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 9月29日（金）に第2回東洋大学附属姫路中学校・高等学校の合同体育
祭を行いました。 
 中高全学年が参加した「ギネスに挑戦（大縄跳び）」。かけ声に合わ
せてクラス全員が力を合わせました。他にも女子の学年対抗綱引きでは、
優勝チームが教員チームと対戦するなど、生徒と教員が一緒に体育祭を
盛り上げました。 
 

クラスが一致団結した体育祭 
 

 一人ひとりに最適な学習を提供する“成績・進路希望に応じたコース・クラス編成” （平成29年度実績） 

 総合進学コースは、成績別にクラスを編成し幅広い学力層への対応を図っています。 
 ・ⅠＡ・ⅠＢは入試の３教科総合で成績順のクラスです(ただし、各教科とも下位者は除いています）。 
  数学、英語の授業で２クラスを３クラス展開で習熟度別授業をしています。 
 ・Ⅲは、数学・英語の下位者で構成しています。数学・英語の授業で２クラスを３クラス展開で習熟度別授業をしています。 
 ・ⅡＡ・ⅡＢは、Ⅰ・Ⅲ以外で構成し、入試の３教科総合で成績順のクラスです。 

学年組 1組 2組 3組 4組 5組 6組 7組 8組 9組 10組 11組 

2年 
S特 

（文理） 
特進 
（文理） 

総理 文ⅠＡ 文ⅠＢ 文ⅠＣ 文ⅡＡ 文ⅡＢ 文ⅡＢ 文ⅡＢ 体育 

 ２学年からスーパー特進コース、特進コースは文系・理系に、総合進学コースは下記のとおり進路希望別にクラスを編成し、きめ
細かいサポートを行っています。 
 ・総合進学理系は数学、理科、英語に重点を置いて学習。授業時間は週４時間増えて、水曜以外は７時間目まであります。 
 ・文ⅠＡ・Ｂ・Ｃは、４年制大学志望者で成績別のクラスです。 
 ・文ⅡＡは大学志望者で構成しています。 ・文ⅡＢは大学・専門学校・就職希望者で構成しています。 

学年組 1組 2組 3組 4組 5組 6組 7組 8組 

3年 
S特 

（文理） 
特進 
（文理） 

文ⅠＡ 文ⅠＢ 文ⅡＡ 文ⅡＢ 文ⅡＢ 体育 

 総合進学コース３学年でも文ⅠＡ・文ⅠＢ、文ⅡＡ、文ⅡＢに分けることで、きめ細かいサポートを行っています。 
 ・文ⅠＡ・Ｂは、４年制大学志望者で成績別のクラスです。 
 ・文ⅡＡは、大学志望者で構成しています。 
 ・文ⅡＢは、大学・専門学校・就職志望者で構成しています。 

※ ８組編成のため、総理クラスはなし。 

 本校は2013年に創立50周年を迎え、2014年４月に姫路市初男女共学中高一貫教育の東洋大学附属姫路中学校を開校しまし
た。2011年から高校の学校改革を行い、教職員一同、保護者・地域のニーズに応えられる学校をめざしています。生徒と教
職員が共に成長し続け、常に進化し続ける東洋大姫路のさまざまな取り組みや近況情報を「TOYO NEWS」としてお届けします。 

学年組 1組 2組 3組 4組 5組 6組 7組 8組 9組 Ａ組 Ｂ組 

1年 

S特 特進 
総合進学 

体育 中高一貫 
ⅠＡ ⅠＢ ⅡＡ ⅡＢ Ⅲ 

ⅠＡ 
Ⅰ
Ｂ 
ⅠＢ´ 

←クラスを細分化し習  
 熟度別授業を展開 

ⅢＡ ⅢＢ ⅢＣ Ａ３ Ｂ３ 
←クラスを細分化し習
熟度別授業を展開 

 ■ 女子綱引き 優勝チームⅤS教員チーム 

 ■ ４００ｍリレー 

 ■ ２人３脚リレー  ■ ギネスに挑戦（大縄跳び） 



 ８月２２日～２４日に２泊３日でスーパー特進コース２年
生が母体である東洋大学生命科学部の協力のもと課題研究を
実施しました。 
 発展的に物事について考える力や創造する習慣を養成する
こと、そして、事前・事後学習を通してまとめた課題研究の
成果を発表することによって、総合的な学習の時間「キャリ
ア・フロンティア」の集大成とすることを目的としています。 
 参加した生徒たちは４班に分かれ、大学教授や大学院生の
指導のもと、事前学習してきた課題についての実験を行い、
講義を受けました。 
 最終日には東京大学本郷キャンパスで農学部の研究室の見
学と講義、動物医療センターの見学を行いました。 

スーパー特進コース“トピックス” 
 

★ 東洋大学での課題研究 ★ 
★ 東京大学見学・授業体験 ★ 

国公立大学 
 国立   11 

20 

344 

 公立 9 

私立大学 

 東洋大学 15 

324 
 関関同立 22 

 産近甲龍 39 

 他4年制大学 248 

国公立大学合格一覧 
大阪、北見工、信州、兵庫教育、鳥取、徳島、愛媛、高知、鹿児島、
はこだて未来、国際教養、兵庫県立、鳥取環境、 
岡山県立、広島市立、下関市立、北九州市立、熊本県立 
 
国公立大学合格目標 
30年度入試⇒30名前後、31年度入試⇒40～50名 
32年度入試⇒60～70名 
 
 

               詳細は本校WEBページをご覧ください。 

平成２９年３月卒業生の大学合格実績概要 

★ ２年連続大阪大学に合格!!国公立合格者数も２年連続２０名!! 

 左のグラフは、第３学年の生徒で成績が向上した
代表的な３名のものです。高い水準で成績を維持し
ていることや順調に成績が伸びていることがわかり
ます。 
 

スーパー特進コース・特進コース学習の特徴 
 

（1）週に４回の７時間授業（水６時間、土４時間） 
 

（2）豊富な補習授業と放課後の自学自習 
  (基本的に18：30まで。希望により19：30までの延長可) 
 

（3）充実した早朝学習(8：00から。希望により7：30から) 
 

（4）多彩な課外学習（各種施設見学、大学見学、学習合宿。 

   スーパー特進はさらにディベート等各種講座、課題研究 
      にも取り組みます。） 

（5）特進コースは、本年度の入学生からクラブ活  
   動に参加できる体制を構築 

過去４年間の国公立大学と 

関関同立の合格者推移（人） 

総合進学コース 平成28年度1学年の取り組み 

①学習習慣の定着促進 
 

 ★ 朝学習 （8：40～9：00） 
   ・主に読書、習得確認テスト（小テスト）の勉強 
      ・英単語は毎週、漢字は隔週で習得確認テストを実施 
 

  ★ 開放教室（自学自習の取り組み） 
   ・月、火、木、金 15：30～19：30 
    全コース対象に教室を開放。教室では教員が常駐し、質  
        問等に対応。 
 

 ★ 希望補習の実施（英語・数学） 
    ・応用と標準の2講座制。英語108名、数学105名が参加。 

■ 球技大会の様子 

②英語検定取得を授業と補習でサポート 

③学年行事の充実  
   建学の精神研究、球技大会、 
  授業参観、学級懇談会、 
   学年懇談会、体験学習(予定)等 
 

■ 東洋大学生命科学部での実験 ■ 実験後の発表 

■ 東京大学見学の様子 ■ 動物医療センター見学 

 12.2UP 
   8.9UP 



 全学年の希望者を対象に語学力と異文化理解を磨くため、夏休みを利用してオーストラリアでの語学研修を隔年で実
施しています。英語の学習はもちろん、姉妹校・友好校を訪れて生徒同士英語でコミュニケーションを図ったり、現地
の文化施設を訪れて異文化への理解を深めるなど、17日間にわたる充実した行程を用意しています。 

   ● 研修期間：平成28年8月5日（金）～ 平成28年8月21日（日）17日間 （12名が参加） 

   ● 旅行方面：オーストラリア 

   ● 実施内容：語学学校編入による授業の受講、ホストファミリーによるホームステイ、 

          姉妹校・友好校への訪問と交流、アデレード市内観光、シンガポール観光 

   ● 充実の事前事後オリエンテーション 

     ①プログラム説明会・・・・・・・プログラムの内容、現地情報を案内 

     ②渡航手続き説明会・・・・・・・渡航に必要な発送書類・手続きの説明 

     ③キックオフオリエンテーション・・・プログラムの意義・目的の確認、動機付け 

     ④コミュニケーション研修・・・・どうすればスムーズに他者とのコミュニケーションが図れるか？ 

                     アナログコミュニケーションの大切さを学習 

     ⑤英語能力判定テスト・・・・・・パソコンを使った試験で現在のレベルや長所、短所を確認 

     ⑥ホームステイオリエンテーション・・ホームステイについての心構えやコツ、アドバイスをレクチャー 

     ⑦外国人講師による事前英語講座（2日間×5時間） 

      サバイバル・イングリッシュやプレゼンテーションを All Englishで学習 

     ⑧渡航前最終オリエンテーション・・・当日の集合時間、場所、出発便、旅行詳細を案内 

     ⑨英語能力判定テスト・・・・・・帰国後の英語レベルを確認し、事前テストとどう変わったかを比較 

     ⑩帰国後オリエンテーション・・・海外研修で何を学んできたのか？客観的に分析して、この経験を今後どう   

                     生かすのかを考え、頭の整理をする 

■ 平成28年度語学研修概要 

 Brighton Secondary SchoolおよびKing’s Baptist Grammar 
School（どちらもオーストラリア）とそれぞれ姉妹校・友好校
の提携をしています。 
 海外語学研修の際に訪問し、国際交流を深めています。さら
に両校の生徒たちは本校を訪問し、ホームステイや一緒に授業
を受けるなど交流をしています。このような活動によって語学
研修に参加しなかった生徒も、日本にいながら外国人との触れ
あいの中で、異文化や生きた英語を学ぶことができます。 
 写真は昨年の１０月３日～９日まで本校を訪れた姉妹校の
Brighton Secondary Schoolの皆さんです。 

 海外語学研修 

 本校では東洋大学から派遣された２人のALT（Assistant Language 
Teacher）が常駐し、非常勤のALTと合わせた３人体制で生きた英語を
学ぶことができます。その環境づくりとして、昼休みや放課後など英
会話の授業以外にALTと生徒が自由にコミュニケーションをとれるよう、
「Communication Square」を設けています。全面ガラス張りで、校内
にいながら、外国に行った気分を味わい、楽しく会話できる工夫をし
ています。 

 昼休みや放課後に外国人と英会話が行えます。 

Communication Square  
 

 オーストラリアの姉妹校・友好校との交流  

■ 弓道体験の様子      ■書道体験の様子 



H２８ 部活動実績紹介（抜粋） 
 

 ２０１３年に創立５０周年を記念して新校舎が完成しました。姫路
城をイメージした外観で、全面ガラス張りになっており、最新の設計
に基づく鉄筋コンクリート造５階建てです。２０１４年には、ガラス
張りで開放感のある図書館、４００名収容の記念講堂（兼体育館）が
完成しました。 
 新校舎では、自由に使える自習スペースや広々としたロビーなど生
徒がくつろげる空間も多く設置され、ゆとりを感じさせるつくりとし
ています。各教室には大きな窓ガラスを採用して明るく開放的なレイ
アウトとし、換気機能を備えた冷暖房完備となっています。さらに無
線ＬＡＮをはじめとするＩＣＴ（情報通信）教室の機能も備えていま
す。特別教室（化学室、調理室等）には映像教材用のプロジェクター
を設置。教卓の上の天井に大きな鏡を取り付け、教卓上での演示実験
の様子が見られるように工夫しています。 

５０周年記念校舎と５０周年記念ホール兼体育館 

 ■ 姫路城をイメージした全面ガラス張りの校舎 

■ 各階に設置された多目的ロビー 
学習相談をするなど、コミュニケー
ションがとれるくつろぎの空間 

■ 普通教室 
窓側と廊下側に大きな窓ガラスが
あり、光に満ち溢れた明るい教室 

■ 図書館 
読書や自習に取り組めるよう、多目的ス
ペースも設けています。 

■ 記念講堂(兼体育館) 
400名収容の記念講堂。座席を収納 
して、体育館としても使えます。 

 
第１部 10：00～   
 ・学校長あいさつ・学校概要の説明 
 ・入試要項について・過去問（傾向）の解説 

第２部 11：10～  
 ・コース別説明（スーパー特進・特進・総合進学） 
 

第３部 11：40～（希望選択） 
 ・コンピュータ学習ソフト「すらら」体験 
 ・校舎、施設見学・個別相談 
 ・部活動見学 
 

  第1回 11/12（日） 
  第2回 12/  9（土） 
  第3回 12/16（土） 
  10：00～12：00   

※ 上履きをご持参ください。 
※ 中播磨（姫路市・福崎町・市川町・神河町）、西播磨（宍粟市・たつの市・相生市・赤穂市・太子町・佐用町・上郡町）、 
  加印地区（高砂市・加古川市・播磨町・稲美町）の中学校の生徒は原則として中学校の先生を通して申し込みください。 
  それ以外の地区の生徒は個人で申し込みください（本校ＨＰまたは電話）。みなさまのご参加をお待ちしております！ 

検索 東洋大姫路 【お問い合わせ先】東洋大学附属姫路中学校・高等学校 
 ＴＥＬ ０７９-２６６-２６２６ ＦＡＸ ０７９-２６６-４５９０ 

高校入試説明会・校舎見学会のご案内 

【弓道部】   国民体育大会弓道競技 近的少年男子 4位   
        近畿高等学校弓道大会 出場 
 

【卓球部】   全国高等学校選抜卓球大会男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 出場 
               近畿高等学校卓球選手権大会 男子学校対抗 ﾍﾞｽﾄ16 
        兵庫県選手権大会（ｼﾞｭﾆｱの部）男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 優勝 
 

【剣道部】   近畿高等学校剣道大会 女子個人 出場 

        近畿高等学校剣道選抜大会 男子団体、女子団体 出場         
 

【空手道部】  近畿高等学校空手道新人大会 男子個人形 出場  
        兵庫県高等学校総合体育大会  
                男子団体形 3位、男子個人形 5位 
 

【柔道部】    兵庫県総合体育大会 78kg超級 準優勝、                  
         63kg級 3位、73kg級 ﾍﾞｽﾄ8、48kg級 ﾍﾞｽﾄ8 
 

【野球部】    春季県高校野球大会 4位 
 

【ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部】 兵庫県高校総体 男子団体 3位、男子ｼﾝｸﾞﾙｽ 16位 
 

【テニス部】  兵庫県高校総体 男子団体出場 
 

【サッカー部】 兵庫県選手権大会 ﾍﾞｽﾄ32 
 

【ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部】西播夏季新人バスケットボール大会 優勝  
        

【ダンス部】  日本高校生ダンス部選手権近畿大会 参加 
        

【陸上競技部】 西播高等学校駅伝競走大会 男子総合 8位 

【新聞部】近畿高等学校総合文化祭 文化連盟賞        
 

【写真部】兵庫県高校総合文化祭西播磨予選 佳作 
        

【吹奏楽部】兵庫県吹奏楽ｺﾝｸｰﾙ西播大会 参加 
      西播吹奏楽祭 参加 
      兵庫県ｱﾝｻﾝﾌﾞﾙｺﾝﾃｽﾄ西播大会 参加 

 


