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新しいカトリックミッションスクールが誕生します。
イエス様が2人の若者に出会ったときのことです。若者の「主よ、どこにお住まいですか」という問いに対

して、「来なさい。そうすればわかる。」と答えられました。実際に見て触れ、その場に身を置くことで2人
はイエス様を知り、弟子になります。これがイエス様と2人の弟子との出会いでした。聖書のこの話は、実際
に体験することによってより多くのことを知り、より深く学べるとおしえてくださっています。

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。

来年度から本校が始めるFYMの根底には、「あなたはあなたのままでいい」という「喜び」があります。
FYMとは、別の言葉で言うと、「あなたがあなたらしく喜んで生きられる道を見つけよう」ということで
す。自分らしさを大事にして、自由に大胆に自分らしさを活かしていく。そして「あなたらしさ」は他者の
役に立った時に一層大きな「喜び」となり、広がっていきます。

あなたが「あなたらしさ」を見つけるためには、何よりも、「来て、見る」ことです。イエス様のことば
どおりに、実際に体験をすることのくり返しの中で、あなたは「本当のあなた」を見つけます。

さて、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。これ
からの時代を生きていく若者たちは、どのように生きていったらよいのでしょうか。

このような時代だからこそ、「価値観」が必要です。自分は何のために生まれ、どのように生きるのか。
カトリックミッション校としてのメッセージは、「あなたは神に愛されている大切な存在。あなたは愛し愛
されるために生まれた」ということです。

神さまから与えられた固有の使命(mission)を多くの体験をとおして見つけ、生涯にわたり自立的、主体的
に学び続け、「神さまにも人にも喜ばれる人」として世の光になっていただきたいと願っています。

東京純心女子高等学校 校長 森扶二子

「来なさい。そうすればわかる。」ヨハネ1章39節



-2-

5年後、10年後の世の中がどうなっているのかを予測するのが難しい時代となっています。
また、何を大事にするのかという価値観などの多様性はもちろん、どう生きるかという人生
の選択肢も多様になってきました。個性が尊重されるようになり、いかに持ち前の能力を伸
ばして社会に活かすことができるかが、重要となってきています。これからの時代を生きぬ
いていくためには、知識を身につけたその先に、主体的に多様な道を切り拓いていく力が必
要です。

FYMアクティビティの時間は、毎日3時間あり、自由に使える時間です。得意なことを極
める時間、新しいことに挑戦する時間、なりたい自分に近づくための時間。どんな時間にし
てもよいのです。

より確かな学力を身につけるプログラムや知識を広げるためのプログラム、豊かな人間性
を養うプログラムなど、豊富なアクティビティを準備しています。

FYMアクティビティ
自由に使える時間があったら、あなたは何をしますか？
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夢中になれることを、いくつでも

▶受験学力養成講座

【開講予定講座】

「もっと深く学びたい」「もっと応用力をのばしたい」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。正課授業以外にも充実した学びがあり、実力を高めることができます。

東大入試対策

東大への英語 東大への国語東大への数学 東大への理科 東大への社会

▶大学講義・研究体験*
*北里大学、東京薬科大学、国立音楽大学、東京女子大学、恵泉女学園大学と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を受講できます。

早慶入試対策
早慶英語 慶應小論文 早稲田国語

早慶日本史 早慶世界史

早慶数学 早慶理科

共通テスト対策
共通テスト英語 共通テスト国語共通テスト数学 共通テスト理科 共通テスト社会

総合型・学校推薦型選抜対策

志望理由書添削講座 小論文対策講座 面接対策講座 プレゼンテーション練習講座

ウクライナ人道支援募金
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、「ウクライナを考える会」（有
志）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。

▶英検対策講座
▶地域貢献・ボランティア活動
▶企業との連携
▶自分たちで育てた農作物の販売

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
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Girls’ Rocketry Challenge 2022
理工系に興味のある女子中高生を対象としたGirls’ Rocketry 
Challengeに参加しています。5月14日に参加した講習会では、
モデルロケット第4級ライセンスを取得するために、自分たち
でモデルロケットを製作し、打ち上げまで行いました。10月に
開催されるモデルロケット全国大会に向けて、挑戦が続いてい
ます。

コロナ禍になり留学生の方との交流が限られる中、今回参加できてとても良かったです。私は最近、海外の文化や価値
観に興味を持っていました。出場者の方々のスピーチを聞き、日本にいるだけでは分からない様々な考え方に触れられ
たと思います。また、客観的に見ないと気づくことのできない日本の良いところも留学生との交流で改めて感じました。
出場した皆さんも今の私と同じように自分の国とは別の国に興味を持っていて、実際に留学という形で行動に移せるの
はすばらしいと思いました。私もいつか留学して、自分のやりたいことを見つけたいと思いました。（高2生徒）

留学生弁論大会に参加した生徒の感想

夏休み金融教育特別講座
お金に困らない人生設計 ～異業種コラボで新しいサービスを考えてみよう～
どんな会社で働いているか・・・より、私はこれができる！と言えることがより重要な時代になっています。そして自分の
得意を成長させるためには「何事も自分の頭でしっかりと考える」「自分の考えを人に伝える」「他人の意見を聞き前に進
む」力が必要です。

TO MY HERO project監修 ダンスレッスン講座
人々が自分らしく表現しようと思える空間とキッカケを提供しているTO MY HERO project監修のもと、純心祭前夜祭を盛り上
げるダンスナンバーを作り上げます。プロのダンサーからダンスレッスンを受けることができます。身体表現や舞台表現の面
白さを体験できるプログラムです。

東京大学大学院工学研究科主催 第5回全国社会イノベーション選手権に参加してみよう
高校生を対象として、特定課題を解決する社会イノベーションのアイディアとその創出プロセスを競う全国大会です。問題分
析編の書類審査と2日間のイノベーション編のアイディア創出ワークショップによって構成されます。

中高生によるまちづくりアイディアコンテストに参加してみよう
八王子市の未来をよりよく変えていく創意あふれる提案を募集するコンテスト。様々な世代が住みやすく、楽しい未来の八王
子を実現するために、中高生のアイディアを提案してみましょう。

2022年度企画

2022年度企画

2022年度企画

2022年度企画

知る・動く・広げる ～実生活と知識を結びつける労作～

参加する生徒1人1人が目的を持ち、手を使って学ぶ、課題解決型の探究活動を実践する場です。例えば、究極のトマトソー
スを作るために、最適なトマトの品種選びやトマトソースのレシピを考えたり、自分たちで育てた農作物を売るために、何
を栽培するのか、価格設定やパッケージデザインなど生徒が自ら課題を明らかにして解決していく活動を予定しています。

国立音楽大学監修 PCで作曲！オリジナルミュージックビデオを作成しよう
Windows版が無償提供されているClipchampを使い、思い出の写真に自作した曲をつけ、オリジナルのミュージックビデオを
作成します。国立音楽大学との連携プロジェクトなので、大学の先生から直接指導を受けることができます。

2022年度企画

青春俳句

俳句は写真、短歌は動画。10代の今の喜怒哀楽を、シャッターを押すように俳句で表現してみましょう。作品に表現するこ
とで悲しみや悔しさは半分に、喜びや楽しさは倍増します。アオハルの今でなければ詠めない句を作りましょう。
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高校では『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。
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来年度から始動するFYMプロジェクト。1コマ45分で実施するFYMラーニングを、夏休みにプレ体験
しています。全校生徒は、設置された様々な講座から希望する講座を選びます。受験を控えた高3生
には、6校時まで時間割を設定しており、通いなれた環境の中で、集中して受験勉強に励みます。

難関大現代文対策

FYMプレ講習

高校3年生 開講講座

講習は無料ですPOINT

早慶英語長文対策 MARCH英語長文対策 数学III微積分演習

確率を確立させよう！場合の数・確率徹底攻略講座

難関大古文対策 共通テスト漢文対策難関大現代文対策

数列なんか怖くない！数列徹底攻略講座

共通テスト英語対策

完全征服 古文基礎

総合型・学校推薦型選抜対策小論文 化学 共通テスト対策・理論 化学 共通テスト対策・有機

物理（電磁気分野）物理（電気分野）生物とことん代謝 生物とことん遺伝

満点を目指す！共通テスト日本史 共通テスト頻出問題攻略講座（地理） 世界史重要事項の完全征服

高校2年生 開講講座

英語基礎（助動詞・受動態・不定詞の攻略） 英語 8月模試対策 英検2級対策

特進関数攻略講座 数学応用演習 大学入試問題で身につける現代文の力

大学入試問題で総復習 古文読解 完全征服 古文基礎 物理基礎（力学分野）

化学（重要単元演習） 生物基礎 総復習 実践力養成講座日本史B 実践力養成講座世界史B

高校1年生 開講講座

英語文法基礎 英検準2級～2級対策 数学応用演習 数学基礎演習

徹底古典 ※特進コース生はターム留学に備え、正課授業を受講します。

中学3年生 開講講座

英語応用 英語基礎 数学応用力強化演習 数学基礎計算力徹底演習

中学国語総まとめ 完全征服 漢字・語彙
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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」

難関大学指導に特化した東京純心の進路指導

難関国公立大学指導の第一人者
進路部顧問 金谷 博臣

元Z会東大進学教室進路指導室長。Z会ではそれぞれの生徒の個性に応じ
た、きめ細かな学習指導によって多くの受験生を東京大学、京都大学、
国公立医学部、東京工業大学、一橋大学、早稲田大学、慶應義塾大学の
合格に導いてきました。最新の大学入試情報に精通し、その分析に基づ
く進路指導で受験生やその保護者から厚い信頼を得ています。

経歴紹介

中学３年生へのメッセージ

大学入試は結果がすべてと思われがちですが、受験勉強時代をどのように過ごすかは人間としての成長につながります。
目標を達成するために現状を分析し、補強すべき箇所を見つけ、有効な手段を講じることは受験に留まらず、社会で将
来活躍するときに役立ちます。

そして、受験は孤独な作業ではなく、チーム戦です。そのチームの一員としてみなさんをサポートするのが私の使命
(mission)です。

進路講座の例

「医療に携わるとはどのようなことか」「医師はどのようなことを考えながら仕事をしているのか」など、命と向き合う仕事
に携わる前に、深めておく知識や自分なりの考えを持っておくことはたくさんあります。医学部という学部の紹介や、入試に
向けてのアドバイスだけではなく、終末医療や尊厳死など、現代の医学に関する諸問題も紹介し、「医師になる」ための道の
りをより具体化していきます。

金谷先生の講義の様子は
こちらからチェック↓
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Dream Realization Project 大学入試年間プログラム

学力（得点力）向上のためのGPDSサイクル

目標を決めるGOAL

計画をする

実行する

模試受験後の振り返り

再び目標を決める

PLAN

DO

SEE

GOAL

実施日1週間以内に解き直します。失点してしまった詳細な原因やケアレスミスを確認
し記録します。問題のABC判別を行い、Bレベルは次回模試前に再度復習します。

模試では、偏差値ではなく目標点を決めます。自分で目標点を決め、各自の状況
に応じて学習計画に反映させます。

「今、出題されたら困る単元や分野、形式は何か」など、課題を見つけ、学習内
容を決めます。

高2の夏休みより金谷先生による面談が始まります。冬休み（高3ゼロ学期）からは、DRPシートをもとに、目標を具体化し、あわせて学習
内容を具体化することで、学力向上を図ります。

PLAN DO SEE GOAL ・・・

学習の質×学習の量（フォーサイト手帳の活用）により、学力（得点力）を向上させ、それぞれの第一志望合格
をサポートします。

Q. 進路指導で大切にされていることは何ですか？

１０月

過
去
問
演
習

学
外
模
試

入
試
日
程

１月 2月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １１月 １２月 1月 2月

共通テスト

同日

共通

テスト

私立

一般選抜入

国公立

前期入試
国公立

募集要項

共通テスト

案内配布

共通テスト

出願

国公立

出願
私立

募集要項第一志望 東京大学文科一類

第二志望 早大法・中央法・上智法

第三志望 明大法・法政法

1月14日(土)15日(日)共通テスト

1月16日(月)センターリサーチ

1月19日(木)～出願相談

2月3日(金)前後期出願締切

2月10日前後 第一段階選抜

#1高３

駿台全国

#1東大OP
#１東大実戦

過去問演習 英・数・国は9月中旬から

理科地歴はは11月初旬から

#2高３

駿台全国

問

①

②

③

#３高２

駿台全国

絶対浪人しない併願作戦 受験数

第一志望(挑戦)  模試判定 C・D １

第二志望(実力相応） 模試判定 B   ３～
第三志望(滑り止め)   模試判定 A   ２～
※最終的には過去問で確認

高２河合塾

#１高３

河合全統

#2高３

河合全統

どちらかを選択

（総合型選

抜エント

総合型選

抜

学校推薦

型

河合共通テスト模試

#⃣１ 5月
#⃣2 8月
#⃣3 10月
プレ 11月

#3高３

河合全統

#2東大OP
#2東大実戦

▶特進生のためのDream Realiza�on Projectより一部抜粋

学習内容を試験日までの週数で割り、週間目標を決め、「今週のやること」から
「今日やること」を日々実行します。

主たる進路指導は生徒面談となります。面談の目的は「自己分析による目標設定と達成可能な学習計画の作成」であ
り、面談終了時のあるべき姿は「すぐに具体的行動に移せること」「目標達成までの道のりが見えていること」を目指
しています。さらに、たとえば高3生には夏休み中に2回の面談を設定し、学習計画の進捗状況の確認および行きづまり
や計画遅れのフォローアップを行います。あくまでも生徒の自主性を重んじ、第一志望合格へのサポートに徹すること
を心がけています。


講義用
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																																																																																										世界史 セカイシ				４０/６０

																																																																																										地理 チリ				４０/６０

																																																																																										計 ケイ				２７０/４４０



																																																																																										共通テスト　得点目標 キョウツウ トクテン モクヒョウ

																																																																																										英語 エイゴ				１９０/２００				世界史 セカイシ				９０/１００

																																																																																										国語 コクゴ				１８０/２００				地理 チリ				９０/１００

																																																																																										数学ⅠA スウガク				９０/１００				化学基礎 カガク キソ				４０/５０

		過去問演習
学外模試 カコモン エンシュウ																																																																																								数学ⅡB スウガク				9０/１００				地学基礎 チガク キソ				４０/５０

																																																																																																		計 ケイ				810/900







		世界史
の学習 セカイシ ガクシュウ



				教科書・ノート キョウカショ

																実力をつける100 ジツリョク



		化学
の学習 カガク ガクシュウ



				リードα

												化学重要問題集 カガク ジュウヨウ モンダイシュウ



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































共通テスト同日

共通テスト


私立
一般選抜入試

国公立
前期入試

国公立
募集要項

共通テスト
案内配布

共通テスト
出願


国公立
出願


私立
募集要項

第一志望　　東京大学文科一類
第二志望　　早大法・中央法・上智法
第三志望　　明大法・法政法



1月14日(土)15日(日)共通テスト
1月16日(月)センターリサーチ
1月19日(木)～出願相談
2月3日(金)前後期出願締切
2月10日前後　第一段階選抜

#1高３
駿台全国

#1東大OP
#１東大実戦

過去問演習　英・数・国は9月中旬から
理科地歴はは11月初旬から


#2高３
駿台全国

授業／カリキュラム進行


古代


中世


                  近代


　　　　　　現代



古代


中世


近代


現代



記述・論述対策




通史・テーマ史






授業／カリキュラム進行


理論







無機








有機








理論









有機








無機








総復習






問題集の進め方
①いろいろ手を出さず、適切な問題集を仕上げる
②仕上がるとは全問解き切れること
③復習３ステップ
　　出来なかった問題を
　一、取り組んだ翌日に
   二、1週間分を週末に
　三、１ヵ月分を月末に

#３高２
駿台全国

目標点の設定
○東大文科一類 
　・合格最低点 (5ヵ年平均)
　(351.5＋354.6＋355.0＋351.8＋342.9)÷5=351.4
　・合格最低点/550 ‐ 共通テスト得点(90%)/110=個別試験最低点/440
　351.4 - 810×110÷900=252.4
　・得点目標　
　　270/440　60%

○早大法学部
　私大文系は得点調整を行っているところが多い。早大法学部の場合は
　合格最低点90/150と発表されているが、素点では70%超が必須。
 ・得点目標
　105/150　70%
　理系は素点判定　　得点率目標　60%
さらに、科目別目標まで落とし込むにより科目別の具体的な課題が決まる

模試について
○種類
　　・記述模試　　駿台全国（旧帝大・国公立医）＞河合全統（中堅国公立・上位私大）＞進研記述
　　・冠模試　　　 東大即応オープン、東大実戦、旧帝大、東工大、一橋大、早慶
　　　　　　　　　　　※東大京大東北大名大は8月11月2回必須。他は11月1回のみ。
　　・共通テスト模試　　共通テスト＋私大対策
○目的
　　・理解度、定着度、記述力の確認、時間内に問題の難易度を見極める力の養成
　　・合格可能性　A：80%　B：60％　C:40%　D:20%　E(予備校によって異なる）
         ただし、ABCDE判定で一喜一憂するのではなく、得点可能性や伸びしろを分析し、日々の学習　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　の学習に反映させることが大切。

模試を利用した学習計画
(1)目標を決める（得点率）
　駿台全国　東大60%
　河合全統　中堅国公立60％~70%　早慶80%
(2)課題を見つける
　 今出題されたら困る単元・形式・分野
　 例えば「確率」「英作文」「漢文」とか
(3)対策を決める
　 「英作文のトレーニング実戦編（Z会）」をやる
(4)計画を立てる
　(3)で決めた具体定な分量(問題数など）を
　定着も含めて試験日までに週割する
(5)受験する
　模試は本番のつもりで。完答も大切だが、部　
　分点を狙い、得点を積み上げるつもりで。
(6)見直し
　当日中に手を付けること。得点できなかった
　ところの原因を見つけること
(7)分析
　成績表が戻ったら、設問別の全国平均と自　
　分の得点を比較し、単元・形式・分野を客観
　的に確認すること　　
　　　➡次の模試の目標を決める

絶対浪人しない併願作戦　　　　　　　　受験数
第一志望(挑戦)　　　　 模試判定 C・D　　１
第二志望(実力相応）　模試判定 B　　　  ３～
第三志望(滑り止め)　  模試判定 A　　 　 ２～
※最終的には過去問で確認

高２河合塾


#１高３
河合全統

#2高３
河合全統

合格可能性を高めるためには英語と理科・地歴で70%程度の得点率が理想的。

このくらい取らないと個別では戦えない。

どちらかを選択

（総合型選抜エントリー）

総合型選抜
出願

学校推薦型
選抜出願


河合共通テスト模試
#⃣１　5月　
#⃣2　8月
#⃣3　10月
プレ　11月
　　　　　　

#3高３
河合全統

#2東大OP
#2東大実戦

過去問演習について
受験勉強で最も重要な演習。過去問を解くことによって、合格目標点を超えるために自分に足りないところを見つけ出し、埋めていく作業。第一志望は最低10年が目安、得点すべきところは完答できるまで繰り返すこと。　但し、次の割合を考慮のこと　A:易問30%　B:合否分ける問題40%　C:難問30％


〇基本と応用を同時進行
〇難しく感じたら基本に戻る




生徒記入用

										Dream Realization Project ／大学入試年間プログラム																																																																																		組 クミ		氏名 シメイ



				１月 ガツ						2月 ガツ						３月						４月						５月						６月						７月						８月						９月								１０月				１１月						１２月						1月 ガツ						2月 ガツ













																																																				駿台共テ模試① スンダイ トモ モシ														駿台共テ模試③ スンダイ トモ モシ









																																																																																										第一志望 個別試験　得点目標 ダイイチ シボウ コベツ シケン トクテン モクヒョウ











																																																																																										計 ケイ



																																																																																										共通テスト　得点目標 キョウツウ トクテン モクヒョウ









																																																																																																		計 ケイ



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第一志望　　


第二志望　　


第三志望　　
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GMARCHなど難関私立大に加え、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」

「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。

カトリック校で学んだ奉仕の精神、部活動で気付いた傾聴の重要性、課題をこなす中で身についた学習習慣……それら
すべてが今、看護師として働くために大切なものでした。

中高から通いなれた場所で、内部進学のため入学前の準備に時間を使えるということもあり純心大を選択した緒方さん。
｢看護に進学したいなら、ゼッタイ純心高校から純心大に進学するのがいい！｣と力説してくれました。

中学から入学して10年間純心に通った緒方さんは、これからもミッションを果たすため看護師として活躍し続けます。

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。

52回生 緒方 茉耶さん

看護師を目指すならゼッタイ純心！

専願・併願の学校推薦型（公募）は、学科試験なし、面接、書類審査だけで合格できます

多彩な経験を積み重ねながら、1人1人のニーズに寄り添います

・高校1年次、オーストラリア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。
・専門芸術や大学講義体験などの科目を選択できます。

東京純心大学での老年看護学の受講 専門美術専門音楽

・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。

令和4年3月卒業生 大学合格実績

国公立 2名
東京外国語大学・宇都宮大学

早慶上理 7名
慶應義塾大学・早稲田大学・上智大学・東京理科大学

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）

GMARCH 41名
明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学・学習院大学

詳しくはこちら！

【併設の東京純心大学看護学部看護学科への進学】

▶受験料・入学金はありません。 ▶保健師国家試験受験資格も取得できます。

▶併願※は、他大学を受験することもできます。 ※併願の一般選抜・大学共通テスト利用選抜は、一般受験者に準ずる

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)
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本物の留学をしよう

初めから成功する人はいません。

現地で学び、生活をする中で、ことばの壁が立ちはだかることもあるでしょう。

その壁を目の前にしたときから、本当の “勉強” が始まるのです。

現地で経験する様々な出来事や、

現地で出会う様々な人々との交流が、

あなたの人生をよりいっそう豊かなものにしてくれるはずです。

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

世界的な情勢によって変更の可能性はあります。



オーストラリアに来て1週間がたち、段々と日本とは
異なる生活スタイルに慣れてきましたが、初日は思う
ように英語で会話できず、心が折れそうでした。3日
目からは時間割や教室の場所などを覚えてきて、自分
で教室移動ができるようになり、自分から誰かに話か
けることもできるようになってきました。それで、学
校へ行くことがとても楽しくなってきています。
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【留学体験記】
キャロライン・チザム・カレッジ2か月ターム留学をした生徒の日記より抜粋

ファミリーは私がうまく英語を話せなくても、理解しよう

と頑張ってくれたり、私にとっては理解するのが難しい英

語で出された宿題を手伝ってくれたりします。学校の先生

方は授業中に私が理解できなかった部分があれば、ゆっく

りと易しい単語で説明してくれますし、友達は1人でいる

私を見つけたら声をかけてくれます。慣れないオーストラ

リアでも、誰かに助けられて楽しい充実した生活を送るこ

とができています。

2週目に入り、1人でも行動できるようになってきました。より多くの人と仲良くなれた週だったと思いま
す。それは私が以前より物怖じしなくなったためです。話しかけたり、お手伝いをしたりとつたない英語で
したが、我ながら積極的に行動することができました。積極的に行動することで恥もかきましたが、得たも
のは多かったと思います。失敗を恐れて何もしないことがどれだけ損であるのか思い知りました。

3週目に入り、意識しなくてもファミリーに溶けこむ
ことができるようになってきました。オーストラリ
アに来て驚いたことはハグやキスが多いということ
です。初めはハグされただけでとても緊張していま
した。しかし、ここにきてハグされても、ほっぺに
キス(女性のみ)されても平気になり、逆にうれしく思
えるようになりました。水曜日は朝からうれしいこ
とがありました。ヨーグルトを食べたくて、 “Can I 
eat yogurt ?”とお母さんに聞くと、「もうあなたは家
族なんだからいちいち断らなくていいよ、私は娘だ
と思ってるよ」と言ってくれました。ついこの間来
たばかりの私に、娘という言葉を使ってくれること
が私にとってはとてもうれしいことでした。

6週目に入りました。もう時が止まってしまえばい
いのにと思うほど楽しいです。帰ることを考える
と泣きそうになるので、考えません。今週を通し
てやっとホストファミリーと仲良くなった気がし
ます。好きになれないところもお互いにあります
が、仲良くはなりました。仲良くなって以前より
一緒にテレビをみたりゲームをしたりするように
なったので、勉強が少しおろそかになるほどです。
残り時間を悔いのないものにできるよう、来週か
らは遊びも勉強もしっかり両立させられるよう努
力します。

Week 1 Week 1

Week 2

Week 3 Week 6



イベントと学校説明会のご案内
2022年8月20日現在

10月22日（土）14:00～15:30
11月26日（土）14:00～15:30

東京純心公式YouTubeチャンネル開設！

学校説明会
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9月23日（金･祝）9:00～15:30
9月24日（土） 9:00～15:00

・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↑
・23日、24日ともに個別相談も実施しています（9:00～15:00）

要予約



 

 

 

 

■ 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 
特待生選抜・「特進プログラムコース」への 

スライド合格 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。 
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