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Message
校長ご挨拶

生徒の意見を聴き、
生徒を主人公にする学校へ
コロナ禍になり命の重さを感じ、一度きりの人生、
自分が思う

い学校をめざした提案を受け、2022年度から制服および頭髪

ことを精一杯行いたいと思うようになりました。
しかし、長引くマス

規定をマイナーチェンジし、性別に関わらずスラックスとスカート、

ク生活、思春期にかぎらず、
どの世代にとってもストレスフルな

ネクタイとリボンを自由に選べるようになりました。2021年度高

日々です。不安や孤独を感じがちな今、共感し合い人とのつなが

校生徒会が6年ぶりに三者協議会を復活させ、
スマートフォンの

りを通じて、
自分の居場所があるという実感を持ち、元気がわい

扱いについて、生徒・保護者・教員がそれぞれの立場で有意義

てくる、
そんな学校にしたいと思います。一見、受験や大学への

な話し合いをしました。子どもは、聴きとられることで成長し、
コミュ

進路に関係ないと思われる教科についても、知識や視野の幅を

ニティの担い手になります。生徒が、意見を聴きとってもらった、

広げ、楽しみながらゆとりある人生を生きるための学びを生徒と

応えてもらったと思えるよう努めたいと思います。

共に追求したいと思います。学校は、嫌いな勉強を無理やり好き
になる場所ではなく、知らないことを発見して、昨日より豊かにな
るために、夢中になれることを探す感性を育てる場所です。
よりよ
い授業を生徒と一緒に創ることを目指したいと思います。
そのために今大切にしたいことを2つ述べます。

教員の健康を守る
持続可能な教育のあり方を見直す
仕事をスリム化しゆとりを生み出して、教育の未来を創るため
の議論をしています。
より働きやすい職場は、未来の優れた教員
の採用とキャリア形成に活かされます。一度きりの人生を家族や

生徒の意見表明を励まし応答する

友人と共に歩み、
自分の人生の主人公になって働くことが、
やが

2021年度高校生徒会執行部から誰もが不用意に傷つかな

て生徒の主権者教育にもつながると思います。

自 主・自 律
教育目標
日本国憲法が定める基本的人権を
尊重し、平和で民主的な社会の形成
に資する主権者を育てる。

法政大学の校風として育まれた
「自由と進歩」を体現する主体的
で創造的な人間を育てる。

豊かな知性と教養、健康な心と身
体、思考力と判断力を有する人間
を育てる。

法政大学中学高等学校

校長
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Hosei Education
自主・自律

自ら考え判断する
「自律した人間」
を育てる
コミュニケーション能力や問題解決能力を高める
自由な発想で考え、
仲間とともにさまざまなことにチャレンジできること。
それが大学付属校である本校の魅力です。身近なことから社会問題まで、
自分たちの
課題と向き合い、自分たち自身で解決方法を探る。そんな主体的な学びの場がここにあります。

大学付属校ならではのスクールライフ

受験勉強にとらわれない
クラブ活動、生徒会活動、行事の企画や運営など、自分が本
当に打ち込みたいことに全力を注ぐことができます。自分たちで考
え、自分たちで創るからこそ得られる達成感。お互いの考えをぶつ
け合い、みんなで 1つのことを成し遂げていく中で築かれる仲間達
との信頼感。決して授業だけでは得られないたくさんの経験は、何
事にも代えがたい貴重な財産になります。

仲間と協力し成し遂げ続ける学校生活

他者や社会と関わる
学校生活のあらゆる場面で求められるのは、生徒が自ら考え、
判断し行動することです。そして、自分だけではなく仲間の主体性
も尊重しながら、互いに夢の実現に向けて行動していかなければ
なりません。そのためには協調性と、問題解決能力が重要になり
ます。生徒同士や、教員・保護者・地域の方々との対話やコミュ
ニケーションなど、様々な社会生活を経験する中で、大きく成長し
ます。

自主性の表現
高校生徒会長

吉岡 駿

久保田 龍仁

法政高校では、
「自主・自律」の校風の下、
目まぐるしく変化する

私たちの学び舎である法政大学中学校は、
「自主・自律」
という
スローガンを掲げている学校です。行事や委員会なども生徒一人

考え、仲間と共に様々なことに挑戦することが求められます。

ひとりが考えて運営しています。
そして、
その中で生徒同士でコミュニケーションを取り合い自由

充実した、生徒が過ごしやすい学校生活を送るためにも、生徒会が

な雰囲気で話し合うということをしていて、一人ひとりの意見が尊

生徒へ道筋を示し、意欲的な生徒のすくい上げを行うことで、同じ目

重されている学校です。

的の下で力を発揮することができます。
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中学生徒会長

社会の情勢にも対応し、生徒一人ひとりが自主的に自由な発想で
その一環として、委員会活動を活性化することに取り組んでいます。
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自由の中にあるケジメ

自由な校風の中にも
「自主自律」
というけじめを持った学校です。
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Curriculum

Curriculum

将来につながる基礎を身につける

将来を見据えた多彩な授業内容

法政大学での学びやその先の将来を豊かにすることをイメージし、基礎学力と学習習慣を身につけます。

高校では文系理系といったコース分けをせず、生徒の多様な目標に対応するため高校 3 年間ですべての教科を学習します。

中学編

高校編

基礎学力の定着と信頼関係の構築

なりたい自分に向かって具体的に行動する

その過程で、共に学ぶ仲間・教員との信頼関係が築かれます。

Point 01

自らの目的や進路に応じた発展的な内容の選択授業を通し、卒業後
「自ら学ぶ」ことができる力を育てます。

Point 02

基礎学力の定着と学習習慣の確立

Point 01

信頼関係の構築

英国数の3教科に重点を置き、基礎学力の定着と学習習慣の確

入学後すぐに行われる
「オリエンテーション」
では、
クラスメイトだ

立を目指します。国語では
「読解」
と
「表現」の授業を、数学では１，
２
年次「代数」
と
「幾何」
に分け並行して学んでいきます。英語では
「英

大学進学後の専門的な内容やスキルの先取り

高校から新たに加わる約100名の生徒と、法政中学から進学す

高2・高3での必修選択授業では、生徒自身が自分の進路に必

けではなく学年全体でも交流する企画を設け、
その後の確かな人

る約140名の生徒は、高1から混合クラスで生活します。
そうするこ

要な知識や教養を獲得するためにも、
自ら選択して学びます。
自然

間関係づくりにつなげます。先生方とも、
このオリエンテーションを

とで互いに新たな刺激を与え合い、学び合うことができます。高度

科学や人文・社会科学、語学など文系と理系の両方の領域から

語」
「 英会話」
に加え、中1では
「フォニックス」中2・中3では
「英語演

通して仲良くなります。長い「法政」
での生活の中で核となる友人、

になる各教科の学習と、諸活動との両立を図り、充実した学校生

選択でき、
マスコミ、
ビジネス、法学や簿記といった大学での学びの

習」の授業を展開しています。綴りや発音のルールを身に付ける

教員との信頼関係を中1の早い段階で構築します。学校生活以外

活を送るためには、友人関係やクラス・学年の団結力が重要となり

入門的な内容のものもあります。ゼミ形式の授業では、文献の輪

「フォニックス」
はその後のリーディング力、
リスニング力を伸ばします。

の普段の日常生活の中で大切になる
「自己と他者との関係の在り

ます。その新たな関 係 性を4月の入 学 後に行われるオリエンテー

読や調査、ディベート・プレゼンなどを生徒同士が協力して進めま

方」の教育も行っていきます。

ションで構築し、
その後の様々な行事を経験することで団結力はさ

す。付属校ならではの、受験にとらわれず
「一歩先」
をいくことができ

らに強いものに変化します。

ます。

中1・中2では火曜と木曜の放課後に英語と数学の指名補習「リメ
ディアル」
を設置し、
フォローアップを行います。

計
計
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ホームルーム活動

2
総合的な探究の時間

必修選択

論理・表現Ⅲ

8

情報Ⅰ
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音楽Ⅰ

保健

3

1

化学基礎

2

体育

2

体育

2

物理基礎

2

化学

物理

数学Ｃ

政治・経済
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理科

数学

○学習指導要領の改定などにより、
科目名・時間数が変更されることもあります。
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Point 02

学習と諸活動を豊かにする関係性の構築

34

1

○学習指導要領の改定などにより、
科目名・時間数が変更されることもあります。
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失敗を学びに

One Day Schedule

中学 2 年

1 日紹介

法政中高生の 1 日に密着！
付属校の環境を活かし充実した日々を送る

楽しい
実験

1 限目

2 限目

理 論から結 果を予 測する力や、理 解し説
明する力を養います。
自ら
「考えること」
を重
視し、実験を交え学習します。
少人数制で
安心！

休憩

11:40

お昼休み

4 限目

代数

授業では、
グループワークやみんなで意見を出すことが多いので、
自分では思いつ
きもしないような発見があり、毎日が新鮮で楽しいです。
また、
クラスみんなで仲良くな

や授業などでも主体性をもって行動する機会が多いので、周りの刺激を受けながら

れるので行事などが一層楽しくなります。放課後のラグビー部では、学年やクラスの

新しいことや関心のあることにチャレンジしたり、
お互いを認め合える環境があるのが

垣根を越えてみんなで一生懸命頑張っています。設備が充実しているので実力が伸

魅力だと思います。
今後は英語の語学研修にも参加してみたいです。

びているという実感も沸きます。

ネイティブの先生の
発音は素晴らしい！

9:40
2 限目

クラスを半分に分けネイティブの教
員が行う少 人 数 授 業です。日常 会
話や場面を想定した会話練習やス
ピーチまで、生きた英語を学びます。

3 限目

美術

10:40

センスを
磨け！

3 限目・4 時間目

社会って
面白いよね

8:40

英会話

1 限目

授 業は全て英 語で行われます。身
近な話 題から社 会 的な話 題まで、
様々なジャンルの 事 柄について自
身の意見を述べ合います。

今日のお弁当
何かな？

中1では教員２名で行うT．T（チームティーチ
ング）、中2ではクラスを２分割にしての少人
数授業など、
基礎学力の定着を目指します。

5 限目

英語

休憩
自分の将来を見据え様々な
分野の設置科目から選択し
ます。普段の授業とは異なり
教養を深めるだけではなく、大
学の授業を先取りした内容
のものもあり生徒自身の世界
観を広げることに繋がります。

6 限目

社会

15:10
放課後

課外活動

お昼休み

教室や高校棟各フロアの明るい雰囲気の
ラウンジで昼食を楽しみます。食券を購入
すれば食堂での定食ランチも楽しめます。

数学は
！
得意科目！

今日も部活
頑張るぞ

14:20

定食ランチが
美味しいよ！

12:30

必修選択科目

「観察力」
を身に付けることを目的とした「5
分クロッキー」や、基礎となる
「デッサン」
を
学び、
その後の作品制作につなげます。

基本をしっかり
学習できるよ

13:20

社会

社会の仕組みを学び、
その社会の担い手
としての判断力、共感力、想像力を身につ
けることを目指します。

大学進学後を
見据えた学習

各 学 年 、週に１度「スクールランチ」があ
り、食堂で提供されるメニューを食します。
食後は思い思いに時間を過ごします。

僕の 1 日を
紹介するよ！

法政高校 2 年 丹田 さんの 1 日

英会話

10:40

丹 田 啓太郎 さん

私が日頃から大切にしていることは
「やらなくて後悔するより何事もまずはやってみ

9:40

理科

高校 2 年

る。失敗したら次に活かす」
という事です。法政中学では学習面だけではなく部活動

ネイティブの先生が
教えてくれるよ！

8:40

12:30

生 嶋 玲 那 さん

法政中学 2 年 生嶋 さんの 1 日

私の 1 日を
紹介します！

共に学ぶ楽しさ

15:10
放課後

課外活動

14:20
6 限目

13:20

数学

5 限目

理科

実験最高！

中 学 2 年 生では週 6 時 間の授 業を通して
「読む・聴く・書く・話す」
を総合的に伸ば
します。

中学では地理・歴史・公民の3分野を学び、
社会の主権者としての意識を育みます。

生徒主体の委員会活動や、部活動に取り
組みます。
クラスだけではなく先 輩や後 輩
との関係も築いていきます。

受験勉強にとらわれず、部活動や委員会活
動に取り組むことができます。学年・クラスを
越えた信頼関係を築きます。

基礎的な計算力と理論的な思考力を身に
つけます。更に将 来を見 据えた知 識や学
力を身につけることを目指します。

広く自然の姿を知ってもらうために実験や
ディベートを交え、自然科学の全分野を学
習します。

発表は少し
緊張しちゃうな…

筋トレきついけど
頑張ってます
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Experiences
体験談

この春に法政中高を卒業したばかりの卒業生にインタビューし、

法政中高で得た学び

中学・高校それぞれ3年間を振り返ってもらい法政中学高等学校で何を学んだのか、
について
話を聴きました。法政中高ならではの学びとはどのようなものなのでしょうか。

2021年度中高卒業生から新鮮な声をお届けします

Yuiko Kato
高校 1 年

こなすことが目標ではない学び
中学で本格的に始まる英語では、小学生の頃に英会話を習っていた
こともあって、それほど苦手意識はありませんでしたが、各学期に１
度行われる英語のスピーチには、人前で英語を話すという緊張からよ
く言葉に詰まっていたこともあって苦手意識を持っていました。でも、

加 藤 唯 子 さん

時、質問することが怖かったのですが、法政の先生方は生徒の質問に
対して、とても丁寧に対応してくれて、理解できるまできちんと説明
してくれるので、質問する怖さもなくなり安心もできました。

覚えることより考えることの重要性
なかなか試験の結果が出ない教科でしたが理科は好きな教科です。

大学 1 年

澤 裕 太 さん

大学に直結する学び
高校では法政ならではの「付属校らしい学び」ができたと思います。

学後、必修選択授業や夏期・冬期特別講座など様々な授業や行事のお
かげで、興味のある学問に出会うことができました。今ではその内容
を深く学ぶために大学に通っています。高校１年生のうちから自ら進

多くの授業の中からシラバスを読んで自分の興味に合わせて選択した

んで色々な分野に触れておくことは、大学で何を学びたいかを考える

り、100分授業に近い形の授業を体験したり、ゼミの中ではパワーポイ

上で役に立つと思います。

ントやレジュメを作って発表しました。大学に入学した後で必要となる

受験勉強に取られない時間を活かすかどうかは自分次第

クラスメートのスピーチを聞くうちに、ただ覚えたことを発表するの

法政中学での理科の授業では面白いエピソードや、雑談を交えながら

様々なことに、事前に触れる機会を持つことができました。また、夏期・

ではなく、聞いてくれている人が楽しめるように話すことが大切だと

授業をしてくれる先生がいたこともあって、授業そのものが楽しかっ

冬期休暇前の約２週間、自分で進路を選択するために先生方が特別講座

法政高校は色々な選択ができる自由度が高い学校だと思います。例

感じました。そのため私自身、中学３年生の時のスピーチでは聞いて

たです。でもその授業では、単に「答えを覚える」のではなく「なぜ

を開講してくれます。そこでは普段の授業ではやらないような内容を学

えば特別講座もどの講座を取るか選ぶことができますし、ゼミでの発

くれている人を楽しませるようなスピーチを意識するようになりまし

その答えに至るのか」というその答えに行き着くプロセスが重要視さ

ぶことができます。高校１年生の時に経営やマーケティングの授業を受

表も具体的な内容を自ら考え、創意工夫をすることができます。その

た。それは英語のスピーチだけではなく、プレゼンテーション能力の

れていたので、自分の今持っている知識を使って考える姿勢が身につ

講したのがきっかけとなり、現在大学で学んでいる学問に興味を持ち始

一方で、受験勉強が無いため他の高校生よりも時間がありますが、そ

向上にもつながったと実感しています。数学は進度が早いため、わか

いたと思います。その姿勢は法政中学のどの授業でも重要視されてい

めました。その繋がりで高校２・３年生でも必修選択授業で数学とマー

の空いた時間を何に使うか考える必要があると思います。そのために

らないことや疑問を持ったら自分から積極的に先生に質問することを

ると思います。３年間の法政中学の授業を通して私自身「考える」癖

ケティング戦略ゼミを受講しました。

高校１年生から色々な分野の学問に触れ、ゼミの授業や部活動や学校

心がけていました。その甲斐もあって毎回の授業の内容を理解して次

がついたと思いますし、更に言えば生きる上でも大切な「考える力」

の授業に臨むことができ、結果にもつながっていたと思います。法政

が少しは身についたのかなと思います。でも物事を順序立てて考える

受賞をすることができました。コンテストでは企業に新サービスを提案

とができました。大学では空きコマがあるので時間の使い方が更に大

中学の勉強では言われたことをこなすことを目指すのではなく、疑問

ことが私自身は苦手なので、それは今後の課題にしたいと思います。

するという内容で、プレゼンテーション相手を強く意識して発表に臨み

事だと気付き、高校生から意識していたことがとても役に立っている

ました。後から振り返るとそれが受賞に繋がったのだと思います。それ

と感じています。

を持ち質問することが大切なことなんだと感じました。私は小学校の

高校での目標を具体的に持つことの出来る法政中学校
中学３年間を振り返ってみると、ある出来事について先生から多角
的に質問されることが多いので、私自身の考え方がより複雑に創造さ
れたと感じますし、学校生活を通して自己肯定感を高めることも出来
たと思います。ですが、まだまだ「自分自身で考えて答えに至る」と
いうことが出来ていないと思います。法政高校では、自分自身で考え、

左：中3美術での卒業記念品作成の藍染め制作
右：中学3年間での授業のまとめ
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ある授業では、ある企業が主催しているビジネスコンテストに出場し、

行事などに勤しむことで、将来を見据えて自分のために時間を使うこ

まで「相手がどのような人で何を考えているか」を意識することは少な
かったのですが、このコンテストを通して得られた成果の１つだと思い
ます。

自分の好きや興味を見つける
法政高校では、自分の興味関心を広げることができました。私は高

将来社会に出た時にどう行動し還元するのかといった問題意識を持っ

校から受験をして入学しましたが、入学前は高校・大学に行き就職す

て生活していこうと思います。法政中学は高校との一貫校なので中学

るというレールのようなイメージが自分の中にありました。大学に行

での反省点や課題を明確にして高校に進むことができるので自分の成

くこと自体に価値があると思っており、なんとなくそうした方が良さ

長につながると思います。

そうだからという理由で付属校を志望校にしました。しかし、高校入

総合ゼミでのプレゼンテーション
のために準備した資料

2023 SCHOOL GUIDE
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法政大学
推薦資格取得者

To Next Stage
進学

法政大学への高い進学率

〔2021 年度卒業生 227 名〕

99.1

付属校のメリットをいかし、進路を切り拓く

%

推薦資格
取得者

大学付属ならではの進路指導──高校の段階から、
大学での学びや現役の大学生に触れ、
将来の自分をイメージし、
「なりたい自分」に向かって行動を開始します。

225 名

Merit 01

Merit 02
OB・OG 講演会

ウェルカムフェスタ
法政大学進学実績
法学部

文学部

経済学部

社会学部

法律学科

17

政治学科

6

国際政治学科

6

哲学科

3

日本文学科

5

スポーツ健康学部 スポーツ健康学科 5

英文学科

5

グローバル教養学部 グローバル教養学科 3

史学科

4

地理学科

4

心理学科

2

経済学科

14

デザイン工学部 都市環境デザイン工学科 4

3

システムデザイン学科 4

現代ビジネス学科 6

機械工学科（機械工） 4

社会政策科学科

電気電子工学科

2

応用情報工学科

4

国際経済学科

社会学科

情報科学部

理工学部

市場経営学科

8

国際文化学科

8

臨床心理学科

1

コンピュータ科学科 4
ディジタルメディア学科 4
4

高大連携の一貫として行われる行事の1つです。高校３年間

法政大学に進学した卒業生を各学部から招き、どんな夢や目標

での学びをより豊かにしてもらう目的で、付属３校の高校１年生

を持ち、大学でどんなことを学んでいるのか、そのために高校時

の生徒とその保護者を対象に行われます。生徒に対しては２部

代にどんなことが大切なのかなどをテーマに講演してもらいま

構成となっており、第１部では教授による「高校と大学の学びの

す。
「なりたい自分」をイメージするためには、大学で活躍してい

違い」に関する講演、第２部ではいくつかの学部の教授からその

る卒業生の姿や話は大いに参考となります。高校2年生の冬に行

学部の紹介を聞きます。

われるOB・OG講演会をきっかけに、自分の進路をより具体的な
ものにし、高校3年次の学習につなげていきます。

経営システム工学科 4

11
8

12

福祉コミュニティ学科 3

建築学科

8

経営戦略学科

人間環境学科

キャリアデザイン学部 キャリアデザイン学科 10

10

経営学科

国際文化学部

現代福祉学部

8

メディア社会学科
経営学部

人間環境学部

生命科学部

創生科学科

1

生命機能学科

1

環境応用化学科

0

応用植物科学科

2

法政大学進学者 208 名

市ヶ谷キャンパス

多摩キャンパス

小金井キャンパス

法・文・経営・国際文化・
経済・社会・現代福祉・
人間環境・キャリアデザイン・ スポーツ健康学部
GIS・デザイン工学部

法政大学への推薦入学基準
Standard 01

高校 3年間の
総合成績

理工・生命科学・
情報科学部

英語資格試験

英検、
TOEIC Bridge、
TOEFL など

Merit 04

法政大学キャンパス見学会

進路情報室

高校1年生の冬に実施しています。市ヶ谷・多摩・小金井の3

高校卒業後の進路を決定していくにあたって、生徒一人ひと

キャンパスを見学するとともに、大学とはどのようなところで

りに合わせてサポートできるよう進路情報室を設置していま

あり、どのようなことを学ぶのか、すべての学部から説明を受け

す。ここでは 教員や職員と面談・相談することができ、幅広い分

ます。法政大学にある様々な学問分野を知ることで、自分の興味

野の中から、自分にあった進路選択ができるようにサポートし

関心や可能性をはじめ、高2・高3の選択授業で学びたいことや進

ています。法政大学の各学部の研究内容をはじめ、他大学入試に

路を考えるきっかけになります。

関する情報など、様々な資料や情報を生徒に提供しています。

Message

2022 年度現在

Standard 02

Merit 03

法政大学総長から法政大学中学高等学校生へのメッセージ
Standard 03

法政大学の教育、研究、社会貢献の理念を表明しているのが、大学憲章「自由を生き抜く実践知」
です。

基礎的思考力
確認テスト

いま社会に必要だと提起されている多様性の尊重や、先見性、実践力などを重視しています。
そして、法政大
学中学高等学校で学ぶ生徒たちは、大学から入学してくる学生たちよりも早い段階から、
この教育理念に
沿った学びを経験して育っていくことになります。生徒たちの自律性を重んじ、知的な探究に積極的に取り組
み、
その学びの成果を効果的に表現し、幅広く共有できる力を育むことを、法政大学の付属校教育はめざして
います。
そして、法政大学に進学してからは、大学憲章の理念を体現した学生として、他の入試経路を経て入

他大学への進学
現行の推薦制度では、法政大学への推薦権を保持したまま、一定の条件
のもとで、他の国公私立大学を受験することが可能です。生徒一人ひとりの
進路選択を、担任や進路情報室と連携してサポートしています。
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学してきた学生たちに、法政らしい学びのロールモデルとなることが期待されています。

2021 年度 他大学合格実績抜粋

学 習 院 大 学（指）
立 教 大 学（指）
上 智 大 学（指）

東京薬科大学（指）
早 稲 田 大 学
慶應義塾大学

東京理科大学
国際基督教大学
明 治 大 学

実際に、法政大学中学高等学校出身の学生たちが、
あるいはゼミで、
あるいは課外活動において、主導的

青山学院大学
立 命 館 大 学
昭和音楽大学

な役割を果たしている姿を大学ではよく目にします。
そして、全国、全世界から集う多様な学生たちの中にあっ
て、
その違いを大切にしながらも、一致できる共通点を見出して、同じ目的達成のために行動していけるリー
ダーとなっています。
そんな先輩たちに続く生徒たちを期待しています。

法政大学 総長

廣瀬 克哉

2023 SCHOOL GUIDE
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Interview
with
Graduates

久保 頼希
住友商事株式会社 2012年度卒業

Interview
with
Graduates

福井 菜摘
株式会社バンダイ

2012年度卒業

まずは夢を持つこと
そしてそれに向かって行動していくこと

やってみたいことはどんなに小さなことでも
チャレンジすることが大事

●在学中に印象的だったこと

●在学中特に印象に残っている出来事

様々な授業、テスト、水泳部での活動、卒業論文の執筆など思い出は

実行委員としてシンガポール修学旅行の実施要項作成に関わりまし

多いのですが、オーストラリアでのホームステイや、海外修学旅行（シ

た。きちんと読んでもらえるよう内容を工夫して作成すると、皆楽しそう

ンガポール）、
ドイツ派遣等海外に触れる機会が多かったことにとても

に真剣に読み込んでくれました。この経験から日々の生活に関わる商品

感謝しています。海外に興味を持つ要因の1つになったと思います。

をもっと面白く豊かなものにしたいと考え、現在の就職先の玩具メー

●現在の進路を志望した理由

カーを志望しました。現在は子どもの日常生活を応援できるような商品

大学進学後、留学などの経験を経て海外で国際協力に携わるのが将
来の夢となりました。民間企業の立場から、自社・顧客・社会にとって

づくりを目指し、企画開発を担当しています。
●在学中に経験して今の職業に活かされていること

win-win-winのビジネス（＝国際協力）を行いたいと思ったことがきっ

自分の考えをまとめ、伝え、実行するための思考力です。生徒主体の

かけで、社会の根底を支える社会インフラに携わる業界を志望し、最終

学校行事や部活動の中で先生方は生徒同士で考える機会をたくさんく

的には現在の会社に入社を決めました。

ださいました。その結果、社会人としてのベースの考え方を高校時代の
経験から身につけることができました。また選択授業やゼミのプログラ

●在学中に経験して、今の職業に活かされていること
部活動と学校外のスイミングクラブの活動を両立するには多くの葛

ムは幅広い選択肢から興味のある分野を選択することができたおかげ

藤がありました。最終的にはどちらもやり切ると腹を決めたわけですが、

で、自分が将来何をやりたいのかを早めに明確にすることができまし

この時の考え方や、その後の行動は今も大切にしています。出来るだけ

た。大学の付属校だからこそ、本当に自分がやりたいことを探す時間と

全てやるということを意識して生活しています。

気づくきっかけがたくさんありました。

Interview with Graduates
卒業生インタビュー

法政中高の

法政大学中学高等学校の魅力とは？
２万人を超える卒業生を輩出している法政大学中学高等学校。
その中には、自分の中高時代を懐かしみつつ、
再び母校を訪れるＯＢ・ＯＧも多くいます。まさに、校歌にある「よき師よき友 つどひ結べり」
の精神。
彼らが、
なぜ再び母校に帰ってきたくなるのか、
その魅力とは何か―― 卒業生に聞いてみました。

社会にはばたく卒業生

Interview
with
Graduates

村角

凜

2019年度卒業 法政大学 法学部 法律学科３年

清水 裕貴
2019年度卒業 法政大学 経営学部 経営学科３年

高校時代の当たり前の毎日が
かけがえのないものと気づきました

将来に向けて自分で考え
付属校の環境を最大限活かして欲しい

●現在の進路（学部・学科）を志望した理由

●在学中、特に印象に残っている出来事

高校で、政治に左右される国民や憲法、人々の権利について学び「法

高校３年次に履修していた授業で出場したプレゼンテーションの大会

律は国民を助けるためにあるのに、政府の決定により効果があまりないの

では、私がリーダーを務めたチームが全国大会に出場しました。先生方

では」と考えました。全ての人が法律の下で安心して暮らすにはどうすれ

にも沢山相談に乗っていただき、休日も学校に集まり準備しました。出場

ばよいか、この疑問を解消するために、法学部を志望しました。

するまでの過程も含め、とても貴重な経験をすることができました。

●在学中に学んで現在活かされていること

●在学中に学んで現在活かされていること

硬式テニス部に所属し、周囲の人に感謝すること、たくさんの人が気持ちよ

ゼミ形式の授業では発表が多くあり、資料やデータを集めました。私は

く過ごせるように目配り・気配りをすることを学びました。その経験により現在の

インターネットや本の情報だけではなく、対象の企業まで足を運び、社

アルバイト先では、上司やお客様から良い評価をいただくことが多くあり、大変

員の方に話を伺ったり、お店で覆面調査等を行ったりしてきました。今の

だった部活を乗り越えたことが今につながっているのだと実感しています。

時代、情報は簡単に手に入りますが、情報を鵜呑みにせず、まずは自分の

●これからの人生において目標としていること

頭で考え行動するという習慣は現在に活かされています。

大学生になり気づいたのは、高校時代の大切さです。高校生だったとき
は当たり前だった毎日がいかに素晴らしかったかを理解しました。人は物
事が終わった時に、その物事の大切さを実感するのだと思いました。今
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●これからの人生において目標としていること
これまで付属校という環境を最大限に活かし、視野を広げてきました。
コロナ禍で、多くの方に支えられています。これまでの「学び」で得た

後、大学時代を振り返った時、悔いのない毎日だったと思えるよう、大学

経験を活かし、今度は自分が助ける側となり、自分なりの新しい形で世

生活を大切に過ごしていきたいです。

の中に価値を提供できるような人になりたいと思っています。

HOSEI UNIVERSITY JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL
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学校行事

School Events

本物に
触れる
体験

生 徒 主 体 の 行 事 運 営 を 通 して 達 成 感 を 共 有 す る 。
中1

東京ウォーキング

東京都内の歴史的各所・史跡を巡り、その歴史
を知るという目的で例年12月に実施していま
す。1班5〜6名で班を作り、フィールドワーク形
式で都内各所を歩く校外学習行事です。事前調べ
学習、コース作成、当日の見学、事後まとめ学習、
といった一連の学習サイクルを学び、次年度の校
外学習の基礎作りをしています。生徒たちが主体
的に学び、また仲間と共に行事を作り上げてい
く、本校らしい手作り感溢れる行事の一つです。
中2

林間学校

中3

中学修学旅行

中学

芸術教室

高校

文化行事

野外活動を通して自然に親しみ、互いに協力し

中学３年生の修学旅行は広島・長崎での平和学

芸術鑑賞を通して豊かな感性と創造性、コミュ

例年7月に行う高校文化行事では、仲間と共に

目標を達成することの大切さを学び、集団生活に

習です。修学旅行は３年間に渡って継続してきた

ニケーション能力や想像力のなどを育むことを

様々な文化・芸術に触れることを目的として実施

おいて親睦を深めることを目的として例年7月

調べ学習の集大成となります。事前に見学場所を

目的として、ミュージカルや舞台などの劇場に足

しています。近年は合唱を行っています。期末試

に実施しています。自然の中で仲間とハイキング

調べ、自分たちで決めたコースに従ってガイド集

を運んで観劇したり、音楽や古典芸能の鑑賞をし

験後の日程で、各学級で曲を決め、コンクール当

や飯盒炊さん・その他体験学習など、日常生活で

を作り、当日はそれを用いて実際に見学・体験を

たりします。過去には劇団四季や弦楽四重奏など

日に向けて練習を重ねます。コンクールという性

体験する機会の少ない活動を通して自然と触れ

します。その後、結果や感想をまとめて報告会を

の鑑賞をしたこともあります。多様な種類の芸術

質上順位はつきますが、合唱のすばらしさや歌う

合うことができます。その中で自主的・主体的な

行ったり、報告集を作ったります。授業では、現地

文化に触れることで、様々な感情を体感し感受性

ことの楽しさを感じ、何よりもクラスの団結を深

行動が増えて成長することができ、同時にクラス

での理解を深めるため、歴史的背景や被爆者の記

や感情表現が豊かになっていきます。

めることのできる行事です。
（ コロナ禍では合唱

や学年の結束が高まります。

録書、原爆の原理などを学習します。

中2

は実施していません。）

フィールドワーク

働くとは何かを考え、自らのキャリア形成の
きっかけとする目的で例年12月に実施していま
す。事前学習では働く意義について深め、実際に多
様な職業について調べ現地を訪問しインタビュー
し、考えたことをまとめ発表をします。社会の多様
な分野で働き、活躍をしているゲストと直接繋が

「自主・自律」の精神で主体的・
積極的に活動し、仲間とともに
学校生活を作り上げる達成感。
中学校では様々な現地での体験学習や社会に触
れる活動を通して、自らの興味関心を広げ知的好
奇心を育みます。特に12月行事と呼ばれる東京
ウォーキング（中1）
・フィールドワーク（中2）
・修学
旅行（中3）では、事前の下調べに始まり、現地での
調査や体験を終えたのち、学んだ内容をまとめ、発
表するという学びのスタイルを作り上げること
で、高校での高度な学びに耐えうる基礎力を養い
ます。また様々な行事の中で育んだ興味関心や自
分の「好き」を高校での探究活動やその後の卒業論

り話を聞くことで様々な考えに触れる機会となり
ます。多くの大人と関わる中で、自らと向き合い自
分の未来について考え始めることができます。
中1

高1

営をすることで自主性を培います。中学3年生では
教員と話し合いながら行事のほとんどの部分を生
徒が自ら作り上げていきます。知識偏重型の学び
ではなく実際に現地を訪れ、本物に触れることで
育まれる様々な知性を伸ばします。
※2020年度以降は状況に鑑み、
一部内容を変更しながら
可能な限り実施をしています。
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高校

夏期・冬期特別講座

高2・高3

必修選択講座

必修選択授業の例

「生涯スポーツであるスキーを体験し、技術力

「自分で進路を選択すること」
をテーマに、
夏季休

の向上を図る」、
「集団生活を通して、各自の任務・

暇・冬季休暇前のそれぞれ2週間、
特別講座を開設し

自然科学や人文・社会科学、語学など様々な領域

「コンピュータと数学」
「数学Ⅲ」●理科「理系物理」
「理

役割に責任を持ち、相互に協力する」、この2つを

ています。普段の授業では学べないような様々な

から選択して学習します。将来の進路に合わせ、

系科学」
「生物」●社会「社会科学入門ゼミ」
「現代社会

目標に掲げ、生徒実行委員を中心に作り上げる行

ジャンルの魅力的な授業が数多く設置されており、

文系と理系の両方の領域から授業を選択するこ

研究」
「倫理」●英語「Discussion and Debate」
「原

事です。中1は3泊4日、高1は2泊3日の日程で実施

自分の将来を見据えながら選択していきます。
こう

とも可能です。大学のようにテーマごとにゼミが

書講読ゼミ」●体育「ゴルフ基礎」
「サッカー演習」
「生涯

します。実習班は技量に応じて編成されます。ス

して「選択」を重ねていくことにより、高校2・3年次

設置され、文献の輪読や調査、討論・発表などをす

スポーツ演習」●芸術「書道」
「総合美術」
「総合音楽」

キー技術の上達によって得られる達成感と、仲間

に設定されている必修選択講座、
法政大学進学時に

るものもあり、専門的な内容やスキルを先取りし

●技術「技術と人間」●生活文化「生活文化Ⅱ」●情

と寝食を共にすることで親睦が深められること

おいての学部学科選び、
さらにはその先の自分の未

た授業が設置され、大学進学後の学習を一歩リー

がこの行事の大きな魅力です。

来を考えさせる内容となっています。

ドできる内容になっています。

文執筆や卒業研究へと繋げていきます。さらに学
校行事を生徒実行委員会が主体となって企画・運

スキー実習

高2

高２・高３では、将来の自分の進路に合わせて、

●国語「言語表現ゼミ」
「メディア・スタディーズ」●数学

報「プレゼン演習」
「 簿記」
「 P検準2級講座」●MBLA
「MBLA（ビジネス）
「MBLA
」
（マスコミ）
」

高校修学旅行

高校2年次に4泊5日で行われる修学旅行は、シ
ンガポールと沖縄の選択制です。シンガポールで

高 3「 3 学期プログラム」

は、多民族国家の成り立ちや急速な経済成長を遂
げた国作りについて学びます。また、隣国マレー
シアに渡りホームビジットを体験し、現地の人と
の交流を図ります。沖縄では戦跡を巡る平和学習
の他、コース別に分かれ自然探索やマリンスポー
ツなどの体験を行います。

高３の 12 月、法政大学への進学が決定した生徒は、進学する学部
学科が内定してから３月の卒業までの期間、この「３学期プログラム」
に取り組むことになります。大学進学後、もしくはその先のステージで必
要となる力は「自ら問題や課題を発見し、それを解決に導いていく力」
です。その力を身につけるために①「卒業論文（10000 字以上）」
か「卒
業レポート（2000 字以上）」の作成②指定単位数以上の「特別講座」

の履修、以上２つの課題に取り組むことになります。①の課題では自ら問いを
持ちその問いへの答えを模索し他者に提案するといった大学でのスタイルを
先取りして体験し、②では進学後の自分を見据え必要になる幅広い知識や見
聞を深めるための講座を選択し学ぶことを目的としています。この２つの柱で
将来に必要となる力を身につけてもらいます。
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School
Events

6月

陸上競技大会

12月

修学旅行（中3）

1学期のメインイベント。クラスで力

例年12月に広島・長崎での修学旅行を

を合わせて行事に臨みます。熱くなれ

行います。現地で体感することで平和

るのは誰だ！？

について多くの学びを得ます。

3月

学校行事

スキー教室（中1）

中学生として初めての宿泊行事です。
長い時間をともにすることで更に仲が
深まります。

4月

入学式・オリエンテーション（中１）

入学して最初の行事では、楽しく活動しながら
法政中学について知り、新しい友達とクラスの
団結を深めます。

5月

生徒総会

10月

生徒全員が会員の法政中学生徒会。
全員で１年間の委員会の活動方針を

林間学校（中2）

9月

ハイキングや飯盒炊さんなど、自然の
中で宿泊を伴う体験活動を通して団

Apr.

4

高校
4月

12月

鈴掛祭

東京ウォーキング（中1）

グループで都内の史跡を巡り、歴史を
肌で感じます。事前の調べ学習に始ま
り事後報告を行う過程を学びます。

なって作り上げる行事の達成感を共
有することで学校全体が１つにまと
まります。

5

May

ます。

2学期のメインイベント！生徒主体と

結を更に深めます。

（中2）
フィールドワーク

ビューを行い、自分の将来を考え始め

ら豊かな感性を育みます。

7月

Junior High school

12月

OB・OGを始めとする社会人にインタ

様々な芸術鑑賞を通して、楽しみなが

討議します。

中学

芸術教室

June

6

July

7

Aug.

8

Sept.

9

Oct.

10

Nov.

11

Dec.

12

Jan.

1

Feb.

2

3

Mar.

Senior High school

入学式・オリエンテーション（高１）

入学して最初の行事では、楽しく活動しながら
法政高校について理解を深め、新しい友達とク

5月

ラスの団結を深めます。

3月

生徒総会

スキー教室（高1）

高校生として初めての宿泊行
事です。長い時間をともにする
ことで更に仲が深まります。

生徒全員が会員の法政高校の生徒会。
全員で１年間の委員会の活動方針を
討議します。
7月

文化行事

合唱を行い、仲間と一丸となって優勝
を目指します。誰もが一生懸命になれ
る行事です。

7月

ウェルカムフェスタ（高１）

付属3校の生徒が参加をします。高校
1年生から大学について考えること
で見通しをもって高校生活を送るこ
とができます。

12月

ＯＢ・ＯＧ講演会（高2）

大学に進学した卒業生から話を聴き、自分
の進路をより具体的に考え始めます。普段
聴くことの出来ない貴重な機会です。
12月
6月

スポーツ大会

1学期のメインイベントで
あり、年度の最初の大きな
行事です。クラスで力を合
わせ行事に臨みます。

法政大学キャンパス見学会（高1）

高校1年生の冬に行い、実際にキャンパスに
足を運び、各学部ではどのようなことを学
ぶのか説明を聴きます。
9月

鈴掛祭

2学期のメインイベントで、学校全体が盛り上
がります！生徒主体となって作り上げる行事
の達成感はひとしおです。

3月

修学旅行（高2）

高校生として最後の宿泊行事です。沖
縄では美しい自然に癒されると同時
に平和についても改めて身近なこと
として考えます。

17

HOSEI UNIVERSITY JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL

2023 SCHOOL GUIDE

18

International Exchange
国際交流

コミュニケーション能力を高め国際性を養う
生きた英語と多様な文化を身につけるために

将来、
国際社会で活躍するためには、
コミュニケーションツールである外国語を身につけることが必要です。
本校では英語を
「使う」
こ
とで、
生きた英語を身につけることに重点を置いています。
また、
英語だけでなく外国のさまざまな文化に目を向けることも重要です。
その
機会として、本校では生きた英語の環境に身を浸しながら、多様な外国の文化に触れる海外研修プログラムを中高それぞれで実施し
ています。
実際に現地へ行き、
日本とは異なる多様な文化にも触れる体験から、
一人ひとりの可能性を広げ国際性を養います。
さらに、
本校では毎年世界各地から留学生を受け入れ、授業や行事を通じて、互いの文化を理解し合う活動も行っています。受験だけにとら
われない付属校だからこそ、
国際社会と交流する機会を活かし、
生きた英語と多様な文化を身につけることを目指しています。

海外研修プログラム

Program 01

Program 02

夏期カナダ研修
中学

高校

中学3年生の希望者を対象に、
カナダでホームステイをしながら現
地校に2週間通う予定でしたが、
コロナ禍の影響でプログラムの開
始年度の変更を検討中です。

認定海外留学奨学金制度

本校の報奨制度により、
高校２・３年生の成績優秀者がドイツのオス
テー・ギムナジウムに派遣されます。
コロナ禍のため、
現在は実施を見合
わせています。

※写真は高校生希望者を対象とした2018年度夏期カナダ研修のときのものです。

Experience Note

高校

コロナ禍のため、今年度はオンラインでのカナダ研修を夏期・冬期の２度
行います。夏期はカナダ人講師による英語学習や現地の学生とのオンライ
ン交流、
そして食文化比較や環境問題について学習します。持続可能な社
会に向けてのグローバルな視点を得たり、考えを深めたりする大きなチャン
スです。冬期は現地の高校で教える先生、
そしてバディとともにさまざまな
テーマのもとで、英語でグループ学習に取り組みます。
どちらのプログラムも
英語力のみならず、社会性と国際性をはぐくむ機会となります。

ホストファミリーはとても優しく温かい
家庭で、2週間の滞在にもかかわらず手
作りのケーキを何度も作ってくれました。
家の周りには自然が溢れており、
自転車
で数分のところにバルト海と美しいビー
チが広がっていました。休日にはハンブ
ルクとリューベックに連れて行ってもら
い、観光もたくさんできました。僕自身、
日
本でドイツからの留学生を2度受け入れ
た経験があり、彼らと再会できたのもうれ
しかったことです。学校の授業はドイツ語なので大変でしたが、
それもい
い経験になりました。
また、
コミュニケーション・ツールとして英語で外国
人と話をするのも不思議な感覚でした。今回のドイツ留学を通して、言
語・異文化・食文化など、様々な体験ができました。留学をサポートして
くださったすべての方々に感謝しています。
2019年度卒業

大和田 弥音

国際交流体験記
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鈴井 風音（2022年度外交官プログラム参加）

山口 貴大（2020年度長期海外留学生）

高校生外交官としての経験が私の目を覚ましてくれたーアメリカへの渡航がで
きなくなった当初、
「私は異文化交流がしたかったのに」、
と悔しく思っていました。
しかし、私はこのプログラムで異文化交流をし、大きく成長することができました。
特に印象に残っているのは、班のメンバーが戦争抑止のためには核が必要だ
と言っていたことです。私は、核はあってはならないとしか考えたことがなかったので
とても驚きました。
この時、同じ日本人でもこんなに違った考えを持っているという
ことを実感し、一気に視野が広がりました。
それまでの英語で外国の人と話すこと
自体を異文化交流のように考えていた自分にハッとし、同時にその本質は新しい
価値観に触れることだと気づくことができました。
それからは、英語自体を目的にす
るのではなく英語を使ってもっと新しい考え方に触れたいと思うようになりました。
今私は、
このプログラムに参加する以前の自分は学校の成績ばかりを気にして
あまり挑戦をしてこなかったなと少し後悔しています。
チャレンジすることにおいて、
この法政中高は最高の環境だと思います。ぜひ
後輩の皆さんには、勉強も学校の外での経験も大切にできるこの学校のアドバ
ンテージを生かして、
たくさんチャレンジしてほしいです。

私は、高 校 1 年 次にアメリ
カのテネシー州に留 学しまし
た。
コロナウイルスの影響もあ
り約７ヶ月の滞在になりました
が、現地の学校に通いホスト
ファミリーの家で生活していま
した。普段英語の授業で習っ
たことはなかなか実 践できず
コミュニケーションの観点から
言ったら全く太刀打ちできず
最初は苦戦しました。
しかし学
校での友達との交流や、
ホストファミリーとの生活の中で少しずつ感覚がつ
かめるようになり、
自分にとって大きな成長になりました。
３年間という短い高
校生活の中で留学という経験をできたということはとても大きな成長とともに
新しい考え方、世界観をもたらしてくれました。
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中３・高３生徒に
法政中高の魅力を聞いてみました︒

Hosei
Table
Talk
法政座談会

高校 3 年

石坂 瑠惟

── 法政中高を選んだ理由を教えてください。
青木：小学4年生の時に、法政中高で開催された文化祭に行ったのが
きっかけです。各クラスの展示や出し物のクオリティがとても
高く、みんな心から学校生活を楽しんでいるんだということが
伝わってきたのを覚えています。自分もそんな風になりたいと
思い、法政中高を志望しました。

佐藤 理帆

石坂：大体テストの前後に楽しみな行事があるから、これが終わったら
頑張ろうとかこれを乗り切ったら楽しみが待ってる、みたいに

や考え方に出会う機会があり、自分自身の価値観もより深まっ

に時間はかかりませんでしたね。

ていくように感じます。
── これまで学校生活を送ってきた中で、
特に印象に残っている出来事はありますか？

楽しそうな雰囲気にとても惹かれました。中高一貫校に高校か

なに楽しんでもらえるか、一生懸命に企画しました。開催後、ク

ら入るということの不安もありましたが、それを上回る魅力を

ラスのみんなから「楽しかった」
「 ありがとう」と声をかけてもら

感じたんです。

えた喜びは、一生の思い出です。

目になります。こんな風に好きなことを突き詰めていけるのは、

もしやすい先生たちがいて安心できました。
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きは思いっきり楽しんで、やるべきことはしっかりとやるとい

たが、高入生と絶対に仲良くなりたいと思っている人は多いん

う印象です。オン・オフの切り替えがすごく上手なんですね。

ですよ。だからこそ、高入生の方も変に壁を作らず、気軽に輪の
中に入ってきて欲しいと思います。
── 中高のつながりを感じる場面はありますか？

── これから入学してくる後輩に向けて
メッセージをお願いします。
青木：法政中高は自主性の高い学校で、文化祭などの行事でも、自分た

和久：部 活 動 を 通 じ て つ な が る こ と が 多 い と 思 い ま す 。私 は サ ッ

ちがやりたいと思ったことに積極的にチャレンジできます。自

カー部なのですが、練習を中高で一緒にしたり、時にはアドバイ

分の意志で、学校生活を盛り上げていきたいという人にぴった

る高校生はとても大人で、憧れを感じるケースも少なくありま

佐藤：入試のための勉強は大変だと思いますが、それを乗り越えた

不完全燃焼という感じでしたが、2年生の時は思いっきり楽しむ

せん。自分も成長したらあんな風になりたい、そう思える人が身

先には、一生の友達になれる仲間との出会いや賑やかな行事な

ことができて、あぁ昔の文化祭が戻ってきたんだと改めて感じ

近にいてくれるのもありがたいです。

ました。
青木：法政中高は行事が多いですよね。そういったイベントを通して、
で、学校生活がより楽しく過ごせるんだと思います。

ありましたので、わかりやすい授業と親しみやすい人柄で質問

とっても楽しみなイベントの一つなんです。私自身もそうでし

ね。1年生の時はオンライン開催になってしまって、どうしても

こそです。

ばかりの頃は、勉強にしっかりついていけるのかという不安も

和久：確かに、高校の先輩たちは自分たちよりも一歩大人で、楽しむと

スをもらえたり、関係性もとても良好です。そして中学生から見

クラスのみんなと仲良くなったり、一緒に頑張ったりできるの

リーでやさしい人が多いところが好きです。特に中学に入った

切り替えていくのも良いかもね。

佐藤：高校生になって高入生が入ってきてくれるのは、内部進学生に

佐藤：文化祭も、去年から再び本格的に開催できるようになりましたよ

受験がなく、生徒の自主性を大切にしてくれる法政中高だから
和久：明るく穏やかな生徒が多いのはもちろんですが、先生もフレンド

和久 蓮平

進学生の方から積極的に声をかけてくれるので、打ち解けるの

員だったのですが、コロナ禍で制約も多い中で、どうすればみん

すね。私は中学1年の頃からブラスバンド会に所属し、今年で6年

中学 3 年

と思っていましたが、全くそんなことはありませんでした。内部

たですね。先輩たちもやさしく話しかけてくれて、その穏やかで

佐藤：中高一貫だからこそ、自分の好きなことに熱中できるのは魅力で

青木 楽々子

ね。様々な場所から生徒が集まってくるので、いろいろな生き方

石坂：高校2年の時のスポーツ大会が印象に残っています。私は実行委

法政中高ならではの魅力とはどのようなところですか？

中学 3 年

青木：伝統ある学校として、高い知名度を誇っているのも良いですよ

石坂：私は高校からの入学ですが、同じく文化祭の印象はとても強かっ

── 学校生活を送る中で感じる、

21

高校 3 年

── 中学から進学する中入生と、
高校から入学する高入生の関係性について
石坂：入学したばかりの頃は、内部進学生同士のコミュニティができ
あがってしまっていて、高入生の入る余地がないんじゃないか

── 中学生から高校生に向けて、聞きたいことはありますか？

りです。

ど、
胸躍る時間が待っています。
ぜひ前向きに頑張ってください。
和久：自主性を尊重しつつ、挨拶などの規律もしっかりと教えてくれる
校風です。周囲の人たちはもちろん、自分自身にとっても恥ずか

青木：私たちは来年高校生になるんですが、勉強と部活、行事とのバラ

しくない、理想の大人像への階段を歩んでいくことができます。

ンスがうまく取れるか少し不安です。うまく学校生活を送って

石坂：自分で考え、自分でアクションを起こしていくからこそ、失敗も

いくコツとかはありますか。
佐藤：メリハリをつけることが大事だと思います。テストの2週間前に
なったら勉強のスイッチを入れると決めたり、特定の時間は休

成功も、すべてを糧にして成長していける環境があります。生徒
としてだけでなく、一人の人間として成長できる、そんな素敵な
学校です。

むことに集中したり、一つひとつ時間を決めてやっていけば、意
外と何とかなりますよ。

2023 SCHOOL GUIDE
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Bonds with fellows

付属校ならではの環境で
新たな自己を発見する
課外活動に心置きなく打ち込める環境

学年を超えた人間関係から多くのことを学びます。
クラブ活動は、単なる趣味の延長ではなく、クラブ活動でなければ
得られない多くの経験や学びがあります。
学年を超えた集団での活
動は、人間関係も広がります。また強い絆で結ばれた仲間を見つけ
たり、協力しながらやり遂げる喜びを味わったりできます。また根
気強くやり遂げる強い心を培うこともできます。
クラブ活動や課外
活動などに主体的に取り組み、新たな自分を発見して、自分の可能
性を広げることができます。
クラブ活動などを通じて自分を客観的
に見つめ、
学習や生活、
将来の進路を考えます。

Club Activities
部活動

クラブ活動

Club Line up
クラブ紹介
アイスホッケー部

高校

弓道部

高校

剣道部

中学 高校

硬式テニス部

ゴルフ部

高校

サッカー部

中学 高校

水泳部

中学 高校

スキー部

チアリーディング部

高校

バスケットボール部

中学 高校

バレーボール部

中学 高校

軟式野球部

陸上競技部

高校

英語研究部

中学 高校

演劇部

中学 高校

美術部

中学 高校

ブラスバンド会

中学 高校

高校

硬式野球部

高校

深まる仲間との絆

茶道部
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中学 高校

ソフトテニス部

中学 高校

中学

ラグビー部

中学 高校

音楽部

高校

華道部

中学 高校

放送会

中学 高校

中学 高校

2023 SCHOOL GUIDE
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グラウンド

音楽室

Campus

工作室

調理室

豊かな緑に囲まれた環境
中高6学年が共に学ぶ、付属校らしい充実した教育環境

音楽室は２つあり、中高同時に授業することができます。

整備された人工芝。体育の授業や部活動などで、汗を流します。

電動工具などを使い、木材の加工を行う技術の授業で使用します。

体育館メインアリーナ

1 中庭

体育施設

中学棟

グラウンドは全面人工芝。体育館は地

１階に中１、
２階に中２、
３階に中３教室

下１階、地上3階建て。
メインアリーナ、

が配置され、
ガラス張りの螺旋階段で

サブアリーナ、屋外プール、屋上テニス

各階が繋がっています。各フロアの中

コート以外にも３階には走路とトレーニ

心に学習室があり、工作室、被服室、

ングルーム、地下１階にトレーニングル
地下１階から４階屋上までアリーナやプールなど様々な施設があります。

家庭科（中学）
や生活文化（高校）の授業で中学生も高校生も使います。

調理室、音楽室があります。高校棟と

ームと部室があります。

は各フロアでつながっています。

プール

緑にあふれ、多くの生徒たちの憩いの場となっています。

2 食堂

３６０℃ビューも
ご覧ください

1
屋外にある25mプールです。男子は6月、女子は9月に体育で水泳の授業を行います。

テニスコート

ガラス張りの開放的なスペースで昼食を楽しむことができます。

2

3 図書館

3
4
5

高校棟

体育棟の屋上にハードコート２面のテニスコートがあります。

弓道場

マルチメディア教室

自然の光が差し込み、明るく開放的。
ＣＤやＤＶＤの視聴などもできます。

地下１階に高１、
１階に高２、
２階に高３

4 オレンジホール

教室が配置され、学習室、理科室、社
会科教室、美術室があります。地下１
階から３階までは吹き抜け部分もあり、
屋上庭園もあります。中学棟とは地上
階の各フロアでつながっています。

伝統ある弓道場です！

剣道場

情報や英語、選択授業などで使用。オープンスペースとしても開放。

理科室

美術室

沿革

HISTORY

1936（昭和11）年

1986（昭和61）年

法政中学校・法政大学商業学校、
市ヶ谷（現大学校地）に創立

創立50周年記念式典、記念会館竣工

1946（昭和21）年

中学３クラス、高校６クラスの体制を開始

吉祥寺に移転
1947（昭和22）年
旧制法政中学校に新学制による中学校を併設
1948（昭和23）年
新学制による法政大学第一中・高等学校を開設
1971（昭和46）年
体育の授業やクラブ活動で使う剣道場は体育館地下にあります。
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科目の特性に対応した理科室が本校には３つあります。

中高それぞれの美術の授業で使用します。

高校、服装の自由化を実施

1990（平成２）年

さまざまな行事や各学年の集会などで使われる多目的ホールです。

5 カウンセリングルーム

2006（平成18）年
新制服順次導入（中1･ 高1より）
文部科学省から「スーパーイングリッシュ
ランゲージハイスクール（S E L Hi ）」に指定
（〜2008年度）
2007（平成19）年
法政大学中学高等学校として三鷹市牟礼に移転
男女共学化・中学4クラス、高校6クラスの体制を開始
新カリキュラム導入

生徒や保護者の方々をサポート。
さまざまな相談や話ができます。

2023 SCHOOL GUIDE
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路線図

アクセスマップ

○ は吉祥寺経由の所要時間
大宮

○ は渋谷経由の所要時間
武蔵野線

北朝霞
所沢
41
分

つくば
エクスプレス

54

30

西武池袋線

新秋津

井の頭
自然文化園

北千住
分

分

28

西国分寺 三鷹 吉祥寺

分

国分寺

法政大学
中学高等学校
京王線

37

19

駅

井の頭
公園駅

明大前 下北沢

41

24

東急田園都市線

28

総武線

分

仲町

秋葉原

下連雀 7

南浦

34

分

分

品川
42

井の頭公園駅

下連雀 1

明星学園入口

明星学園高

三鷹五小

三鷹第三中

下連雀

三鷹市狐久保

東京

南門

東門

連雀通り

西ケ原

牟礼老人保健施設入口

分

二子玉川

井の頭公園

三鷹の森
ジブリ美術館

吉祥寺通り

33

中央線

渋谷

小田急線

分

新百合ヶ丘

市ヶ谷
分

京王井の頭線

分

調布

新宿

分

いずみ通り

浅草
新御徒町

西武新宿線

立川

吉祥寺駅

さくら通り

山手線

新宿方面 ▶

吉祥寺駅

武蔵浦和
赤羽

池袋

秋津

◀ 立川方面
三鷹駅

南浦和

三鷹台駅

法政大学中学高等学校
高山小

いなげや

42

井の頭橋

高山小前

分

※井の頭公園駅平日 AM 8 : 00 前後到着での乗り換え時間を含めた所要時間です。
※調布からは京王線「 明大前駅 」経由、新百合ケ丘からは小田急線「 下北沢駅 」経由。

交通案内
徒歩の場合

バスの場合

■京王井の頭線「 井の頭公園駅 」下車 徒歩約 12 分

■ JR 線「 三鷹駅 」より「 久我山 」行き 京王バス約 9 分「 西ヶ原 」バス停下車 徒歩約 4 分

■JR 線「 吉祥寺駅 」下車 徒歩約 20 分

■京王井の頭線「 久我山駅 」より「 三鷹 」行き 京王バス約 10 分「 西ヶ原 」バス停下車 徒歩約 4 分
■京王線「調布駅」より「吉祥寺」行き 京王バス・小田急バス約25分「下連雀」バス停下車 徒歩約12分

自転車通学の場合
■本校から半径10kmの範囲に自宅がある場合のみ許可制で通学が可能です。

※バスの所要時間は時間帯、交通状況により異なります。

■自宅以外からの自転車通学は認めていません。

中学入試情報

高校入試情報

2023年度 入試日程
■

2023年度 入試日程

2月1日（水）男女約50名

■

2月3日（金）男女約50名

■

2月5日（日）男女約40名

【推薦入試】1月22日
（日） 男女40名

【一般入試】2月10日
（金）男女52名

2023年度入試向けイベント
中学・高校入試イベント

中学入試イベント

6月25日（土）

■

8月 6日（土）

オープンキャンパス（ 要予約 ）

■

10月26日（水）

学校見学会（ 要予約 ）

■

学校説明会（ 要予約 ）

■

■

7月 2日（土）

■

11月 9日（水）

■

8月27日（土）

■

10月 8日（土）

■

11月12日（土）

■

■

10月15日（土）

■

11月19日（土）

12月10日（土）

7月16日（土）9：0０開場

入試直前対策講習会（ 要予約 ）
■

12月17日（土）8：３０〜11：00

※詳細はホームページをご覧下さい。

※学校説明会の内容は動画も配信予定です。

〒 181 - 0002 東京都三鷹市牟礼 4 - 3 - 1 tel. 0422 - 79 - 6230

https://www.hosei.ed.jp/

上記QRコードから
ご予約お願いします。

