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FIND YOUR MISSION

セレクトコース生に新しい海外研修が登場！
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東京純心女子高等学校（以下、東京純心）はカトリックミッションスクールとして常により良い
あり方を考え、社会の変化への対応を続けています。変化の激しい現代においては、昨日までの
常識や前提条件が通用しないこともしばしばです。

東京純心は2023年度より「FIND YOUR MISSION プロジェクト（略FYM）」を始動します。
このFYMで最も重視し、大切にするのは、「時間の使い方」と「対話」です。

この激しい変化にさらされる時代に、「時間の使い方」と「対話」を念頭においた新しい教育活
動を通して、自らの未知に問いかけることから始め、他者との信頼関係を強く結べるような環境
を提供していきます。

新しいカトリックミッションスクールが
誕生します

人には、神さまから与えられた固有の使命(mission)がある
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『スタディサプリ』を予習教材として活用して、学習内容のポイントを整理して授業にのぞみま
す。

予習した内容はクラスメイトとのディスカッションやグループワークなどを通して、より深い知
識へ練り上げます。思考力・判断力・表現力をバランスよく身につけるだけでなく、多様性を理
解し、主体的に学ぶ姿勢を身につけていきます。

学校のあらゆる活動にGoogle Workspace for Educationを活用します。学習面だけでなく、HR

活動や委員会・クラブ活動等でも活用し、幅広い人との対話を通して、「学び」を深めます。

FYMラーニング
ICT教材を活用し、個別最適な「学び」を実現しています

東京純心では、デジタル教材やICTを駆使して効率の良い「学び」を実践しています。2023年度
より1コマを45分とし、13:00で正課授業を終えます。定期試験を年3回にする等の工夫をして年
間の総授業時間数は従来どおり確保しています。

時間 月 火 水 木 金 土
8:20

1  8:35～9:20
2  9:30～10:15
3  10:25～11:10
4  11:20～12:05
5  12:15～13:00

            ～17:00

朝礼

14:00～16:00

FYMラーニング
デジタル教材やICTを駆使した効率的で個別最適な学習
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受験学力養成講座はもちろん、リアルな体験を豊富に行うことで、自らのやりたいこと、進路、
使命(MISSION)を探っていきます。

現代は、中高時代に具体的に何を体験してきたかを、大学や社会も問うてくる時代です。東京純
心では、たっぶり時間をかけて、学力をつけると同時に、eポートフォリオや大学の総合型選
抜・推薦入試にもしっかり対応していきます。

友人と一緒に “好きなことを好きなだけ”、ワクワクしながら取り組んでいきましょう。

FYMアクティビティ
全身・五感を使って試行錯誤を繰り返し、自分の使命(mission）
を見つけます

時間 月 火 水 木 金 土
8:20

1  8:35～9:20
2  9:30～10:15
3  10:25～11:10
4  11:20～12:05
5  12:15～13:00

朝礼

15:30～17:00

14:00～15:30
FYMアクティビティ
様々な体験を通して、自分の使命(mission)を発見
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ウクライナ人道支援募金

夢中になれることを、いくつでも

▶受験学力養成講座

▶大学講義・研究体験*

*東京薬科大学、北里大学、恵泉女学園大学、国立音楽大学、
東京女子大学とは高大連携協定を締結しています。また併
設の東京純心大学では看護学部の講義などを体験できます。

▶英検対策講座

▶企業との連携

▶地域貢献・ボランティア活動

▶自分たちで育てた農作物の販売

等

5月3日(火･祝) 午後、八王子駅北口マルベリーブ
リッジにて、有志の「ウクライナを考える会」の生
徒が、「ウクライナ危機 人道支援募金」（カリタ
ス・ジャパン）を行いました。多くの方のご協力を
いただき、募金総額は173,593円にもなりました。

【受験学力養成講座 一覧】

【FYMアクティビティ 開講予定科目一覧】

共通テスト対策講座

国公立大対策講座（東大受験対策など）

私立大対策講座

早慶大対策講座

級別英検対策講座（準１級、２級）
小論文対策講座

（医療看護対策・慶應大対策など）

総合型・推薦型選抜対策講座
（志望理由書・自己PR文・面接対策など）

「もっと深く学びたい」「もっと応用的な力をのばしたい」という生徒の意欲に応えるために、
FYMアクティビティでは、数々の受験学力養成講座を設置します。

UNIQLO届けよう服のチカラプロジェクト

東京薬科大学講義体験





▶2022年4月より難関国公立大学指導の第一人者を招聘し、東京大学を含む難関国公立大学や医学部進学への指導

体制をさらに強化します。

▶高校1年次、特進コース生全員を対象にオーストラリアのクイーンズランド州公立校へのターム留学を実施します。

令和４年3月卒業 特進コース生（Kさん）の模試の推移と進学先
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高２河合塾全統
記述模試
（1月）

高３河合塾全統
共通テスト模試（4月）

高３河合塾全統
共通テスト模試（8月）

偏
差
値

56回生 Ｋさん（慶應義塾大学 薬学部）

未来を切り拓く確かな学力の養成
難関国公立および最難関私立大学への進学を目指す

「特進プログラム」

64.3

67.5

73.1

中学時代から築いてきた抜群の英語力を土台に、

受験期には理数系科目に力を注ぐことができた。

【Ｋさんの合格大学一覧】
北里大学 薬学部

東京薬科大学 薬学部

東京理科大学 薬学部

武蔵野大学 薬学部

明治薬科大学 薬学部

62.0

63.0

64.0

65.0

66.0

67.0

68.0

69.0

70.0

71.0

高2河合塾全統
共通テスト模試（1月）

高３河合塾全統
共通テスト模試（4月）

高３河合塾全統
共通テスト模試（8月）

偏
差
値

56回生 Ｏさん（早稲田大学 文化構想学部）

63.0

令和４年3月卒業 特進コース生（Oさん）の模試の推移と進学先

【Oさんの合格大学一覧】
慶應義塾大学 文学部

立教大学 文学部

津田塾大学 総合政策学部

東京女子大学 現代教養学部

64.7

70.4

高２の冬に英検準１級を取得し、高３では英語

以外の科目に集中することができた。

高２河合塾全統記述模試
（1月）

しょうへい
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国公立大学や難関私立大に加え、看護医療芸術系など多様な進路に対応

「セレクトデザイン」
▶専門芸術や大学講義体験などの科目を選択できます。
▶GMARCHや名門三女子大などを含む100校以上の大学の多様な分野の指定校推薦枠を利用することが

できます。
▶高校1年次、オーストラリアのシドニーにある姉妹校への選抜制ターム留学や海外研修を実施します。

併設の東京純心大学看護学部看護学科への進学
専願・併願の学校推薦型選抜（公募）は、
学科試験なし、面接、書類審査だけで合格できます！
▶受験料・入学金なしです。
▶併願※1は、他大学を受験することもできます。
▶保健師国家試験受験資格も取得できます。
※1 併願の一般選抜・大学入学共通テスト利用選抜は、一般受験者に準ずる。

52回生 緒方 茉耶さん
2018年に東京純心女子高等学校セレクトデザインコース卒業後、東京純心
大学看護学部に入学。成績優秀により奨学生に選ばれる。現在、看護師と
して日野市立病院に勤務。

看護師を目指すならゼッタイ純心！

「人のために何かをすることにやりがいを感じる」

看護師になることが自分のミッションだったのかもしれないと語る現在の
緒方さんには、純心での学校生活が大きく影響を与えています。

令和4年3月卒業生 大学合格実績

GMARCH以上 85.9％!!

特進コース内では

266.7％を達成しています！

(61合格/高校3年生在籍71名) 詳しくはこちら！

難関歯学・薬学・看護 11名
日本大学（歯）・日本歯科大学（生命歯）・北里大学（薬）・昭和薬科大学（薬）
東京薬科大学（薬）・武蔵野大学（薬）・明治薬科大学（薬）・北里大学（看）・杏林大学（保健）

コースの特徴と進路実績

-8-



本物の留学をしよう

質の高い「英語教育」

オリジナル探究型学習

注目！ 英語の純心

【探究型3か月ターム留学】（特進コース生希望者全員）

場所：オーストラリア クイーンズランド州公立学校
費用：基本費用 実質無料 都私学財団からの補助金を利用

留学費用に含まれるもの：授業料・ホームステイ費用・往復航空運賃
保護者負担費用：海外留学生健康保険・制服・現地での交通費などの実費（約30万円）

期間：3か月間（高校1年生 1月～3月）
特徴：クイーンズランド州政府全面支援の留学 現地の高校での授業は1クラスに日本人が１人

ホームステイは１家庭に1人 現地で探究学習をして帰国後に英文レポートにまとめる

【キャロライン・チザム・カレッジ 2か月ターム留学】（セレクトデザイン選抜制）
場所：オーストラリア姉妹校（シドニー）
対象：2名（選抜制）
費用：５～10万円（都私学財団からの補助金を利用）

交換留学生制度のため、現地校への授業料の支払いがありません。
期間：２か月間（高校1年生 1月末 ～3月）
特徴：オーストラリアの姉妹校で行う留学 ホームステイは１家庭に１人

現地の日本語の授業にも参加し、日本語を英語で教える体験も行う

【海外研修】（セレクトコース生希望者全員）
場所：フィリピン セブ島（予定）
期間：7日間程度
費用：基本費用 実質無料

×

NEW
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イベントと学校説明会のご案内
2022年7月9日現在

ご予約はこちら(受験生用イベント予約フォーム)よりお申込みください→

東京純心公式YouTubeチャンネル開設！

純心生が伝える！
純心の魅力！

デジタル教材を
使った授業体験 純心大看護体験

純心マルシェターム留学・
海外研修説明会

クラブ見学・体験
個別相談

純心のすべてが体験できます！

オープンハイスクール

10月22日(土) 14:00～15:30学校説明会
純心祭(文化祭) 24日(土) 9:00～15:00

9月23日(金･祝) 9:00～15:30

開催午前の部 10:00～ 12:308月20日(土) 午後の部 14:00～ 16:30



 

 

 

 

■ 募集コース・定員 
・特進プログラムコース （定員   ４０名 うち推薦 ２０名） 

・セレクトデザインコース （定員 １００名 うち推薦 ５０名） 

■ 出願基準 

 特進プログラムコース セレクトデザインコース 

推 薦 入 試 

1/23(月) 

3 教科 5 教科 9 教科 3 教科 5 教科 9 教科 

13 以上 21 以上 37 以上 10 以上 16 以上 28 以上 

試験科目 書類審査、作文 600 字、面接 

出願資格 本校を第一志望とする受験生 

併 願 優 遇 

入試Ⅰ･Ⅱ 

Ⅰ:2/10(金) 

Ⅱ:2/11(土・祝) 

3 教科 5 教科 9 教科 3 教科 5 教科 9 教科 

14 以上 22 以上 38 以上 11 以上 17 以上 29 以上 

試験科目 書類審査、筆記試験（5教科:国･数･英･社･理 または 3 教科:国･数･英） 

出願資格 本校を第一志望としない受験生。公私立問わず併願できます。 

特待生選抜 あり 

選考基準 

1 学期または 2 学期の成績が対象 

・3 教科全てが「4」以上 

・9 教科に「1」と「2」がない 

1 学期または 2 学期の成績が対象 

・3 教科全てが「3」以上 

・9 教科に「1」がない 

加点制度 

推薦入試、 

併願優遇入試 

共通 

1 点を加点 

・英検準 2級以上取得 

最大 1 点まで加点 

・英検、漢検、数検のいずれか 3 級以上

取得 

・クラブ活動における大会上位入賞者 

・生徒会役員経験者 

・自己推薦書提出(中学 3年間の校外活動

例:ボランティア等) 

一般入試 

Ⅰ:2/10(金) 

Ⅱ:2/11(土・祝) 

出願基準 なし 

加点制度 本校第一志望者は、筆記試験の 3教科合計得点に、15 点を加点 

試験科目 筆記試験（5教科:国･数･英･社･理 または 3 教科:国･数･英） 

事前相談 
推薦入試、併願優遇入試、一般入試(第一志望)を受験する場合は、在籍する中学校の先生 

から本校に事前相談をしていただく必要があります。 

特待生選抜 
1 年間の教育充実費(241,200 円)を免除します。 

筆記試験の合計点の得点率で判定します。 

チャレンジ 

受験 

【推薦入試合格者】 

「特待生選抜」または「特進プログラムコース」へのスライド合格をめざし、 

一般入試Ⅰ・Ⅱを受験できます。受験料は無料です。 

【併願入試Ⅰ出願者】 

「特待生選抜」または「特進プログラムコース」へのスライド合格をめざし、 

一般入試Ⅱを受験できます。受験料は無料です。 

 

2023 年度 生 徒 募 集 要 項 
ダイジェスト版  
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