学校 案内

2022年 高校 説明会日程
①13:00-13:30 ②14:30-15:00 9/23
（祝）
は①のみ
※定員制
（要予約）説明会後、個別相談可
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新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、各イベントの
日程変更の可能性があります。詳細は本校 HP でご確認ください。

〒114-0001 東京都北区東十条 6-9-13

TEL.03-3902-5494（代表） FAX.03-3903-9549
お問い合わせ

school@seiritsu.ac.jp

最新の情報・資料請求などは学校ホームページで！

ht tps://www.seiritsu.ac.jp
成立学園
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校 長 メ ッ セ ー ジ

2025年、創立100周年を迎える。
見える学力
教科を中心とした

知識習得型の学び、

進学目標達成のための

歴史は変わっても変わらないものがある、
それは「見える学力」
と「見えない学力」
。

“ 学力向上 ” の徹底

見えない学力
好奇心に基づく
自己探究型の学び、
幅広い“ 教養 ”と
“ 発信力 ” の育成

グローバル化や価値観の多様化に伴って、現代は「正

識を自分なりに消化して、自在に使いこなせるようになって

解のない時代」といわれています。このような社会、さらに

初めて教養といえます。本校が展開する「アース・プロジェ

はその先の未来を担う子どもたちには、
「生きる力」
としての

クト」には、人間にとって大切な「食」について考えることを

“ 突破力 ”を身につけてもらいたいと思います。―この時代

テーマとした水田学習から、世界という視点でものを見な

に求められているものは何か、それを手に入れる、あるい

がら自分なりの問題意識を持ち、発信することを学ぶ「ナ

は身につけるにはどうすればよいのか ―というような問

ショジオ学習」など、豊富なプログラムを盛り込んでいます。

題と答えを自分で見いだし、考え、乗り越えていく力です。

知識習得の先にある体験や行動を通じて、真の教養や自

本校でいう「見える学力」は、以前からある知識習得型

己表現力を身につけることが狙いです。生徒たちには、本

の学びで身につくもので、テストの成績や大学への進学と

物を体感し、また失敗もしてほしいと思っています。失敗を

いう具体的な結果として表れます。一方の「見えない学力」

経験し、リトライを繰り返すことが、学びにつながるからです。

は、好奇心に基づく自己探究型の学習によって身につくも

さらに2020年度からは、本校で得た教養を海外でも発

ので、幅広い教養と問題解決力、そして発信力のベースと

揮できるよう、海外の大学進学を視野に入れた「探究クラ

なります。この「見える学力」と「見えない学力」の両輪こそ、

ス」
（ 高校2年から）がスタートしました。プロジェクト型の

これからの時代には不可欠です。

探究学習やアート・プログラム、IELTS 対策講座などを土

知識を得て、覚えただけでは、教養とはいえません。知

台にした文理の区別のない学習は大きな成果を見せてお
り、国際舞台で活躍できる人材を輩出したいと考えて
います。

“文武両立”を体現して、
有意義な三年間を送る
成立学園では、勉強とクラブ活動を両立しています 。
勉強時間を確保し、クラブ活動にも励む 。
どちらかに比重を置くのではなく、二兎を追います 。
限られた時間・環境であっても、自ら課題を見つけ、そこに邁進する。
目標を立て、その中でできることを明確にして進んでいきます 。

成立学園での3年間（＝1000日間）
、とにかく前向き
に、いろいろなことにチャレンジしてください。本校では、
多様なテーマ、フィールドで、皆さんの好奇心をゆさぶり
ます。この「好奇心」も重要なキーワードです。好奇心に
従って様々な体験をし、その中から自分なりの関心事を
見つけて突き進む。それが生きる力につながります。
TRY！ 1000days

氷山は水上から見える部分よりも、海面下の部分の方がはるかに大きい 。
“ 基礎力 ”とはつまりこういうことです。
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［高1］

コース・クラス選択

スーパー特選コース 特進コース
高1の柱は、将来的にどの選択肢をとるにせよ必要な基礎的な力を身につけることと、
生徒のストロングポイントを伸ばしていくことです。高 2 進級時に選択する5クラスに向けて、

「2コース＋5クラス制」の導入
高校では、中学 3 年までの15 年間積み上げてきたことを土台に、自分自身の力で考え、歩んでいける、精
神的な自立を目指します。そのために、
「2コース＋5クラス制」を導入、自分が目指す将来に合わせた最適
なコース・クラスを選択します。1年次では学習習慣の定着と基礎学力の徹底を行い、2年次からの選択授
業では、受験に必要な科目のみを学習。学力の向上を目指し、入れ替え制をとる習熟度別授業も展開します。

必要な力を身につけ、本人のストロングポイントを生かします。

「この教科が好きだ！」
「この分野は究めたい！」と思えるものを見つける
5教科をバランスよく学習したうえで、各科目の「面白み」を見つけられるポイントを作ります。
そのために、通常の授業をはじめ、長期休暇に実施されるアカデミックツアーを活用します。

1年次

2年次

3年次

（志望校・目的別クラス）

※各クラス間の変更が可能です。

探究

クラス

目標進路

人生を通して学び続け、成長し続ける
高1では足腰の一つである、学習する習慣と基礎学力を身につけます。
そのために、日々の小テストや授業の確認テスト、定期試験を十分に活用します。

圧倒的な英語学習時間
で国内外のグローカル
大学への現役合格

文武両立をやり遂げるための土台作りを目指す
部活動や学習に対して全力で打ち込むことによって、チャレンジ精神や壁を乗り越える力、
計画的な時間の使い方、問題解決能力を培います。そのために必要な文武両立のスタートを切るのが高1です。
部活動後すぐに学内で放課後の自習システム「STSC」を活用できるため、文武の切れ目ない両立が可能です。

担任との面談を年 5回実施（三者面談を含む）
スーパー
特選コース

面談を通じて生徒のストロングポイントや成長すべきポイントを洗い出し、成長を促します。
難関

クラス

難関国立や早慶上理へ
の現役合格

学力の成長をアシストするのはもちろん、ストロングポイントに応じて高2で進むべきクラスを提示します。

スーパー特選コース

選抜

クラス

特進コース

●進 度を速めた授業を行いながら、深度も求めて演習や思考

●5 教科バランスよく学習し、基礎学力の育成に特に力を入れ

力育成に時間を割きます。応用力を育み、より上位の大学を

ます。初めから難しい内容に取り組むのではなく、基礎的な

目指す準備をします。
GMARCH の現役合格

学習からスタートします。

● H R ではキャリアデザインにより重きを置き、大学進学はも

● H R では特に「見える学力」と「見えない学力」のバランスを

ちろん、その先の将来のビジョンを持つよう促します。学習
の意義や「今何をすべきか」を伝えます。

重視し、双方に必要なマインドセットを行います。
●英語については、授業はもちろん、HRでの取り組みにおいて、

●英語については、授業はもちろん、HRでの取り組みにおいて、

英語4技能対策を行い、英検準2級取得を目指します。

英語4技能対策を行い、英検2級取得を目指します。

特進総合
特進コース

クラス

アスリート
クラス

総合型や学校推薦型、一
般選抜での日東駒専現
役合格、英検準2級取得

自ら歩む道の指針となるコース・クラスごとの「Road Map」

各コース・クラスのキャ
リアテ ーマとも連動

プロ・強豪大学での活躍

した教育プログラム
による学びは、10年
後、20年後の将来へ
とつながっていきます。
高1
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高2

高3
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［高2・高 3］

探究クラス

難関クラス

英語や論理的思考力といった探究に必要な能力を養い、
海外大学への進学や、総合型や学校推薦型選抜での国内大学への進学を目指すクラスです。

キャリアデザインに重点を置いたカリキュラムで、
難関国立や早慶上理現役合格を目指すクラスです。

指導の特徴

指導の特徴

VUCA※ の時代を生き抜く力として、新学習指導要領では「主
体的・対話的で深い学び」が重要視されています。加えて「文
理融合・教科横断」の観点として STEAM 教育の必要性も叫
ばれています。
今までの学びに囚われない、生徒一人ひとりの興味・関心に寄
り添ったプロジェクト型学習で探究心を育みます。加えて、
『Art
プログラム』を通して自己理解を深め、他者へ、そして社会へ自
らの想いを発信する力を身につけます。さらに、多様な経験を
持つ OB・OG・社会人との交流の場を設けることで、リアルな

卒 業 生 の 声
中央大学
活用する力も身につけたいと考え、 経済学部
学力を伸ばすだけでなく、それを

探究クラスを選びました。アート

桐林 泰生さん

講座では、
「絵」以外の様々な表 （在校時：男子バドミントン部所属）

難関私大志望の生徒：早慶上理などの大学について把握した
教員陣が、傾向に合わせた授業を行います。

現方法を教えてもらい、作品制
作を通して自分自身について深く

●大 手予備校で指導中もしくは指導経験のある教員が授業を

考えたり、自分らしいアイデアを

担当します。

生み出せたりしました。最大の収

●文 理に特化して、2年次のうちに高校のほぼ全課程を終え、

穫は、自己肯定感を持てるように
なったこと。そのおかげで受験勉

国公立大学や早慶上理といった難関私大レベルの大学に一

だからできる活動を実施します。

強も乗り越えられたし、今後も自

般選抜で対応する力を養います。

分の大きな強みになると感じてい

卒 業 生 の 声

進路指導を実践します。
ないコンパスを懐くためのキャリア教育を行います。
●プロジェクト型の探究学習やアート・プログラムを土台に、
「語
学力」
「論理的思考力」
「コミュニケーション能力」を養います。
●国際基準の英語能力測定試験 IELTS で高いスコアを獲得で
きるよう、専門のネイティブ講師が対策授業を行います。海
外大学の進学に必要な語学力習得を目指します。
●国内外の「グローカル」な大学への進学を主眼に、文理の区
別なく総合的・横断的な学習を行います。

体験活動を重視したプログラムについて
自身の中にある大切な背景（想い）
こそが、継続した努力や、未来永劫

について特別授業を行います。
●3 年次のカリキュラムは、大手予備校の難関国公立、難関私

●様々な体験活動を通じ、一人ひとりの「やりたいこと」へ導く
●先 行き不透明な時代の中でも、自分のあるべき姿を見失わ

●国 公立大学を志望する生徒には、2年次から対応する科目

ます。

探究クラスを選んだのは、興味や
関心の持てるものを見つけたい
と思ったからです。大学生や会社

昭和女子大学
人間社会学部

安齋 晴花さん

経営者などが交代で講師を務める （在校時：ライフワーク部所属）
「ANOTHER TEACHER」で は
視野が大きく広がり、ジェンダー

だった私がオンラインイベントに

動そのものです。ここから得られる深い自己理解は、自己肯定感を育む
ことに繋がり、ひいては他者貢献への大きな足掛かりとなります。加えて、

私らしい形で社会を変えられる

海外大学への進学も考えて探究
クラスを選んだのですが、どの授
業も「普通」ではなく、驚きの連

に動くよう心がけました。3年で
は春夏とも都大会で準優勝でき、
オンライン文化祭ではクラス動画
の脚本にも挑戦し、充実した高
校生活を送ることができました。

●2 年次で英検2級を取得し、3年次でスコアアップや準1級に

選抜クラス

カリキュラムとスピードで先取り学習ができ、3年次の実践演

立命館アジア太平洋大学
アジア太平洋学部

鈴木 悠栞さん

続でした。グループで相談して問 （在校時：ダンス部所属）
題を解く数学の授業では、教科
書と違う解き方を見つけて大き
なが、SDGs や社会問題を、自分

クトをスタートさせ、探究活動に2年間継続して取り組んでもらいます。

の興味とリンクさせて考えている

フィールドで活躍できる生徒を育成します。

部活動では、士気を高めるため
に、キャプテンの自分が一番元気

卒 業 生 の 声

ムなど、様々な体験活動に取り組みます。これらを踏まえ、個人プロジェ

以上のような学びを通じて、グローカルな視点を持ち、グローバルな

的に学ぶ習慣が身につきました。

習にたっぷりと時間をかけることが可能です。

な達成感を味わったことも。みん

をせず、文理融合などの特色ある刺激的な授業を展開しています。

飯塚 康喜さん

結する授業も多く、自主的・計画 （在校時：軟式野球部所属）

GMARCHレベルの難関私大合格目標のために、無駄のない

存在になりたいです。

社会との繋がりを身近に感じることができるゲストセッションプログラ

また、複雑に絡み合う社会課題に立ち向かう力を養うため、文理分け

予習をしておき、先生の解説で完

明治大学
商学部

指導の特徴

いています。大学で学びを深め、

自身の内にあるローカルに目を向けることが重要です。これに気づき、

誤を繰り返し、自分なりの答え、未来を描き出す思考手順は、探究活

文武両立を貫くため、難関クラス
を選びました。生徒が下調べや

も参加するようになり、両親も驚

生い立ち、経験、出会いなど様々なものに起因します。そのため、自分

ど “アート思考 ” を導入し、徹底的に自己と対話させています。試行錯

大クラスのカリキュラムとほぼ同じです。

卒 業 生 の 声

得意科目をさらに伸ばし、苦手科目をしっかりと底上げしながら、
GMARCHレベルの難関私大への現役合格を目指すクラスです。

などの社会問題にも興味を持つ
ようになりました。人見知りがち

走り続ける力の根源です。何を美しいと感じ、何を問題とするのかは、

学んでもらうために『Ar （
t 写真）講座』
『 School Canvas Project』な

チャレンジすることを目指します。

ます。

社会課題や研究課題と出会い問いを探究していく、成立学園
※ VUCA ＝ Volatility 変動性、Uncertainty 不確実性、Complexity 複雑性、
Ambiguity 曖昧性
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国公立志望の生徒：2年次から週2～5日の特別授業と、SG
ネット
（映像授業）などによる志望大学に合わせた指導を行い

ことにも刺激を受けました。自分
の世界が大きく広がったので、将
来は高校生の世界を広げる側に
回りたいです。

卒 業 生 の 声
●大 学受験のために可能な限り無駄を省いたカリキュラムで、
3年次5月までにほぼ全課程を終えます。
●得 意科目を伸ばし、苦手科目を丁寧に基礎から底上げして
上位私大の入試に対応できる力を養います。
●校内予備校を導入し、より受験に特化した授業を展開します。
●2 年次で英検2級にチャレンジし、3年次ではスコアアップを
目指します。
●年 間を通して全国模試を受験し、全国の受験生の中で自分
の位置（相対値）
を確認します。
●定期的に模試の過去問にチャレンジし、それぞれの時点での
到達度
（絶対値）
を知り、目標と自分の現在地との差を確認し

一対一の面接に少し不安があり、 学習院大学
勉強をしただけ成果が出る一般 経済学部
選抜にしようと考え、選抜クラス

木村 仁さん

を選びました。卓球部での運動 （在校時：卓球部所属）
はストレス解消にもなり、顧問の
先生が受験の相談にも乗ってく
ださったので、両立はまったく苦
になりませんでした。毎日 STSC
を利用し、やると決めた受験勉強
を1年間続けて合格でき、将来へ
の大きな一歩を踏み出せたと感
じています。

ます。
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特進総合クラス
独自カリキュラムで基礎学力を高め、総合的な教養を身につけ、国公立・日東駒専などに
総合型選抜・学校推薦型選抜（公募制推薦・指定校推薦）や一般選抜で合格を目指すクラスです。

高校の学習
高校1年では、学習習慣の定着と、
基礎学力の徹底に取り組みます。

指導の特徴
一般選抜をはじめ、総合型選抜・学校推薦型選抜（公募制推

英検準2級や TOEFL などを活用し、学力を身につける取り

薦・指定校推薦）に向けて、小論文や志望理由書の添削など、

組みを用意しています。

一人ひとりに合わせて指導します。

卒 業 生 の 声
●各 教科の基礎学力を高めながら英検準2級以上の力をつけ、
日東駒専など有名私大の一般選抜で合格できるレベルを目
指します。

成立学園はとてもアットホームな
学校で、先生とこれほど親しい関
係になれる高校は他にはないと

●実 技教科を除いた授業時間全体に対して、2年次は文系の
英語は50％、理系の数学は46％、3年次は文系の英語は
46％、理系の数学は54％を占めます。
●3 年次6月までに高校の全課程を修了します。総合型選抜・
学校推薦型選抜（公募制推薦・指定校推薦）に向けて、3年
次より「総合演習」の授業で小論文などの対策も行っていま
す。希望者は指定校推薦も利用できます。
●総 合型選抜・学校推薦型選抜（公募制推薦・指定校推薦）で

明治学院大学
心理学部

石井 華音さん

思います。緊張して早口になって （在校時：ライフワーク部所属）

英語


する」へ、
「思う」から「慮る」へ、
「考える」から「思索する」へ、

成立学園の教育活動の両輪である「見える学力」と「見えな

といったように、授業内での一つひとつの行動・行為のレベ

い学力」の養成を目指して、成立学園の英語科では「英語５

ルを一段階上に引き上げます。さらに、創作や「ナショナル

技能の育成」を意識しています。従来の４技能に加えて、教

ジオ グラフィック」を題材としたディベートなど、より実践

養や発信力、表現力を５技能目として定義し、英語をツール

的な創造力を育みます。

として用いてそれらを身につけます。英語コミュニケーショ

＊
「ナショナル ジオグラフィック」を題材としたディベートについてはP13を参照ください。

しまうプレゼンは、みんなのアド

ンでは、各レッスンで扱ったテーマや「ナショナル ジオグラ

バイスで上達し、小論文の授業

フィック」に関する調べ学習を行い、その成果を英語で発表

で社会の出来事や背景などをた

する機会を設けています。また、高１の論理・表現では年間

くさんインプットしていただいた

を通してエッセイライティングに取り組み、年間の学習の集

おかげで、本番ではスラスラ書け
ました。大学では、相手の気持ち

大成として修了論文を完成させます。このような活動を通して、

を理解する知識を身につけて、教

成立学園の英語科では、大学受験突破だけでなく、卒業後

員を目指します。

の国際舞台でも活躍できる人材の育成を目指しています。

の合格後も、大学入学後に学習面で困ることのないように、

＊ナショジオ学習についてはP13を参照ください。

アスリートクラス

【対象】硬式野球部 男子サッカー部

スポーツを通した人間形成により、プロの世界や強豪大学で活躍できる
トップアスリートを目指すクラスです。

わず、3年生の12月に部活動を
引退してから本格的に受験勉強

●英語は、習熟度別の授業を取り入れ、日東駒専レベルの大学
への進学を目指します。
●スポーツ推薦入試以外にも対応するため、英検準2級、さら
に英検2級取得を目指した対策や小論文対策を行います。
●長 期休暇中、試合や遠征などが多い分、スタディサプリの英
検対策授業を視聴するなど、効率よく学習を進めています。

山﨑 夏樹さん

を始めました。短期間で結果を （在校時：男子サッカー部所属）
出せたのは、1年生から授業をき
ちんと聞いていたことと、先生方
の手厚いサポートのおかげです。
部活動でも勉強でも、高校で濃
い時間を過ごせるかどうかは自
分次第。成立学園で培った自制
心、協調性を生かして、大学でも
目標に向かって走り続けます。

み取り方や計算、覚えるべき法則などがたくさんあり、授業

ることを目的としています。また、授業で培った基礎的な学

ます。

力をベースに、近年の大学入試のトレンドである「思考力」や

＊小テストについてはP12を参照ください。

て授業内容の定着度を確認するために、授業で小テストや

順天堂大学
スポーツ健康科学部

業を履修します。内容は入門的な知識ですが、データの読

内容にどうつながるのか、授業内で紹介しながら進めていき

磨いています。

志望大学のスポーツ推薦がかな

立しており、高1では、物理基礎、化学基礎、生物基礎の授

ぜそうなるのか？」といったような論理的な考え方を育成す

試験でもそのような問題を出題するようにしています。従っ

成長できるよう、すべてのカテゴリーで専任の指導者が自主性

高校では、理科が物理、化学、生物、地学の4つに科目が独

とで定着していきます。また、その後の物理、化学、生物の

す。それ以外の応用の部分は「自主性」に任せて個々の能力を

を大切にしながら寄り添って指導しています。

考力や分析力、新技術を臆さず活用していく力を養います。

本校の数学の授業は、
「答えに至るまでのプロセス」や「な

も通用するような人間になれるよう育成していきます。定期

卒 業 生 の 声

礎知識について学ぶことで、客観性や科学的・論理的な思

で知識を学んだ後、小テストや課題で繰り返し復習をするこ

硬式野球部では、野球の技術と人としての基本を徹底していま

男子サッカー部では、規律や集団行動を学び自立した人間に

理科では、身近な事象の起因や新技術の開発に必要な基

数学

「発想力」を身につけていくことで、将来社会に出てからで

指導の特徴

理科

確認テストを取り入れています。ぜひ成立学園で「数が苦」
を「数楽」にし、知的好奇心や探究心を一緒に育んでいきま
しょう。
＊小テストについてはP12を参照ください。

国語

社会
成立学園の社会では、皆さんの「もっと知りたい」の基礎を
養います。皆さんは、2022年3月現在、ウクライナ情勢につ
いて一体何が起きているのか、その原因や日本との関わり
について説明することができますか？ その答えのヒントが
高1で学ぶ、地理総合、歴史総合、公共という3科目の中に
隠されているはずです。絶対的に必要な知識は小テストな
どで繰り返し固めつつ、そこで獲得した知識を実社会で通
用する教養へと昇華させます。

成立学園は「確かな国語力に基づいた創造力」を養うこと

成立学園で共に社会を学び、世界の情勢を捉え、分析し、

を目的とした授業を展開します。言語はあらゆる思考、創造

自分の考えを表現できる「主権者」として堂々と未来を切り

の源であり、我々にとってのかけがえのないコミュニケーショ

拓く皆さんの成長をサポートします。

ンツールでもあるからです。

＊小テストについてはP12を参照ください。

授業では、
「読む」から「読み込む」へ、
「書く」から「表現
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成立メソッド
日々の積み重ねで養う確かな力
学習意欲はあるものの、思うような成果が出ない ―。
そんな生徒に対して、学習面での足腰を鍛え、成果に結びつける道案内を行うのが「成立メソッド」です。
将来の大学受験対策も視野に、目標を具体的に達成するための学力向上をサポートします。
「見えない学力」との両輪となる「見える学力」を着実に身につけていきます。

繰り返し主義

SGネット

3つの繰り返しサイクルで学習習慣の定着を図る

予備校の授業を取り入れる

人間は、覚えたことの8割近くは1週間で忘れてしまうとい

放課後にSGネットを使って、各自の学力に応じた講座を自

われています。そして、同じことを繰り返すことで記憶が定

由に受講できます。

着するようになっています。さらに、頭の中に関係する事項
が整理・関連づけられて収められていると、思い出しやすく
なります。従って、覚えるためには、繰り返すことと、整理・

STSC（Seirit z

school Tomas Study Center）

校内完結型の学びで文武両立を目指す

関連づけることが重要になります。本校独自の繰り返し学
習で知識の確実な定着を図り、
「やればできる」
という実感
（達成感）
と、その結果から自信をつけることができます。

学習計画の相談

高いモチベーションを保ち、効率よく学習するためには学習
計画が必要です。STSCでは学習計画について運営サポー
ターと相談することができ、目標を決めて学力アップを目指
す環境を整えます。
「マスターテスト」を解く

STSCでは基礎の積み上げを目的とした「マスターテスト」
を学年・目的ごとに常備しています。放課後学習のスタート
に10～15分程度、基礎の積み上げを行うことができます。
生徒の目的に合ったマスターテストを習慣化し、基礎学力
を身につけていきます。
わからない問題を質問

質問カードに必要事項を記入・提出して、チューターに質問
します。わからない問題があったら、一人で悩まずに質問で
きます。質問後には必ず同単元の演習問題を渡されるので、

［利用方法］※日曜・祝日も利用可能
⃝受付で生徒カードをバーコードリーダーにかざす
↓
⃝受付表に名前を記入
↓
⃝「マスターテスト」を持って、指定された番号に着席
↓
⃝解答後、個人ファイルの月間管理表に進捗を記入
「予習」⇒「チェック」⇒「復習」⇒「記録」の学習サイクルを確立

↓
⃝学習計画に沿って自習
↓
⃝個人ファイルに当日の学習記録と
「マスターテスト」の自己採点結果を記入、提出
↓
⃝生徒カードをバーコードにかざして退室

中学レベルの復習から難関大学合格の
ための講座まで5,000以上の授業
・反転授業として予習に

個別学習支援「スクールTOMAS」を導入し、生徒一人ひとりの個人差に合わせて学びをサポート。
常駐チューターが学習相談に応じながら、集団授業と個別指導で大学合格を目指します。

スタディサプリ

短期的繰り返し

毎日～2週間の復習

予習→授業→復習
（宿題・小テスト対策）→復習テスト

学習のムラをなくす学習習慣を身につける

・復習に使い、基礎学力を構築
・過去の授業をもう一度見る
・欠席して受講できなかった授業を見る
・定期試験前にわからないところを確認

代ゼミの大学受験講座
実際に代ゼミで行われている授業を配信

中期的繰り返し

2カ月間の復習

定期試験前の授業で復習→定期試験→定期試験後の授業で復習

・難関大学受験に特化した対策講座
※スタディサプリと代ゼミの大学受験講座の2つを合わせても、
スタディサプリの通常料金の半額程度です。

定期試験前後の復習でさらに定着度がアップ

自分の力になったのかをチェックできます。

長期的繰り返し

4カ月間の復習

前学期の学習→長期休暇中の講習で総復習→模試で確認

模試対策として、復習をしながら応用力を身につける
・学期ごとに総復習、さらに応用へと進み、
「確かな学
力」へとつなげる
・通常の授業で学習した内容を、長期休暇中の講習
で発展した形で復習
（復習と並行して先取り授業も展開）
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ナショジオ学習
個別面談

長期休暇中の講習

定期試験ごとの個別面談

定着力をアップさせる

コーチングやコンサルティングの研修を受けた全教員で、

本校では長期休暇中に全員参加の講習を行っています。

生徒の良さを引き出し、導きます。コース・クラスごとに面

高3になると、本格的に思考力・応用力を身につけるため

談の段階別ロードマップを作成し、生徒の状況や発達段

の演習時間を確保します。

階に応じて進むべき道を提示し、目標達成を支援します。

・生徒の学校生活や学習へのモチベーションの向上
・生徒の学習状況の共有とその先に向けたアドバイス

本校は、日本で唯一の「ナショナル ジオグラフィック教育実験校」です。
日経ナショナル ジオグラフィック社の協力の下、
地球規模でのグローバルな視点で社会に貢献できる人材の育成に力を入れています。
多様な文化を理解し、コミュニケーション力をつけ、発信力を高めていきます。

英数国の主要教科を中心とした授業
模試対策として復習
先取り学習

思考力・応用力を身につける

授業の進度を速め、演習時間を確保

ナショナル ジオグラフィックとは
ナショナル ジオグラフィック協会は、

・進
 路や大学、学部、学科選択について、個々の生徒
に応じた提案

弱点を明確にする
始業前や放課後にも英語・国語・数学を中心にした小テス

ICT 教育の実践

世界有数の非営利の科学・教育団

マンツーマン教育の原点

及と振興」を目指して設立されて

本校では、教員・生徒ともに一人1台 iPadを所有し、学習

各自復習します。自分の実力の確認ができ、学習計画が
立てられます。

「ナショナル ジオグラフィック日本版」に掲載された一流ジャーナリス
自然、動物、歴史、文化、科学など多岐にわたるテーマに触れることが
できます。生徒の興味・関心の幅を広げ、新たな出会いや発見につな

体です。1888年に「地理知識の普

がります。その中から自分なりの課題を見いだし、掘り下げていきます。

以来、1万2000件以上の研究調
査・探検プロジェクトを支援してき

を双方向かつ効率的に進めるためのツールとして活用し

ました。日本では「ナショジオ」の

ています。

呼称で親しまれている、月刊誌「ナ

▲2022年5月号

ショナル ジオグラフィック」のほか、書籍やテレビ、インター

トを学年、コース・クラスごとに毎日行っています。科目に
より7～8割を合格点とし、不合格の場合は合格するまで

出会い・気づき・問題提起
トによる記事と、世界の現実を伝える生き生きとした写真を通じて、

米国ワシントンD.C.に本部を置く、

日々の小テスト

ネットなど多様なメディアを通じて、
「地球の今」を世界に伝
・授
 業で使うプリントをiPad に配信→ iPadに書き込

んで保存できるので、いつでもどこでも復習できます。

・宿題もiPadで配信→提出もiPadで行います。教員
は、どこで間違えたのか、どこを修正すれば正解に近

えています。圧倒的な迫力、美しさ、真実性を備えたナショジ
オの写真と映像、報道は、人々の好奇心や知性を揺り動かし、
本当の教養や学びをもたらします。

づくのかを添削し、返却します。

英語

英文法・英熟語・英単語

・情報の授業やナショジオ発表会→緻密な編集作業

国語

漢字・古文文法・古文単語

・創造的な学習スタイルの実践→より高度な学習内

数学

好奇心をくすぐる

日々の宿題の確認

調査・分析・考察

発表・プレゼンテーション

課題を見つけたら、自分なりの問題意識を持って調査・分析します。
「ナ

グループでの検討結果をレポートにまとめて、プレゼンテーションを行

の制作、学校行事のポスターや栞のイラストを描く

ショナル ジオグラフィック」の記事だけでなく、図書館やインターネッ

います。クラス内での発表を経てクラス代表を選出し、
「ナショジオ発

ことにも活用しています。

トの活用、周囲の人への取材などを通じて、問題のポイントや解決の

表会」を実施。スライドをわかりやすくまとめ、大勢の前でスピーチをし、

糸口を検討していきます。グループでの討論などを通じ、自分の意見

自らの考えを訴えかける表現力を磨き、進学後や社会人になってから

を説明したり、他者の意見に耳を傾けたりする力も養います。

も役立つ「発信力」を身につけます。

や議論を行う時に活用しています。

容への取り組み、画期的なプレゼンテーション作品

授業やSTSC、家庭で
自分の目標・ペースに合わせた学習

達成感・自信が得られる
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アース・プロジェクト
体を使って、頭を使って、手で触って、本物を体験し、発見する！
本物の思考力や理解力を育むには、本物の体験が重要です。様々な体験学習や

海外ホームステイ

世界を自ら体験する

校外フィールドワークを通じて、教科書では学べない「発見」
「驚き」
「感動」を共有することで、

オーストラリアでの海外ホームステイ。現地の高校を訪問し、英会話をはじめとした多くの授業を通じて同年代の生徒と交流。

本物の知識と教養になります。高校生の間に多くの体験をし、将来について深く考えることは、

またホストファミリーとの生活は英語学習だけでなく、グローバルな視点と価値観を持つための貴重な体験となります。世界

学習に対するモチベーションや意欲の向上にもつながります。

自然遺産の「ブルーマウンテン」観光や、先住民の文化を学ぶアクティビティ
（乗馬、ブーメランなど）への参加など、充実した
10日間を過ごします。

水田学習

農作業体験から
「食」を知る

日本人の食の原点といえる「米」の栽培を、埼玉県久喜市に
ある成立学園の田んぼ（成立田）
にて行っています。田植えか
ら稲刈りまで全工程に携わることで、食に対する感謝の心、
自然の恩恵への実感、農業活動に携わる人々への尊敬、食の
安全などへの理解を深めていきます。一過性の農業体験では
なく、自然の尊さに触れ合うことで、食だけでなく他者理解も
含めた、生涯にわたる人間形成へとつながる、発展性・継続
性のある「水田学習」を行っています。

国際交流

お互いの文化を知る
海外の高校生を団体として招いて本校の生徒と一緒
に授業を受けてもらう「Experience Seiritsu！」を
実施しています。来日した生徒一人ひとりに本校の
生徒がスクールパートナーとして付き添い、学校の
案内役となります。日本の文化を紹介したり、交流
会で一緒に踊ったりと、フレンドリーな関係を築きな
がら、相互理解を深めます。英語や海外に対する関
心を高め、さらなる学びへの意欲につながります。

多くの実体験で育まれた知識、教養、コミュニケーション能力、行動力が、
グローバル時代に活躍するための「見えない学力」として生きてきます。
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年間行事・イベント

クラブ活動

「見えない学力」を育てるための貴重な体験を取り入れた多彩な行事と、

体力や技術の向上を目指す運動部、心を豊かにする文化部・同好会。

日々の授業と併せた充実した学園ライフが生徒たちの笑顔を引き出します。

「文武両立」をモットーに、学生生活を充実させます。

鷲宮祭

硬式野球部

高3 アスリートクラス

松井 琉君

鷲宮祭

鷲宮祭

年間行事

2月

研修旅行（2年アスリート）
合唱コンクール
（1年）
第5回定期試験
創立記念日
（2/21）
ホームステイ
（1年選択制）
OB・OGガイダンス
（2・3年、合格体験談）
卒業式
修了式


▲ ▲ ▲ ▲

3月

センター試験
センターリサーチ
ナショジオ発表会（1年）
スキー教室（1年選択制）

▲ ▲ ▲ ▲

第4回定期試験
卒業試験（3年）

1月

▲ ▲ ▲ ▲

畑作学習
（1年）

▲ ▲

11月
12月

理科見学会（1年）
第3回定期試験
修学旅行（2年、2方面から選択）

▲

10月

水田学習
（稲刈り：1年）
成立祭（文化祭）

▲ ▲ ▲

9月

English Camp（1年）
クラブ合宿

▲ ▲

第2回定期試験
ナショジオ発表会（2年）

8月

▲ ▲

▲
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鷲宮祭
（体育祭）
生徒総会

▲ ▲

7月

水田学習
（田植え：1年）
第1回定期試験

▲ ▲

6月

入学式
始業式
対面式
クラブ紹介
オリエンテーション
（1年）

▲ ▲

5月

試合もチーム一丸となることを大切

大きな自信につながります。大会で

にしています。応援してくれる仲間、

はチームに分かれて演技をしますが、

保護者、卒業生が多く、張り合いが

文化祭やイベントなど部員全員で

あります。あと一歩で勝利を逃した

一つの演技を行う機会もあって、ま

池田 杏さん

過ごせると思います。

男子サッカー部

成立学園の男子サッカー 部は、部

音楽部は雰囲気が明るく、一人ひと

音楽部（吹奏楽）

八木 玲君

員一人ひとりの技術がとても高く、

りが楽しんで活動に励んでいます。 高2 難関クラス

ライバル校にも引けをとりません。

練習では基礎合奏を多めに行い、

榎本 美咲さん

至田 朱里君

また、コーチが生徒の自由な発想

お互いの音を聞き合うことを意識し

を尊重してくださるので、伸び伸び

ています。練習を続ける忍耐力、協

と活発にプレーできるのがチーム

調性や思いやりが身につくと思いま

の強みといえます。目標はもちろん、

す。コンクールや演奏会の前には練

全国高校サッカー選手権の出場で

習が増えますが、練習後はみんなで

す。授業を集中して受けていれば、

STSC に直行して勉強し、文武両

部活動と勉強の両立も可能です。

立を図っています。

堅実なディフェンス、正確なスリー

マルチメディア部には、高校ではま

ポイントシュート、ベンチとコートの

だ珍しい「e スポーツ班」や、パソコ

一体感が、成立学園の男子バスケッ

ンでゲームを制作する班、3D 動画

トボール部の特長です。プレースタ

を制作する班などがあり、それぞれ

イルや試合の作戦、相手校の研究

目標を持って活動しています。また、

などは、コーチと部員が意見を出し

「VOLARANT」
「カードゲーム」
「メ

合って決めています。学年に関係な

タバース」といった新しい班も作り

く、良い点も直すべき点も言い合う

ました。部活全体の交流も図ってい

中で、仲間の大切さや全力で取り組

るので、他の班のメンバーとも仲を

むことの大切さを学べます。

深められます。

マルチメディア部（eスポーツ班）
高2 難関クラス

鈴木 煌明君

成立生の一日

▲ ▲ ▲ ▲

4月

なり厳しいですが、結果を出せると

高3 特進総合クラス

長していると感じています。

高3 特進総合クラス

卒業式

していて、個々の力に頼らず、練習も

チアリーディング部

た違う楽しさも味わえます。
「青春」

男子バスケットボール部
修学旅行
（九州）

CUP など大会に向けての練習はか

と呼ぶにふさわしい、濃い3年間を

修学旅行（北海道）

修学旅行（九州）

園の硬式野球部は基礎練習を重視

泥臭いプレーを通じて、人間的に成

高3 アスリートクラス

修学旅行（北海道）

チーム名は
「TIARAS」
です。JAPAN

時の悔しさ、最後まであきらめない

成立祭

水田学習

実践中心の高校が多い中、成立学

8：20

8：40

HR

9：40

1限目

毎日の小テスト
で 基 礎 学力 の
定着を図ります。

10：40

2限目

11：40

3限目

数多くの双方向
授業 や 習熟度
別授業 が 展開
されています。

12：30

4限目

13：15

昼休み

ランチタイムは
各教室 で。軽
食の販売もあ
ります。

14：15

5限目

15：15

6限目

完全下校
20：00

16：05

HR

部活

HR が終了するとクラブ活動の時間。技術の習得に磨
きをかけます。また、STSCで勉強したり、図書室で好
きな本を読んだりと、各自の放課後を過ごします。補
習授業もあり、先生がバッチリサポートしてくれます。
※7限がある時は16：15〜HR&部活
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クラブ活動

関東大会
出場

硬式野球部

「甲子園」
出場

チアリーディング部

全国大会
出場

関東大会
出場

全国大会
優勝

軟式野球部

ゴルフ部

男子バレーボール部

全国大会
出場

女子硬式テニス部

ダンス部

フットサル部
総合格闘技部

男子バドミントン部

女子サッカー部

全国大会
出場

男子バスケットボール部

音楽部（吹奏楽）

男子サッカー部

全国大会
出場

卓球部

陸上競技部

マルチメディア部（eスポーツ班）

クラブリスト

●運動部19 ●文化部 8 ●同好会2

硬式野球部

専用球場、屋内練習場と野球環
境に恵まれています。本気で野
球に取り組みたい生徒を待って
います。初心者大歓迎です。
男子サッカー部

チアリーディング部 ★

男子硬式テニス部 ★

女子硬式テニス部 ★

女子バドミントン部 ★

女子サッカー部

18

女子バスケットボール部

東京都ベスト32を目標に日々練
習を積み重ねています。いつで
も見学・参加できます。お待ちし
ております！

男子バドミントン部 ★

男子バドミントン部は、中学から
の経験者、高校から始めた初心
者が一緒になって、真剣に、かつ
楽しく練習に励んでいます。

体操部 ★

毎日楽しく活動をしています。文 上達の近道は「考えた練習」と
武両立を大切に勉強にも力を入 「地道な努力」であり、学習にも
れ、切磋琢磨し合いながら成長 通じます。学校生活を充実させ
できます。
るために一緒に頑張りましょう！
軟式野球部

サッカーを通じて、自立した人間 全国優勝を目指して、毎日ハー 大会で勝つことはもちろんのこと、 勝利の喜びはもちろん、野球の
を育成することを目標に活動し ドな練習にチャレンジしています。 練習や試合から学び、人間的な 奥深さや面白さを味わえる部活
ています。一緒に全国を目指し 本気で共に頑張りましょう。
成長を意識することや、チームと 動です。野球を通して、体力だけ
ましょう！
しての絆を大事にしています。
ではなく人間性や社会性を育て
ます。
常に魅力あるサッカースタイル
で、個も進化できるように、チー
ム一丸でひたむきに取り組んで
います。

地域ボランティア部

鉄道＆旅行研究部

★印のついたクラブは中学生と高校生が一緒に活動できるクラブです。

全国大会出場を目指して、日々 テニスと勉強の両立を目標に掲
努力しています。青春と呼べる3 げ、日々練習に励んでいます。ま
年間を手に入れられる部活動で た、上級生が下級生に教えるなど
す。初心者も大歓迎です！
「縦」のつながりも大切にしてい
ます。
男子バスケットボール部

美術部

男子バレーボール部 ★

技術向上はもちろん、挨拶や言
葉遣いなどスポーツマンとして
ふさわしい人間育成を心掛けて
います。一緒に頑張りましょう!!

卓球部 ★

卓球部では、初心者から経験者
まで男女関係なく、大会で良い
結果を残すため、全員が基本を
大事に練習を全力でやっている
部活です。
ダンス部 ★

学校行事・校内公演・コンテスト
で活躍する、今急成長中のダン
ス部で、一緒に青春しませんか？
Let's dance together!!

陸上競技部 ★

初心者から都大会出場選手まで
幅広く在籍しています。初心者
でも先輩が丁寧に指導する雰囲
気の良い部活です。
ゴルフ部 ★

初心者が多いですが、関東大会
出場を目指し、校内練習やコー
ス練習、夏合宿など、一生懸命
練習に取り組んでいます。
フットサル部

全国大会で優勝した実績もあり
ます。そんな中でも勉強にも手
を抜かずに、文武両立を意識し
ています。

総合格闘技部 ★

週2回の総合格闘技では打撃や
投げ技、関節技などを練習しま
す。週１回の合気道では、荒川
合気会の師範に稽古をつけて頂
きます。未経験者でも安心です。
英会話部 ★

ネイティブの先生たちと楽しく
英会話やゲームをしています！
少しでも興味があれば遊びに来
てね！Come and have fun!!
音楽部
（吹奏楽）★

成立祭や野球・サッカー応援な
どの様々な行事で活躍していま
す。また、コンクールにも積極的
に参加しています。

音楽部
（合唱）★

美術部 ★

合唱曲や J-POP、ミュージカル 各自が自分の感性に従って「アー
など、様々なジャンルの曲を歌い、 トによる自己表現」を目指してい
成立祭や北区合唱祭、クリスマ ます。アート分野で表現力を高
ス演奏会などで発表しています。 めたい人、ぜひ一緒に活動しま
しょう！
地域ボランティア部 ★

マルチメディア部 ★

通学路にある「成立学園花壇」の 「Scratch」を使ったゲームプロ
水やり・除草・花の植え替えの管 グラミング、ロボットの作成、e
理を中心に活動しています。成 スポーツ大会への出場など楽し
立祭でのキッズルーム運営や地 く活動しています。
域貢献活動なども行っています。
鉄道＆旅行研究部 ★

少人数の部活動ですが、成立祭
に向けてジオラマの制作をして
います。また、外部コンテストに
も出展しています ! ぜひ一緒に
制作しましょう!!

ライフワーク部 ★

理科部 ★

昆虫の飼育をはじめ、自分で思
いついた・自分でやってみたい実
験に楽しく取り組んでいます。理
系・文系は問いません。
軽音同好会 ★

ギター、ボーカル、ドラムなどの
パートに分かれ、バンドを結成
し成立祭やライブに向けて日々
練習しています。音楽好きなら
大歓迎です!!
新日本芸能同好会 ★

自分たちで献立を決め、和・洋・ 競技かるた・演劇・漫画研究な
中ジャンルを問わずみんなで楽 ど、生徒発信のクリエイティブな
しく作り、一緒に食べます。文化 活動を部門ごとに行っています。
祭ではお菓子を作り販売も行い
ます。

19

大学合格実績
目標へ近づくためには、一つひとつ積み重ねることが重要です。

制服紹介

アース・プロジェクトと連携した教科指導で得た「見えない学力」と、
高校 3 年間の1000日の様々な経験で得た知識と教養をバネに、
目標を実現できる力を養い、結果につなげます。

2021年度大学合格実績
大学名称

国公立大学
2

早慶上理
13（5）

GMARCH
・
関関同立
151（22）

日東駒専
164（5）

成成明学獨國武
34（3）

20

合格者数

大学名称

合格者数

埼玉大学

1

東京慈恵会医科大学（医学部看護学科）

1

埼玉県立大学

1

帝京大学医療技術学部

8

早稲田大学

1

東京医科大学

1

慶應義塾大学

3（3）

日本薬科大学

5

上智大学

1（1）

日本大学松戸歯学部

1

東京理科大学

8（1）

明海大学歯学部

1

学習院大学

24（3）

鶴見大学歯学部

1

明治大学

18（7）

日本歯科大学

1

青山学院大学

10（1）

Queen's University Belfast

2

立教大学

27（2）

University of Stirling

1

中央大学

35（4）

法政大学

28（5）

関西大学

6

立命館大学

2

立命館アジア太平洋大学

1

日本大学

47（1）

東洋大学

94（4）

駒澤大学

14

専修大学

9

成蹊大学

4（2）

明治学院大学

8

獨協大学

13（1）

國學院大學

6

武蔵大学

3

医療系
19

海外大学
3

▲右から冬服、夏服、体操着

※カッコの数字は既卒者

▲シャツ、ベスト、セーターがすべて2種類

▲女子はリボンとネクタイ、
男子はネクタイ2色から
選べます。

▲女
 子スラックス

▲大容量のバックパック
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鷲宮総合グラウンド

主要駅から最寄り駅までの所要時間
東鷲宮

全面人工芝で高校屈指のスケールを誇るサッカー場。
甲子園球場と同じスケールの野球場。

大宮

人工芝のフットサルコートや屋内練習場。

16

川越

全国大会を目指すためのハイレベルな環境がそろっています。

40

成増

45

39

24
高田馬場

小平

36

調布

15

13
31

新宿

屋内練習場

20

飯田橋

品川

26

20 北千住

王子

9

上野

16

秋葉原

29

48

亀戸

船橋

48

16
東京

新浦安

「赤羽」
への乗車時間の目安

自由が丘
フットサルコート

日暮里

19 渋谷

36

40 柏

10

池袋

下北沢

46

（人工芝）

野球場

8

吉祥寺

二子玉川

サッカー場

南越谷
新越谷

38 新松戸
2

練馬

49

49

30

春日部

東十条

新秋津
秋津

55

47

浦和美園

赤羽
岩淵

赤羽

27

府中本町

39

19
15 13 南浦和

27
所沢

鷲宮総合
グラウンド

久喜

武蔵浦和

北朝霞
朝霞台

43

池袋から8分 秋葉原から16分 大宮から16分

JR 埼京線・京浜東北線「赤羽駅」を利用する場合
JR 京浜東北線「東十条駅」を利用する場合
地下鉄南北線・埼玉高速鉄道「赤羽岩淵駅」を利用する場合

第2サッカー場

最寄り駅から学園までの順路
埼
徒歩

至
上
野

至東北
自動車
道・久喜
IC

駐輪場

東鷲宮

〒340-0205 埼玉県久喜市外野168

男子サッカー部専用 TEL 0480-58-1559
硬式野球部専用 TEL

0480-58-1822

鉄道：J
 R 宇都宮線（東北本線）

「東鷲宮駅」から徒歩約10分
車：東北自動車道「久喜 IC」から約10分
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徒歩

八木病院

ミュージックショップ
ダン

東京都 酸素・医療提供
ステーション
スギ薬局

武道場

8分

西口

至
大
宮

赤羽
南口 東口

東十条通り
（バス通り）

環
七
通
り

本部棟

岸田医院

外野自治会館

北区赤羽南二丁目
児童遊園

京浜東北線

N

派出所

線

稲田小

14 分

徒歩

赤羽教会
まいばすけっと

N

JR 埼京線・京浜東北線「赤羽駅（南口）」から徒歩8分
JR 京浜東北線「東十条駅（北口）」から徒歩8分
地下鉄南北線・埼玉高速鉄道「赤羽岩淵駅」から徒歩14分

3つの駅を利用できるので通学に便利です！

至
志
茂

北
本
通
り

地下
鉄
南
北線
・埼
玉
高速
鉄道

至栗橋駅

至久喜駅

JR宇都宮線（東北本線）

東鷲宮ニュータウン入口

東十条
北口

京

8分

赤
羽
岩
淵
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学校 案内

2022年 高校 説明会日程
①13:00-13:30 ②14:30-15:00 9/23
（祝）
は①のみ
※定員制
（要予約）説明会後、個別相談可

9
／10土①②17土①② 23

2 0 2 3

①

10
／8土①②15土①② 29土①②

学校説明会

11
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新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、各イベントの
日程変更の可能性があります。詳細は本校 HP でご確認ください。

〒114-0001 東京都北区東十条 6-9-13

TEL.03-3902-5494（代表） FAX.03-3903-9549
お問い合わせ

school@seiritsu.ac.jp

最新の情報・資料請求などは学校ホームページで！

ht tps://www.seiritsu.ac.jp
成立学園
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