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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プロジェクトの根底には、「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)を多くの体験を通して見つけ、生涯にわたり自立的、主体的
に学び続け、「神様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。

東京純心女子中学校・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
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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
の選択肢が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着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、あなたは何をしたいですか？
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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

▶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を受講できます。

▶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

など

【受験学力養成講座 一部抜粋】
「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。

目指せ 国公立大学

英語：難関大学長文読解対策講座

国語：現代文記述対策講座

数学：数学ⅢC講座

理科：国公立二次対策
社会：東大への地理

社会：東大への日本史

社会：東大への世界史

目指せ 私立難関大学

英語：早慶英語対策

国語：国語演習講座（現代文・古文）

国語：現代文記述対策講座

国語：小論文対策講座
（医療看護対策・慶應大対策など）

理科：私立大対策（GMARCH対策など）

理科：医療・看護学部対策（医学部を除く）

目指せ 共通テストで高得点

国語：共通テスト対策講座
数学：共通テスト対策講座IA

数学：共通テスト対策講座ⅡB

社会：共通テスト対策ゼミ（日本史）

社会：共通テスト対策ゼミ（世界史）

社会：共通テスト対策ゼミ（地理）

総合型・学校推薦型選抜対策

志望理由書添削講座

面接対策講座

プレゼンテーション練習講座
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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。

今回の弁論大会を通して、違う文化との関わりの大切さを学ぶことができました。留学したときの文化の違いや言葉の違い
で困ってしまったり慣れないことがあるけど、自分の夢に向かって日々努力している留学生の方々の姿にとても感動しまし
た。また、交流会のときに表現できないことがあったらスマホを使って伝えるなど、積極的に私たちと話してくれる姿がと
てもかっこよかったです。今回の弁論大会を通して、異文化の人たちと関わることの大切さや楽しさを学ぶことができたの
で、これからももっと勉強して色々な方々と話すことができるような人になりたいと思いました。新型コロナウイルスの影
響がある中でこのような素晴らしい弁論大会に会場審査員として参加することができて嬉しかったです。また機会があった
ら参加したいです。（高2生徒）

コロナ禍になり留学生の方と交流が限られる中、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付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）

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。

留学生弁論大会に参加した生徒の感想

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



中学では『すらら』、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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【高3生 開講講座 一覧】

【中3生 開講講座 一覧】

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
体験します。中学1年生～高校3年生の生徒たちは、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、通いなれた環境で集中して
受験勉強に励みます。

プレFYM講習

数学

理科

社会

国語

難関大現代文対策 難関大古文対策

共通テスト漢文対策 完全征服 古文基礎

数学Ⅲ 微積分演習

総合型・学校推薦型選抜対策 小論文

数列なんか怖くない！数列徹底攻略講座 確率を確立させよう！
場合の数・確率徹底攻略講座

英語
共通テスト対策英語

MARCH 長文対策

早慶 長文対策

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）

満点を目指す！共通テスト日本史

世界史重要事項の完全征服

生物 とことん代謝

共通テスト頻出問題攻略講座（地理）

生物 とことん遺伝

講習はすべて無料です
POINT

数学英語 国語

数学 応用力教科演習

数学 基礎計算力徹底演習

総まとめ 中学国語

完全征服 漢字・語彙

英語基礎

英語応用
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▶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

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

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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令和4年3月卒業 特進コース生（Mさん）の模試の推移と進学先

73.1

63.5

64

64.5

65

65.5

66

66.5

67

67.5

68

高２河合塾全統
記述模試
（1月）

高３河合塾全統
記述模試（9月）

高３河合塾全統
記述模試（10月）

偏
差
値

56回生 Ｍさん（東京外国語大学国際日本学部）

高２河合塾全統記述模試
（1月）

高３河合塾全統記述模試
（9月）

高３河合塾全統記述模試
（10月）

【Ｍさんの合格大学一覧】

青山学院大学 文学部

津田塾大学 学芸学部

明治大学 国際日本学部

武蔵野大学 グローバル学部

63.8

65.2

67.5

高校１年次に英検準１級を取得。英語に対する
自信が他教科を学ぶ意欲につながった。

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。 ▶保健師国家試験受験資格も取得できます。

▶併願※1は、他大学を受験することもできます。
※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。

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。

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は｢看護に進学したいならゼッタイ純心中高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。

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。



-11-

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！

中学3年間の学力推移（学年平均）

45.0
45.5
46.0
46.5
47.0
47.5
48.0
48.5

１年・２回 ２年・２回 ３年・２回

ベネッセ学力推移調査 偏差値推移
【国数英】

47

48

49

50

51

１年・２回 ２年・１回 ３年・１回

ベネッセ学力推移調査 偏差値推移
【英語】

希望する進路にすすむためには、基礎学力は必須の条件となります。中学2年生の冬に、国数英3教科で
「基礎学力試験」を実施します。得意科目に自信をつけ、より難易度の高い問題にも取り組めるよう応
用力を磨いていきます。また、苦手科目では、わからないものをそのままにせず、それぞれの課題と向き
合い、既習内容の理解に抜けがないか徹底して復習を行うことで、ステップアップを目指します。

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

【進路系統別】
薬学・看護・医療・生命系 40名
慶応義塾大学（薬）・東京理科大学（薬）・北里大学（薬）（看）他

国際グローバル系 33名
東京外国語大学（国際日本）・上智大学（総合グローバル）・明治大学 他

三女子大 21名
津田塾大学・東京女子大学・日本女子大学

(61合格/高校3年生在籍71名)
詳しくはこちら！
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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

【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
費用：基本費用 実質無料

NEW

【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



【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

〇 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。

〇 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。

〇 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。

〇 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。

〇 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、考えられません。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。
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イベントと学校説明会のご案内
2022年7月16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！

9月23日(金･祝) 9:00～15:30／9月24日(土) 9:00～15:00
純心祭

9月23日・9月24日 9:00～15:00 個別相談 ※要予約
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10月15日(土) 14:00～15:00
11月12日(土) 14:00～15:00

学校説明会



 

 

 
 

■ 中学校入試日程 

試験種別 
私立型 

適性検査型 数的処理型 
Sr.ﾏﾘｱ・ 

ﾏﾀﾞﾚﾅ江角 

特待生入試 第１回 第２回 第３回 

試験日時 
2/1（水） 

午前 

2/1（水） 

午後 

2/2（木） 

午前 

2/1（水） 

午前 

2/2（木） 

午後 

2/5（日） 

午前 

募集定員 女子 ２０名 女子 １５名 女子 ２０名 女子 ２０名 女子 １５名 女子 １０名 

試験教科 
国･算 
または 

国･算･社･理 
国･算 

国･算 
または 

国･算･社･理 

適性検査型

Ⅰ･Ⅱ 

算（計算･図

形など） 

国･算･社･理 
または 

適性検査型

Ⅰ･Ⅱ 

試験時間・ 

配点 

「国語・算数」 

各 50分 

各 100点 

「社会・理科」 

合計 50 分 

各 50点 

「国語・算数」 

各 50分 

各 100点 

「国語・算数」 

各 50分 

各 100点 

「社会・理科」 

合計 50分 

各 50点 

「適性検査型 

Ⅰ・Ⅱ」 

各 50分 

各 100点 

「算数」 

50分 

100点 

50題 

「国語・算数」 

各 50分 

各 100点 

「社会・理科」 

合計 50分 

各 50点 

「適性検査型 

Ⅰ・Ⅱ」 

各 50分 

各 100点 

特待生選抜 ● ● ● ● ● ★ 

 

■ 特待生選抜 
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2023 年度 生 徒 募 集 要 項 
ダイジェスト版  

● 特待生 
・１年間の授業料(444,000円)を免除します。 

・各教科の合計点で判定します。 

・合格を保持したまま何回でも受験できます。 

★ Sr.マリア・マダレナ江角特待生 
・中学校３年間の授業料(1,332,000)を免除します。 

・各教科の合計点で判定します。 

・合格を保持したまま受験できます。 

・特待または一般の合否判定も行います。 

★Sr.マリア・マダレナ江角特待生 

創立者 Sr.江角ヤスは、当時（大正 11 年）女子を唯一受け入れていた東北帝国大学（現東北

大学）に進学し、理学部で数学を修めました。そして在学中にキリスト教に触れ、カトリック

の洗礼を受けます。そののちフランスでカトリック修道女の修練を積み、当時の文部省から派

遣依頼を受けてフランス、イギリス、イタリアを巡って、ヨーロッパの教育を視察したうえで

帰国します。帰国後は長崎に初めて創設された日本人だけの修道会の初代会長を務め、女子教

育を始めます。長崎、鹿児島、東京で現在も続いている純心教育です。 

昭和 20 年に長崎に原子爆弾が投下され多くの生徒・教職員を亡くしました。Sr.江角ヤス自

身も被爆し、多くの困難に見舞われますが、平和な未来を担う女性を育てるというミッション

（使命）をやり遂げました。江角ヤスの修道名を冠したこの入試は、平和な未来のためにリー

ダーシップを発揮する女性の育成を目指し、最難関大学、最難関学部への進学を志す意欲ある

女子生徒を広く募ります。 
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