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このキャンパスで、個性的な将来のビジョンを描いてください。

創立90周年を迎える千葉商科大学は「実学」の伝統を育み続けてきました。実学とは実社会で役に立つ学
問のことです。現在の千葉商科大学では会計学、経営学、経済学、政策学、ITなど『実学』を展開するための
総合的なカリキュラムが組まれています。そうした教育の成果は、ビジネスの最前線で企業人や実業家、税
理士や公認会計士といった多種多様な立場で活躍している多くの卒業生の皆さんが証明しています。
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JR総武線「市川駅」を利用の場合
4番のりば（京成バス）より
　国府台経由
　国分操車場行または北国分駅行バス乗車（約18分）
　「商大付属高校」下車徒歩0分
 1番のりば（京成バス）より
　国府台経由松戸駅行バス乗車（約15分）
　「国府台病院」下車徒歩8分
 自転車20分

京成線「国府台駅」を利用の場合
 国府台経由
　国分操車場行または北国分駅行バス乗車（約15分）
　「商大付属高校」下車徒歩0分
 国府台経由松戸駅行バス乗車（約8分）
　「国府台病院」下車徒歩8分
 自転車15分
 徒歩20分

北総線「矢切駅」を利用の場合
 徒歩20分
 自転車10分

JR常磐線・新京成線「松戸駅」を利用の場合
 1番のりばより
　国府台経由市川駅行バス乗車（約30分）
　「国府台病院」下車徒歩８分
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　本校の「柏葉の精神」にあるように柏の葉

は、その形も色も目立つことなく地味であり

ますが、発芽から落葉に至る姿は、まことに優

情に満ちています。

　秋の冷気に枯れた後も、直ぐに落ちること

なく、冬の間も寒風や霜雪にたえて、じっとそ

のまま過ごします。やがて春を迎え、新芽が葉

柄の下に萠え出るのを確かめて、はじめて静

かに散り落ちていきます。

　まさに互いに鍛え培い合う若人の意気と友

情の象徴と言うべきであり、また親子兄弟の

愛情や師弟の信頼にもたとえられるもので

す。新芽は五月の陽光の下、たちまち大らかな

美しい緑の葉となります。

　これは質実を旨とし、友愛を育て、しかも逞

しく伸びやかな校風を発揚しようとする本校

の指導精神にも通じるものです。これから機

械化が進んでいく社会において，絶対に忘れ

てはならない「優しさ」・「おもいやり」といっ

たような日本人に脈々と流れている人間性豊

かな心を育んでいきます。

　散りゆく柏葉の、幼芽に対する優しく厳し

い情愛の姿を見つめ、先輩と後輩との強い絆

を育てて、生徒たちが学園の内外で固く結ば

れていくことを、そしてそれぞれが希望をか

かげて力強く邁進していくことを心から願っ

ています。

WHY?なぜ、

校 章 は

柏 葉 な の か？

学校経営基本方針

◆ 生徒に教えて学ばせ教養の獲得を促す指導

◆ 進路目標の設定と自己実現を図るための支援する指導

◆ 柏葉の精神に基づいた人間形成を図る指導

主体性・社会性・協調性・健康管理を含めた自己管理能力、また、柏葉の精神を心掛け，自他の

存在と命を尊重する人権意識，生徒目標にある友愛（校友を愛し、校風の高揚につとめる）・礼

法（礼法を重んじ、つねに品位を保つ）・勤労（すすんで勤労に参加し、清潔な環境をつくる）を

養うため、授業のほか特別活動・部活動，さらには学校生活全般において多様な経験を重ねるこ

とのできる機会を提供する。生徒が意欲と関心をもって積極的に参加し自らの人間形成を図れ

るよう、計画的かつ適切な助言・評価に関する研究と実践に取り組む。

「自立する人間性豊かな高校生を育成する」ために

生徒とともに

◆ 「明確な目標設定と情報の共有」による目標達成に向けた協働の実現

◆ 「教職員及び校務分掌間の一層の連携」による効果的かつ効率的運営

◆ 「学校経営への参画機会の拡大」による経営意識の向上とリーダー育成

◆ 「指導経験と活動成果の蓄積と活用」による教職員の授業力向上

◆ 「生徒に最善の教育環境を提供」するための教職員のゆとりの創造

教員とともに

「人間性豊かな学校」を実現する教員への指導実践
礼法を重んじ、つねに品位を保つ。

基本的生活習慣・社会性を身につけ、周囲に目

配りを効かせて、本校生徒として品位ある行動

をとる。

礼法

進んで勤労に参加し、

清潔な環境をつくる。

自ら校友と積極的に教育環境を整え、清々しい気

持ちで学びに取り組めるようにする。

勤労

勤勉を旨とし、真実を探求する。

与えられた仕事や勉強などに、一生懸命に励む

ことにより、物事の本質を自分なりにとらえら

れるようになり、思考力・判断力を身につけ、自

分自身の考えをはっきりと持てる。

勤勉

校友を愛し、校風の高揚につとめる。

友達とよくコミュニケーションをとり、相手をよ

く理解し大切にする心を身につける。地域社会に

貢献できる力を養い、実施すると共に、本校の伝

統を守りながら新しい高校生活を創造していく。

友愛

生徒目標
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数字で見る、

S H O D A Iの魅力とは？

69 年

本校は、1951年に創立され、今年度で

創立69周年を迎えます。1965年には

国府台から現在の校地に移りました。

男子校の時代もありましたが、2004年

には普通科、2008年には商業科の女子

の募集を再開しました。

創立

2021年度第1期工事完了（2023年度

全校舎竣工予定）の新校舎で、建築物省

エネルギー性能表示制度「BELS（※1）」

で最高評価の5スターを取得しました。
※1=国土交通省認定の建築物省エネルギー性能表

示制度（Building-Housing　Energy-effi  ciency　

Labeling　System）

新校舎「BELS」

4年制大学進学が本校の最も多い進路

決定先です。2020年春の全卒業生（普

通科・商業科計）で専門学校は11％、

就職は2％です。

81.0  ％

現役進学率（４年制大学）

創立からこれまで（2020年3月時点）

の卒業生は19950人！

卒業後は様々な分野で活躍していま

す。卒業生の子女の入学が多いのも本

校の自慢です。

総卒業生数

19,950人！

各科・各コースで様々な資格にチャレ

ンジしています。商業科がある本校な

らではの資格取得に向け、様々なサ

ポートを行っています。

13
取得できる検定数

建設中の新校舎において、ZEB Readyの認証を取得しました。高等学校の校舎がZEB Readyを取得するのは全国で初めてのことです。
※2=「Z:ゼロ　E:エネルギー　B:ビルディング」の略で、建物のエネルギー消費を基準エネルギー消費量に比べて50％以上、75％未満削減させた建物

ZEB Readyを取得！全国初！

数々の実績を誇る部活動は、運動部

15部、文化部10と様々な分野での活

躍の場があります。様々な施設も充実

し、みなさんの活躍の場を用意してい

ます。

部活動数

25 部

なぜ、

「付加価値No. 1 」

なのか？

成する

教育方針

実学実践学習の訓育を施し、質実にして有為な若者を育成する

グローバルな視点に立ち、礼法と品位を持って人に接する若者を育成する

常に中道を歩み、将来社会の要請に応えうる若者を育成する

■  与えられた課題を自己の責任においてとらえ取り組むと

ともに、自ら課題を見いだし設定して取り組む独創的発

想力を育成するとともに、チームを作り独創的発想力に

対する批評をうける態度を育成する。

■  課題に対して多角的な視点をもって持続的に取り組み、

科学的、論理的に解決する能力と態度を育成する。

■   多様な情報を収集し、分析し、判断した上で、的確に表現

するコミュニケーション能力を育成する。

主体性の育成

■  それぞれの学科・コースの目標に基づき基礎的学力の充

実を基盤とした専門性の深化・高度化を図る｡

■  学ぶ目的を主体的に自覚し、図書館を中心とした学びの

場において、書物のみならず、多様な生徒からの学び・異

質な集団からの学びなどにより、正確な知識を得、未知な

るものに取り組む姿勢を育成する。

■  授業の目的と学習目標を明確に示して、授業内容の定着

と深化を図るとともに、学年の垣根を越えた建設的相互

作用による知識の統合を図る。

■  学習した外国語をツールとして活用し、問題解決に向け

たコミュニケーションが図れるようにする。

■  学園の持っている知的財産を有効に活用し、高度な学問

に触れることにより、知識獲得へ積極的に取り組む姿勢

を育成する。

学力の向上
■  学ぶ者としての謙虚な姿勢を育成し、自己教育力の伸長・

向上を図る。

■  多様な場面において、自他の状況を正しく把握して行動す

る能力を育成するとともに、自己決定能力の伸長・向上を

図る。

■  将来にわたり健康で安全に生活する能力を育成する。

自己管理能力の向上

■  将来社会の一員として生きることを自覚し，主体的にかつ正

確な情報をもとに進路を選択する能力を育成する｡

■  卒業後の進路実現に必要な能力と態度を育成する。

■  千葉商科大学が行う行事を含め，多様な啓発的経験学習

を推進し、進路選択に必要な幅広い視野を持とうとする

姿勢を育成する。

進路目標の明確化

■  自己の大切さについて正しく理解する能力と態度を育成す

る。

■  社会の不公正や不合理、形式的な平等について学び、それら

を克服する正しい批評精神と行動力を育成する。

■  啓発活動を推進し、あらゆる差別と暴力を否定して自己

の幸福・相手の幸福を追求しようとする姿勢を育成する。

人権教育の推進

5  スター取得
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VISION75
S H O D A I  F U T U R E  P L A N

MESSAGE FROM THE PRESIDENT

01

02

　高大接続改革が大詰めを迎えています。そのあとには本格的な教育改革が控えています。本校では中
期経営計画の中で「Vision 75 」において、建学の精神、柏葉の精神をもとに学校経営方針・教育方針を
立て、グローバル社会を支え活躍する人材、地域社会に貢献する人材を育成することを目標にしていま
す。それを実現するために、「確かな学力」・「人間性」・「グローバル力」・「イノベーション力」・「協働性」
を生徒が身につけるべき力と位置づけました。それは単に知識の習得だけにとどまらない付加価値No. 
1の学校と呼ばれることを目指しています。私たちはそう呼ばれるために努力し続けます。
　また千葉商科大学との連携を深め、大学施設の利用をはじめ、高大の教育連携、入試面における高大接
続など様々な形で付属高校としての優遇を受けています。
　念願であった校舎の建て替えも決定し、新しい校舎での新しい教育が展開されます。不易流行。建学の
精神や柏葉の精神という伝統と新しい教育や学びとを融合し、「未来からの留学生」を大切に教育して、
21世紀型スキルを身につけ、未来に飛躍できる生徒を育成していきます。

新しい時代への
千葉商大付属の学び

学校長 浅川 潤一

詳しくは
Webへ▶ 

生徒とともに学ぶ教育指導
生徒の輝く未来の実現を手助け
柔軟性をもって生徒に接しています。
入試広報部長 小中 頼宏 先生

“Change before you have to.（変わらざるを得ない状況になる前に自ら変
われ）”。私はこの言葉を胸に日々生徒に接しています。高校の3年間を過ごす
場所として本校を選んで良かったと思ってもらえるように、また多くのことを
“できる”ようになってほしい―そしてそれには、生徒だけではなく、私自身
の柔軟な変化も必要だと考えています。これからあなたが進む路が一番いいも
のであるように、共に悩み考え、学び、成長する姿を支えることで、一人ひと
りの輝かしい未来に向かっていけるお手伝いを、これからも続けていきます。

FEATURE

勉学と部活の両立ができるのは
先生や友人と一緒に頑張れているからこそ。

学校生活は、とても充実しています。勉強はもちろん、行事・部活などに
も全力で取り組める環境があり、日々を謳歌できるからだと感じていま
す。サッカー部に所属しFWとして得点力を高められるように練習を重
ねています。勉学との両立を考慮し、それぞれに割り当てる時間を考え
ねばなりません。私は先生と一緒に「部活を続ける条件」を設定し、授業
は絶対に聞き逃さない・部活中は練習に集中する、を心がけています。先
生や友人の支えがあり、緊張感を持続させられることが、充実感のひと
つだと実感しています。

目標達成に向けた教育指導
FEATURE

03
各クラスでボランティア委員を募り、多くの生徒がボラン
ティア委員に登録。彼らが中心となり、全校組織で地域活
動や対外的なボランティア活動に積極的に取り組んでいま
す。本校のボランティア活動の取り組みは千葉テレビの教
育番組でも紹介されました。

［地域活動］
地域で多くのボランティア活動に取り組んでいます。さまざ
まな立場の人との出会いは思いやりの精神を養い、社会へ
の視野を広げることに役立っています。
■ 柏葉祭で地域の福祉施設の方々との手づくり品の販売。

■  あしなが学生街頭募金／春・秋に実施される「あしなが
学生街頭募金」では、数多くの生徒が市川駅や松戸駅
などで、募金を呼びかけています。

■  施設ボランティア／夏休みを利用して毎年多くの生徒
が、保育園や高齢者施設、障害者の福祉施設で1週間
の施設ボランティアに参加して、貴重な体験をします。

保育園でのボランティア ソフトボールを通じて地域交流 タイの子ども達へのプレゼント

特別進学クラス／サッカー部所属

A.Sくん

「豊かな心」を育む、
SHODAIの特別教育プログラム
自分にできることから始める。
社会を肌で知る。
ボランティア活動で自己発見。

　建学の精神に示された「実学実践学習の訓育を施し、付属高校の

卒業生として将来社会の要請に応えうる人間形成」や、柏葉の精神

に語り継がれてきた「豊かな人間関係形成」を図るため、教育方針

に基づく教育活動を通して「人間性豊かな学校」を構築し、生徒目

標を実現することにより、「自立する人間性豊かな高校生を育成す

る」ことを最高目標とします。

千葉商科大学付属高等学校 
創立75周年に向けた将来構想
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04

06

05 SUCCESSFUL GRADUATE｜進路状況

ICTを活用し生徒に寄り添う

企業との共同による
実地的・実践的な学びを展開

パソコンやタブレット端末、
電子黒板を有効に活用した学習を行います。

商業科が企業とコラボ商品開発から販売までを体験します。

部活動にも全力で取り組む生徒たちをしっかりサポートするため、短い時間で
も有効に学習できる環境として、パソコンやタブレット端末が利用できる環境
を整えています。毎日の学習や部活動に取り組む姿勢など、多くの教員の目で
見た生徒の状態や試験の結果、自宅学習の様子等の記録を「ポートフォリオ」
として生徒、教員がタブレット端末に残し、学びの振り返りの中で、一人ひと
りの成長を期待します。また電子黒板を活用することにより、直接、生徒との
触れ合いや会話の時間を増やし、より適切な学習指導や進路指導を実現します。

FEATURE

FEATURE

“グローバル化”という言葉が一般的となった現在、他国の人々と英語でコミュニケーションを
図ることは、とても重要です。国際的な視野と英語力を育成するために、フランスのイッシー・
レ・ムリノ市立イオネスコ高校との短期交換留学や、2年生の夏休みに、希望者に対してアメリ
カホームステイを実施しています。英語に触れるとともに、雄大な自然に恵まれた環境の下、ア
ウトドア研修や親睦交流会など様々な体験ができます。この体験を通じて人間的な成長が期待
でき、人生の指針作りにも役立ちます。

FEATURE

語学力だけでない
国際感覚を身につける
フランス短期交換留学、アメリカホームステイにより、
実践的な英語力を習得します。

キャリア教育をブラッシュアップし、それぞれのクラスにおいて成果を上げられる
ようなプログラムを行います。2017年度は菓子メーカー・三州製菓と共同で「フ
ライドパスタスナック　ショーダイハニーナッツ味」を開発、東京ディズニーリゾー
ト内の商業施設「イクスピアリ」で販売しました。2018年度は地元企業である
「石釜パン工房　サフラン北国分店」と共同で「抹茶クロワッサン」と「おにみ
そパン」を開発し、店舗にて販売実習を行いました。2019年度は松戸市の和菓
子屋「八矢庵」と新たな商品開発を進め、道の駅いちかわにて販売しました。

「自分を知り、適性を伸ばし、社会に役立つ人材の育成」

本校の3年間を通じた進路指導の理念は、「自分を知り、適性を伸ばし、社会に役立つ人材の育成」です。この理念のもと、本校では生徒

の希望する進路が実現できるように、自分自身を見つめる機会（エゴグラムによる教育プログラムの活用等）や進路実現へのモチベー

ションを向上させる行事（大学見学・進路講演会等）を多く実施しています。生徒一人ひとりが希望する大学進学の実現に向け努力でき

るようにサポートしています。

主要合格大学一覧（過去3年間）

進路状況状況

国公立
高崎経済大
千葉大
埼玉大
静岡大
島根大
秋田県立大
高知大
千葉県立保健医療大
防衛大学校大
私　立
早稲田大
慶應義塾大
上智大
東京理科大
関西学院大
立命館大
学習院大
青山学院大
中央大
法政大
明治大
立教大

北里大
國學院大
明治学院大
成蹊大
成城大
武蔵大
獨協大
駒澤大
専修大
東洋大
日本大
麻布大
亜細亜大
国士舘大
大東文化大
帝京大
東海大
芝浦工業大
東京電機大
東京農業大
東邦大
植草学園大
江戸川大

浦和大
桜美林大
開智国際大
嘉悦大
神奈川大
神奈川工科大
神田外語大
環太平洋大
関東学院大
杏林大
敬愛大
工学院大
国際医療福祉大
国際武道大
埼玉工業大
産業能率大
秀明大
清和大
淑徳大
城西国際大
順天堂大
尚美学園大
昭和大

聖徳大
駿河台大
大正大
高千穂大
宝塚大
拓殖大
多摩美術大
千葉経済大
千葉工業大
千葉科学大
中央学院大
つくば国際大
帝京科学大
帝京平成大
桐蔭横浜大学大
東京有明医療大
東京医療保健大
東京経済大
東京工科大
東京国際大
東京情報大
東京家政学院大
東京家政大

東京成徳大
東京造形大
東京福祉大
東京富士大
東京未来大
東京薬科大
東都大
東洋学園大
新潟薬科大
日本ウェルネススポーツ大
日本工業大
日本獣医生命科学大
日本体育大
日本薬科大
文化学園大
文教大
文京学院大
武蔵野大
武蔵野美術大
明海大
明星大
目白大
ヤマザキ動物看護大

立正大
流通経済大
了徳寺大
麗澤大
和光大
日本女子大
東京女子大
実践女子大
大妻女子大
跡見学園女子大
川村学園女子大
昭和女子大
白百合女子大
駒沢女子大
十文字学園女子大
日本女子体育大
共立女子大
フェリス女学院大
和洋女子大
千葉商科大学

　順不同、抜粋

なぜ、

希望進路を実現

させられるのか？

進路指導部長　深澤  拓央やりたいようにやりなさい！

このように書くと、「突き放す学校だな……」と思うかもしれません。そうではありません。｢やりたいようにやる」のが進路の本質です

と言っているだけです。千葉商科大学付属高等学校の教職員は、将来やりたいことがある生徒の皆さんをしっかりバックアップします。

勿論、皆さんを甘やかすという意味ではありません。やりたいようにやるためには、「やらなければならないこと」があるのですから。そ

れをきちんと皆さんに伝えた上で、皆さんの未来を作るお手伝いをします。

MESSAGE
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INTRODUCTIONINTRODUCTION
OF THE LEARNINGOF THE LEARNING

多様な進路実現の下に、千葉
商科大学以外の大学へ進学
する割合が高いのが、普通科
の特徴です。

普通科
多くの生徒が在学時に資格
を取得し、大学へ進学しま
す。より専門性の高い千葉
商科大学を主な進学先にし
ているのが、商業科の特徴
です。

商業科

SHODAI ABILITY

78%
他大学

千葉商科大学

22%

70%

千葉商科
大学

30%
他大学

S HODA Iの実力

現役生の 4年制大学進学率は大学進学率は 8 18 1 %%以上 !
積極的にチャレンジする生徒が増えています。

SHODAIの進路指導は目標に向かって頑張る生徒を全力で応援します。

※準難関私立大学は成蹊大学、成城大学、獨協大学、國學院大學、武蔵大学、明治学院大学

PICK UP

【 千葉商科大学付属高等学校の学び 】

選抜進学クラス
上位・中堅私立大学現役合格を目指す。

特別進学クラス
国公立・難関私立大学現役合格を目指す。

特待生制度有り

商業科
大学と資格のW合格を目指す。

資格取得型 大学進学型

国公立・難関私大をめざすハイレベルな学び ! 文武両道、部活動も勉強も高みをめざす！

千葉商科大学及び多様な

大学への現役合格を目指す。

進学クラス

多様な大学への現役合格をめざす！ 大学と検定のW合格をめざす！
※大学以外への進路（卒業生に占める割合）　● 進学準備（浪人）=5％　● 専門学校=11％　● 就職=2％
※千葉商科大学への進学は在校中の成績と入学試験の成績により優先的に入学できます。

千葉商科大学／他大学の進学割合

0

30

60

90

120

150

GMARCH

46人

15人9人
国公立大 早慶上理 準難関私大

58人

日東駒専

人139
【 3年間の合格実績総数（抜粋） 】

■  國學院大學
■  東洋大学
■  日本大学
■  武蔵野大学
■  獨協大学
■  文教大学

■  工学院大学
■  東京理科大学
■  東邦大学
■  東京電機大学
■  亜細亜大学
■  東京農業大学

■  共立女子大学
■  大妻女子大学
■  白梅学園大学
■  大東文化大学
■  東京経済大学

他 多数

主
な
指
定
校
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特別進学クラス特別進学クラス
国公立・難関私大を目指す国公立・難関私大を目指す

共 通
カリキュラム

文系・理系の区別なく、
予習・復習に重点をおいて
基礎力を養成します。1年

国公立・難関私大（文系）

国公立・難関私大（理系）

2年

文系・理系それぞれの
大学受験に対応した
実力を身に付けます。

国公立文系進学コース

難関私大文系進学コース

国公立理系進学コース

難関私大理系進学コース

3年

将来を見据えた4つの
コースでより実践的な
応用力を身に付けます。

国公立大
東京工業大、東京学芸大、千葉大、埼玉大、
会津大、山形大、島根大、秋田県立大

難関私立大
早稲田大、上智大、東京理科大、同志社大、
立命館大、中央大、明治大、学習院大、
法政大、立教大、青山学院大、北里大、
東京女子大、日本女子大

他多数

3年間の流れ

特別進学クラスのPOINT

特進クラスは25名前後の少人数で運営をしていま
す。2年次以降はコースに分かれるため、選択科目授
業においては平均10名前後の人数となり、きめ細か

な指導を行っています。

少人数指導による
きめ細かい指導！02

授業時間を増やすことで、「基礎→応用→発展」
の学習を無理なく、時間をかけて行うことがで
きます。難解な分野や理解がしにくい分野に
は、丁寧な指導を行っています。また、入試問
題にも取り組むことが出来るため、本番に向け
た実践力が身につきます。

週38時間＋α!圧倒的授業数
でゆとりを持って学ぶ01

大学入試・グローバル化をふまえ、英語を重要科目と位置づけ徹底指導！
３年間の総時間数（通常授業＋補習）は、他校の英語科や国際学科に匹敵する圧倒的な時間数を確保し
ています。文系・理系問わず大学入試において最重要科目となる英語を基礎から応用まで徹底指導し、
大学入試を突破する実践力を養成します。

モチベーションUP!春・夏・冬期講習
長期休暇に実施される講習は、生徒一人ひとりが大きく成長する機会となっています。学力向上はも
ちろんのこと、学習に対する姿勢や大学入試への意識も高まるきっかけとなっています。高い目標に
向かってクラスが一丸となって頑張る雰囲気は、仲間との絆も深めます。

自己管理能力を育成し、主体的に学ぶ生徒を育てる
国公立・難関私大の現役合格を実現するためには、目標・時間・健康を自ら管理する能力、すなわち自己
管理能力が求められます。明確な目標を設定し、その実現のために時間をどのように使うのか？何を優先
して取り組むべきなのか？計画はどのように立てるべきか？日々の行動を自己管理することが求められ
ます。もちろん、心身の健康がベースにあることは重要です。自己管理能力育成のために「Classi」や「学
習システム手帳」等を導入しています。

教育プログラム

過去5年間の
進路実績

この授業は、実際にある「企業」の活動に参加するインターンシップ体験型学習プログラムです。リ

アルな題材を使った体験による自発的な取り組みを通じて、自分たちの頭で考え、求め、探り、今ま

でにはない“オリジナルな答え”を見つけ出すプロセスを体験するものです。SHODAIは自ら学ぶ姿

勢をもった未来を生き抜く人材を育てる授業を実践しています。

教室と現実社会をつなぎ、

インターンシップ（実習）を体験［ 特進クラスのみ ］

この授業は校内だけでは終わりません。優れた授業成果を挙げたチーム

は、同じミッションに取り組む全国の高校生と競い合い全国大会出場の

権利を獲得します。さらに全国大会では、選りすぐりのチームがグランプ

リ（全国優勝）を目指して戦います。大舞台に立ったわくわくドキドキの

感動は、生徒をひとまわりも、ふたまわりも大きく成長させます。本校は、

11年連続全国大会へ出場し、企業賞などの入賞も果たしています。

「11年連続全国大会出場！」

QUEST EDUCATION QUEST EDUCATION 
PROGRAMPROGRAM キャリア教育

前
半
の
活
動

後
半
の
活
動

■ 自分の仕事に対する“意識”を知る　　■ 現場の“声”を聞く
■ インターン企業の選択（入社）

オリエンテーション 就職活動開始！

■ フィールドワーク（現場・市場調査）：アンケート調査・担当企業商品、サービスの調査など
■ ITスキルの向上：文書作成・アンケート集計・結果レポートなど
■ 各企業での仕事内容を理解するとともに、企業の文化や社会での役割を知る

新人研修 入社した会社を知り、社会人としての基礎を身につける。

現実社会と教室がつながる瞬間！
【2018年度事例】
■ パナソニック： 一人ひとりの幸せと共によりよい社会を実現するパナソニックの新商品

を提案せよ！

ミッションの提示 今、企業がリアルに注目しているテーマが提示される。

このような活動を通じて、
①働くことの意義　②企業活動への理解　
③実社会で役立つさまざまなスキルの向上　④チームワークの大切さ　
⑤コミュニケーション能力の育成　⑥主体的行動力の育成　⑦自己表現力の育成
など、実社会で必要とされる「探求する力」を育てます。

情報を収集する プランを立てる 資料を作成する プレゼンをする

ミッションに取り組む 企画会議を開きミッション達成に向けてチームで動く!

PICK
UP
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３コース制で

生徒一人ひとりの夢を実現！

本校では、それぞれの進学の希望に対応す
るため２年次より「コース制」を採用して
います。「文コース」は英語・国語・地歴公民、
「理コース」は英語・数学・理科を中心に授
業時間を多く配分し、上位・中堅私立大学
合格を目指します。「総合進学コース」は、
千葉商科大学をはじめ、多様な大学への合
格を目指します。

科学的データに基づく、適切な

学習・進路面談を定期的に実施！

本校では、ベネッセ「スタディーサポート」
と模擬試験を活用しながら、学習習慣と学
力の関係を教師が把握し、ホームルームで
の全体指導や個別面談で生徒一人ひとりの
モチベーションを高めています。

進学講習の実施

講習は、「英語」「数学」「国語」の3教科に
3年次からは「理科」「地歴公民」を加え、
大学受験に必要な基礎・基本講座から応用
力講座まで、幅広く開講されています。千葉商科大学及び多様な大学

日本大・東洋大・駒澤大・専修大・大東文化大
東海大・亜細亜大・帝京大・国士舘大　等

上位・中堅私立大学
成蹊大・成城大・明治学院大・國學院大
武蔵大　等

2 . 3年

大学受験に対応した実力を養成します。

それぞれの進路・進学希望に合わせて選べる

「コース制」を採用しています。

文コース　授業は文系受験科目に特化（英・国・社）

理コース　授業は理系受験科目に特化（英・数・理）

総合進学コース　バランスの取れたカリキュラムで基礎力を養成

選抜進学クラス

進学クラス

※習熟度別
※2年次から成績と希望により文コース・
　理コース・総合進学コースに分かれます

3教科（国語・数学・英語）を
ベースに基礎を育て、自分の
適性をしっかり見つめます。1年

上位・中堅私立大学の
「一般選抜」合格を目指す！

選抜進学クラスは原則2年次で「文コース」「理コー
ス」のいずれかに進むことを視野に入れて、上位・中
堅私立大学を“一般選抜”で突破するための力を身に
付けるクラスです。成城・成蹊・明治学院・國學院・
武蔵などの上位・中堅私立大学を目指します。

01 自己管理能力を育成し、
部活動との両立を図る！

大学現役合格と部活動を両立するためには、自己管理
能力、すなわち「目標」の管理・「時間」の管理・「健康」
の管理が出来ることが大切です。本校では特別進学ク
ラスで導入し、効果を上げている「Classi」を利用し
て、自己管理能力を育成し学力の向上を図ります。

02

進学クラスの POINT

多様な入試形態を活用して
大学進学を実現する！

進学クラスは、「総合進学コース」に進むことを視野に入れながら、
「文コース」「理コース」を選択できる学力を1年間かけて身に
付けていくクラスです。「総合進学コース」では千葉商科大をは
じめ、他大学への進学を多様な入試形態（学校推薦型選抜【指
定校制・公募制】・総合選抜型【AO入試】）を活用して実現します。

01 学期別・科目別習熟度授業を
展開し、学習内容の定着を図る！

習熟度別授業は、大学受験で重要な英語（英語表現）、
数学（数Ⅰ）で取り入れています。授業クラスは学期
ごとに編成されるので、自分の理解度に合わせて授
業を受けることが出来ます。がんばり次第で所属ク
ラスをアップさせていくことが出来ます。

02

選抜進学クラスの POINT 大学受験を突破する基礎力・応用力・実践力を養成する。

理コースのPOINT

総合進学コースのPOINT

大学進学に必要な基礎学力と教養を養成する。

文コースのPOINT

3年間の流れ 教育プログラム
上位・中堅
私立大学と
千葉商科大学
合格

1年次クラス 2・3年次クラス

文系科目に特化した

カリキュラムで実力養成

文系科目特化型のカリキュラムを特色とするコースです。特に「英語」は、重

点的に指導します。1年次週6時間→2年次週6時間→3年次週9時間と学

年が上がるほど、時間数が増加します。また、国語（1年次週4時間→2年次

週7時間→3年次週10時間）・地歴公民（１年次週４時間→２年次週５時間

→３年次週７時間）についても同様に時間数を増加し、徹底指導を行います。

理系科目に特化した

カリキュラムで実力養成

理系科目特化型のカリキュラムを特色とするコースです。「英語」は文理

共通科目として、重点的に指導します。1年次週6時間→2年次週6時間

→3年次週9時間と学年が上がるほど、時間数が増加します。また、数学

（1年次週5時間→2年次週7時間→3年次週10時間）・理科（1年次週

4時間→2年次週6時間→3年次週8時間）についても同様に時間数を増

加し、徹底指導を行います。

高大連携の授業の

受講もできる

バランスの取れたコース

文系・理系科目に特化することなく、バランスの取れたカリキュラムで大学

進学に必要な基礎学力と教養を養成するコースです。学校推薦型選抜（指定

校推薦・公募制）、総合型選抜など多様な入試形態に対応するため、英検・数検・

漢検はもちろんのこと、世界遺産検定やニュース検定、簿記検定、文章読解・

作成能力検定など他校にはない特色ある検定取得にも力を入れています。ま

た、大学付属のメリットを活かし、高大連携の授業も実施していきます。

選抜進学クラス選抜進学クラス
上位・中堅私大を目指す上位・中堅私大を目指す

進学クラス進学クラス
千葉商科大学及び千葉商科大学及び
多様な大学への現役合格多様な大学への現役合格
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上位級取得を目指す講習
（夏期・放課後）

簿記検定合格に向けた講習を開講しています。夏期講習や検定前の2～4週間前には通常授業終了後
2時間程度、放課後講習が実施され合格を目指すことができます。

より実践的なIT教育
情報の授業ではビジネス文書の作成をはじめ、ビジネス計算・
プレゼンテーションの作成・HPの作成・データベースの作成
活用など、社会で必要な ITスキルを集中的に学んでいくこと
ができます。

「検定取得」でスキルアップ
簿記検定をはじめ、商業科では様々な資格を取得することがで
きます。授業内ではもちろん、放課後や夏期講習などを利用して
資格取得のサポートをしています。資格は大学進学はもちろん、
就職をするときにも大きな武器となります。

3年間の流れ

実在する企業と共同で活動をすることで、授業
で学んだ知識・技術を実践的に体験し、確実な
学びに繋げることができます。進学に必要な学び
だけでなく社会に出て役立つ力を学べることは
商業科の大きな特色です。

授業で学んだ知識を
実践的に体験01

検定試験と大学進学に重点を置いたカリキュラ
ムになっています。学年が進行するにつれて商
業科目の時間数が増加していき、より専門的な
学習ができるようになっています。また、千葉商
科大学との連携（高大7年間教育）で、高い大
学進学率と資格取得率を実現しています。

商業科目の増加で、
専門的な学習が充実！02

商業科のPOINT

共 通
カリキュラム

商業に関する基礎的な
知識・技術を学習
しています。1年 2 . 3年

会計型

ITビジネス型

千葉商科大学
（商経学部）（政策情報学部）
（サービス創造学部）

四年制大
日本大・専修大・亜細亜大・
国士舘大・東京経済大　他

+
資格取得
●全国商業高等学校協会検定1級
●日本商工会議所検定2級

教育プログラム

商 業 科商 業 科
大学と資格のW合格を目指す大学と資格のW合格を目指す

※  普通科で、千葉商科大学進学コースを
選択した生徒の数も含む。

※ 商業経済検定1級取得条件は4科目中2
　 科目合格。

全商簿記検定

1級（原価計算）11名　
1級（会計）4名
両科目合格者（1級取得者）10名
3級134名

日商簿記検定

2級6名　3級70名

全商珠算電卓実務検定

1級34名　2級124名

全商商業経済検定

1級（全科目合格）1名
1級8名
2級23名　3級81名

全商ビジネス文書検定

1級1名　2級13名　3級65名　

全商情報処理検定
（ビジネス情報部門）

2級2名　3級66名

ITパスポート

合格者4名

2019年度実績
全商商業経済検定

全科目合格者 1名！!
PICK
UP

なぜ、

部 活 動 は 活 躍 

できるのか？

なぜ、千葉商科大学付属高等学校は毎年数多くの部活動が活躍しているのか。その理由を探るべく、顧問の先生方にインタビュー

させていただきました。

Q 部活動での指導において心掛けていることは

何ですか？

A 礼儀やコミュニケーション力を身に付けさせること、自分た
ちで考え行動する環境を作ることを心がけています。また、
日々の活動を振り返り自己理解を深め、「時は金なり」と考え、
時間を有意義に使うように呼びかけています。

吹奏楽部 田邉 美裕紀 先生

Q 「頑張ること」によって「得られるもの」とは何だと思いますか？

A 自分のことは自分が一番分かっているけれど、高校生にはま
だ自分でも知らない一面があるはずです。何かに全力で取り
組むことであらためて自分と向き合い、得意不得意、好き嫌
いを知ることで選択肢を増やし、人生を更に豊かにできるこ
とだと思います。

Q なぜ、この学校の部活は強いと思いますか？

A 生徒と先生の距離が良く、信頼関係が保たれているからだと
思います。スポーツクラスがないため、様々な部活動の生徒が
同じクラスとなり刺激しあっています。また、長い伝統の中で、
卒業生や先生方が築き上げた土台がしっかりしていることも
強さの理由の一つだと思います。

硬式野球部 吉原 拓 先生

Q 学生時代に打ち込んだ部活動について教えてください。

A 私は硬式野球部で青春時代を過ごしました。思い返せば、苦し
い思い出や辛い経験の方が多かったのですが、大人になり振り
返ってみると、その経験があっての今の自分がいると思います。
失敗をおそれてチャレンジしないことこそが失敗であると思って
います。だから、失敗を恐れずたくさんのことに挑戦（チャレン
ジ）をしてほしいです。

A 部員一人ひとりが自律性を持ち、チームとして団結するため
の雰囲気作りを心掛けています。自分たちは一つのチームで
あり、大切な仲間であるということを常に感じながら切磋琢
磨して日々練習に励んでいます。また規律や礼儀の大切さを、
活動を通して学び、一人の人間としての成長を促すように取
り組んでいます。

チアダンス部 相澤 愛子 先生／森田 泉美 先生

Q 「頑張ること」によって「得られるもの」とは何だと思いますか？

A 日々の活動を通して、礼儀の大切さやチームの団結力の向上で
す。生徒一人ひとりが心身ともに、柔軟性や表現力を養うこと
ができること、上下関係にとらわれない友情の結束、そしてま
わりを明るくする笑顔を大切にしながら成長しています。

Q 部活での指導において心掛けていることは
何ですか？

A 『バスケットボールが好き』という気持ちを選手に持ち続け
させることです。バスケが嫌いになると練習も嫌いになり、
特に大会が近い時期の練習ではうまくいかなくなるので、バ
スケに対する熱意を持ち続けてほしいです。また、部活なの
で勝つという気持ちも忘れずに練習などに励み、文武両道が
できるように指導しています。

バスケットボール部 木下　裕太 先生

Q 「頑張ること」によって「得られるもの」とは？

A 部活に一生懸命取り組み、頑張ることで何事も諦めない気持
ちを持つことができると思います。また、相手の気持ちを考
えながら部活をすることで人の気持ちを考えて、行動できる
人になれると思います。このように、これからの高校生活や
人生において、必要なことが得られると確信しています。

Q 部活動での指導において心掛けていることは

何ですか？
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ことこと

C L U B
ACTIVITIES

刻む青春の１ページ! 

文化部・運動部ともにそれぞれのステージで活躍しています。

※過去2年間の実績及び活動状況。

朝は7:30から人工芝の校庭（雨の日は体育館）
で，放課後は東京都側の管理された河川敷グラ
ウンドで18:00まで練習しています。一緒に
「軟式」の野球をしませんか。

2019年度 第67回春季千葉県高等学校軟式野球大会 準優勝／
2019年度 第67回春季関東高等学校軟式野球大会 ベスト16／
2019年度 第64回全国高等学校軟式野球選手権千葉大会 ベスト
４／2019年度 第60回秋季千葉県高等学校軟式野球大会 準優勝
／2019年度 第60回秋季関東高等学校軟式野球大会 ベスト８／
2018年度 第66回春季千葉県高等学校軟式野球大会 ベスト４／
2018年度 第63回全国高等学校軟式野球選手権千葉大会 ベスト
８／2018年度 第59回秋季千葉県高等学校軟式野球大会ベスト４

軟式野球部

私達は日々楽しみながら、真剣に練習してい
ます。受験生のみなさんもぜひ入部して、一
緒に頑張りましょう。

2019年度 関東予選地区大会（男女） 出場
／2019年度 千葉県総合体育大会地区予
選（男女） 出場／2019年度 新人地区大会
（男女） 出場／2019年度 市川市高校生大
会（男女） 出場／2019年度 しんゆう杯（男
女） 出場／2019年度 私学大会（モルテン
杯）（男女） 出場

バスケットボール部（女子）

部員数10名前後で活動しています。是非、
共に活動してくれる新入生を待っています。
見学に来てください。

2019年度 新人戦県大会 2回戦／2019年
度 総体県大会 3回戦／2019年度 関東予選
県大会 出場／2018年度 総体県大会 出場

バレーボール部（女子）

関東・インターハイで活躍することを目標
に、日々厳しい練習を行っています。

2019年度 第47回全国高等学校選抜卓球
大会 シングルス出場／2019年度 第23回
関東高等学校新人卓球大会 準優勝／2018
年度 千葉県総合体育大会 学校対抗３位

卓球部（女子）

全国大会上位入賞を目標とし、日々厳しい練習に取り組んでいます。日本代表として活躍する先輩
方に負けないように、我々も頑張ります。

2019年度 千葉県高等学校総合体育大会 男子総合第2位・女子総合第2位／2019年度 全国
高等学校総合体育大会 個人4種目・リレー4種目 出場／2019年度 千葉県高等学校選手権水泳
競技大会 男子総合優勝・女子総合優勝／2019年度 国民体育大会 出場／2019年度 千葉県高
等学校新人体育大会 男子総合優勝・女子総合第2位／2018年度 全国高等学校総合体育大会 女
子200mバタフライ第2位・女子100mバタフライ第3位／2018年度 国民体育大会 少年B
男子50m自由形第2位・少年B男子100m自由形第8位・少年B男子100m平泳ぎ第5位／
2018年度 千葉県高等学校選手権水泳競技大会 男子総合第3位・女子総合第3位／2018年度 
千葉県高等学校新人体育大会 男子総合優勝・女子総合第5位

水泳部（男子・女子）

「ゼロから全国へ」を目標に部員40名で実
績を挙げてきました。3年間「ヤル気」での
ぞめばできないことは無いと確信しました。

2018年度 関東大会（千葉県）女子団体 出場／
2018年度 関東大会千葉県予選会女子団体 ４位／
2018年度 関東大会ブロック大会女子団体 ３位／
2018年度 関東大会ブロック大会女子個人 ２位／
2018年度 春季学生大会男子団体 優勝／2017年度 
新人ブロック大会女子団体 優勝／2017年度 新人ブ
ロック大会女子個人 ２位・６位／2017年度 リーグ
戦団体 15校中２位／2017年度 リーグ戦１部個人 
５名入賞／2017年度 春季学生大会技能優秀賞 受賞

弓道部（男子・女子） チアダンス部

今年度からダンスの先生を招いて、チアダンス
部としてスタートしました。野球応援はもちろ
ん、文化祭など学校行事のダンスパフォーマン
スを行い、高大連携で活動しています。

2019年度 硬式野球部高等学校野球選手権千
葉県大会応援／2018年度 硬式野球部高等学
校野球選手権千葉県大会応援

サッカー部では技術の向上だけではなく、
サッカーを通じて人間としての心の成長も目
標としています。ぜひ見学に来てください。

2019年度 千葉県高等学校総合体育大会サッ
カーの部 出場／2019年度 全国高校サッカー
選手権大会 千葉県予選  一次トーナメント 2回
戦／2019年度 千葉県私立高等学校サッカー大
会 出場／2019年度 高円宮杯U-18サッカー
リーグ 2019千葉 Div.4 来季5部／2019年
度 千葉県高等学校新人サッカー大会 ブロック予
選突破・県2回戦

サッカー部

専用コートで技術、体力の向上を図り、皆に
応援される選手を目指し日々練習していま
す。いい終わりがあれば、もっといい始まり
が待っています。ぜひ、体験に来てください。

2019年度 関東大会県予選 男子（個人・団体） 出場・女子（個人・
団体） 出場／2019年度 総合体育大会 男子（個人） 出場・（団
体） ３回戦、女子（個人・団体） 出場／2019年度 新人戦県予
選 男子（個人） ３回戦・（団体） 出場、女子（個人・団体） 出場／
2018年度 関東大会県予選 男子（個人・団体） 出場・女子（個人・
団体） 出場／2018年度 総合体育大会 男子（個人） 出場・（団
体） ３回戦、女子（個人・団体） 出場／2018年度 新人戦県予
選 男子（個人） ３回戦・（団体） 出場、女子（個人・団体） 出場

ソフトテニス部（男子・女子）

県大会入賞を目標に活動しています。初心者
でも３年間努力すれば確実に上達します。バ
ドミントンがうまくなりたい人，楽しみたい
人の入部をお待ちしています。

2019年度 千葉県高等学校新人バドミントン
大会（個人複） 出場／2019年度 千葉県高等
学校新人バドミントン大会地区予選（個人複） 
５位／2019年度 千葉県高等学校１・２年生
大会地区予選（個人単） ベスト８／市川市バ
ドミントン夏季市民大会２部（個人単）優勝／
2019年度 市川市バドミントン夏季市民大会
２部（個人複） ３位

バドミントン部（男子）

文武両道、人間形成を目指し、県制覇を目標
に日夜練習しています。｢ヤル気｣がある者
待っています。

2019年度 関東高校柔道大会千葉県予選会団体戦 
ベスト16／2019年度 千葉県新人柔道大会女子個
人戦 第3位／2019年度 千葉県新人柔道大会男子
個人戦 第5位／2019年度 千葉県総合体育大会男
子個人戦 第5位／2018年度 関東高校柔道大会千
葉県予選会団体戦 ベスト16／2018年度 千葉県
新人柔道大会団体戦 男子ベスト16／2018年度 
千葉県新人柔道大会個人戦 男女第3位／2018年
度 千葉県私学柔道大会個人戦 男女第3位

柔道部（男子・女子）

恵まれた環境とはいえない中で、部員全員が
毎年ベストを出し、一丸となって取り組んで
います。意欲ある選手を待っています。

2019年度 千葉県学校総合体育大会 男子
1500ｍ・男子5000ｍ 出場／2019年度 
千葉県高校新人体育大会 女子走高跳 出場／
2018年度 千葉県選手権大会 女子走高跳 
出場／2018年度 千葉県高校新人体育大
会 女子走高跳 11位・男子1500ｍ 出場／
2018年度 千葉県学校総合体育大会 女子走
高跳 出場

陸上競技部（男子・女子）

剣道の稽古を通して、体力の増強、技術力の
向上、礼儀作法の習得及び先輩との親睦を深
め、高校生活を充実させよう。

2019年度 第66回関東高等学校剣道大会第
10地区予選会 出場／2019年度 第72回千
葉県高等学校総合体育大会第10地区予選会 
出場／2018年度 第65回関東高等学校剣道
大会第10地区予選会 出場／2018年度 第
71回千葉県高等学校総合体育大会第10地区
予選会 出場／2018年度 第29回千葉県高等
学校北部地区剣道選手権大会 出場

剣道部

クライミングや登山を中心に活動していま
す。冬にはスキー、春には島での合宿、他に
はトレラン等への参戦をしています。自然を
知り、楽しむ！そんな部活です。

2019年度 千葉県高等学校等総合体育大会 登
山競技（団体） 入賞・クライミング競技（個人・団
体） 入賞／2019年度 JOCジュニアオリンピッ
クカップ個人 出場／2019年度 関東高等学校
登山大会 出場／2019年度 全国高等学校クラ
イミング選手権大会個人 準決勝進出／2019年
度 千葉県高等学校ユースクライミング選手権大
会 入賞／2019年度 夏合宿（甲斐駒ヶ岳、仙
丈ケ岳、2018年度白山）・2019年度スキー
合宿（パルコール嬬恋）・春合宿（2018年度神
津島）・その他月例、準備山行、トレイルランなど

ワンダーフォーゲル部

大会で勝ち上がることを目標とし、チーム一
丸となって練習に取り組んでいます。

2019年度 関東大会地区予選 団体 4位／
2019年度 関東大会県予選 出場／2018
年度 学年別大会地区予選（２年） 個人単 ベ
スト８／2018年度 新人戦地区予選 個人単 
ベスト16

バドミントン部（女子）

勉強と野球の両立（文武両道）を目指し、バラ
ンスの取れた人間になってもらいたいと考え
ています。「甲子園」を目指して一緒に頑張り
ましょう！

2019年度 市川地区高校野球大会 優勝／
2019年度 第101回全国高等学校野球選手
権千葉大会 ベスト16／2019年度 秋季千葉
県高等学校野球大会 ベスト16／2018年度 
第100回全国高等学校野球選手権西千葉大会 
ベスト８／2018年度 秋季千葉県高等学校野
球大会 ベスト16

硬式野球部

インターハイや関東大会へ出場経験のある、
伝統を持つ部です。一緒にプレーするのを楽
しみにしています。

2019年度 関東大会地区予選 出場／2019
年度 千葉県総合体育大会県大会 出場／2019
年度 新人地区大会 出場／2019年度 選手権
大会（ウインターカップ）千葉県予選 出場／
2019年度 市川市高校生大会 出場／2019
年度 しんゆう杯 出場／2019年度 私学大会
（モルテン杯） 出場

バスケットボール部（男子）

全国大会で活躍することを目標とし、日々練
習に励んでいます。

2019年度 関東大会千葉県予選学校対抗 5
位／2019年度 千葉県高校新人大会 学校
対抗 5位／2019年度 千葉県高校新人大会 
ダブルス 3位／2019年度 関東高校新人大
会 出場

卓球部（男子）バレーボール部（男子）

文武両道で春の高校バレー出場を目指してい
ます。技術力向上には、自主性が大切です。
バレー大好きな者求ム。

2019年度 全国私立高等学校バレーボール大会 出場／
2019年度 関東私立高等学校バレーボール大会 出場
／2019年度 関東高等学校バレーボール大会 出場／
2019年度 千葉県高等学校総合体育大会バレーボール
競技大会 優勝／2019年度 全国高等学校総合体育大
会バレーボール競技大会 出場／2019年度 国民体育
大会少年男子の部（ビーチバレー） ベスト16／2018
年度 全国私立高等学校バレーボール大会 出場／2018
年度 関東私立高等学校バレーボール大会 出場／関東高
等学校バレーボール大会 出場／2018年度 千葉県高
等学校総合体育大会バレーボール競技大会 3位

カメラを持っていない人でも入部可能です。
関東大会・全国大会にも参加しています。

2019年度 第26回関東地区高等学校写真
展（茨城大会）／2018年度 第42回全国高
等学校総合文化祭2018信州総文祭写真部
門 文化連盟賞／2018年度 第25回関東地
区高等学校写真展（群馬大会） 奨励賞

写真部

コンクールで金賞を受賞すること、定期演奏会の成
功を軸に活動しています。また地域行事での演奏や
他校との合同演奏、音楽大学に訪問して演奏会に参
加するなど、多くの人と演奏をする機会があります。

2020年度 定期演奏会／2019年度 硬式野
球部高等学校野球選手権応援／2019年度 千
葉県吹奏楽コンクールB部門 出場／2019年
度 国府台病院にて演奏／2019年度 回遊展
in八幡／2019年度 いちかわ市民まつり／
2019年度 定期演奏会

吹奏楽部

活動は、公募展への出品、文化祭での作品展
示です。限られた曜日の中、日々書芸の研鑽
に励んでいます。

2019年度 第35回高円宮杯日本武道館
書写書道大展覧会 日本武道館賞（1名）／
2019年度 第56回全日本書初め大展覧会 
特選（１名）／2018年度 第34回高円宮杯
日本武道館書写書道大展覧会 大会奨励賞（1
名）／2018年度 第55回全日本書初め大
展覧会 特選（４名） 

書道部

アンプ等の電子工作ロボット製作のほか、合
金をつくる等物理・科学に関することなら範
囲を限定せずに扱っています。実験やものづ
くりの好きな方を歓迎します。

2019年度 柏葉祭での展示

物理化学部

「個人制作」と「共同制作」をしています。「個
人制作」では油絵やアクリル画、模写などを
やっています。「共同制作」では部員全員が力
を合わせて一つの作品を作り上げています。

2018年度 第19回高校生国際美術展 佳作

美術部

”歴史を調べ、知り、楽しもう！”を合言葉に活
動しています。歴史・史跡探訪も楽しみます！

2019年度 柏葉祭展示会 組紐、勾玉制作体験
／2019年度 千葉県高等学校生徒歴史研究発
表大会 賞状受賞／2019年度 新校舎建設ス
クールプロジェクト参加／2018年度 千葉県
高等学校生徒歴史研究発表大会／2018年度 
市川考古博物館でのボランティア活動 賞状受賞

歴史部

入部審査がありますが、真面目な人であれば
問題なしです（音楽の技量は問いません）。
（※現在、新型コロナウイルス感染拡大防止
のため、活動を休止しております）

2019年度 第7回全国高等学校軽音楽コン
テスト千葉県大会 決勝出場／2019年度 第
6回全国高等学校軽音楽コンテスト千葉県大
会 準決勝出場

音楽部

コンピューターに関する資格を取得し、自分の
能力をアップさせよう。初心者でも大丈夫です。

2019年度 柏葉祭での展示／2019年度 
ビジネス文書検定上位級取得／2018年度 
柏葉祭での展示／2018年度 予餞会でのス
ライド発表／2018年度 ビジネス文書検定
上位級取得

コンピュータ部

2019年から図書室で、短編小説を中心に川柳・俳句・詩など、幅広く創作活動に取り組んでいます。
コンテストにも挑戦しますが、自由な発想で表現を楽しむことが主軸です。本が好きで、自分でも書きた
い人を募集中。

2019年度 柏葉祭にて同好会誌『文鳥(あやとり)』発行／2019年度 第20回市川手児奈文学賞 参加

文芸同好会

2018年度より活動を開始しました。週2回、部員同士の練習対局を中心に活動をしています。今後は各
種大会に参加することも検討しています。初心者も経験者も大歓迎です！

囲碁将棋同好会

クラブ活動
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・英語検定（6月・10月・1月）

・数学検定（6月・11月・2月）

・日商簿記検定（6月・11月・2月）

・全商簿記検定（6月・1月）

・ビジネス文書検定（6月・11月・2月）

・電卓検定（6月・11月）

・書写検定（6月・11月・2月）

・漢字検定（7月・11月・1月）

・世界遺産検定（7月・12月）

・情報処理検定（9月・1月）

・商業経済検定（2月）

検 定 一 覧

記録会（体育祭）市川市営陸上競技場／
保護者対象進路ガイダンス（2年）／中間考査／
立会演説会／防災訓練②／修学旅行／大学訪問（1年）／
性感染症防止教室（3年）／救急蘇生法講習会（3年）

10
 Oct.

授業参観／千葉商大説明会／
コース・選択科目選択（1・2年）／
全校一斉英単テスト②

11
 Nov.

期末考査／フランス交換留学／校長杯争奪戦／
特進講習（1・2年）／終業式

12
 Dec.

始業式／全校一斉英単テスト③1
Jan. 

全校一斉漢字テスト③2
Feb.

学年末考査／予餞会・表彰式／
卒業式／特進講習（1・2年）

3
Mar.

創立記念祝日／リーダー講習会／
保護者対象進路ガイダンス（1年）／中間考査／
交通安全教室（1年）／フランス交換留学生来日／
全校一斉漢字テスト①

5
May

衣替え／授業参観／防災訓練①／
全校一斉英単テスト①／芸術鑑賞会

6
June

入学式／始業式・対面式／エゴグラム診断／
新入生合宿講習（1年）／スタディーサポート

4
Apr.

特進講習／他大進学講習8
Aug.

始業式／
柏葉祭（文化祭）［見学自由・個別相談］／
スタディーサポート（1・2年）／エゴグラム診断／
全校一斉漢字テスト②

9
Sept.

期末考査／R-CAP（1年）／薬物乱用防止教室（1年）／
球技大会／終業式／三者面談（3年）／
CUCサマープログラム／特進講習／他大進学講習／
ホームステイ

7
July

4月　新入生合宿講習 in 千葉～天津小湊

9月　柏葉祭 9月　柏葉祭 （オープニングパフォーマンス） 10月　記録会 （クラス対抗リレー）

10月　修学旅行 in 九州

年 間 行 事

SCHOOL
EVENT

4月　入学式

3月　卒業式12月　校長杯争奪戦 （バスケットボール）

Q&A

普通科、商業科のカリキュラムが異なるため科の変

更はできません。　2年次から科・クラス別のコース

選択が可能です。

A

途中で科の変更は可能ですか？Q

長期休業は2タームの講習を実施しています。教科

は英数国理社の5科で行っています。全科目とも教

材費以外は無料です。

A

長期休業中に学校での

講習などはありますか？Q

自転車保険に加入し、安全面に十分注意することを

前提に許可しています。駐輪許可のシールを自転車

に貼り、学内の駐輪場に駐めることができます。

A

自転車通学はできますか？Q
各授業におけるアクティブラーニングの工夫、留学

や英検対策・国際理解教育など英語における4技能

対応プログラムを充実させています。また、生徒が

主体的にスキルアップを図ったり、学習状況を把握

したりするため、タブレット使用のポートフォリオ

を行っています。

A

大学入試改革に向けて

新しい取り組みはありますか？Q

一人ひとりにタブレットを貸与し、調べ学習・授業

でのやりとりや、アンケート調査などで活用してい

ます。また、教室には電子黒板も設置しています。

板書だけでなく、映像や音声により授業内容の深い

理解を促すために利用されています。

A

ICTの活用はどのようになっていますか？Q

お弁当、購買での購入、食堂を自由に選択して食事

ができます。ランチとカレー、麺類が日替わりで準

備されています。リーズナブルで美味しいと在校生

に好評です。

A

毎日お弁当は必要ですか？Q
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音楽室 第2コンピュータ室 書道室 美術室

クラブハウス 弓道場 人工芝テニスコート（照明付）図書室

人工芝グラウンド 第5校舎食堂 体育館

生徒のみなさんがいきいきと充実した学
校生活を送れるよう、専門の臨床心理士
によるカウンセリングを行っています。疲
れていてリラックスしたいとき、困ったこ
と、心配なことがあるときなども、ぜひ相
談室を利用してみてください。また、生徒
だけでなく保護者からのご相談にも応じ
ています。お気軽にご利用ください。

建設中の新校舎において、ZEB Readyの認証を取得し
ました。高等学校の校舎がZEB Readyを取得するのは
全国で初めてのことです。

「Z:ゼロ　E:エネルギー　B:ビルディング」の略で、建
物のエネルギー消費を基準エネルギー消費量に比べて
50％以上、75％未満削減させた建物に認証されるZEB 
Readyを高等学校の校舎として初めて取得しました。

カウンセリングルーム

ZEB Readyを取得！

カウンセリングルーム硬式専用野球場（照明付） ICT教室

施設紹介

FACILITIES 2021年度 第1期工事完了
（2023年度全校舎竣工予定）

共に学び、共に過ごす。

充実した学園生活を過ごしてください。

SCHOOL 
UNIFORM

制服紹介

在校生はもちろん、県内においても人気が高い制服は、知的で

活動的なイメージの制服です。バリエーション豊富な制服が毎

日を彩ります。
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