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東山
の魅力を

　見
つけよう！

君はいくつ

見つけ

られるかな？



　この5月の御代替わりに伴い元号が平成から令和に改元されました。連綿
と受け継がれてきた我が国の歴史と伝統に思いを寄せるとき、創立150年
を越えて「新たな一歩」を踏み出す本校も、「変わらぬ一歩」を常に念頭に置
きながら新たな歴史を創造していく決意を新たにしています。
　機
はた

を織るには経
たていと

糸と緯
よこいと

糸が必要です。現代社会という緯糸だけを見ていて
は幸せな人生という織物を織ることはできません。先人から受け継いだ経糸
とも言うべき歴史と伝統に裏打ちされた価値観と相まって初めて立派な人生
を生きていくことができるのです。
　新たな一歩を踏み出す本校は、今までと変わらぬ一歩を進めながら、変
わっているのに変わっていないと言ってもらえる、そういう新たな東山の歴
史を創造していきます。

AR

動画

上の写真に
スマホをかざして、

「セルフ・リーダーシップ
について知ろう！」
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強く、たくましく、
幸せに生きる“土台力の木”。

土台力
セルフ・リーダーシップを育む

東山では人生の支えとなる「土台力」を培う教育に取り組んでおり、

中高の6年間で生徒たちは、「こころ」「からだ」「知性」のバランスの

取れた力を身につけていきます。

自ら情熱と主体性をもって行動し、
夢を実現させ、目標を達成する力。
自ら課題を見つけ、その原因を探り、解決策を考え出し、自ら行動する。

そして自分が見出した答えを正解にしていく力、それが、本校が教育目標に掲げる

「セルフ・リーダーシップ」です。

セルフ・リーダーシップ
東山の教育目標

2 3

専用QRを読み取る

マークを探して、
スマホをかざそう！

「あるぞうくん」アプリを起動し、
上記専用QRをスマートフォン等で
必ず読み取ってください。
右上に「東山中学校」と
表示されたらOK!

マークが付いている写真全体
にかざすと動画や360°ビュー
が体験できます。
※�一部のスマートフォン・タブレットではご覧
いただけない場合があります。
※�ARコンテンツの視聴期間は予告なく終了
させていただく場合がございます。
　予めご了承ください。

1

専用アプリ「あるぞうくん」を
インストール
AppStoreまたは
GooglePlayで

「あるぞうくん」を
検索してください。

東山中学校専用QR

動画や360°ビューで
東山中学校を　　　
バーチャル体験
しよう！

上記のQRからもダウンロードできるよ！

AR

360°

AR

動画

主体性

セルフ・
リーダーシップ

土台力

摂取不捨の心
スポーツの盛んな進学校

ホームページ お問い合わせ

資料請求 アクセス

〜蹴上駅からの道案内動画〜
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ほめる文化

認める文化

豊かな教育環境を文化に　まで高める“NEO東山文化”

普段から生徒との信頼関係を築き、生徒が頑

張ってきたことや努力してきたことをしっか

りとほめることが大切だと考えています。ほ

める時期を逃さないよう教員は心がけ、成長

した瞬間をとらえて声をかけます。生徒はほ

められることで自信を持ち、いい意味で変貌

します。

生徒の個性や想いを深く理解し、しかるとき

でも、しっかり生徒の話を聞き共感すること

で「認める」想いが伝わる関係を築いてい

ます。人の気持ちを理解する力をつけるこ

とも自立には重要。生徒は認められる経験

を通じ、相手を理解しようとする姿勢を育

みます。

N
E
O
東
山
文
化

ew

ducational

perations

月かげの いたらぬさとは なけれども
ながむる人の 心にぞすむ

ーー 浄土宗 宗歌

数学担当��大塚�亜人夢�教諭

音楽担当��安井�渉�教諭

良いことをしたときだけでな
く、良いことをしようとしてい
るときなどは｢いつもと違う
ね｣、失敗しても｢頑張ったね｣
など、ほめるタイミングはたく
さんあります。｢ほめる｣とは
｢いつもキミを見ているよ｣と
いう意思表示だと思います。

ほめるとは
｢いつも見ているよ｣
という意思表示。

人は誰でも｢認められた｣と感
じると安心でき、その安心感
があれば困難なことにも立ち
向かうことができます。教員
が生徒を認めることで、自然
に生徒同士が存在を認め合
うことができる環境づくりを
心がけています。

｢認められている｣と
感じる居心地の良い
環境を心がけています。
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見守る文化

支える文化

豊かな教育環境を文化に　まで高める“NEO東山文化”

各家庭と密接なコミュニケーションを
図るため、「ボイスメール」を活用して
います。学校から保護者に行事の連絡
などを一斉通知できるほか、保護者の
方から各教員に伝言を残していただく
ことも可能。
また、生徒の学校での様子を伝えるな
ど、教員ごとに工夫しています。直接
連絡をとれない場合でも、このような
仕組みで、ご家庭との連携を円滑に
行っています。

家庭と密接に結びつく
「ボイスメール」

誕生日は、生徒にとって成長の節目。
本校では、生徒一人ひとりの成長を
大切にしたいという考えから、すべて
の生徒の誕生日にバースデーカード
を贈っています。職員室で直接生徒
に手渡しし、その際に日頃の努力をほ
めたり、もっとこんなことを頑張って
ほしいと激励したりすることで関係を
深め、生徒に向き合う教育を実践して
います。

各生徒の成長を
見つめる

「バースデーカード」

教員の考えや方法を押しつけるのではなく、

生徒の主体性を尊重し、物事の判断や実践を

任せ、次のステージに上がろうとする生徒を

適切な距離で見守ります。生徒一人ひとりに

合う選択肢を与えるために、東山の教員は放

課後や休み時間に積極的に生徒と交流して

います。

どんな生徒も壁にぶつかりますが、壁が大き

いほど強く成長するチャンスであり、教員の

支えが必要なときです。東山の教員は生徒を

誰一人見捨てません。普段は適切な距離で見

守りつつも、SOSを感じたら声をかけ、自ら

壁を乗り越えられるよう側で支えます。

この「月かげ」のお歌は、浄土宗の宗祖・法然上人が詠まれた和歌です。月の光はどん
な人も分け隔てなく照らしているが、光に気づいて月を仰ぎ見る人だけがその風情を
心に宿すことができるというこころが詠まれています。法然上人のこころを受け継ぐ
東山の教育も、この月かげと同じくすべての生徒を等しく照らしています。どんなに優
秀な少年でも独りでは大成できません。しかし道を照らす存在に気づけば、自ら歩み続
けて行けるもの。東山には生徒に光を気づかせる教育文化があります。

独りで生きているのではなく、生かされていることを伝える。

宗教担当��鵜飼�良宣�教諭

英語担当��市村�道久�教諭

｢見守る｣とは｢気づかせる｣
こと。自分で考えて、自分から
行動する大切さを気づかせ
るために、指示を出さずに、
気づくまで待つこともありま
す。程よい距離感で見守るこ
とは、放任とは一線を画すと
感じています。

程よい距離感で
見守ることを
心がけています。

教員が、生徒の個性と思い
を知っていなければ、適切に
支えることはできません。面
談の機会が多いのは、支える
ための第一歩といえます。ま
た、失敗しても、そこから何を
学ぶべきかを伝えるのも｢支
える｣ことだと思います。

支えが必要なときに
適切な対応ができる
環境があります。
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10年カレンダー

入学からの10年間が記されたカレンダーです。10年という大きなスパンで未
来を俯瞰することで、生徒により大きな夢を描いてもらうことが狙い。長期的
展望を計画させ、実現に向けてのアクションをうながすツールでもあります。

未来を築く10年カレンダー

3年日記

自分の成長の歴史を記録するツールです。迷ったときにペー
ジをめくれば、過去の自分の決意や努力が思い出され、振り
返りや反省へとつながります。小さなことの継続が今の自分を
創っていることに気づくはずです。

歴史を創る3年日記
10年カレンダーに描いた夢の実現を、詳細なスケジュール
に落とし込むためのツールです。生徒は日々の学習計画や
目標を手帳に書き込み携帯。定期的に見直すことで、夢に向け
た努力の徹底・継続への意欲を高めています。

夢を叶える生徒手帳

生徒手帳

セルフ・リーダーシップ　育成プログラム（SLP）

車が好きなので、10年カレンダーに｢マクラーレン（レーシン
グカー）に乗りたい｣と書きました。その日から毎日、夜に一日
のことを振り返って日付を丸印で囲み、翌日のことを考えるよ
うにしています。また、マクラーレンに乗っている人について
調べてみると、経営者が多く、その方たちが｢苦しいときも夢を
あきらめずに頑張ったから今がある｣と
語っているのを見て、勉強や学校生活
など、今、できることに本気で取り組む
ことが夢の実現につながると確信しま
した。

ユリーカコース
3年生��森�温貴�くん

10年後の自分を想像しながら
今、すべきことに取り組んでいます。

一丈の堀を 越えんと思わん人は、
一丈五尺を 越えんと励むべし。

ーー 法然上人「勅修御伝」

左の写真に
スマホをかざすと

「夢を叶える生徒手帳」の
動画が見られるよ！

AR

動画
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アクティブラーニング

セルフ・リーダーシップを育む主体的
な学びを実現する方法のひとつとし
て、本校では学校全体でアクティブ
ラーニングを推進。京都大学高等教
育研究開発推進センターの山田剛史
先生とともに、生徒たちの目が輝く授
業を数多く実践しています。

主体的・対話的で深い学び

セルフ・リーダーシップ　育成プログラム（SLP）

アクティブラーニングを取り入れる際の留意点は、基礎
学力が定着していなければ、｢授業が賑やかになった｣
という印象が残るだけになってしまうということにあり
ます。そのため、従来の授業で基礎学力を養い、応用力
を付けるためにアクティブラーニングを取り入れていま
す。例えば数学は、答えは一つですが、答えを導くプロセ
スは何通りもあります。さまざまなプロセスを発見し、｢な
ぜ、そうなるのか｣を生徒同士で考え、
意見を出し合うようにするなど工夫
しています。

数学担当

山本�晃弘�教諭

基礎学力をしっかりと養い応用力を
付ける際にアクティブラーニングを
実践しています。

土曜特別講座

夢ナビ

本物に触れることを目的とし
た土曜特別講座では、１年生
を対象に夢の見つけ方を指
導。本校独自の手帳に夢を記
し、実現をめざします。

中学1年生にはまず、
「夢を持つこと」から
指導します。

各界のキャリアに学ぶ

伝統産業・IT企業・政治・医療
メーカー・金融など、さまざ
まな分野で活躍する社会人
のお話を聞き、将来を考える
きっかけに。

各界で活躍する
OBから学ぶことで、
自分の未来を考える。

左の写真に
スマホをかざすと

「土曜特別講座夢ナビ」の
動画が見られるよ！

AR

動画

AL協同勉強会（本校教員）

幅一丈（約３メートル）の堀を飛び越えようと思うなら、その1.5倍の堀を飛び越える
ぐらいの目標を持って挑戦しなければいけないという法然上人のお言葉です。この
お言葉のように東山では、生徒に自分の限界がどこまでかを決めてしまうのではなく、
常に少し上の目標を掲げて努力し続けることが大切だと教えています。10代の成長
は著しいもの。限界を突破し続けることで夢へと着実に近づいていく３年間を、東山
は生徒たちに過ごしてほしいと考えています。

夢や目標があれば継続できる。
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数字で  見る東山

151年
歴史と伝統

■本校のあゆみ 
●1868年（明治元年）10月
　京都市東山知恩院
　境内に創立

●1909年（明治42年）7月
　現在地に移転

●1912年（明治45年）4月
　東山中学校（旧制）設立

●1947年（昭和22年）4月
　東山中学校（新制）設立

●1948年（昭和23年）4月
　東山高等学校（新制）設立

●1976年（昭和51年）4月
　特コース設立

●1990年（平成2年）4月
　一貫コース設立

●2003年（平成15年）4月
　ユリーカコースなど設立

●2009年（平成21年）8月
　東山高等学校
　総合グラウンド竣工（醍醐）

●2012年（平成24年）4月
　西館校舎A棟・B棟竣工

●2012年（平成24年）6月
　西館前に記念碑
　「共に生きる」建立

●2014年（平成26年）6月
　南館新校舎・新講堂竣工

●2017年（平成29年）
　食堂・図書館棟耐震リニューアル

●2018年（平成30年）10月
　創立150周年記念式典 開催

WRO（World Robot Olympiad）は、ロボットに「積み上げる」「登る」「投げる」
などの動きをプログラムし、実際に始動させる技術を競う、自律型ロボットの国際
的なロボットコンテストです。「ロボット研究会」は、2007年、2011年、2013年
に、台湾、アラブ首長国連邦、インドネシアで開催された世界大会への出場を果た
しました。次なる出場の準備は、その年の大会が終了した時点から始まります。部

員一丸となって、その年の敗因や勝因を探
り、課題を抽出し、対策とさらに高い技術
を駆使するための方策を考えます。現在、
「ロボット研究会」の部員は中高合わせ
て約50名。今年も世界大会出場はもちろ
ん、優勝をめざして部員一丸となって取り
組んでいます。

建学から151年の
歴史を刻んできた東山。

2割が
府外

京都を中心に、関西全域から生徒が
集まっています。6〜7割の生徒が京
都市内から通っていますが、片道1
時間以上かけて通学しているケー
スも珍しくありません。

通学している生徒

3回
世界大会出場！！

ロボット技術を競う
世界大会「WRO」への出場が３回。

1,750人

少子化にも関わらず、生徒数が増え続け、
1,700人を超えています。
※中学・高校を合わせた生徒数です。
※2019年4月現在の情報です。

生徒総数

100% 

卒業後に「東山で学んで良かった！」と思う割合
を100％にすることが本校の「最大目標」です。
東山は満足度日本一の学校をめざしています。

東山中高最大目標

明治42年〜昭和38年

2007 - 2009 2017 - 2019

241人

121人

13人

49人

2007 - 2009 2017 - 2019

71%

29%15%

85%

1,311人

1,750人

2010 2019

ワクワクできる

東山中学・高等学校にまつわる

データを見てみま
しょう！

右の写真に
スマホをかざすと

「ロボット研究会」の
動画が見られるよ！

AR

動画
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数字で  見る東山

377％ 241人

85%

2017〜2019年の3年間の医学部医
学科合格者数は、10年前の3年間と比
べ、377％と大幅にアップ。高校3年ま
での学習内容を2年までに終わらせ、3
年時には志望大学に対応した学習がで
きるので、高い成果を挙げることがで
きています。

国公立大学合格者数が大
幅に増加しました。10年前
の3年間の実績と比べて、
199％になっています。

中学校は6時間授業なので、放課後の時間を多く
取ることができ、しっかりクラブ活動に取り組めま
す。勉強だけでなく、体を動かしたり好きなことに
打ち込んだりできる機会を多く持つことが、高校
生活に向けて心身の基礎鍛錬に繋がります。
※東山スクールライフアンケート
　中2・中3生、2019年4月実施。

生徒を対象にアンケートを取った結果、7割以上の生徒
が何らかの夢を持っているという結果が。土曜特別講座の

『夢ナビ』、本校独自の『夢を叶える生徒手帳』など、夢を
実現するためのプログラムによる成果でしょう。
※�東山スクールライフアンケート�中2・3、高2・3ユリーカ・エース
コース生、2019年4月実施。

医学部医学科進学 国公立進学実績

クラブ加入率

21時 自習室は、平日なら高校生は21時まで、中学生は
18時まで残ることができ、土曜日や日曜・祝日、長
期休暇中でも9時から17時まで開いているので、
いつでも利用可能。教員が常駐しているので、質
問にも答えられます。

東山高校「自習室」

10月25日

日本文化の源流「東山文化」にあやかり、2018
年の創立150周年を記念し、創立記念日の10月
25日を「NEO東山文化の日」に制定しました。
日本記念日協会は、この記念日を2017年1月25日
に正式に登録しています。

NEO東山文化の日

71% 
ときめく「夢」

2007 - 2009 2017 - 2019

241人

121人

13人

49人

2007 - 2009 2017 - 2019

71%

29%15%

85%

1,311人

1,750人

2010 2019

2007 - 2009 2017 - 2019

241人

121人

13人

49人

2007 - 2009 2017 - 2019

71%

29%15%

85%

1,311人

1,750人

2010 2019

2007 - 2009 2017 - 2019

241人

121人

13人

49人

2007 - 2009 2017 - 2019

71%

29%15%

85%

1,311人

1,750人

2010 2019

2007 - 2009 2017 - 2019

241人

121人

13人

49人

2007 - 2009 2017 - 2019

71%

29%15%

85%

1,311人

1,750人

2010 2019

AR

動画

左の写真に
スマホをかざすと、

「数字で見る東山」の
動画が見られるよ！
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朝のホームルーム前の10分間は読書の時間。10分という
わずかな時間だからこそ、「さらに読みたい」という欲求に
つながります。通学途中の電車の中で読書をしている生徒
もたくさんいます。

いつのまにか
読書が楽しくなる！

毎日のように実施してい
る英単語テストをはじめ、
各教科でも単元ごとに確
認テストを行うなど、小テ
ストが多いのも本校の特
長です。こつこつ学ぶこと
で大きな成果が得られる
ことを経験し、「勉強の仕
方」を身につけます。

日々の努力で
成長が実感できる！

屈指の観光名所でもある東山。近くに南禅寺や平安神宮、哲学の道、
京都国立近代美術館などがあり、伝統と文化が感じられる場所に位置
しています。この環境で6年間学校生活を送ることは、他では得られな
い大きな財産になります。

屈指の観光名所でもある東山。近くに南禅寺や平安神宮、哲学の道、
京都国立近代美術館などがあり、伝統と文化が感じられる場所に位置
しています。この環境で6年間学校生活を送ることは、他では得られな
い大きな財産になります。

歴史や文化の
名所がいっぱい！

歴史や文化の
名所がいっぱい！

一泊二日で農家に行き、農作業などのお手伝いをする中3を
対象とした取り組みです。生徒たちは、慣れない農作業に戸惑
いながらも土に触れる喜びを体験。さらに、この体験を英語で
綴り冊子を制作し、中3冬の海外修学旅行へとつなげます。

農作業や民泊など
｢何もかもが初めて！」
の体験学習

本校は、男子校の伝統を貫いています。男子と女子は成長の仕方が違うた
め、特に成長期の中高生の教育では、男子の特徴に合わせて学べる男子校
のメリットは大きいです。また女子の目を気にすることもないので、見栄を
張ったり恥ずかしがったりすることも少なく、のびのびと学べます。

男同士で
のびのび学べる！

男子校は
楽しい！

東山なら今も未来も
         ワクワクできる

学ぶことで、充実した毎日
継続反復

学習

10分間
読書

男子校
教育

東山という
環境

農村体験

哲学の道

南禅寺

男子校ならではの
行事やクラブも盛ん

一生の友だちに
多く出会える
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学び編

東山中学ならではの教育内容やさまざまな行事があり、
充実した中学・高校生活を送ることができます。
また、本校で一生懸命取り組んだ経験は、
きっと卒業後も役に立つことでしょう。
未来につながるワクワクの6年間を満喫してください！�

毎週1回、英語の授業で図書館へ移動して、各自
が読みたい洋書を読む授業です。この授業では日
本語の使用を許可しているため、生徒同士でわか
らない単語や文法を質問し合ったり、自発的にペ
アになって読み聞かせをする生徒もいます。

洋書多読

希望者は高校１年の夏期休暇に約2週間、英語圏

に滞在して異文化を体験します。文化の違い、考

え方の違いに出合い、戸惑い、そして克服して、大

きく成長するチャンスです。実り多い2週間とする

ために、準備として中学3年の後期から事前学習

を実施しています。中学1年生から「読む」「書く」

「聴く」「話す」の4技能すべての基礎力が身につ

くよう、授業を展開しているのが、本校の特徴で

す。加えて、以下のような取り組みにも参加するこ

とができます。楽しみながら英語を学べる工夫を

重ねています。

中学3年生を対象に希望者を募り、3年間の
総復習を目的にして行う講座です。参加者は
レベル別にクラス分けをして、テスト形式の
問題や英文法の復習などに取り組みます。

Dゼミ

ネイティブスピーカーの講師を招き、少人数
制で実施。英語によるディスカッションや
プレゼンテーションを全員が体験します。中学
3年時に行われる海外修学旅行に備えます。

東山英語キャンプ

海外のハイレベルな大学生とともに、時事問題
や自分がめざすキャリアについて英語でディス
カッション。プログラム最終日には、目標とする進
路について発表できるよう、話す力を養います。

エンパワーメントプログラム中高時代に｢書く｣｢聴く｣｢読む｣｢話す｣の
4技能をバランス良く鍛えることが大切で
す。そのために、授業で文法など基礎的な
事柄に取り組みながら、中学生に人気があ
る海外のアーティストが出演したテレビ番
組での彼らのコメントを教材にして、単語
やさまざまな言い回しを学ぶといった工夫
もしています。

英語担当

森�将哉�教諭

英語4技能
×アクティ

ブラーニン
グ

大学入試改革
を踏まえた

東山の英語
教育

英語教育

AR

動画

左の写真に
スマホをかざすと、

「学びでワクワク」の
動画が

見られるよ！
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行事編

修学旅行は、オーストラリアに行きます（中3）。生徒たち
は、異文化を体験することで、普段の生活や教科書では
得られない貴重な経験ができます。

異文化を学んで
グローバルな世界を体感！

生徒たちで模擬店を出したり、展示や発表を行うなど、ク
ラスやクラブで一致団結して取り組みます。仲間との絆
がいっそう深まるイベントです。

クラスやクラブで
一致団結して
取り組む！

東山なら今も未来も
         ワクワクできる

さまざまな体験、仲間と過ごす時間 

海外
修学旅行

文化祭

AR

動画

左の写真に
スマホをかざすと、

「行事でワクワク」の
動画が

見られるよ！
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2月中旬に長野県の志賀高原スキー場で実施する
スキー教室は、生徒たちが楽しみにしている行事の
ひとつ。経験豊かなインストラクターの指導で毎年
着実に技術が向上し、大きな自信につながります。

毎年スキーが
ぐんぐんうまくなる！

充実の人工芝など、
ハイスペックな施設で
盛り上がる！
400mトラックや人工芝など、本格的な施設の中、思う存分競技にチャレンジでき
ます。男子は互いに競い合うことで力を発揮します。毎年クラス対抗の白熱した
競技が繰り広げられ、盛り上がります。

新入生がそろって、知恩院で2日間を過ごす修養会。青年
期のはじまりに、明るく、正しく、仲良く生きることを仏様
に誓う誓願式も行います。寝食をともにするクラスメイト
と、絆を深める機会にもなります。

クラスメイトとの
絆を深め友情を広げる！

全校生徒が《劇団四季の
ミュージカル》・《宝塚歌
劇》を鑑賞します。
これまで「オペラ座の怪
人」「ライオンキング」「美
女と野獣」などを鑑賞。表
現の奥深さやプロフェッ
ショナルの技術など、一流
のパフォーマンスを肌で感
じることができます。

一流に触れる！
本物を知る！

修養会

芸術鑑賞

制服は、人気ファッションデザイナー丸山
敬太さんのデザイン。シャツの色が選べる
など、個性を活かせます。

選べるアイテムで
違いを楽しめる！

制  服

体育祭

スキー
教室

夏服
カジュアル

夏服
フォーマル

冬服
カジュアル

冬服
フォーマル
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最難関国公立大学合格を目標として、細やかな指導を基本として無理なく学力を伸ばす「ユリーカコース」と、
互いに切磋琢磨しながら、さらなる高みをめざす「エースコース」を設置。生徒一人ひとりの個性を大切にして力を伸ばします。

わかる喜びに満ちた「ユリーカコース」。
オンリーワンをめざす「エースコース」。

ユリーカコース
Eureka Course

ユリーカコースには、具体的な目
標を持った、学習意欲の高い生
徒が集まっています。先生の目が
一人ひとりの生徒に届きやすく、
勉強のつまずきなども細やかに
フォローできる環境を作ってい
ます。

コース名の由来 コース名の由来

ギリシャ語で「わかった！」とい
う意味。アルキメデスが、「ア
ルキメデスの原理」の基となる
浮力と体積の関係を発見した
とき、「ユリーカ！ユリーカ！」と
叫んだことから、自然現象に探
究心を持って挑むコースとして
名づけました。

英語で「その世界の第一人
者」という意味。生徒たちが自
分の中に持っているさまざまな
個性に応じて、自分だけの目標
を見つけて全力で努力し、オン
リーワンをめざす人間に育っ
てほしいと願い、エースコース
と名づけました。

エースコース
Ace Course 

エースコースには高い目標を持
つ仲間が集まっており、活気があ
るのが特徴です。一人ひとりが良
き友、良きライバルを見つけて、
切磋琢磨しながら成長します。中
学3年以降は『エース特進』も設置
しています。

■進学システム（イメージ図）

※中３進級時及び高２進級時に、成績等を考慮し、コースの入れ替えを実施します。

東京大学・京都大学・最難関国公立大学・難関医歯薬系大学

Super 進学系

高校
3年

高校
2年

高校
1年

中学
3年

中学
2年

中学
1年

ユリーカ 33名  33名  66名

ユリーカ 33名  33名  66名

ユリーカ 33名  33名  66名

ユリーカ 30名  30名  60名

ユリーカ 33名  33名  66名

ユリーカ 30名  30名  60名

エース 38名  38名  38名   114名

エース 38名  38名  38名   114名

エース特進 38名

エース特進 38名

エース特進 38名

エース特進 38名

エース 35名  35名  70名

エース 35名  35名  70名

エース 35名  35名  70名

エース 35名  35名  70名

生徒一人ひとりの夢の実現に向かって
力を伸ばす２つのコース

6年間の一貫教育指導プログラム
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■Check Point

校時表 月曜日〜土曜日

朝の総合の時間
（「読書の時間」ほか） 8：20〜8：30

SHR� 8：30〜8：35

第1限 8：40〜9：30

第2限 9：40〜10：30

第3限 10：40〜11：30

第4限 11：40〜12：30

予鈴 13：10

第5限 13：15〜14：05

第6限 14：15〜15：05

第7限
（中学は火曜のみ） 15：15〜16：05�

※高校は8限講座（希望制）
　16：30〜17：40にて開講

■時間割 ユリーカ・エースのカリキュラムは同じです。

高校1年10組

中学1年E組

月 火 水 木
金 土

A B A B
第1限 国語 理科 理科 英語 国語 英語 英語

土曜
講座

第2限 英語 保健体育 地理 音楽 数学（代数） 宗教 宗教

第3限 数学（幾何）数学（代数） 英語 国語 地理 国語

第4限 保健体育 地理 美術 数学（幾何） 数学（幾何） 数学（代数）

第5限 英語 理科 英語 保健体育 技術・家庭

第6限 数学（代数） 国語 国語 理科 技術・家庭

第7限 LHR

月 火 水 木
金 土

A B A B

第1限 世界史A 芸術 国語総合 コミ英Ⅰ 国語総合 数学Ⅰ 数学Ⅰ

土曜
講座

第2限 国語総合 生物基礎 世界史A 物理基礎 物理基礎 コミ英Ⅰ コミ英Ⅰ

第3限 芸術 家庭基礎 体育 化学基礎 日本史A 国語総合

第4限 数学Ⅰ 家庭基礎 体育 日本史A 数学A 物理基礎

第5限 保健 数学Ⅰ 生物基礎 コミ英Ⅰ 化学基礎

第6限 LHR コミ英Ⅰ 数学Ⅰ 数学A 宗教

第7限 数学A 国語総合 国語総合 コミ英Ⅰ

第8限 数学※ 英語※

●�平日は基本第6限まで
●�火曜日のみ第7限を実施
●�放課後は、予習・復習、
　クラブ活動の時間に
●�理解が不十分な生徒に対しては
　補習を実施

中学校授業時間帯
●�平日は基本第7限まで
●�希望者対象に7限終了後に
　8限講座を実施
（英語・数学・国語を中心とした70分
間の特別講座）

高校授業時間帯
●�中•高とも原則として、
　第1·3·5土躍日は午前中授業
●�中•高とも原則として、
　第2·4土曜日は土曜特別講座を開講

隔週6日制
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東山中学校の教育指導

平凡�×�徹底�×�継続����＝�超非凡

学ぶ意欲を高め、学習習慣を養う指導

東山では、定期テストの2週間前に｢テスト学習計画書｣を書き、毎日、計画
通り実行できたか否かを振り返り、○・△・×で自己評価をして、テスト結果
と照らし合わせて｢なぜ、その結果になったのか｣を考えます。これを機に、
結果を出すための自分に相応しい計画の立て方を体験的に学びます。中学入試を突破してきた生徒たちは、中

学校入学と同時に気持ちが緩みがちで
す。将来のことに思いを馳せて夢を持つ
と意欲的になり、ペースを取り戻すことが
多いと感じます。また、中学時代に国語力
を伸ばすには読書が最適。楽しみながら
読書習慣を養うために、本を100ページ
読むたびにシールを貼り、シールの数を競
い合う｢読書ラリー｣に、クラスで取り組ん
でいます。

国語担当

中山�大輔�教諭

｢読書ラリー｣で
読書習慣を養っています。

日常の授業と補習と8限講座で力をつける

中学の補習は、放課後の時間を利用して頻繁に行っています。さらに、定
期テストの2週間前になると、主要5教科について学力の底上げを必要と
する生徒を対象に補習を実施しています。高校の８限講座は、数学、英語、
国語の3教科で実施しており、「より学びたい」という意欲を応援するため
に高校で実施する課外授業です。高１では週2回、高2では週3〜4回、高３
では志望の大学レベル別に分かれ、週4回の演習講座を行います。

講座必須教科の数学と国語を受けていま
す。現在、数学の講座では数Ⅰ・Ａ・Ⅱ・Ｂに取り
組んでいるのですが、ときにはクラス全員
の点数が振るわなかった単元の復習をし
ています。国語は、授業の復習に加えて大
学入試問題にも取り組んでいます。僕たち
は大学新入試制度初年度の受験です。先
生が、新入試制度に対応する力を養うため
に、思考力に重点を置いた問題集を使って
授業をしてくださるので、安心して受験に臨
めると感じています。講座は70分授業です
が、充実しているため、毎回、あっという間
に時間が過ぎています。

ユリーカコース
高校2年生��京谷�蒼馬�くん

8限講座で復習と深掘り学習に
取り組んでいます。
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平凡�×�徹底�×�継続����＝�超非凡
鍵山�秀三郎『正しく生きる』より

高校全学年を対象として配布する、目標設定と振り返りのためのオリジ
ナルファイル。毎週、月曜の10分間を記入時間としており、何度も繰り返
して書き、考えることで夢を描きながら、思考力と記述力も養います。生
徒面談の際にも活用しています。

本校生全員に「駿台サテネット21」のID・パスワードを無料でお渡ししてい
ます。基礎講座、入試対策講座、分野別対策講座、季節講習講座、論文対策
講座など約300の映像講座をテキスト代のみで受講することができます。
学校での受講だけでなく、自宅のタブレット等での受講やCBTを用いた確
認テストも受講可能となっています。高校生用のものがほとんどですが、中
学生でも利用できます。

高１になった生徒に対し、高校での学習方法を意識づけるために行います。
「プラン→実行→チェック→改善」という学習計画の方法を習得。セルフ・
リーダーシップの基礎を育みます。

自習室は、非常にたくさんの生徒が活用しています。自習室には大学受験に
関する資料があるためモチベーションが上がります。また、先生にすぐに質
問できるのも便利です。自習室で勉強していると、クラスや学年を越えて
知り合いができるのも魅力です。

東山スタディパートナー

映像講座「駿台サテネット21」

学習説明会

自習室 ※高校生は平日21:00まで使用可能

本校では「平凡×徹底×継続＝超非凡」という新たなメッセージを発信しています。これは
イエローハット創業者・鍵山氏の著書に記された、人生を正しく生きるための方程式。「教
育の根本は平凡なことを徹底的に継続して取り組む姿勢を育むことにあり、その先にこそ
想像を超える到達点に至る可能性が生まれる」という、本校がめざすべき方向性を示す言
葉として使用の許可をいただいています。

中１・中２・高１・高２時に開催し
ており、中3のみ英語に特化し
た「英語キャンプ」を行います。
中学では1日10時間、高校では
12時間と長時間しっかり集中
し、勉強に取り組むペースを培
います。仲間との絆を深める大
切な機会でもあります。なお、高
３では勉強合宿に代えて夏期集
中学習会を実施しています。

勉強合宿
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教えを守り・自分で考え・独自の境地を開く。

｢守・破・離｣の道を歩む6年間

中
学
校

本校の教育は最難関国公立大学や難関私立大学をはじめ、目標や希望に対応したカリキュラムとクラス編成が特長。
生徒の可能性を最大限に引き出すため、中高一貫教育の特性を生かして、自分らしい進路をめざす体系的な指導を行っています。

◦中学1年
宗教 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保健体育 技術家庭 英語 総合 特別活動 合計

1 5 3 6 4 1 1 3 2 6 2 1 35

◦中学2年
宗教 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保健体育 技術家庭 英語 総合 特別活動 合計

1 4 4 6 4 1 1 3 2 6 2 1 35

◦中学3年
宗教 国語 社会 数学 理科 音楽 美術 保健体育 技術家庭 英語 総合 特別活動 合計

1 5 4 6 4 1 1 3 1 6 2 1 35

自分の夢を見つける
毎週の月曜集会で教員が「夢とロマン」について話すなど、自分
自身の夢を持つ大切さを伝え、「君の夢は？」と問いかけることで
自覚をうながします。また、「10年カレンダー」には、「高校卒業
式」や「20歳の誕生日」などを記入します。
■夢ナビ

作文に書いて具体化する
「10年後の私、20年後の私、将来の夢」について作文を書くことで
夢を文章により具体化します。また、進路指導においては、独自の「進
路NAVIプログラム」を設定。体系立てた指導によって、一人ひとりが
自分の描いた将来を、より確実に実現できるようサポートします。
■キャリアに学ぶ

実現方法を考える
ホームルームの時間に、クラスメイトに自分の夢を発表。その夢は
どうすれば実現できるのかを考えます。夢の実現に向けて、自分
の夢を持つことの重要性を学びます。また、希望の大学に進むため
の学力を確実に身につけるため、学習習慣の確立を徹底します。
■「夢」実現化計画

職業観の育成・職業研究
ビジネスの第一線で活躍する学外の講師を招き、講演会を開催す
るなど、職業について知る機会を設けます。また、夏休み中に将来
就きたい職業を調査。そのレポートにもとづいて進路プランを進
路指導部、担任とともに、生徒自らが考えていきます。
■ミニルポ作成　■職業・学問分野別説明会

全国の大学の学部・学科研究
プランを実現するために大学で何を学ぶのかを具体化。OBの
講演会を催したり、各大学の進学説明会を校内で実施。また、
オープンキャンパス、連携大学の見学会などへも積極的に参加
し、自分がめざす大学の学部、学科を早い段階で明確化します。
■キャンパスビジット・出張講義　■未来の合格体験記作成

入試システム研究・志望大学決定
志望大学を具体的に絞り込み受験指導の専門教員の下、志望する
大学の入試システムを研究。過去の試験問題や全国模試の成績の
分析などから、受験対策を具体的に進めます。志望大学に合格する
ために、足りない部分を補い、実力をさらに向上させるプランを作
成・実行します。���■集中講座「GW学習会」　■二次対策講座

基礎学力定着期 応用期 受験準備期

学習習慣の確立と基礎学力の定着
■�答えの正誤だけでなく、宿題の提出を評価し、毎日の課題をやりきる学習習慣をつけます。
■��単元ごとに小テストを設けることで、学習の理解を確実に高めていきます。
■��日常的な補習や再テストによる反復学習で、基礎学力を徹底して定着させます。
■��日々の学習計画を自分自身で作成し、自主的に学ぶ姿勢を身につけます。
■�中学2年の最後に高校入試にチャレンジします。

予習して授業に臨む姿勢の確立と定着
■�高校受験のロスがない一貫教育の利点を生かし、
　中学3年から高校課程を先取り学習。
■�教科書通りの学習内容だけでなく、
　さまざまな事柄に触れ、広い視点と教養を培います。

■早期からの模擬試験の実施により、
　自分の実力を客観視する機会を設けます。
■�将来のイメージにもとづいて、
　自分だけの学習計画を作成します。

自学自習と現役合格のための受験指導
■�高校2年までに教科書の内容を終了し、大学受験を見据えた演習形式の授業へ移行。
■�過去問を徹底的に分析し、さまざまなアプローチの仕方を具体的に指導します。
■�進路別補講などにより、一人ひとりの目標に対応した受験指導を実施します。
■�単なる受験テクニックにとどまらず、すべてに対応できる「思考力」を育成します。

基本的生活習慣の確立
校長以下、教員が朝の校門に立つなどにより、大きな声で挨拶
する習慣をつけます。また、自分たちの生活環境について考える
時間を設けます。

ルールを守る
ルールや規則をただ押しつけるのではなく、それらがなぜ存在し、
なぜ守らなければいけないのかを考え、必要性から理解していき
ます。

道徳とは何かを知る
「土曜特別講座」では新渡戸稲造著書“Bushido:The Soul 
of Japan”『武士道』を原文で読みます。“人として自分がどう
生きるか”という視点で広く考える機会を設定。現代の社会問題
などを取り上げながら、よき社会人への道を探ります。

マナーを考える
マナーの必要性を自分の周りの人間関係に照らして考え、よりよ
い人間関係を築く方法について理解を深めていきます。

モラールを高める
「プラス思考」「プラス志向」「プラス指向」という3つの前向きな
心構えについて指導。社会的使命感を持って前向きに生きる方法
を考えていきます。

リーダーシップを発揮する
単に指導的な立場につくことだけでなく、自分の個性を生かして、
人に影響を与えていく“リーダーシップ”について考え、実現して
いきます。

中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年

高校からの
外部募集コース

Eureka Course ユリーカコース  中高６年一貫

Ace Course エースコース　　　 中高６年一貫
  Super進学系

6年間の一貫教育指導プログラム

師匠からの教示を固く守って修練する段階 師匠からの教示を元に    応用を働かせる段階
守 破

目標達成に向けて、ステップアップできるカリキュラム     〈ユリーカコース・エースコース共通〉

夢
の
実
現
プ
ラ
ン

学
力
伸
長
プ
ラ
ン

社
会
性
養
成
プ
ラ
ン
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高
等
学
校

※数字は週あたりの時間数を表します。 ※------線は上の科目から1科目選択することを表します。  ※隔週土曜日及び長期休暇中に特別授業を行います。 ※カリキュラムは変更する場合があります。 ＊英語C＝英語コミュニケーション

◦高校1年
宗教 現代の国語 言語文化 地理総合 歴史総合 数学Ⅰ 数学A 化学基礎 物理基礎 生物基礎 体育 保健 音楽Ⅰ 美術Ⅰ 書道Ⅰ 英語CⅠ 家庭基礎 総合 LHR 合計

1 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 1 2 5 2 1 1 37

◦高校3年（理系）
宗教 現代文探究 古典探究 地理探究 世界史探究 日本史探究 数学Ⅲ 数学C 化学 物理 生物 体育 英語CⅢ 総合 LHR 合計

1 2 3 4 5 3 4 4 3 6 1 1 37

◦高校3年（文系）
宗教 現代文探究 古典探究 地理探究 世界史探究 日本史探究 公民演習 数学Ⅱ 数学B 化学基礎 生物基礎 体育 英語CⅢ 英語演習 総合 LHR 合計

1 3 4 4 4 4 2 1 1 3 6 2 1 1 37
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◦高校2年（文系）
宗教 現代文探究 古典探究 地理探究 世界史探究 日本史探究 公共 数学Ⅱ 数学B 化学基礎 生物基礎 体育 保健 英語CⅡ 英語演習 情報Ⅰ 総合 LHR 合計

1 4 4 2 2 4 2 1 1 3 1 6 2　 2 1 1 37

◦高校2年（理系）
宗教 現代文探究 古典探究 地理探究 世界史探究 日本史探究 公共 数学Ⅱ 数学B 化学 物理 生物 体育 保健 英語CⅡ 情報Ⅰ 総合 LHR 合計

1 2 3 2 2 4 3 3 3 3 1 6 2 1 1 37

本校では、中1、中2を先生や先輩の教えを守る｢守｣、中3、高1は、教えを元に応用するという意味を持つ｢破｣、
高２、高3を先生や先輩から独り立ちし、自分の世界を開く｢離｣の力を養う期間と定め、6年間を通じて学力の養成と、
豊かな人生を歩むために人として備えておくべき力を養います。　

自分の夢を見つける
毎週の月曜集会で教員が「夢とロマン」について話すなど、自分
自身の夢を持つ大切さを伝え、「君の夢は？」と問いかけることで
自覚をうながします。また、「10年カレンダー」には、「高校卒業
式」や「20歳の誕生日」などを記入します。
■夢ナビ

作文に書いて具体化する
「10年後の私、20年後の私、将来の夢」について作文を書くことで
夢を文章により具体化します。また、進路指導においては、独自の「進
路NAVIプログラム」を設定。体系立てた指導によって、一人ひとりが
自分の描いた将来を、より確実に実現できるようサポートします。
■キャリアに学ぶ

実現方法を考える
ホームルームの時間に、クラスメイトに自分の夢を発表。その夢は
どうすれば実現できるのかを考えます。夢の実現に向けて、自分
の夢を持つことの重要性を学びます。また、希望の大学に進むため
の学力を確実に身につけるため、学習習慣の確立を徹底します。
■「夢」実現化計画

職業観の育成・職業研究
ビジネスの第一線で活躍する学外の講師を招き、講演会を開催す
るなど、職業について知る機会を設けます。また、夏休み中に将来
就きたい職業を調査。そのレポートにもとづいて進路プランを進
路指導部、担任とともに、生徒自らが考えていきます。
■ミニルポ作成　■職業・学問分野別説明会

全国の大学の学部・学科研究
プランを実現するために大学で何を学ぶのかを具体化。OBの
講演会を催したり、各大学の進学説明会を校内で実施。また、
オープンキャンパス、連携大学の見学会などへも積極的に参加
し、自分がめざす大学の学部、学科を早い段階で明確化します。
■キャンパスビジット・出張講義　■未来の合格体験記作成

入試システム研究・志望大学決定
志望大学を具体的に絞り込み受験指導の専門教員の下、志望する
大学の入試システムを研究。過去の試験問題や全国模試の成績の
分析などから、受験対策を具体的に進めます。志望大学に合格する
ために、足りない部分を補い、実力をさらに向上させるプランを作
成・実行します。���■集中講座「GW学習会」　■二次対策講座

基礎学力定着期 応用期 受験準備期

学習習慣の確立と基礎学力の定着
■�答えの正誤だけでなく、宿題の提出を評価し、毎日の課題をやりきる学習習慣をつけます。
■��単元ごとに小テストを設けることで、学習の理解を確実に高めていきます。
■��日常的な補習や再テストによる反復学習で、基礎学力を徹底して定着させます。
■��日々の学習計画を自分自身で作成し、自主的に学ぶ姿勢を身につけます。
■�中学2年の最後に高校入試にチャレンジします。

予習して授業に臨む姿勢の確立と定着
■�高校受験のロスがない一貫教育の利点を生かし、
　中学3年から高校課程を先取り学習。
■�教科書通りの学習内容だけでなく、
　さまざまな事柄に触れ、広い視点と教養を培います。

■早期からの模擬試験の実施により、
　自分の実力を客観視する機会を設けます。
■�将来のイメージにもとづいて、
　自分だけの学習計画を作成します。

自学自習と現役合格のための受験指導
■�高校2年までに教科書の内容を終了し、大学受験を見据えた演習形式の授業へ移行。
■�過去問を徹底的に分析し、さまざまなアプローチの仕方を具体的に指導します。
■�進路別補講などにより、一人ひとりの目標に対応した受験指導を実施します。
■�単なる受験テクニックにとどまらず、すべてに対応できる「思考力」を育成します。

基本的生活習慣の確立
校長以下、教員が朝の校門に立つなどにより、大きな声で挨拶
する習慣をつけます。また、自分たちの生活環境について考える
時間を設けます。

ルールを守る
ルールや規則をただ押しつけるのではなく、それらがなぜ存在し、
なぜ守らなければいけないのかを考え、必要性から理解していき
ます。

道徳とは何かを知る
「土曜特別講座」では新渡戸稲造著書“Bushido:The Soul 
of Japan”『武士道』を原文で読みます。“人として自分がどう
生きるか”という視点で広く考える機会を設定。現代の社会問題
などを取り上げながら、よき社会人への道を探ります。

マナーを考える
マナーの必要性を自分の周りの人間関係に照らして考え、よりよ
い人間関係を築く方法について理解を深めていきます。

モラールを高める
「プラス思考」「プラス志向」「プラス指向」という3つの前向きな
心構えについて指導。社会的使命感を持って前向きに生きる方法
を考えていきます。

リーダーシップを発揮する
単に指導的な立場につくことだけでなく、自分の個性を生かして、
人に影響を与えていく“リーダーシップ”について考え、実現して
いきます。

中学1年 中学2年 中学3年 高校1年 高校2年 高校3年

国公立大・難関私大
大学・プロ

東京大学・京都大学・
最難関国公立大学・
難関医歯薬系大学

Eureka Course ユリーカコース  中高６年一貫

Ace Course エースコース　　　 中高６年一貫

クレセントコース

トップアスリートコース
Neo-進学系

パスカルコースSuper進学系

師匠からの教示を元に    応用を働かせる段階 師匠から独り立ちし、独自の境地を開く段階
離
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どんなことでも  語りあえる!
生徒と担任の成長MEMO

Eu

reka Course
Eureka Course

ユリーカ
コース

理科は、実験などが面白いので授業が
楽しみです。光田先生が教えてくださっ
ている国語では、漢字が苦手です。英語
も得意とはいえないのですが、自分で
毎週、４つの単語を暗記すると決めて、
努力しています。目下の目標は、医者に
なること。そして、日本を飛び出して世
界に行き、世界中の病気で困っている
人を助けたいと思っています。

医者になって病気で
苦しんでいる人を助けたい。

自分のペースをつかめていて、いつも
堂々としている美濃君は、クラスメイト
から一目置かれる存在です。彼なら、医
者になるという夢に向かって、ぶれるこ
となくつき進んでいけると思います。国
語が苦手ということですが、いろんな文
章をたくさん読むことで克服しましょう。
英単語の暗記は、これからも続けてくだ
さい。期待しています。

美濃君なら、夢に向かって
頑張り続けられると
思います。

先生メッセージ 生徒メッセージ

ユリーカコース担任
国語担当
光田�香住�教諭

ユリーカコース
1年生

美濃�流生�くん

本を読むことが好きで、小学校時代は
ファンタジー小説を中心に読んでいま
した。中学生になった今は芥川龍之介
の作品にもチャレンジしていて、読み
終えたら夏目漱石も読んでみたいと
思っています。国語が得意なので、将
来は国語の先生になりたいと考えてい
ます。東山での6年間、いろんなことに
チャレンジして、夢に向かって頑張りた
いと思います。

国語が得意で読書が大好き。
国語の先生をめざしています。

先生メッセージ 生徒メッセージ

クラスの中でも元気いっぱいのメン
バーと賑やかに過ごしている市原君で
すが、本を読んでいる姿も頻繁に見か
けます。市原君が読んでいた｢守り人シ
リーズ｣は、先生も読んだことがあり、好
きな作品の一つです。国語の先生をめ
ざしているとのこと。苦手なことにもど
んどん立ち向かっていく市原君なら、ス
テキな先生になれると思います。

たくさん本を読んで
いろんなことに
チャレンジして夢を叶えよう！

ユリーカコース担任
数学担当

坪井�朋�教諭

ユリーカコース
1年生
市原�弘一�くん
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どんなことでも  語りあえる!

Ace  Course
Ace Course

エース
コース

学級代表として、号令を掛けたり、先生
からの連絡を皆に伝えたりしています。
授業は、難しいこともありますが、その
たびに｢できるようになりたい｣という思
いで取り組んでいます。部活は、バドミン
トン部に入りたいと考えています。チャ
レンジしたいことがいっぱいあって、学
校に来ることそのものが楽しくて、毎
日、ワクワクしています。

学級代表を決めるとき、八十八君ともう
一人の生徒が立候補してくれました。現
在、二人でクラスのために活動してくれ
ています。皆の様子を見ながら号令を掛
けるなど難しいことも多いのですが、学
級代表としての自覚を持って、頑張って
くれていて頼もしい存在です。何事にも
意欲的な八十八君なら、部活でも活躍し
てくれると思います。

毎日、ワクワクして
学校生活を楽しんでいます。

先生メッセージ生徒メッセージ

クラスでリーダーシップを
発揮してくれています。

エースコース
1年生

八十八�拓己�くん

エースコース担任
国語担当
谷口�凌�教諭

お寺や仏像が大好きで、祖父と一緒に
｢6年間で日本全国の仏閣を見学する｣と
いう目標にチャレンジしています。絵を描
くのが得意なので、現地でスケッチもし
ています。美術部に入りたいのですが中
学にはないため、創部したいと森先生に
相談しています。また、将来の目標は小
説家になること。文学賞に応募するため
に、作品制作に取り組んでいます。

将来の目標は小説家。
文学賞に応募する作品を
書いています。

先生メッセージ生徒メッセージ

光久君は、ほんわかとした雰囲気と優し
い笑顔で、周りの人の心を和やかにして
くれる貴重な存在です。また、美術部創部
や小説家志望など、明確な目標を持って
いることに芯の強さも感じます。担任とし
て、彼の思いを全力で応援したいと思い
ます。一日も早く、光久君の小説を読んで
みたいと思っています。頑張って書き上げ
てください。楽しみにしています。

優しい笑顔と芯の強さを
持った光久君を全力で
応援します。

エースコース
1年生
光久�優太郎�くん

エースコース担任
社会担当

森�賢太郎�教諭
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進路指導の流れ

●キャリア教育

東山の進路指導
一人ひとりの夢を叶える

進 路

大学合格は通過点であり、ゴールではありません。
東山の進路指導は、職業と学問分野の関連性を知ることから始まります。
さらに、未来の自分を思い描きながら職業観を育み、
夢を叶えるための学びに取り組むことを念頭に大学選びを行っています。

大学に合格することにのみ焦点を当てると、合格を手にした瞬間に燃え尽きてしまうことが

多々あるようです。大切なのは｢大学卒業後、どのような力を発揮して社会に貢献するのか｣と

いうこと。東山が、6年間を通じて夢を持つことの大切さを伝え続けているのはそのためです。

夢を描くには、自分は何が得意なのかを知り、広い視野を持ち、さまざまなことに興味を持つこ

とが大切です。私は、常に｢夢を持ち、夢を叶えるために自分に向き合い、考え続けよう。周りの

人やモノ、コトに興味を持ち続けよう。調べ続けよう｣と伝えています。

生徒一人ひとりの個性と思いを最大限に応援する。
それが東山の進路指導です。

進路指導部

柴田�昌平�教諭

第一志望校現役合格を目

指して受験勉強に取り組

むと同時に面接対策も行

います。

興味のある学問分野を深掘

りし、学部学科を調べます。

さらに、先輩の合格体験談

を聴き、受験の心構えを整

えます。

キャリア教育として幅広い

学問分野と職業を紹介。社

会人を招いた講演会や企

業訪問を実施し、社員の方

の話を聴きます。

STEP 1 STEP 2 STEP 3

進路実現へ

職業観の育成と
合格に必要な
実践力育成の両輪で
進路を実現
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｢職業・学問分野別説明会｣による職業観育成や｢面接対策講座｣での合格を勝ち取る実践力を高める各種講座など、
そのときどきに必要な手厚いサポートを行っています。

進学保護者会を毎年開催し、ご家庭と学校がしっかり連携
年度ごとの指導に関する方針や学校の最新情報などを共有する機会を設けています。

中1から高３までの6年間、毎年実施。例えば中２では「中
高一貫の育て方」、中3では「大学受験を見据えて」など、
各学年ごとのテーマを設定し、保護者の方々と、個々の生
徒の成長に向けた指導方針を共有します。担任、進路指導
室教員、さらには外部講師などが各分野の専門性を生かし
て多様な視点から説明します。

▼ 進学保護者会（各学年）

医学部医学科をめざす生徒の保護者に向け、毎年2月頃に開催
しています。1年目には外部講師と進路指導室の教員により医
学部医学科への進学について説明会を実施。2年目には大学医
学部の教授をお招きし、学びの実態、進路などについて講演。
毎年講師と内容を変更し、生徒に開放することもあります。

▼ 医学部医学科対象説明会

高２の2月に実施。京大生や医学部生など、本校の卒業生を数名招

き、志望校合格の秘訣、大学で学ぶことのやりがいなどを語ってもら

います。高３の受験本番に向け、気持ちを高めます。

合格体験談発表会
医学部医学科志望の生徒に向け、高３の11月に実施。専門講師を招

き、模擬面接を実施します。また、集団面接対策には高１・２の生徒も

参加。早期から受験の雰囲気に触れることができます。

面接対策講座

高1を対象として、文理選択の参考にする取り組み。文系・理系の２０

の分野の中から、興味のある事柄を２つ選択して、大学の先生の講義

を受けます。

職業・学問分野別説明会 キャンパスビジット
高2を対象として京都大学、大阪大学、立命館大学などを訪問。キャン

パス見学に加えて、大学の講義を先取り体験する｢ミニ講座｣を受講

します。

保護者
イベント
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6年間育んだ夢が卒業後に花開く
志望大学に合格し、夢に向かって進む先輩たち

在校中、友人と数学研究同好会を立ち上げました。顧問の鶴迫先

生や皆と議論するなど、忘れがたい出来事がたくさんありました。

同好会を立ち上げるほど数学が好きでしたが、それ以外の教科が

苦手でした。受験に際して理科は約40年分、英語は約60年分の

過去問を解き、出題傾向をつかみました。大学では数学を学んでお

り、「微分積分」「線形代数」「集合と位相」を勉強しています。大

学の数学は抽象的で、やればやるほど考えが広がると同時に難解

になり、それが面白いと感じます。将来は、数学の知識を活かした

保険関係の仕事、あるいは研究者という道もあると考えています。

在校時の出来事で心に残っているのは、修学旅行と受験勉強です。

修学旅行は、中学は北海道、高校で沖縄に行きました。北海道で

クラスメイトとトレッキングをしたこと、沖縄で楽しんだサイクリング

など、すべてが良い思い出です。受験勉強で心に残っているのは、

現役合格という一つの目標に向かって全力で打ち込み、実現させるこ

とができたことです。授業で教わったことを全部自分のものにするた

めに、わからないことは自分から何度でも質問し、模試や定期テスト 

の点数で高得点を取るように心がけました。大学では、自分から学ぶ 

姿勢が求められるのですが、東山での経験が活きていると感じます。

大学では数学を学んでいます。将来は、
数学の知識を活かした仕事に就きたい。

東山で培った積極的に学ぶ姿勢が
大学で活きている。

榛澤�篤樹�さん
2019年ユリーカコース卒業／
京都大学理学部1年生

冨田�龍生�さん
2019年ユリーカコース卒業／
京都大学工学部1年

京都大学�現役合格京都大学�現役合格

2019年度入試��大学合格実績

京都の国公立大学
合格者数
この10年で約2.5倍に！
京都大学／京都教育大学
京都工芸繊維大学／京都府立大学

※この実績は、現在までに合格発表があり、ご本人の報告及び大学からの通知があったものに限られております。
※合格者数は、現浪含む延べ人数（2019年5月現在）です。

●合格実績進 路

●3年間での合格者数
　（2007年～２００９年） 20名 49名●3年間での合格者数

　（2017年～２０1９年）
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5

2007 2008 2009

7 7
6
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5

2017 2018 2019

11

20
18

京都に根付いた進学実績
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自ら掲げた夢を叶えるために大学に進学し、大きな一歩を踏み出した卒業生たちは、
東山でどんな成長を遂げ、どのように受験に立ち向かったのでしょうか。
ここでは、現役合格を果たした4人の先輩に、中学・高等学校時代を振り返ってもらいました。

中学から東山に入学し、勉強も部活も頑張り、充実した高校時代を

過ごしました。部活は吹奏楽部でトランペットを担当していたので

すが、両立させるために綿密な学習計画を立てて実行したことが

良い結果につながりました。自治医科大学医学部の入試はマーク

式ですが、問題数が多いためスピーディかつ正確に処理する力が

問われます。そのため各教科の基本的なことをしっかり身につける

ことを意識して勉強していました。将来は、総合診療医として僻地

に赴任し、社会の役に立ちたいと考えています。

世界規模の課題を
化学で解決する研究者に。

僻地の医療に携わり
社会に貢献したい。

三木�康輝�さん
2019年エースコース卒業／
京都大学工学部１年

久米�奔�さん
201９年ユリーカコース卒業／
自治医科大学医学部1年

京都大学�現役合格 自治医科大学�現役合格

上記合計
上記以外の国公立大学

46
28 計74名合格！

京都大学� 6
東京工業大学� 1
大阪大学� 6
名古屋大学� 1
北海道大学� 1
東京外国語大学�1

筑波大学� 2
千葉大学� 1
京都教育大学� 4
京都工芸繊維大学� 6
京都府立大学� 4
大阪市立大学� 2

大阪府立大学� 3
岡山大学� 3
広島大学� 2
金沢大学（医医）� 1
長崎大学（医医）� 1
宮崎大学（獣医）� 1

上記合計
上記以外の私立大学

259
379 計638名合格！

慶應義塾大学� 3
早稲田大学� 8
東京理科大学� 11
国際基督教大学� 1
明治大学� 4
青山学院大学� 2

自治医科大学(医医）� 1
関西医科大学（医医）� 3
大阪医科大学（医医）� 3
兵庫医科大学（医医）� 2
金沢医科大学（医医）� 2
藤田医科大学（医医）� 2

同志社大学� 37
立命館大学� 74
関西大学� 37
関西学院大学� 10
京都薬科大学� 5
龍谷大学� 54

国公立大学 私立大学

東山でのことを思い出すと、文化祭のことが真っ先に心に浮かび

ます。出し物を何にするのかなど友達と意見を出し合って、放課

後、遅くまで残って作製して当日を迎えたときの感激は忘れられま

せん。また、一番頑張ったのは自習です。受験を目前に控えた高３

からは、毎日、２１時まで残って、友達と励まし合いながら頑張り

ました。受験に際しては、授業で取り組んだ問題を完璧にマスター

することと先生の指導を信じることをすべての基本としました。

大学では化学を学んでいます。将来は研究職に就き、世界規模の

課題を、化学で解決したいと考えています。
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■�球技大会
■�聖日音楽法要（知恩院）

■�前期中間考査
■�農村体験（中3）5May

■�修養会（中1）
■�校外学習（中2）
■�農村体験（中3）
■�クラブの日

■�教育相談週間
■�聖日音楽法要（知恩院）
■�進学保護者会

6Jun.

■�前期期末考査
■�前期終業式
■�保護者会

■�夏期講習
■�TOEIC�Bridge�IP�テスト7Jul.

■�勉強合宿（中1・中2）
■�東山英語キャンプ（中3）

■�夏期講習8Aug.

■�後期始業式
■�宿題テスト
■�クラブの日

■�芸術鑑賞
■�聖日音楽法要
■�文化祭

9Sep.

■�教育相談週間
■�後期第1中間考査

■�聖日音楽法要�創立記念式典
■�体育祭10Oct.

■�成道会
■�後期第2中間考査
��（中1・中2）

■�海外修学旅行（中3）
■�冬期講習12Dec.

■�到達度テスト（中2）
■�涅槃会

■�スキー教室2Feb.

■�学力推移調査
■�授業参観週間
■�保護者会

■�中学行事の日
■�聖日・人権学習講演会
■�後期第2中間考査（中3）

11Nov.

■�宿題テスト
■�聖日音楽法要

■�持久走大会
■�日展鑑賞1Jan.

■�後期期末考査
■�キャリア学習会（中2）
■�卒業式

■�後期終業式
■�春期講習
■�TOEIC�Bridge�IP�テスト

3Mar.

■�入学式・花まつり
■�前期始業式·対面式·クラブ紹介
■�新入生知恩院参拝
■�学カ推移調査
■�新入生オリエンテーション

4Apr. ■�健康診断
■�土曜参観
■�聖日音楽法要
■�歯科検診
■�避難訓練

Junior High School

勉強合宿体育祭

文化祭

スキー教室

聖日音楽法要

Schoo
l Life

スクール・
カレンダー かけがえのない仲間との

絆を深める多彩な行事

中学校
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Senior High School 

東山で好きな行事は何ですか？
Higashiyama RANKING

東山スクールライフアンケート 中学2年・3年対象　２０１9年4月実施／複数回答可
文化祭スキー教室 球技大会

1位 2位 3位

毎日の勉強にも、行事にも、
全力で取り組む雰囲気が東山にはあります。
このスクールライフを通して、
生涯の仲間と出会うことができます。

エンパワーメントプログラム

海外語学研修（高1）

修学旅行（高２） 沖縄・北海道・シンガポールより選択

文化祭

■�新入生オリエンテーション
■�入学式・花まつり
■�前期始業式
　対面式・クラブ紹介
■�学力テスト
■�健康診断

■�学習説明会（高1）
■�土曜参観
■�進路説明会（高3）
■�聖日音楽法要（高1�知恩院）
■�歯科検診
■�避難訓練

4Apr.

■�球技大会
■�GW学習会（高3）
■�聖日音楽法要

■�キャンパスビジット（高2）
■�進学保護者会（高3）
■�前期中間考査

5May

■�進学保護者会（高2）
■�職業・学問分野別説明会（高1）
■�校外学習
■�科目選択説明会（高2）
■�進学保護者会（高1）

■�GTEC
■�文理選択・科目選択説明会（高1）
■�聖日音楽法要（知恩院）
■�キャンパスビジット（高2）

6Jun.

■�前期期末考査
■�学カテスト（高1·高2）
■�キャリア講演会（高1）
■�小論文講座（高2）
■�志望理由書書き方講座（高3）
■�キャリア学習会（高1·高2）

■�キャンパスビジット（高2）
■�進路講演会（高3）
■�前期終業式
■�TOEIC�Bridge�IP�テスト�
■�保護者会
■�夏期講習

7Jul.

■�海外語学研修（高1）
■�勉強合宿（高1·高2）

■�夏期集中学習会（高3）
■�夏期講習8Aug.

■�後期始業式
■�学力テスト
■�指定校・連携校判定試験（高3）

■�文理選択・科目選択説明会（高1）
■�聖日音楽法要
■�文化祭

9Sep.

■�体育祭
■�後期第1中間考査
■�聖日音楽法要
　創立記念式典

■�キャンパスビジット（高2）
■�大学出張講義（高2）
■�学カテスト（高1·高2）
■�生徒行事の日

10Oct.

■�成道会
■�後期第2中間考査

■�GTEC
■�冬期講習12Dec.

■�涅槃会
■�後期期末考査（高2）

■�知恩院卒業参拝（高3）
■�医学部医学科進学保護者会2Feb.

■�授業参観週間
■�保護者会

■�聖日・人権学習講演会
■�キャリア学習会（高1·高2）11Nov.

■�高3特別授業
■�学カテスト（高1·高2）
■�聖日音楽法要

■�国公立出願指導（高3）
■�二次対策講座（高3）1Jan.

■�卒業式
■�修学旅行（高2）
■�後期期末考査（高1）
■�TOEIC�Bridge�IP�テスト�

■�小論文講座（高2）
■�AO入試説明会（高2）
■�後期終業式
■�春期講習

3Mar.

高　校
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目標に向かって頑張るのは、勉強だけではありません。
クラブ活動に参加し、同級生や先輩、後輩と助け合って挑戦し続けることで、
生徒たちは大きく成長します。

世界大会出場を目指して部員一同、楽しく頑張っています。

Club A
ctivit

ies

クラブ活動
（体育会系・文化系）  好きなことにチャレンジして

自分らしく輝く

サッカーで人間を練り、サッカーで人間をつくる。
サッカーを通じて強くたくましく・優しく明るい青少
年を人間形成します。

サッカー部

勉強と部活動の「文武両道」をモットーに日々活躍
しています。公式戦・練習試合等、練習の成果を体
現できる場が数多くあります。

野球部

学校のプールは使用できないですが、どんな環境
でも、自分に厳しく、日々の練習に励み、近畿大会
出場を目標にしています。

水泳部

科学の実験・観察を通じて身近な科学現象の原理を
理解し追及します。部員全員での科学実験やチー
ムでの課題探求を行います。

理科部

「活発な人材を育成すること」、「行けるところまで
登りつめる」を目標に、日々練習をしています。　ハンドボール部

将棋は日本の伝統文化です。将棋の技量向上だけ
でなく、心と礼儀を整えて互いを尊重しあう人への
成長を目指します。

将棋部

全国大会出場を目指し、日々激しい練習に励んでい
ます。初心者の入部も歓迎します。柔道部

自律型ロボットによるロボットコンテストに出場。ロ
ボット作成を通じて、創造性、問題解決能力、論理
的思考力を養います。　

ロボット研究会

バスケットボールを使っての練習やランニングなど
の体力づくりが基本です。初心者が多いですが、３
年間最後まで頑張っています。

バスケットボール部

コンクール・定期演奏会、幼稚園や地域の催し等、
年間を通して活動。また、音楽を通じて他校との交
流も積極的に行っています。　

吹奏楽部

勉強と部活の両立を前提に初心者でも基本を大切
に上達しています。公式試合や対外試合等に参加
し、練習の成果を発揮しています。

卓球部

先輩後輩・他クラス間の関係、自分たちで練習を組
み立て実行するなど部活動ならではのマネジメント
経験を大切にしています。　

バドミントン部

永観堂の塔頭をお借りして本格的なお稽古をして
います。薮内流の先生が、お釜の前でお茶が点てら
れるようご指導下さいます。

茶道部

ソフトテニス部では、日々の練習で、ソフトテニスだ
けではなく体力や精神力を養うとともに、礼儀も学
んでいます。

ソフトテニス部

「文武両道」「和衷協同」が活動方針。基本的な生
活習慣と礼儀作法を身につけ、稽古を通して自分に
打ち勝つ精神力を滋養します。

剣道部

競技を通じて目標に向かって地道に努力すること、
努力の継続によって結果が生まれること、時間管
理、自己管理の大切さを学びます。

陸上競技部

対象としているのは、乗ること・見ること。長期休暇
中の研修旅行をメインの活動とし、様々な路線に乗
ることを目的としている。

鉄道研究会

東山に入学してロボット研究
会の存在を知りました。大会
に先輩と一緒に出場して、
皆で意見を出し合い、助け
合って活動する楽しさを知り
ました。皆で力を合わせて世

界大会に出場したいと
思っています。

中学副部長
エースコース
3年生

小田�達則�くん

中学部長
エースコース
3年生

二見�宗磨�くん

毎週、火曜、金曜の放課後、
『皆で楽しく』をモットーに
活動しています。部長とし
て、全員が楽しく活動でき
るように目配りしています。
目下の目標は、世界大会に
出場することです。

ロボット研究会

活動内容
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AR

動画

右の写真に
スマホをかざすと
「クラブ紹介」の
動画が見られるよ！

サッカー部

将棋部

卓球部

吹奏楽部

ソフトテニス部

陸上競技部

ハンドボール部

バスケットボール部

茶道部（永観堂山内智福院にて活動）

水泳部（外部プールにて活動）

野球部

柔道部

バドミントン部

剣道部

理科部 鉄道研究会
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Facil
ities

施設紹介

4種類の顕微鏡を一人一台ずつ備えた生物教室をはじめ、
物理、化学教室など専門教室が充実。
耐震性も向上し安心して学べます。

 授業や課外活動をサポートする
充実した施設

中学校舎

第1グラウンド

体育館

西館

図書館

食堂

講堂

高校総合
グラウンド

AR

360°

マップにスマホを
かざすと施設の
360°ビューが
見られるよ！

天才書家金澤翔子先生が東日
本大震災の復興を願って書か
れた「共に生きる」を記念碑と
して西館前に建立。書かれた
文字の力強さは、観光客の足
も止めるほど。
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銀閣寺

白
川
通

法然院

安楽寺
真如堂

金戒光明寺

平安神宮

ロームシアター
京都 府立図書館

京都市
美術館

丸太町通

二条通

仁王門通

京都市勧業館
（みやこめっせ）

京都国立
近代美術館

ねじりまんぽ

インクライン

金地院

琵琶湖疏水
記念館

野村美術館

知恩院

地下鉄東西線

三条通

琵琶湖疎水

東
大
路
通

川
端
通

京
阪
電
車

神
宮
通

岡
崎
通

鴨
川

三
条
大
橋

京都大学

哲
学
の
道

熊野
若王子神社

永観堂

南禅寺

水路閣

蹴 

上

三条京阪
東 山

神
宮
丸
太
町

三

条
ウェスティン

都ホテル京都

蹴上浄水場

京都市動物園

京都市
国際交流会館

東山中学・高等学校

第2グラウンド

図書館棟

正面玄関

北館

中館

正門

講堂

南館

本館

生物教室 柔道場

音楽室

体育館

僕たちの自慢の
キャンパスを
紹介するよ！

自然と文化に囲まれて学べる、理想のロケーション

30



琵琶湖疎水

2020年度入試イベント

〒606-8445 京都市左京区永観堂町51
TEL.075-771-9121（代）
FAX.075-771-7217

※東山中学・高等学校で検索してください！
URL.http://www.higashiyama.ed.jp/

東山中学・高等学校
ホームページで
最新情報発信中！

検 索

海外からの

観光客に、

話しかけられる

ことも！

●交通マップ

AR

動画

東

山 の 魅

力

マップに
スマホをかざすと

「学校までの道のり」が
動画で見られるよ！

個別相談会
12/7土

入試説明会・
個別相談会

11/23土㊗
中学プレ入試
11/9土

オープン
キャンパスⅡ

10/26土
小学5年生対象
東山体験会

（ロボット教室）

9/21土
オープン
キャンパスⅠ

7/6土

入試説明会
11/9土

申込が
必要

申込が
必要

申込が
必要

申込は
WEB
のみ

申込は
WEB
のみ ぜひ

 参加してね！

入試説明会・
個別相談会

11/2土
ホテルボストン
プラザ草津場所

11月２日（土）以外は、全て本校で開催します。開催場所

HIGASHIYAMA
JUNIOR HIGH SCHOOL

SCHOOL GUIDE 2020

東山
の魅力を

　見
つけよう！

君はいくつ

見つけ

られるかな？


