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イベントスケジュール
オープンスクール

7/11（土）

10/17（土）

授業見学・学校説明会

授業見学・学校説明会

11/21（土）
授業見学・学校説明会

中学校受験模擬試験

見直し勉強会

適性検査型＋面接：本校・津山会場
4教科型：本校・福山会場

模試受験者のみ

9/27（日）

10/10（土）

地区別学校説明会

倉敷会場
岡山会場
津山会場
福山会場
姫路会場

6/22（月）倉敷市倉敷労働会館 2階 201号室
6/24（水）岡山国際交流センター 5階 会議室3
6/26（金）グリーンヒルズ津山リージョンセンター
7/ 1（水）まなびの館ローズコム 4階 小会議室4
7/ 3（金）兵庫県立姫路労働会館 2階 第2会議室

1階 第1研修室

いずれも19：00～
9月・10月にも開催予定です
※ 6月時点での予定です。
詳細は本校ホームページにてご確認ください。

国際バカロレア MYP・DP 認定校申請中

On the process of applying for the International Baccalaureate MYP/DP authorized school.
Asahijuku Secondary School is a candidate school* for the MYP and DP. This school is pursuing authorization as an IB World School. IB World
Schools share a common philosophy－a commitment to high-quality, challenging, international education－that we believe is important for our students.
*Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme
(DP), or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. For further information about the IB and its programmes visit http://www.ibo.org.

学校法人 みつ朝日学園

朝日塾中等教育学校
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教育プログラム

建 学 の 精 神
個性を伸ばすハイレベルの教育
朝日学園・みつ朝日学園グループに共通した建

IB教育

学の精神は「個性を伸ばすハイレベルの教育」です。
園児・児童・生徒の一人ひとりにはそれぞれ特

有の「個性」があります。私どもはその個性を見

いだし、伸ばし、自信を持たせる教育が非常に大
切なことと考えています。

また、「ハイレベル」とは学校自体がハイレベル

であることを目的としたのではありません。本校

の教育によって、生徒一人ひとりを現状よりもハ
進路指導

イレベルにすることを意味します。

生徒それぞれが個々の能力に応じてハイレベル

になる教育に意義があるのです。

朝日学園・みつ朝日学園グループでは、「知育」

だけに偏ることなく、人間の成長の基礎である「情
操」、心身の「健康教育」にも力を注ぎ、全人格的
な教育を展開しています。

年間行事

「利他・叡智・剛健」を兼備した
次代を担うリーダーたる人間を育成する
り

た

え い

ち

ご う

け ん

日々の教育活動に取り組みます。

の証は変えることである。
」となります。

学園長 鳥海十児

『「利他」「叡智」
「剛健」を兼備した次代

ています。高い確かな「学力」を身につけ

校長 杉本裕介

ることはもとより、身につけた学力や知識

う本校の教育目標を常に念頭に置き、教職

員一人ひとりが、目の前にいる生徒と真剣に向き合い、一人ひとりの

を周りの人の幸せのために使える利他の精神と、心身ともにたくまし

レベルに合わせた指導を心掛けております。学年定員50名という少

さとしなやかさを兼ね備えた「人」として育てます。

人数教育の利点を最大限に活かし、丁寧な指導を行うことで、生徒が

基本となる挨拶を大切にマナーや表現力を育てて、品格のある次代

「変わっていく」よう、努力してまいります。

を担うリーダーを育成したいと願っています。

2018年度から新しい教育プログラムへのチャレンジが始まりまし

当学園の生徒が、国連事務総長のような、世界でリーダーシップを

た。未来を見据え、生徒も教員も「変わっていく」朝日塾中等教育学

発揮できる人物に育っていくことが、私の夢です。

1

を担うリーダーたる人間を育成する』とい

校にご期待ください。

2
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えた人物こそが「次代を担うリーダー」に相応しい人物だと考え、

員の視点に置き換えると「教えたことの唯一

ばし、より高い目標に導くよう日々努力し

中で養いたいと考えています。また、他者の幸福を願う心を育む

朝日塾中等教育学校は、
「利他・叡智・剛健」の全てを兼ね備

徒の視点で書かれた言葉ですが、これを教職

なく進み、お子さま一人ひとりの個性を伸

このような広い意味での「他者の幸福」を願う心を、学校教育の

すためには、心身共に健全であること（
「剛健」
）が必要となります。

と著書に記しておられます。この言葉は、生

学園の教職員が一つの方針でぶれること

更には、多文化理解に基づく世界平和も含まれます。本校では、

必要です。そして、この「利他」と「叡智」を身に付け、実行に移

んだことの唯一の証は変わることである。
」

育をおこなっています。

「他者の幸福」とは、個人の幸福に留まらず、地域社会全体の幸福、

かな心を育てるには、様々な学びを通して身に付けた「叡智」が

宮城教育大学第二代学長、林竹二氏は、
「学

当学園の建学の精神は「個性を伸ばすハ
イレベルの教育」で学園全体が一貫した教

「利他」とは、自分のことよりも他者の幸福を願う心のことです。

には、生徒自身が豊かな心を備えている必要があります。この豊

校 長 挨 拶

学 園 長 挨 拶

施 設 紹 介 ・生 徒 寮

学校教育目標

世界基準の
教育プログラムへの
チャレンジ

朝日塾中等教育学校

6年一貫教育
プログラム

朝日塾中等教育学校では、中等部・高等部の6 年間を
3つの期間（STAGE）に分けています
STAGE2

基礎力完成期

応用力充実期

中等部2年

中等部3年

基本的な学習習慣・生活習慣を身に付ける
職場体験学習
保育実習
立志式

自主・自律の精神を養い、
自分の進路と向き合う
沖縄研修旅行
平和学習
課題研究発表会
課題研究レポート

進路講演会
「スタディサプリ」導入

「良い言動の習慣化を目指す」
品格教育

様々な体験学習を通じた
「自分探しの旅」

様々な発表を通じた「思考力・判断力・表現力」の養成

MYP授業

高等部2年

です。本校は、IBワールドスクール（IB認定校）としての認

高等部3年

定に向けた申請段階にあります。IBワールドスクールは、
「質

の高い、チャレンジに満ちた国際教育に信念をもって取り組

志望校合格に向け、自分を磨く
海外語学研修旅行
学習合宿

む」という理念を共有する学校です。国際バカロレア（IB）

小論文個別指導
面接対策個別指導

とは、世界の多様な価値観を理解した上で、未来へ向け責

任ある行動がとれる生徒の育成を目的とした教育プログラム

志望校別の個別指導

です。本校は、このような教育に取り組むことが、次世代の
生徒にとって大切なことであると考えています。

データに基づいた丁寧な
受験校指導

MYP候補校は「トライアル」という形で、IB教育を実践

することが求められます。本校では、2018年9月の候補校

放課後補習による弱点補強

認定時から、中等部でMYPトライアルを実施しています。

徹底した面接対策指導

生徒たちは「MYP授業は楽しい」と言っています。学ぶこ

とが楽しくなれば、積極性が生まれます。新学習指導要領

文・理・選 択 別 授 業

で求められる「学びに向かう力、人間性等」の育成にも繋が

ると信じ、今後も、IB教育を精力的に本校の教育活動に取

利他・叡智・剛健を兼備した次代を担うリーダーたる人間を育成する

り入れていきます。

年間行事

学校教育目標

プログラム）とDP（ディプロマ・プログラム）の候補校（※）

実戦力錬成期

進路指導

Monday Test
Memory Time
家庭学習帳の活用
多彩な体験授業

高等部１年

朝日塾中等教育学校は、国際バカロレアMYP（中等教育

STAGE3

IB教育

STAGE 1

中等部１年

朝日塾中等教育学校は、
国際バカロレア MYP・DP
候補校になりました

教育プログラム

Education program

施 設 紹 介 ・生 徒 寮

地域交流を大切にした活動

海外語学研修旅行、小学生との交流行事、老人ホーム訪

ということを意識した活動に取り組んできました。農業

問、職場体験、地域清掃活動など、多くの体験学習が実

体験・福祉体験・ホタルまつり・獅子舞フェスタ・エコボ

施されています。さまざまな人との交流や体験を通じて、

ランティア活動等、様々な行事で学校周辺の施設を訪問

教科書だけでは学べない、生きる力を培う学習をしてい

し、豊かな自然を感じるとともに、地域の方々との交流を

ます。なりたい自分と夢の形を少しずつ具体化させてい

深めています。今後も、恵まれた自然環境を存分に活用し、

きます。

地域とともに発展していきたいと考えています。

本校は、開校当初から「地域との交流を大切にする」

農業体験や田植え、稲刈り、臨海学習、沖縄研修旅行、

3

「本気の留学生」との協同生活

※国際バカロレア（IB）の「中等教育プログラム（MYP）」、「ディプロ
マ・プログラム
（DP）
」を実施することができるのは、国際バカロレ

2016年より、一般的な「短期留学」ではなく、編入学
試験を経て、卒業するまで日本人とともに学ぶ「本気の留
学生」を受け入れています。
グローバルな社会で生き抜くのに必要なのは高度な語学
力だけではありません。人種・国籍を問わず、お互いが感
じる「他者との違い」と向き合う姿勢が大切です。日々の交
流を通して、時には衝突を恐れず真正面から向き合うことで、
コミュニケーション能力とグローバルな視点を養っています。

ア機構（IBO）に認定された学校のみです。候補校であることは、IB
ワールドスクールとして認定されることを保証するものではあり

ません。国際バカロレア機構及び IB のプログラムの詳細について
は、
ウェブサイト（http://www.ibo.org）をご覧ください。

4
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体験学習の充実

国際バカロレア
MYP・DP
候補校として

ＭＹＰ
トライアル
実施教科

IBの使命（The IB mission statement）

国際バカロレア（IB）は、多様な文化の理解と尊重の精神を通じて、

より良い、より平和な世界を築くことに貢献する、探求心、知識、思い
やりに富んだ若者の育成を目的としています。

レンジに満ちた国際教育プログラムと厳格な評価の仕組みの開発に取り
組んでいます。

ると認めることのできる人として、積極的に、そして共感する心をもっ

MYP候補校は「トライアル」という形でIB
では2018年9月の候補校認定時から、中等
部でMYPトライアルを実施しています。

て生涯にわたって学び続けるよう働きかけています。

IBの学習者像
（The IB Learner Profile）

他の人々と協力して生涯学び続けるため

野を持つとはどういうことか」という問いに対する答えを、人物像という形

数学

教科横断型授業（他教科との協働授業）の機
会を多く設けることで、様々な教科と社会と
いう科目の繋がりを客観的に捉える力を高め
ていきます。

デザイン（技術家庭科）

芸術（美術・音楽）

進路指導

IB教育とは？

IBが求める言語スキル、分析スキル、コミュ
ニケーションスキルを身につけることを目指
しつつ、様々な方法での自己表現を通して、
想像力と創造力を養っていきます。

教育を実践することが求められます。本校

「IBの学習者像」は、上の「IBの使命」を具体化したもので、「国際的な視

で表現したものです。下は、本校教員が作成したオリジナルポスターです。

「振り返り」から成るダイナミックな学習
経験を通じて、
「学び合う者たちのコミュ
ニティー」が複雑でグローバルな課題に

数学のもつ正確さ、数学の公式・定理が存在
することで成り立つ様々な事象を理解するこ
とで、数学を楽しむという意識を大切にし、
好奇心を高めていきます。

取り組みます。

学んでいることが実生活でどのように応用さ
れているかを客観的に分析しながら、デザイ
ンリテラシー（デザインの造形理論・製作プ
ロセス・背景知識等）を身につけていきます。

理科

成果物（作品等）の制作だけでなく、美術館
での作品鑑賞、音楽鑑賞等を通じて、制作プ
ロセスや時代背景等にも目を向ける鋭い洞察
力を身につけていきます。

保健体育

言語の習得（英語）
年間行事

50 字
探究

IB教育

として理解し、自分と異なる考えの人々にもそれぞれの正しさがあり得

の力を引き出します。また、
「探究」
「行動」

個人と社会（社会）

この目的のため、IB は、学校や政府、国際機関と協力しながら、チャ

IB のプログラムは、世界各地で学ぶ児童生徒に、人がもつ違いを違い

I B教育は、学習者がひとりで、または

言語と文学（国語）

教育プログラム

International B accalaureate

行動

保健体育

振り返り

「テストの点数だけでない」
IBの多角的な評価
IBの学習では、テストの点数だけでなく、レポートな

どの作成物、プレゼンテーション、観察記録等、様々な
課題を通して「到達度」をつけることで成績評価が出さ
れます。単元ごとに評価規準（ルーブリック）を作成・

個人と社会（社会）

評価規準 A：知識と理解…………… 知識や理解を試すテスト
評価規準 B：調査探究……………… 調べ学習
評価規準 C：コミュニケーション…プレゼンテーション発表
評価規準 D：批判的思考……………レポートなどの成果物

生徒学力伸長グラフ
2018年10月よりＭＹＰトライアルを開始してからの学力の伸長
偏差値
60

中 1 Ａさん

評価規準Ｂ

8点満点

8点満点

知識と理解

評価規準Ｃ

調査探究

コミュニケーション

8点満点

合計

32点
5

評価規準Ｄ

批判的思考

8点満点

偏差値
60

55

55

47.2

50

評価規準Ａ

学年の枠を超えた習熟度別授業でコミュニ
ケーションスキルの向上を図ります。また、
英語のポスターや新聞を作ることで、言語の
意味や構成に関する理解も深めていきます。

45
40

38.4

42.4

35
30

入学時
（中1第1回）

中1第2回

2月
（中1第3回）

50

48.8

中 1 Ｂさん
49.2

※Benesse学力推移調査の国数英3教科の偏差値の推移
偏差値
60

51.1

55

45

40

40

35

35

入学時
（中1第1回）

中1第2回

6

2月
（中1第3回）

53.2

50

45

30

中 2 Ｃさん

30

55.4

42.2

ＭＹＰ
トライアル開始時
（中1第2回）

トライアル
開始から1年後
（中2第2回）

2月
（中2第3回）
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配布し、生徒にも見える形で成績を評価していきます。

ルーブリックの例

運動技能の向上だけでなく、振り返りレポー
トを作成することで身体活動の価値に注目す
るよう促します。また、協働活動を通じて、
コミュニケーションスキルも養います。

施 設 紹 介 ・生 徒 寮

調査・観察・実験を通して、科学的スキルを
身につけます。また、自然科学の応用と、倫理・
文化・経済・環境と自然科学の関係性等も学
んでいきます。

学年定員50名、1クラス定員25名という少人数制の強みを活かし、

生徒一人ひとりの希望進路実現に向けたサポートを行っています。

少人数教育を
活かした
進路指導

生徒は在学中に、文系か理系か、選択科目はどうするか、受験校や
受験方法をどうするかなどいくつかの大きな選択を迫られます。そ

V

oice
卒業生の
声

教育プログラム

Career guidance

の都度、自身の適性や興味関心をもとに決定していきますが、そこ
には担任、副担任だけでなく、学年主任、各学年団に所属している
進路指導担当教員が互いに連携して、より適切な選択ができるよう
きな変革期を迎えています。その中で、すべての教員が最新の情報
をもとに進路指導に携わっています。生徒の主体的な学びが求めら
れる今、教員も主体的に、新しい入試制度への対応に取り組んでい
ます。これが朝日塾中等教育学校での進路指導の強みです。

近畿大学 国際学部在学

中学生の頃の私はとても控えめな性格でした。委員

会活動にも部活動にも積極的ではなく、むしろ消極的

だったと思います。勉強もできる方でなく、将来に対

しての夢もありませんでした。しかし、朝日塾中等教育

学校で過ごした 3 年間で私は変わることができました。
朝日塾中等教育学校では、自分が努力すればその努

力をしっかりと評価してもらえます。努力している人に

は自然と光が当たるので、常に前向きな姿勢で物事に

「スタディサプリ」の活用

日本人生徒・留学生それぞれに向

個人添削指導

本校では、高等部１年生からリク
ルート「スタディサプリ」を導入
しています。授業の予復習に利
用したり、自分の苦手分野の
克服に活用したりするこ
とが出来ます。

けた多様な補習が展開されていま
す。サポート体制が整っている
ため、意欲的に勉学に取り組
むことができます。

高等部２年時に始まる小論文対策
講座で、書き方の基本を身に付け
た上で、志望校が要求するレベ
ルの文章が完成するまで、粘
り強く個人添削指導を行
います。

臨むことができます。その結果、勉強や部活動、体育

祭等の学校行事と多くのことに積極的に挑戦すること

ができました。今振り返ってみると、以前の自分からは

想像もできないような大きな変化が起きていました。

この学校で他のみんなとともに臆することなく努力し
て過ごした 3 年間はとても充実していたと思います。

住友 花奈子

京都大学 文学部在学

私は本校の９期生として入学

しました。窮屈さが苦手な私に
と っ て、人 数 が 少 な く、自 由 に
振る舞える環境に恵まれたこと
は幸運だったと思います。

進路指導

放課後補習の充実

IB教育

助言しています。入試制度改革によって、進路を取り巻く環境は大

戈 天润（中国出身）

今は大学で文学や歴史を学び

な が ら 将 来 を 模 索 し て い ま す。
学校で勉強することは必ずしも

実用的ではありません。しかし

卒業生42名

立命館大学

医学部・医学科
（2名）
先進理工学部・生命医科学科
商学部・商学科
理工学部・情報科学科
文学部・文学科
経済学部・経済学科
情報理工学部・情報理工学科
生命科学部・応用化学科
生命科学部・生命医科学科
総合政策学部
歯学部・歯学科

専修大学
立正大学
拓殖大学
東京工科大学
東海大学
桜美林大学
東京国際大学

過去５年間の主な合格大学

■ 国公立医歯薬系

医 学 科／岐阜、鳥取、香川、愛媛、佐賀
歯 学 科／九州歯科
獣医学科／鳥取

■ 国公立

工学部・情報通信システム工学科
工学部・先端材料工学科
近畿大学
国際学部・国際学科
産業理工学部・経営ビジネス学科
京都橘大学
看護学部・看護学科
四天王寺大学 看護学部・看護学科
千里金蘭大学 看護学部・看護学科
京都外国語大学 国際貢献学部・グローバルスタディーズ学科
京都光華女子大学 健康科学部・心理学科
こども教育学部・こども教育学科
大手前大学
現代社会学部・現代社会学科
太成学院大学 人間学部・健康スポーツ学科
人間学部・心理カウンセリング学科
経営学部・現代ビジネス学科
羽衣国際大学 人間生活学部・人間生活学科
岡山商科大学 経営学部・経営学科
環太平洋大学 次世代教育学部・こども発達学科
テンプル大学（ジャパンキャンパス） International Business Studies(国際ビジネス学科)
EHL大学（スイス） Bachelor in Hospitality Management

■ 私立医学部

医学科／順天堂、昭和、関西医科
近畿、久留米、藤田保健衛生
福岡、川崎医科

京都、
東京外国語、
東京海洋、
筑波、
千葉、
横浜市立、
岐阜、
神戸、
兵庫県立、
鳥取、
島根、
岡山、
岡山県立、
広島、香川、愛媛、佐賀、尾道市立、防衛大学校、防衛医科大学校、他
7

※合格者には既卒生のデータも含みます。

主な指定校推薦枠

関西学院 北海道医療 鶴見・歯
朝日・歯 芝浦工業 武蔵野 聖徳
文教 千葉工業 奈良
京都光華女子 京都ノートルダム女子
大阪女学院 神戸女子
ノートルダム清心女子 広島国際

広げ、将来の選択肢を増やすこ
とにつながります。ぜひ勉強を
楽しんでみてください。

邬 俊亨（中国出身）

根石 翔

朝日大学 歯学部在学

川崎医科大学 医学部在学

朝日塾中等教育学校で過ごした 3 年半の間

朝日塾は勉強はもちろん、勉強以

で、幼いころから勉強にまったく興味のなかっ

外の事も充実しています。特に部活

た私が大きく変わりました。穏やかで熱心な先

がえのないものです。これらを通し

学に無事合格することが出来ました。
「天は人の

切さ、共同作業の喜びを学びました。

たちには自分一人だけで出来ることはあまりあ

や生徒会での経験は僕にとってかけ
て他者を思いやり傾聴することの大
これらの経験は面接や志望理由書

生方のご支援のお陰で、ずっと志望していた大

上に人を造らず」という言葉がありますが、私

りません。自分の才能を信じるだけではなく、

でも有利にはたらいたと思います。

周囲の人に助けてもらうことも大切です。

徳心を養う事ができます。また質問

す。学問の道には終点はありません。これから

朝日塾では豊かな人間性を育み、道
しやすい職員室、広くて落ち着いた
自習室等が備わっているので学習環
境も充実しています。

8

今は基礎科目と専門科目の両方を学んでいま

も頑張れるだけ頑張って、自分自身と戦い続け
ていきたいと思います。

部 活 動 ・ア ク セ ス

関西学院大学
愛知学院大学

医学部・医学科
経済学部・経済学科

色々と学んでいくことは視野を

千葉工業大学

施 設 紹 介 ・生 徒 寮

国立
鳥取大学
広島大学
私立
川崎医科大学
早稲田大学
明治大学

歯学部・歯学科
（2名）
歯学部
薬学部・医療薬学科
薬学部・薬学科
香川薬学部・薬学科
薬学部・薬学科
薬学部・薬学科
経済学部・経済学科
経営学部・経営学科
工学部・数理工学科
工学部・建築デザイン学科
経済学部・国際経済学科
経済学部・経済学科
工学部・電子システム工学科
メディア学部・メディア学科
工学部・土木工学科
健康福祉学群・精神保健福祉専修
商学部・商学科
商学部・経営学科
言語コミュニケーション学部・英語コミュニケーション学科
人間社会学部・スポーツ科学科

年間行事

2020年度
大学入試
合格実績

朝日大学
大阪歯科大学
兵庫医療大学
広島国際大学
徳島文理大学
第一薬科大学
武蔵野大学

Dormitory

施設
紹介

生徒寮

生徒寮は、中等部1年生から高等部3年生まで、幅広い年齢の生徒が集団で生活する学びの

場です。自宅が県外にある生徒やプロのサッカー選手を目指す生徒、中国・韓国・タイからの

留学生など、生まれも育ちも様々です。そんな彼らがひとつ屋根の下、衝突を恐れずに向き合

いながら暮らすことで、年齢も国境も超えた仲間ができます。また、寮監のサポートを受けな
がら掃除や洗濯など身の回りのことを自分で行うことで、自立した人間に育っていきます。

教育プログラム

F acility
自然豊かな環境に

囲まれた日当たりの
と高校棟に分かれて
います。

設備も充実してお

男子個室（第１寮）

女子個室（第１寮）

浴場

男子個室（第２寮）

第３寮（２人部屋）

学習室

IB教育

良い校舎は、中学棟

り、豊かな学びを実
現しています。

寮生の1日

入寮式／よさこいソーラン演舞(体育祭)／ホタルまつり・ホタル
見物／ＢＢＱ／寮生避難訓練／クリスマス会

今まで実施したことがない企画でも、
寮生自治会を中心にしっかりと話し合

点呼

司書の先生が常駐しています。

美術室

Q &A

Q 1ヶ月の費用はどの程度ですか？
A 1人部屋の場合、寮費は食費をあわせて、1ヶ月65,850円です。た

だし、入寮時のみ、入寮費、設備維持費として100,000円が必要です。

Q 休日はどのようにして過ごすのですか？
A 週末は自宅に帰ることができます。また、月に数回、金川駅までの

無料送迎バスが運行されるので、西日本最大級の AEON 岡山などに
出かけることも可能です。

帰寮
夕食

入浴
掃除・洗濯などの身の回りの
ことは自分で行います。

洗濯

学習時間には、定評ある学習塾のノウハウ
を活かした塾講師や本校教員による学習
指導を受けます。

夜学習
就寝

施 設 紹 介 ・生 徒 寮

図書室

IBの教育に対応するため、大規模な設備
改修を行う予定です。ハイレベルな実験設備
を導入した理科室、図書室・調べ学習教室・
自習室を兼ねたメディアセンターでIB教育に
取り組む生徒の学びをサポートします。

通学生よりも早めに登校し
て、始業前の1時間、スタデ
ィサプリやGTEC・英 検・
数検過去問などを活用した
部活や補習を終えて帰寮 勉強をする「寮生朝学習」
したら、食堂で夕食をとり を導入しています。
ます。

朝学習

算などがしっかり考えられていなければ中止になります。
自分で考え、
工夫し、
皆

で共有して実行していく方法を体験的に学ばせる取り組みを行っています。

2020 年度改修予定

■理科室実験設備増設
■メディアセンター完成

音楽室

で実施していた行事でも、
企画の目的、
内容、
問題点と解決策の予想、
経費の試

寮監に見守られながら登校します。

年間行事

家庭科室

毎朝一人ひとりのコンディションが確認されます。

登校

って、
「行事等の企画申請書」
を作成して申請すれば実現可能です。
逆に、
これま
保健室

進路指導

寮の主な行事

新女子寮・カフェテリア
2020年着工予定
パソコンルーム

物理実験室

学校近くの御津スポーツパークにて体育
の授業や部活動を行う
こともあります。

御津スポーツパーク

体育館
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生徒寮

部 活 動 ・ア ク セ ス

グリーンホール

現在の生徒寮
に隣接するか
たちで、新しい
女子寮とカフェ
テリアを建設
する予定です。

※それぞれイメー
ジ図です。
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部活動

サッカー部

個性や才能を伸ばし、人間的に成長できる場として、
多くの生徒が学習と両立して日々活動しています
運動部

強化部

軟式野球部

A

ccess &

Scholarship student

アクセス

スクールバ ス

岡山市内

倉敷駅

津山駅

７：45発
（新幹線） ７：55発

テニス部
岡山駅西口
８：30発

野球好きの部員が自分の課題を克服するこ
とを目指し、お互いにカバーし合う気持ちを
大切にして日々練習に取り組み、プレーする
楽しさを感じながら活動しています。
野球ほど奥深く、面白いものはない！

テニスを通して、技術向上や継続力・集中力を
養うことだけでなく、協調性や思いやりをもった
人になってほしいと思い、日々楽しく活動していま
す（火曜日以外）
。経験者・未経験者問わず、テ
ニスに興味がある人、ぜひ体験してみてください。

水泳部

室内運動部

金川駅
８：50発

・大学筋
・津島新道
・岡山IC
・JA選果場

約20分

下校
岡山便
16：25

３便出発時刻
（部活・補習後出発）

18：20

２便出発時刻
（火・木のみ）

ー

金川便
16：40

17：10

18：20

音楽部

文化部

バスケットボールやバドミントンなど、室
内でできる競技を行っています。毎週水曜日・
金曜日が練習日となっており、少ない人数で
すが活発に活動しています。

特待生制度のご案内

1

成績特待

家庭科部

本校入学試験（「特色評価型試験」除
く）において上位20％に入った場合、
入 学 金（ 1 5 0 , 0 0 0 円 ）、奨 学 金（ 年 間
100,000円）、およびスクールバス料
金、もしくは寮費（35,000円）を支給

沿 革
2003年 8月
2003年10月

2004年 2月
2004年 4月
2005年 3月
2007年 4月

美術部では、漫画・水墨画・デッサンなど
の絵画を描いたり、字を書いたりすることを
中心に活動しています。美術大学を志望して
いる生徒もいて、熱心に活動しています。で
きた作品は、コンテストに出品しています。

科学部

本校独自

家庭科部は、調理・裁縫・茶道を中心に活
動をしています。特に、茶道は講師の先生を
迎え、世界に誇れる日本文化を学んでいます。
部員たちは、お互いに仲良く敬いあい、心落
ち着く時間を過ごしています。

3

地域特待

13

活動や、御津地域で長年親しまれているお
祭りである獅子舞フェスタや、みつ健康マラ
ソンへのボランティア参加も行いました。

４

弟妹特待

株式会社 朝日学園 朝日塾高等学校 設置認可【御津町長より】

朝日塾高等学校 開校（朝日塾中学高等学校一貫教育を開始する）

2010年10月

2011年11月

2014年 4月
2016年 4月

朝日塾中学高等学校 生徒寮竣工
学校法人みつ朝日学園

朝日塾中等教育学校 設置認可【県知事より】

朝日塾中学校・朝日塾高等学校を朝日塾中等教育学校に移行・開校
学校法人朝日学園 30周年記念式典

学校法人みつ朝日学園 創立記念式典

学校法人みつ朝日学園 朝日塾国際高等学校 開校

朝日塾国際高等学校から鹿島朝日高等学校に校名変更

朝日学園・みつ朝日学園グループ

御津地域に自宅があり、そこから朝日
塾中等教育学校に通学している場合、
入学金（150,000円）、および奨学金
として年間授業料の一部を支給

ボランティアの部活動

本校は、生徒全員がエコボランティア部に
入部します。エコロジーやボランティア活動
への興味関心を養うため、年間通して様々な
活動を行っています。ユニク
ロによる “届けよう、服のチ
カラ” プロジェクトに参加し、
子ども服を回収、難民キャン
プに送ったり、ペットボトル
キャップの回収をしたりしま
した。また、学校近辺の清掃

朝日塾中学校 開校

学校法人 朝日学園

学校法人 朝日学園

学校法人 みつ朝日学園

学校法人 みつ朝日学園

朝日塾幼稚園

朝日塾小学校

兄姉が朝日塾中等教育学校に在籍して
いる場合、奨学金（年間100,000円）
を支給

詳細は募集要項をご確認ください。
他、サッカー特待・帰国生特待がございます。

朝日塾中等教育学校
14

鹿島朝日高等学校（通信制）

部 活 動 ・ア ク セ ス

科学部は、生徒が自分の興味や関心をもっ
た、自然科学の分野（化学・昆虫・魚類・天
体など）について、実験・観察を通じて自ら
探求する能力を育てる部活です。

音楽部では、それぞれの部員が得意な楽器・
学びたい楽器を練習しています。文化祭での
演奏の他、ネット上での動画投稿など、様々
な表現に挑戦しています。

株式会社 朝日学園 朝日塾中学校 設置認可【御津町長より】

施 設 紹 介 ・生 徒 寮

2

検定特待

御津町「株式会社立による学校開設」認定【国より】

高等学校校舎 竣工

2011年 4月

2021年１月末時点で、英検４級以上、
漢検４級以上、数検５級以上のいずれ
かを有している場合、入学金（150,000
円）、奨学金（年間100,000円）を支給

御津町「御津町教育特区」認定【内閣総理大臣より】

年間行事

美術部

学校近くの室内温水プールで活動していま
す。初心者や留学生も参加して一緒に練習し、
泳力検定などにも挑戦しています。興味のあ
る方は気軽に体験に来てみてください。

進路指導

１便出発時刻
（定時授業後出発）

４便出発時刻
（自主学習後出発）
20：10
20：10
※学校行事等により変更する場合があります。

Thinking volleyball‼自分たちでメニュー
を考えたり、活動日を組んだりしながら男女
一緒に楽しく練習しています。全員初心者で
すが、切磋琢磨しながら技術向上を目指して
日々活動しています。

IB教育

バレーボール部

姫路駅

８：03発

約40分

本校の強化部に指定されています。指導者
は全員ライセンスを取得済み。文武両道・自
主自立・リスペクトの３つの精神を大切に
日々頑張っています。

登校

教育プログラム

Club

