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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最新情報を「TOYO NEWS」としてお届けします。

第３校舎を新設します！
５０周年記念校舎は姫路城をイメージした外観で、全面ガラス張りに
■ ５０周年記念校舎
なっています。また、開放感のある図書館や４００名収容の記念ホール
（講堂兼体育館）等、抜群の教育環境を整えています。２０２０年夏に
は第３校舎が竣工し、さらなる教育環境の充実を図ります。
校舎は、自由に使える自習スペースや広々としたロビー、ホテルのよ
うに美しいトイレなど生徒がくつろげる空間も多く設置し、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を全室に完備し
ています。また無線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しています。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。
■ 各階に設置の多目的ロビー

■ 普通教室

■ 第３校舎完成予想図

■ 記念ホール（講堂兼体育館)

■ 図書館

■ 第３校舎トイレ完成予想図

井上円了研究｜ ワークショップ形式で創立者について学ぼう
１年生が６月に実施する東洋大学見学会に向けて『井上円了研究｜創立
者について学ぼう』と題してワークショップを行いました。東洋大学の創
立者である井上円了について、クイズ形式や、ディスカッションを組み込
み生徒参加型の授業を行いました。なぜその答えに至ったか自分の考えを
まとめ、お互いの意見を交換するなど本校のモットーである「考えるを、
学ぶ。」につながる内容となりました。生徒達は主体性をもって学ぶこと
ができました。

■ ワークショップ

■ ディスカッション

Googleインドアビューで
校内をご覧ください！

東洋大学は、２０１４年度に文部科学省のスーパー
グローバル大学に選定され、国際教育に力を入れてい
ます。その東洋大学白山キャンパス(東京都)を１年生
全員が６月１４日（金）に見学します。
高校生活のスタートから大学の様子を知っておくこ
とで、その後の進学意識が高まり、より充実した学習
習慣が身につくことにつながっています。
なお、見学会の費用はすべて東洋大学が負担してい
ます。

白山キャンパス 号館の写真（右）
東洋大学での講義受講の様子（左）

東洋大学見学会

2

ＡＬＴの充実
昼休みや放課後に外国人と英会話が行えます。

生きた英語を学ぶには、外国人と英語のみで会話する時間をどれだけ持てるかにかかっています。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人体制でそのニーズに
応えています。３人とも英語指導のスペシャリストで、授業はもちろん、昼休みや放課後にも、生徒が英語のみでコミ
ュニケーションをとる時間を保証しています。また、第１校舎３階にあるCommunication Squareでは、外国に行った気
分を味わいながら、楽しく会話できる工夫をしています。

「未来を考える。今の学びが、深くなる。ビジョン出前講座」 グループワークで未来新聞を作成
高校3年生の総合進学コース（文Ⅱ）、体育コースを対象に「未来を考
える。今の学びが、深くなる。ビジョン出前講座」を行いました。兵庫県
企画県民部ビジョン局ビジョン課、姫路市地方創生推進室の方を講師に招
きました。職員の方による講義の後、グループに分かれてディスカッショ
ンをしながら未来新聞を作成。作成した未来新聞を使って、自分たちの考
える未来についてクラスメイトの前で発表しました。

自分たちが住む姫路・兵庫県の諸課題を
解決し、住みよい地域社会をつくるために、
ワークショップ形式で意見交換を行いまし
た。少人数グループに分かれ、進行役、発
表者、タイムキーパー、書記、新聞作成者
の役割を決め、ディスカッションを行いま
した。選んだテーマを実現するためにはどうすればいいか、思いつく限り、付
箋にどんどん書いていきました。突飛な意見も否定せず、アイデアを出すこと
を優先に行い、出てきたアイデアを分類し、まとめていきました。
模造紙の上半分に、2030年の理想的な未来像について、目を引く言葉で表現
しました。下半分には「私たち」、「行政」、「その他（企業、ＮＰＯ）」が
何をしてきたから2030年のようないい状態になったのかを列挙しました。
女性が活躍する社会、多様な人々が活躍する社会、子育てしやすい社会、高
齢者の活躍する社会など様々な意見が出ました。

空手道部が全国制覇を達成！！
空手道部の岡田愛結選手が３月２５日から２７日に開催された「第３８回全国高等学校
空手道選抜大会」において女子個人形の部で優勝しました。岡田さんは４歳で空手道を始
め、小学生の時に全国大会で３連覇を達成。しかし、中学では怪我の影響で成績が低迷し
ました。空手をやめる決心をしていた時に声をかけた現在のコーチの元、高校では初心に
帰って練習に取り組み、昨年８月の全国高校総体では４強入りを果たしました。その後も
稽古に励み、今回の全国制覇を達成しました。
岡田選手は「全国選抜大会で優勝することができ、本当に嬉しく思います。こうなれた
のも、教えてくださる諸先生方や一緒に頑張ってくれ、支えてくれる仲間、家族がいてく
れるからこそです。その方々への感謝を忘れず、これから選手としても人としても、大き
く、強くなれるよう、夏のインターハイで再び頂点に立てるよう、また一から努力し直し
ます。これからも応援よろしくお願いします。」と話しました。
４月１０日には、全校生徒の前で全国大会優勝報告会・空手演武披露会を行い、決勝戦
で演武した形を披露しました。優勝報告会の様子はサンテレビで放映、読売新聞に掲載さ
れました。当日の様子は本校ＷＥＢサイトにも掲載し、サンテレビＮＥＷＳで披露した演
武を視聴することできます。
本校のＷＥＢ
サイトを
ＣＨＥＣＫ！
披露した演武を
視聴できます。

【空手道部の２０１８年度主な部活動実績】
・全国高等学校空手道選抜大会 女子個人形の部優勝、男子団体形出場
・全国高等学校総合体育大会空手道大会 女子個人形の部第３位
・近畿高等学校空手道大会 男子団体形の部第３位

剣道部が全国ベスト１６、野球部が兵庫県ベスト４
剣道部が３月２６日から２８日に開催された「第２８回全国高等学校剣道選抜大会」に
おいて男子団体でベスト１６入りしました。昨年に引き続き、２年連続の全国選抜出場で
した。
【剣道部の２０１８年度主な部活動実績】
・全国高等学校剣道選抜大会 男子団体ベスト１６
・近畿高等学校選抜大会 男子団体、女子団体出場
・兵庫県剣道優勝大会兼兵庫県民体育大会 男子団体優勝、女子団体３位
・兵庫県高等学校新人剣道大会 男子団体２位、女子団体２位、
男子個人１位、３位、５位
野球部が４月１４日から５月４日に開催された「２０１９年度春季兵庫県高等学校野球
大会」でベスト４入りしました。甲子園出場をめざして日々練習に取り組んでいます。
また、本校卒業生がプロ野球で頑張っています。応援よろしくお願いします。
【本校卒業生の現役プロ野球選手】
・甲斐野 投手 ２０１８年 東洋大学
→ 福岡ソフトバンクホークス ドラフト１位
・原 投手
２０１５年 東洋大学
→ 東京ヤクルトスワローズ
ドラフト１位
・松葉 投手
２０１２年 大阪体育大学 → オリックス・バファローズ ドラフト１位

2018年度 部活動実績紹介（抜粋）
【柔道部】

【弓道部】

・近畿高校柔道新人大会 女子団体2回戦
【テニス部】・兵庫県高校春季ﾃﾆｽ大会 男子団体2回戦
90kg級出場、63kg級2回戦、48kg級2回戦
・後期西播大会 男子団体優勝
・兵庫県高校総合体育大会 男子団体ﾍﾞｽﾄ16、 【写真部】 ・インターハイスクールカップ 入選
女子団体ﾍﾞｽﾄ8、52kg級第3位、70kg級第3位
・兵庫県高校春季写真ｺﾝﾃｽﾄ ｶﾗｰの部 2名入選
・近畿高校弓道大会 個人男子・個人女子出場 【吹奏楽部】・吹奏楽コンクール地区大会 小編成部門銀賞
・近畿高校弓道選抜大会 女子個人出場
【新聞部】 ・近畿高校総合文化祭 文化連盟賞
・兵庫県高校総合体育大会
【軽音楽部】・西播磨高校軽音楽コンサート参加
女子団体5位、男子個人9位、女子個人11位

【陸上競技部】 ・兵庫県高校ユース陸上競技対校選手権大会
2年男子走高跳6位
【ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ部】・兵庫県高校新人選抜優勝大会
・兵庫県高校新人選抜大会
・兵庫県高校総合体育大会
【卓球部】

【囲碁・将棋部】・兵庫県高校将棋選手権大会 個人・団体戦出場

ﾍﾞｽﾄ8
ﾍﾞｽﾄ16
ﾍﾞｽﾄ16

・兵庫県高校総合体育大会 男子学校対抗ﾍﾞｽﾄ16
・兵庫県高校総合体育大会西播予選
男子団体・男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ優勝、男子ｼﾝｸﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ4(2名)

【ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ部】 ・兵庫県高校総合体育大会
男子団体 ﾍﾞｽﾄ16、男子ﾀﾞﾌﾞﾙｽ・ｼﾝｸﾞﾙｽ ﾍﾞｽﾄ16
・兵庫県ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｶｰﾆﾊﾞﾙ大会 高校の部3位
【サッカー部】 ・高円宮杯Ｕ－18ｻｯｶｰﾘｰｸﾞ兵庫県ﾘｰｸﾞ 2部7位
・兵庫県総合体育大会 3回戦
【ダンス部】

・日本高校ダンス部選手権 近畿大会 出場

２０１９年３月の大学等合格実績概要
★

国立大学医学部医学科現役合格と４年連続国公立大学２０名以上合格！
国公立大学

私立大学

国立

12

公立

10

東洋大学

12

関関同立

23

産近甲龍

80

他4年制大学

22

480
458

343

医学部医学科
医・薬・看護

1

薬学部

13

看護学部
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過去５年間の大学合格実績は、鳥取大学医学部医学科の現
役合格をはじめ、大阪大学、北海道大学、九州大学、国際教
養大学などの難関国公立大学、地元の兵庫県立大学をはじめ
岡山大学、広島大学、千葉大学、東京学芸大学、金沢大学な
どその他の国公立大学に合格し、国公立大学に４年連続で20
名以上の合格者を出しています。
私立大学では関関同立や産近甲龍や京都女子、神戸女学院
等有名女子大学、薬・看護系学部にも多数合格者を出し、充
実した教育内容で進路を実現しています。
また、警察官、自衛官の他、地元企業へも多数就職してい
ます。就職模試の受験や補習への参加を義務づけ、個々に応
じたアドバイスや細やかで丁寧な面接指導、就職者に対する
選択授業を実施することで、より内定に近づけるような取り
組みをしています。
大学合格実績の詳細は本校WEBページをご覧ください。

特進コース →

兵庫医療大学 薬学部 医療薬学科

鳥取大学 医学部 医学科

モチベーションを３年間継続し、国立の
医学部医学科に現役合格

「月目標」を設定して計画的な受験勉強を継続
伯母が薬剤師をしていて、その姿に憧れて中学の頃
から薬剤師をめざすようになりました。兵庫医療大
学は先端医療に力を入れている大学。新しい医療と
同時に基礎をしっかり学べるところも魅力でした。
月ごとに目標を立てて計画的に勉強したことが合格
につながったと思います。

スーパー特進コース →

家永 有起 さん

小児科医と総合診療医をめざしています。国公立の
医学部に入るために、３年間一途に頑張って勉強し
ました。担任の先生に励まし続けていただいたこと
も力になりました。鳥取大学は小児在宅医療の教育
に優れているので、深く学んで高度な知識を身につ
けたいと思っています。

大端 周 さん

スーパー特進コース → 金沢大学 理工学域 生命理工学類

スーパー特進コース → 島根県立大学 看護栄養学部 看護学科

先生方の心強い支えのおかげで先端的研究が
できる大学に合格

追い込み勉強で得点力を高め、センター試験で
好結果を残す

生命関連分野を結集した全国でもトップレベルの遺
伝子工学の勉強ができる大学に入学できたのは、先
生方から受験勉強に関して、きめ細かなアドバイス
をいただいたおかげです。大学では留学生と一緒に
寮生活をして英語力を高め、海外の大学に留学して
研究力を高めていきたいと思っています。

看護師になり、患者さんに寄り添いながら常に新し
い医療の知識を吸収し続けていきたいと思っていま
す。１年生のときから国公立志望で頑張ってきまし
たが、３年生の夏以降勉強時間を増やし、入試直前
の正月からさらに頑張ったおかげで、センター試験
で好結果を得ることができました。

体育コース →

原 知輝 さん

関西学院大学 人間福祉学部

総合進学コース →

関西学院大学 経済学部

英検や漢検などの勉強も学力向上に役立てる

夏休みの集中的な勉強で苦手科目を克服

高校では、野球部での練習や寮生活を通して、人間
的にも成長することができました。英検や漢検の勉
強も受験に役立てることができました。中学校の体
育の教員になることが将来の目標。関西学院大学に
は他学部の授業が取れる制度があるので、英語の教
員免許状の取得も考えています。

国語が苦手だったので、３年生の夏休みに集中的に
勉強し、先生にもサポートしていただいて、レベル
アップを図りました。関西学院大学のすばらしい環
境で４年間充実した学生生活を送り、将来は税理士
や公認会計士などの難関試験にチャレンジしたいと
思っています。

藤井 厳 さん

志水 夏妃 さん

小田 詩乃 さん

※6名は2019年3月卒業生です。
Googleインドアビュー

で校内をご覧いた
だけます。

オープンスクール
８/２４（土）

中学生・保護者対象

■時間／10：00～12：00 （ 9：30受付開始） ■場所／本校
／14：00～16：00 （13：30受付開始）

■学校紹介 ■体験授業 ■施設見学 ■部活体験・見学 ■保護者対象説明会
■個別相談 ■生徒による歓迎パフォーマンス ■学校案内・限定グッズ贈呈等
※ 要予約 ※ 上履きをご持参ください

東洋大姫路

検索

【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

