。使用している部に

よって空気が変わる面白い空間です。

作法室は
動してい
り、心が

私は
やり
勉強
ろな
で、お

作法
活動
あり

　学園のバスロータリーの前に位置する神殿風の建物が桐蔭学

園アカデミウムです。ここでは定期的にさまざまな展覧会やイベ

ント、シンポジウムなどが開催されています。館内には、文化財とし

ての価値をもつ横浜地方裁判所にあった「陪審法廷」が移築復元

されています。また、「TOIN ART COLLECTION」など、生徒作

品の展示の場としても利用されています。

TOPICS



　自分の内面にあるテーマを表現・創造し、相手に伝える喜びを体感する文化部は、社会生活に不可欠な豊かな
人間性を育みます。

豊かな人間性を育む文化部
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●園芸部
●演劇部
●茶道部
●写真部

■ 部活動一覧

多彩な部活動

●生物部
●美術部
●軽音楽部
●混声合唱部

園芸部

混声
合唱部

写真部

軽音楽部

演劇部
生物部

茶道部

美術部

和太鼓部
（高校）

●和太鼓部（高校）
●吹奏楽部
●弦楽部
●漫画研究部

●書道部
●筝曲部
●かるた部
●華道部

●化学部
●文芸部
●料理研究会
●インターアクトクラブ
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　「知・徳・体」のバランスのとれた人格形成を目指す運動部は、互いに高め合うことで社会生活に不可欠な協調
の精神を学びます。

協調の精神を学び、互いに競い合う運動部

水泳部
柔道部

●弓道部
●柔道部（高校）
●水泳部
●スキー部

■ 部活動一覧

●ソフトテニス部
●ソフトボール部
●バレーボール部
●ラクロス部

●バドミントン部
●陸上競技部
●ハンドボール部
●体操部

●少林寺拳法部
●バスケットボール部
●剣道部
●硬式テニス部

●ダンス部

ラクロス部

スキー部

弓道部

（高校）

ス

バレー
ボール部

ソフト
ボール部

ソフト
テニス部



桐蔭学園では一年間を通して「知性」「感性」「社会性」の３つを養う教育を実践するため、オリジナルの年間行事
を実施しています。これらの行事は生徒と保護者との意思疎通を密にしながら運営しています。

入学式・学園一斉合同避難訓練

21

4月 保護者授業参加

部活動紹介・新入生歓迎会部活動紹介・新入生歓迎会 運動会

校外宿泊研修【中1】校外宿泊研修【中1】 家庭訪問（～８月）

充実の一年間を送る ！　豊富なイ 

4月

4月

5月

6月

7月（オリエンテーションキャンプ） クラス懇談会（年1～2回）
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フロンティアセミナー for juniors ウインターキャンプ【中1・中2】

合唱コンクール

第九の会 卒業証書授与式

ベント

8月

9月

11月

1月

3月

3月

ンターキャンプ【中1・中2】

鸞鳳祭・宿泊研修旅行【中３】
（学園祭） （修学旅行）



PICK
  U P

　本校は、アメリカのプレップスクール（名門ハイスクール）でありケネディ元大統領の出身校であるチョート校や、ブッシュ元大

統領親子の出身校であるアンドーバー校などだけでなく、ニュージーランドの名門私立中高であるサミュエルマーズデン校（女

子校）とも提携した交換留学制度を有しています。いずれも希望者を対象に校内で選考試験を行い、合格者は参加することが

できます。

　また、中学女子部3年対象のカナダ、高校女子部１年対象のニュージーランドなど、希望者が選考なしで参加できる各種語学研

修も実施しています。

　まずは、校内のＴoin English Village（桐蔭英語村）や国内のブリティッシュヒルズでの体験から、１週間～数週間の語学研修

にチャレンジし、その後、数か月あるいは約10か月の長期留学をすることも可能です。

　さらに、日本に来た留学生のホストファミリーとなることもできます。

アメリカ・ニュージーランドへの留学プログラム

23

PICK
  U P夢のフィールドは海外にも広がる ！

海外研修
プログラム

世界中の人たちとお互いに自分の考えを話し合いたいです。また将来は海外の国々と
日本とをつなぐ架け橋になりたいです。
そのため、英語の上達が今の私の目標です。
中２の9月にホストファミリーとしてニュージーランドの留学生を3週間受け入れまし
た。最初は自分の英語が通じるのか不安でしたが、積極的に話しかけてみると、一つひ
とつ丁寧に答えてくれて、とても楽しい思い出をつくることができました。この経験で
異文化交流の楽しさと大切さを学びました。桐蔭学園の留学制度を利用して、いつか私
も海外留学やホームステイをしたいです。

中学校女子部3年　東 麻起

々と

れまし
つひ
験で
か私

麻起

きます。
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　中学校を卒業すると、高等学校での３年間が待っていますが、高2ま
での2年間は慣れ親しんだ女子部校舎での生活がつづきます。外部の
中学校から来た新たな仲間の存在は、大きな刺激となります。高校で
は、放課後に特別講習（特講）が開設されます。対象レベルに応じた講
座を曜日ごとに選び、より進んだ学習ができます。充実した８０分です。
例えば2015年度の高校男女３年（中等６年と合同）では、英語７講座、
数学１０講座、国語９講座、理科１２講座、地歴公民７講座の計４５講座
で展開されました。放課後のホール行事は、中学校同様に全員で観る
演目がいくつか設定されているほか、自由に選択できる催しものも多くな
ります。高校での最大の特徴は、同じ講師が３年間ひとつのテーマに
沿ったシリーズを担当する「音楽講座」です。例えば３４期生（2016年度
高３）は「ブルーアイランド氏の音楽なんでも帳」と題した、青島広志氏が
講師や指揮を担当する素敵な時間を１年生の時から楽しんでいます。
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仲間が増え、放課後の特別講習が始まる

　週６日制で月曜日から金曜日までは６校時、土曜日は４校時まで授業です。
授業は５０分制で休み時間は１０分です。昼休みは４５分間で中学同様、食堂
や売店を利用することができます。高校３年の授業は進学棟で行われます
が、HR等の生活の基盤は男女別になります。自分らしく自主的に活動できる
居心地の良い場所で、高校の３年間を目標の達成に向け具体的に取り組ん
でいきます。

高等学校女子部の1日
時間割の例（高校）

数系LRで授業（数学と理科）

 

英語LRで授業

古典LRで授業

MON TUE WED THU FRI SAT

1校時

2校時

3校時

4校時

5校時

6校時

7校時*

放課後

帰りのHR・清掃

昼休み

英語表現Ⅰ①

地理

数学Q

保体

物理基礎

英語Ⅰ

部活動

数学P

古典

現国

化学基礎

英語Ⅰ

世界史

放課後講習

古典

現社

英語表現Ⅰ②

数学P

情報

物理基礎

部活動

地理

英語表現Ⅰ①

数学Q

生物基礎

古典

現国

数学P

化学基礎

音楽

英語Ⅰ

現社

保体

数学Q

放課後講習

数学P

世界史

生物基礎

LHR

部活動

＊高校理数コースのみ木曜日に7校時があります。

地の良い場所で、高校の３年間を目標の達成に向け具体的に取り組ん
ます。

中学の次は高等学校 ！

新たな3年間が
待っています ！



25

入学前、桐蔭学園は生徒の数が多いので、先生からも放っておかれることが多いと思っていたのですが、
入ってみたら先生と生徒の距離が近かったです。売店の方にも顔と名前を覚えていただいて、卒業してか
らも声をかけてもらえるのでとてもうれしいです。シンフォニーホールなど施設が充実していて、映画の上
映や演奏会があったり、授業がレッスン制になっていることなど、ほかの学校に行った友だちに驚かれます。
学園祭の実行委員をやったことが在学中の思い出です。昼休みや放課後が、面接や書類作成などで潰れた
り大変なことが多かったような気もしますが、自分たちで企画したことが自分たちの手で形になり、全校生
徒と先生方の力で完成に至るまでのプロセス、達成感は忘れられません。
桐蔭学園では、自ら動けば何でもできるチャンスがあります。自分が本気になれることをぜひ桐蔭学園で見
つけてください。

29期卒　教員　阿部 茉里亜

「人の役に立つ仕事がしたい」と考えていて、医者になるために医学部に合格することを目標としていまし
た。現役で医学部に落ちたことから医者をあきらめ、選択肢が広がるという理由で一浪して東京大学理科一
類に入学しました。現在は茨城県つくば市にある国立系研究機関の物質・材料研究機構で働いています。
桐蔭は施設面で非常に恵まれていることは間違いなく、多彩な行事・制度も用意されており、自分から求め
ていけばいくらでも活用できるものがあります。進んだ勉強をしたい人は留学制度もありますし、研究の第
一線で活躍されている桐蔭横浜大学の教授陣に教えを請うことも可能です。大学生や社会人になって必要
な能力である、積極的に環境を活かして自分の道を切り開いていくタフさが身につく場所だと思います。ま
た、生徒の数が多いだけにおのずと卒業生も多く、仕事関連のコミュニティーにも桐蔭の卒業生がいて人
脈づくりに役立っています。机上の勉強だけでは飽き足らない人にお勧めの環境ですよ ！

17期卒　研究員　永村 直佳

桐蔭学園を受けようと思ったのは、小学校6年生の時に初めて鸞鳳祭を見に行ったのがきっかけで、今まで
見てきた学校の中で一番制服がかわいいと思ったのが決め手でした。
入学してみると人数が多いこともあり、個性豊かな生徒・先生が多いと思いました。
行事の中では鸞鳳祭が一番好きでした。中学3年の時、資材部門のキャップを担当し、みんなと協力して鸞
鳳祭を盛り上げることができたのは良い思い出です。また私は茶道部に所属していたので、鸞鳳祭ではお
茶会を開催しました。とても忙しく大変な行事ではありましたが、楽しかったです。
中高茶道部部長として活動し、卒業後もコーチという立場となって茶道部の現役部員に茶道の指導を行っ
ています。このように卒業してからも桐蔭とつながりがある部活は数少ないと思いますので、茶道部に入部
して良かったです。
桐蔭で過ごした6年間はあっという間でしたが、たくさんの友だちと思い出ができました。受験勉強は大変
ですが、頑張って私たちの後輩となってくれたらうれしいです。 29期卒　会社員　小竹 怜佳

東京都で造園職として自然公園の管理・運営を担当しています。学生時代は研究者か桐蔭学園の地理の教
員になりたいと思っていました。学園でお気に入りの場所は女子部の校舎すべてでした。私が中学1年の
時、女子部の校舎が竣工し、真新しい校舎とともに、私たち8期生が桐蔭学園女子部の輝かしい実績をつく
り上げたと自負しています。もちろんこの校舎を生徒の力で維持するため、壁のペンキ塗りなどみんなで頑
張った記憶が残っております。
高校生になるとメモリアルホール（現シンフォニーホール）が竣工し、たくさんの文化行事に触れることがで
きました。
こけら落としで鑑賞した「娘道成寺」をはじめ、マルセル・マルソーのパントマイム、ジョルジュ・ドンの「ボレ
ロ」、滝沢修の「炎の人ゴッホ」など、今でも当時の舞台を思い出すことができます。終演後、花束を贈呈し、
楽屋で一流の芸術家との意見交換会などがあり、みんな、代表生徒に選ばれたいと思っていました。大人に
なり、さまざまな芸術の鑑賞基礎知識が備わっていることは基礎教養として役立っています。
丘陵の緑に囲まれた校舎で、のびのびと勉学、部活動に励むことができるすばらしい環境です。
あなたも、桐蔭生として、大空に羽ばたきませんか。 8期卒　公務員　山口 隆子

桐蔭学園 女子部の魅力
OGが語る ！
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　21世紀は国際化の時代と言われて久しいものがあります。今や、いささか言い古された

表現という気すらしますが、このような中、真の国際化とは何か、本当の国際貢献とは何か

について理解し、行動することのできる人材が求められています。人類の未来のために何が

できるのかという視点で考え、行動することが強く求められているのです。

　そのためには、自ら考え、問題を突き詰め、解決していく誠実な意志が必要です。本校の

校訓である「すべてのことに『まこと』をつくそう」「最後までやり抜く『強い意志』を養おう」は、ま

さに21世紀の世界に貢献できる若者を育成することに直結するものであると信じております。

　本校は、2014年に創立50周年を迎えました。この間、「育て、伸ばし、鍛える」ことで世界

に貢献できる人材を育成してきました。学園を巣立っていった卒業生は5万人を超え、各界

で活躍しています。

　次の50年でもフロントランナーでありつづけるために、新時代にふさわしい改革を大胆に

行っていきますが、アクティブラーニング型授業の導入をはじめとしたさまざまな具体的取り

組みを2015年度から開始しています。

　一人ひとりの生徒の可能性を拓く桐蔭学園で、皆さんが生き生きと学ぶ姿を見るのを楽

しみにしています。

　今後、世界はますますグローバル化が進みます。地球環境の悪化が予測され、少子高齢化が進行します。このような中、次世代

を担う若者に求められているものとは何でしょうか。それは「たくましさ」と「しなやかさ」だと考えます。グローバル化が進む世界に向かっ

て、臆することなく羽ばたいていける「たくましさ」。一方で、異なる文化への寛容性を持って地球規模の課題の解決に貢献できる「し

なやかさ」。人類の未来のために何ができるのかという視点で考え、行動するためには、木の幹のようなしっかりした中心に加え、人々

に注目され、心を和ませる花を咲かせる枝のような「しなやかさ」を備えた「たくましさ」が求められるのです。桐蔭学園では、「学力・知

性」「行動力・社会性」「創造力・感性」の育成という三つの柱を軸に、教職員が連携協力して日々 の指導を展開しています。

校長挨拶

新時代のフロントランナー・TOIN

桐蔭学園
中学校・高等学校
校長　野坂 康夫 



Access

交通経路・所要時間 ※（ ）内はバスの所要時間です。

●東急田園都市線「青葉台駅」下車
「桐蔭学園前」行き（15分）→「桐蔭学園前」下車

●東急田園都市線「市が尾駅」下車
「桐蔭学園前」行き（10分）→「桐蔭学園前」下車

●東急田園都市線「あざみ野駅」下車
「すすき野団地」行き（10分）→「もみの木台」下車徒歩10分

●小田急線「柿生駅」下車
「桐蔭学園」行き（15～20分）→「桐蔭学園」下車

●小田急線「新百合ケ丘駅」下車
「あざみ野駅」行き（20分）→「もみの木台」下車徒歩10分

●横浜市営地下鉄ブルーライン「あざみ野駅」下車
「すすき野団地」行き（10分）→「もみの木台」下車徒歩10分

橋本
稲田堤

登戸

溝の口

前宮神治明原上木々代

新宿三丁目

白金高輪

目黒

東京

大井町

大岡山

自由が丘

二子玉川

日吉

武蔵小杉

大船

戸塚
湘南台

大和

中山

新横浜新横浜海老名

相模大野

町田

柿生 新百合ケ丘新百合ケ丘

長津田 センター北

センター南

こどもの国こどもの国

立川

中央線

線田代千線急田小

半蔵門線

線
心
都
副

田園都市線

東横線

東急目黒線

東海道新幹線

東海道本線・京浜東北線

相鉄本線

グリーンライン

京王線

中央林間中央林間 青葉台青葉台

線
武
南

線
浜
横

江
ノ
島
線

ブルーラインブルーライン

桐蔭学園

市が尾市が尾

一般バス路線

あざみ野あざみ野

八王子駅
青葉台駅まで
40分

新宿駅
新百合ケ丘駅まで

28分

渋谷駅
あざみ野駅まで
27分

品川駅
あざみ野駅まで
40分

川崎駅
あざみ野駅まで
34分

横浜駅
あざみ野駅まで
28分

藤沢駅
柿生駅まで
45分

根岸

学校説明会（中学校女子部）

7 12 予約制説明会〈第2回〉

5 14 オープンスクール（要予約） 

6 17 予約制説明会〈第1回〉 

10 29 土 学校説明会

1 21 土

12 10 土 入試体験会（要予約）・入試説明会

６年生保護者対象説明会（要予約）

※このほか、秋にも予約制説明会がございます。

7 9 帰国子女対象説明会（要予約）

詳細案内図
（もみの木台バス停より徒歩10分）

至 あざみ野→

←至 新百合ケ丘

桐蔭学園

もみの木台バス停

もみの木台
公園

保育園

横浜総合病院

さくら幼稚園

〒225-8502 神奈川県横浜市青葉区鉄町1614　 TEL : 045 - 971-1411（代表）

中学校女子部ホームページ　　 http://toin.ac.jp/jf/

［併設校］幼稚部・小学部・中等教育学校・高等学校・桐蔭横浜大学

http://facebook.com/toingakuen http://goo.gl/BeF0Vh

土

金

土

火


