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文部科学省通達適用校

202302-500
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松実高等学園 中等部
〒344-0067　埼玉県春日部市中央１－５８－２
（春日部駅西口より徒歩５分）

0120-980-683

matsumi-gakuen.net

SNSで学園の様子を発信中！

松実高等学園WEBサイトはこちら！

LINE でも質問や相談を受け付けています！

入学に関するお問合せ・ご相談ははお気軽に

電話では聞きにくい・・・
松実高等学園では LINE で質問や相談を受付ています。
左のコードから友だち登録後、お気軽にご連絡くださ
い。



 １ P 　松実の１日
 ３ P 　中等部概要
 ５ P 　他にはない松実のポイント
 ７ P 　探求の時間・進路指導
 ８ P 　カリキュラムとシステム
 ９ P 　授業・時間割
1 1 P 　年間行事
1 2 P 　部活動
1 3 P 　特別自主選択休暇
1 4 P 　よくある質問
1 5 P 　個別相談・体験入学
1 6 P 　入学までの流れ
1 7 P 　卒業生の手記
1 9 P 　ごあいさつ　
2 0 P 　学園情報や っとみつけた！

　　　自分の居場所！



校舎

生徒ロビー

授業

お昼休み 放課後

ホール

しっかり
学習できる

いつも明るい
教務室☆

高等部校舎と隣接しています

皆で仲良く
お弁当☆

放課後も
自由★

集会や部活に

皆さん、学校は毎日行かなくてはいけない、遅刻したらいけないと思っていませんか？

 嫌なのに無理して行くことが大事でしょうか？それは違います。今は自分の精一杯でいいのです。

 学校が楽しければ毎日登校できるのですから。

 松実中等部では自分のペースで学校生活を送ることができます。 こんな楽しい学校はなかなかありません！

 是非、個別相談、学校見学、体験授業に参加してみてください。　参加方法は15ページをご覧ください♪

教務室

松実の１日

松実高等学園中等部は春日部駅西口から徒歩５分の場所にあります。

近くにはショッピングモールなどがあります。

休み時間になると、たくさんの生徒が来ます。

生徒と先生が気軽にコミュニケーションを取れます♪

一人ひとり自分のペースで学習することができます。

楽しく学ぶことが大事です。

部活・集会・映画鑑賞等

イベントにも使用するホールです。

※このパンフレットでは、新型コロナウィルス感染拡大前の写真も利用しています。

友達や先生と仲良くお弁当を食べます。

とっても楽しい時間ですよ！

放課後は友達と遊んだり、部活動・同好会などができます。

楽しい時間を共有し、たくさん思い出を作ってください。

生徒ロビーにはお昼ご飯を食べたり、

ゲームをしたり、生徒の皆さんがたくさん来ます。

1 2



①在籍中学校との連携により、在籍中学校出席扱いの対応をします。（文部科学省通達適用校）

②１学年２０名から３０名程度で複数の教員による学年担任制を導入し、生徒一人ひとりの個性に応えます。

③生徒の能力に応じて小学校時代の学び直しから基礎学力の習得まで一人ひとりに対応します。

④高等学校進学については、松実高等学園高等部への進学保証により、大学への進学等進路の道を拓きます。

⑤中学在籍中から専門資格の取得も可能です。

⑥交通機関は通学定期の取扱いができます。（文部科学省通達適用校）

⑦本物にふれる「ふれあい体験学習」を計画的に実施し、仲間と学びます。

１．個々の生徒の適性に対応した学習環境の場を創造し、

 生徒の自立と共生を育み、社会に貢献する精神を養う。

２．教職員自らが輝き、生徒と感動を共有する学習を実践する。

松実高等学園中等部って？ 〜中高一貫で夢を実現する〜

学園のミッション（使命）

対象生徒

　当学園中等部は高等学校（高等部）卒業まで一貫した指導・支援を行うことで、２つのことを実現・達成することを目標としていま

す。１つは不登校の克服、１つは将来的な自立です。

　前者は、安心・安全な生活・学習環境（中等部）の中で、過去の自分から立ち直る、心の傷を癒す、自分と向き合い自分と他者を受け

入れる、意欲を持って前を向く、一歩を踏み出す、自信をつけることが大切です。

　後者は、中・高一貫したカリキュラムによる進路指導と、切れ目の無い学習・生活・心理的支援を通して、高校卒業後の確かな進路

選択と決定を可能にし、その実現へと結び付けます。

　当学園は平成15年の創立以来、多くの卒業生を輩出してきました。高等部卒業を経て社会ではつらつと活躍し自立する姿があり

ます。この20年間で様々な経験と実績を積み重ねてきた中等部が今、改めて強く感じることがあります。それは不登校を経験した

生徒が、それを本来の意味で「克服」し将来的な「自立」を実現するためには、それなりに長い時間と豊かな経験が必要ということ

です。高等部までを一貫する意味と意義がそこにあります。また、長引くコロナ禍や不安定な世界情勢下でその要素はより一層強ま

っていると確信します。

　このパンフレットは、日々の教育活動の一部に過ぎません。ぜひ、勇気を出して見学に来て、見て感じてください。私たちはいつで

も中等部でお待ちしています。

当学園は、初等部、中等部、高等部一貫して「自立と共生」を

教育目的に掲げており、それを実現させるための指導・支援

のパワーバランスを下記のとおり考えています。

１，「自立」に対して中等部が力を入れること

・基本的な生活習慣の定着を図る。（家庭との連携）

・健康的な心と体づくりに取り組む。（カリキュラム、学園行事）

・小、中学校の基礎的な学習の定着を目指す。（カリキュラム）

・将来の夢を探し、育む。（探求の授業）

・松実高等学園高等部との中高一貫教育により夢の拡大と

 実現を図る。

２，「共生」に対して中等部が力を入れること

・自分を大切にする心を育む。（こころ）

・他者への理解、尊重する心を育む。（こころ）

・あいさつやマナーを身に付ける。

（コミュニケーション・ふれあい）

・「時を守り　場を浄め　礼を正す」を実生活の中で実践する。

（アクション）

上表のとおり、当学園では学年を追うごとに、「自立」に向

けた進路指導・支援の要素を強めていきます。それは、社会

では「まず自立することで共生を達成する」からであり、

「自立（経済的自立、精神的自立）」するためには、就業（仕

事に就くこと）する必要があるからです。学園では、これを

●小中高一貫教育による「自立と共生」のバランス

中等部の概要

教育目標「自立と共生」に対する中等部のスタンス

まずは！！義務教育の根底である

「社会に出て困らない程度の力」の獲得と定着を目指します。

１．個々の生徒の適性の把握

２．個々の生徒の適性に対応した学習

３．自立のための学習

　 （得意な分野、好きな分野への学習意欲の開発）

４．共生のための学習

　 （５つのふれあい・・・自然・人・本・家族・地域とのふれあい）

● 夢を実現したい

● 自分のペースで学習や中学校生活を送りたい

● 不登校がち

● 在籍の中学校になじめない

● コミュニケーションが苦手

● 教科の学習が苦手

● 運動や体育が苦手

● 専門資格を取得したい

● 高校進学に悩んでいる

● 環境を変えてみたいが、きっかけが見つからないなど

使命遂行のための行動

3 4

共生８０

自立２０

共生８０　→　５０

自立２０　→　５０

共生５０　→　２０

自立５０　→　８０

自　立

共　生

初等部 中等部１・２・３年生 高等部１・２・３年生

社　会
松実高等学園

　「夢」と定義します。（つまり夢の実現は職業を通して自

立するという意味となります）学園生活を経て、将来的に

夢を実現し、自立（自己実現）していく生徒のコンセプトは 

7ページのとおりです。



他にはない松実のポイント！

青山製図専門学校・アップルスポーツカレッジ専門学校・エビスビューティーカレッジ・太
田情報商科専門学校・大宮医療秘書福祉専門学校・大宮国際動物専門学校・大宮こども専
門学校・大宮スイーツ＆カフェ専門学校・大宮ビューティーアート専門学校・川口文化服飾
専門学校・神田外語学院・群馬社会福祉大附医療福祉専門学校・越谷保育専門学校・国際
映像メディア専門学校・国際情報ビジネス専門学校・埼玉コンピュータ＆医療事務専門学
校・埼玉自動車大学校・埼玉福祉専門学校・首都医校・尚美ミュージックカレッジ・新宿調
理師専門学校・専門学校ちば愛犬動物学園・中部管楽器技術専門学校・つくば国際ペット
専門学校・デジタルアーツ東京・東京 IT 会計専門学校・東京アナウンス学院・東京アニメー
ションカレッジ専門学校・東京アニメ・声優専門学校・東京ウェディング＆ブライダル専門
学校・東京観光専門学校・東京工学院専門学校・東京コミュニケーションアート専門学校・
東京サイクルデザイン専門学校・東京製菓学校・東京調理製菓専門学校・東京自動車大学
校・TSM 東京スクールオブミュージック・東京スポーツ・レクリエーション専門学校・東京ダ
ンス＆アクターズ専門学校・東京テクノロジーコミュニケーション専門学校・東京テクノ・ホ
ルティ専門学校・東京デザイナー学院専門学校・東京デザインテクノロジー専門学校・東
京バイオテクノロジー専門学校・東京ビジュアルアーツ専門学校・東京ビューティーアート
専門学校・東京リゾート＆スポーツ専門学校・東武医学技術専門学校・東洋美術専門学校
・日本医学柔整鍼灸専門学校・日本外国語専門学校・日本工学院専門学校・日本書道専門
学校・日本福祉教育専門学校・日本フレーバーフレグランス学院・HAL 東京専門学校・華調
理師専門学校・バンタンゲームアカデミー・東日本デザイン＆コンピュータ専門学校・文化
学院・文化服飾学院・ホンダテクニカルカレッジ・ミスパリビューティー専門学校・目白ファ
ッション＆アートカレッジ・明生情報ビジネス専門学校・山野美容専門学校・読売工科医療
福祉専門学校・代々木アニメーション専門学校・早稲田川口芸術専門学校・早稲田美容専
門学校・東京環境工科専門学校・日本健康医療専門学校・千住介護福祉専門学校・埼玉歯
科技工士専門学校・埼玉ベルエポック製菓調理専門学校・大宮ビューティー＆ブライダル
専門学校・アミューズメントメディア総合学院・日本医科学大学校・ファーストドッググルー
ミングスクール・春日部高等技術専門学校・太田医療技術専門学校・東京マルチメディア
専門学校・国際動物専門学校・東京未来大学福祉保育専門学校・東京クールジャパン・バ
ンタンデザイン研究所・総合学園ヒューマンアカデミー

各地から中等部に通学しています
松実中等部入学→松実高等部へ進学

自分の望む大学への進学

自分の望む企業への就職

福岡県　　福岡市
和歌山県　和歌山市
長崎県　　南島原市

埼玉県

春日部市・久喜市・幸手市・蓮田市・八潮市・白岡市・宮代町・杉戸町・北本市・上尾市・熊谷市・飯能市・行田市
深谷市・小川町・寄居町・加須市・越谷市・さいたま市・吉川市・草加市・川口市・三郷市・朝霞市・新座市・富士見市・三芳町
ふじみ野市・川越市・鶴ヶ島市・羽生市・志木市・本庄市・桶川市・比企郡嵐山町・鴻巣市・美里町

松実高等部卒業生の主な進路先

松実生の進路先

松実高等学園の目的は全生徒が高校卒業後の進路の確定です。

その為に中高一貫を原則として中等部卒業後の高等部への内部進学を指導方針としておりおます。

それ以外は、公私立の有名高校を進学目的とします。

東京都　　文京区・足立区・江戸川区・小平市・東大和市・八王子市・台東区・墨田区・世田谷区・品川区
　　　　　北区・練馬区・大田区・中野区・板橋区・東村山市・東久留米市・東大和市・国分寺市・清瀬市
千葉県　　野田市・我孫子市・柏市・松戸市・流山市・市川市・八千代市・千葉市・浦安市
茨城県　　つくば市・古河市・守谷市
群馬県　　伊勢崎市・板倉町・館林市・高崎市・太田市・藤岡市・明和町
栃木県　　小山市・岩舟町・野木町
神奈川県　横浜市・川崎市・厚木市
福島県　　南相馬郡・猪苗代町
新潟県　　魚沼市
静岡県　　静岡市・浜松市
大阪府　　豊中市
熊本県　　熊本市
沖縄県　　那覇市

その他

松実高等学園
中等部

松実高等学園
高等部

独自の中高一貫教育

公立高校

私立高校

その他

※開校時より

丁寧な連携が図れる

教育委員会と在籍中学校、ご家庭に

出席・学習・生活状況や学園の教育活動を記載した

「学習指導報告書」を発信し、連携をします。

Point01

通学定期券が発行できる

電車で通学する生徒のために、

学割の通学定期券の発行が可能です。

Point02

優しい仲間と交流が持てる

生徒の皆さんは教員と気軽にコミュニケーション

が取れます。休み時間になると皆教務室に遊びに

来ます。年齢の違ったたくさんの児童・生徒の皆と

交流がもてます。

Point03

たくさんの自然とふれあえる

「自然とのふれあい」を行動指標の一つとして

おり、年間複数回の「自然体験学習」が予定され

ています。

「天池キャンパス（長野県小諸市）」での活動も

スタートしています。

Point05 リアルタイムで学園情報をお伝え

中等部LINE＠で日々の学園情報を発信します。

ご家庭とのつながりを持ちながら、指導支援や

連携がスムーズにいきます。

Point04

絶対評価の成績がもらえる

調査書作成時期や年度末には学園での成績および

諸活動等の記録が盛り込まれた報告書を在籍中学校と

ご家庭に送付します。

カウンセリング・進路相談

公認心理師・臨床発達心理士・学校心理士の資格を持つ教員をリーダーとして全教員がカウンセリング

マインドを共有しています。また、進路説明会や三者面談を通し進路相談にいつでも対応致します。

Point06

Point07

大学・短期大学

専門学校

就職

ハンガリー国立デブレツェン大学（医学部）

ＥＦインターナショナルスクール

レイクランドジャパン大学 インターナショナルスクール

海外

上智大学・東京理科大学・明治薬科大学・成蹊大学・東京学芸大学・早稲
田大学・明治大学・青山学院大学・法政大学・北里大学・学習院大学・学習
院女子大学・共立女子大学・清泉女子大学・明治学院大学・立命館大学・
東京電機大学・東洋大学・駒澤大学・専修大学・獨協大学・文教大学・武蔵
野大学・日本大学・大正大学・立正大学・大東文化大学・神奈川工科大学・
東海大学・帝京大学・日本体育大学・亜細亜大学・東邦音楽大学・跡見学
園女子大学・浦和大学・江戸川大学・共栄大学・恵泉女学園大学・工学院
大学・埼玉学園大学・埼玉工業大学・淑徳大学・十文字学園女子大学・尚
美学園大学・城西国際大学・聖学院大学・聖徳大学・千葉経済大学・千葉
工業大学・足利工業大学・中央学院大学・帝京科学大学・東京情報大学・
東京工芸大学・東京聖栄大学・東京福祉大学・東京未来大学・長岡大学・
人間総合科学大学・日本工業大学・日本保健医療大学・日本橋学館大学・
日本薬科大学・明治薬科大学・白鴎大学・西武文理大学・文京学院大学・
平成国際大学・麗澤大学・明海大学・明星大学・目白大学・流通経済大学・
横浜美術大学・京都精華大学・追手門大学・文化学園大学・富士大学・宮
城学院女子大学・ものつくり大学・ヤマザキ動物看護大学・デジタルハリ
ウッド大学・共立女子短大学・大妻短期大学・川口短期大学・共栄短期大
学・埼玉女子短期大学・埼玉純真短期大学・女子美術短期大学・星美学園
短期大学・東京成徳短期大学・國學院大學北海道短期大学部

・総務省・さいたま市役所・野田市役所
・東京消防庁ハイパーレスキュー隊・アメリカ大使館・自衛隊等
・帝国ホテルエンタープライズ・JR東日本・東武鉄道・富士急行
・日本テレビ・マルエツ・ノジマ・オーケー株式会社
・共立メンテナンス・プルデンシャル生命保険
・医療機関（看護師・介護士・歯科クリニック・整骨院等）
・旅行会社・美容関係・情報関係・アパレル業・建設業・流通関係
・農業関係・舞台関係・ 自動車関係・運送業等・園芸関係
・教育関係（幼稚園・保育園・中学校・高等学校教諭等）
・サービス系（飲食店・調理・ゴルフ場・薬局等）

官公庁

民　間

65



生徒自身がオリジナルの時間割を作成できる
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中学生のうちから夢、進路、目的、目標を追求できるシステムです。生徒

は、よりハイレベルな授業、学び直しの授業、各種資格取得を目指す授業

（含：ドローンの資格）、心理学、英会話、パソコン技術などの教養を深める

授業、イラスト作成、鉄道などの趣味・特技を深掘りできる授業など、生徒

のニーズに応じて多種多様な授業を選択し受講することができます。　

　※次のページで詳しくお知らせします

学年担任制、豊富なカウンセリングスタッフ

指導と支援の充実と可能性を広げるため、複数の教員で担当する学年

担任制を導入しています。また、担任以外にも常勤の公認心理師、臨床発

達心理士、学校心理士等を配置し、生徒・保護者へのカウンセリング等が

できるより手厚い支援体制を整えております。さらに、心理学や教育学を

学ぶ大学生(院生)を学習指導･支援ボランティアとして配置し児童生徒

の話し相手や気軽な相談に当たっております。

小、中学校時代の学習範囲の学び直しを求める生徒や、自分の年齢や学

年以上のハイレベルな学習を求める生徒がおります。教員による授業に

加え、より幅広く学習のニーズに応えるため「スタディサプリ」を導入し

ています。

これは、今後のコロナ禍の再拡大や自然災害等緊急時の学習機会の提

供としても利用することが可能です。

スタディサプリの導入

教育学部・文学部・心理学部・生命科学部・法学部・国際関係学部・人
間科学部・音楽学部・こども心理学部・不動産学部・医学部・薬学部・
地球環境学部・マンガ学部　など

自立の柱（幹）
大学進学

専門学校進学

就職・創業など

自立（実）＝就職

メイクネイルアート科・声優学科アニメ声優科・イラストレーション学科・
１級自動車整備科・調理技術科・建築設計科・鉄道サービス学科  など

自立の心（根）を育む

共生の喜びと尊さを知る

友達とのふれあい

分かりやすい授業

先生との会話

課題研究の授業
（夢創造の授業）

楽しい学園行事

学園の行動指標ⅠとⅡ

専門学校・海外留学

大学・短期大学

松実学修院

就　職

高等部卒業

それぞれの職業を通じ自立と社会貢献を果たす

　松実高等学園には「課題研究」という授業が

あります。大学や専門学校の先生、企業の方を

お招きして、出前授業をおこなっていただく時

間が多くあります。進路を考えるうえで、まず

は自分たちの前にどのような道が広がってい

るのかを知り、分析することが必要です。その

上で、自分に合った道を選ぶことが夢の実現に

つながります。その入り口となるのが、「課題研

究」です。様々な分野の専門家から、職業のこ

とや社会人としての経験を聞ける授業は、松実

高等学園ならではの貴重な時間です。

　私はこの授業で、夢を見つけました。「歯科技

夢の実現につながる「課題研究」

２０１９年３月卒業
埼玉歯科技工士専門学校

大塚康則

生徒の夢を実現する玉手箱です！

課題研究とは・・・

○課題研究の授業は週3時間しかも３年間を通して実施

　します。

○進路指導の専任教員によるオリジナル授業と、外部講

　師による特別授業を組み合わせています。

○外部講師は例えば大学、専門学校の教員、企業の経営

　者、若手の起業家、社会で活躍している卒業生など、　

　バラエティ豊かなメンバーで構成されています。

上記のとおり、独自のカリキュラムとプログラムにより、

生徒をガンガンと刺激して、生徒の夢、進路、将来の道を

開拓していきます！！

　中等部には「探求」という名の授業が

週に１コマ設置されています。これは、高

等部の目玉授業である「課題研究」の中

等部版とも表現できるでしょうか。

この授業を「進路指導の時間」「キャリア

教育の一環」と表現出来るとも思います

が、もう少し血の通った表現（松実らしい

表現）をすれば「中学生のうちから学園

の教育目的である自立を意識して、迷い

ながら悩みながらも夢や将来の自分の

道を探し求める。そのキッカケの一つに

なる授業」と言えるでしょう。 これが高

等部では「課題研究」という授業名とな

り、高校3年間しかも週3時間という多く

の時間をカリキュラム内に盛り込んでい

ます。 

中等部「探求」の時間　～つながる進路指導～

中高一貫教育により中等部「探求」から高等部「課題研究」へ

工士」という、入れ歯や歯の矯正装置などを製

作する職業です。私は２年生の途中まで、この

職業の存在すら知らなかったのですが、専門学

校の先生に課題研究の出前授業をおこなって

いただき、これが自分の目指す仕事だと確信し

ました。今は歯科技工士の国家資格を取得する

ために、専門学校へ通っています。松実高等学

園には、３年間を通して夢を見つけ、実現まで

支えてもらえる環境があります。ぜひフル活用

して、自分の将来についてゆっくり考えてもら

いたいと思います。

　例えばある日の授業では「この先も無

くならない仕事」と「この先に無くなって

いく（減っていく）仕事」について考えま

した。 生徒は将来の仕事の中にAIやITの

更なる進化を敏感に感じ取っている様子

でした。 またある日の授業では、 一人

ひとりが仕事をする上で「大切にしたい

価値観」について考えました。 

　この授業で生徒が直面する問いは、正

解、不正解の無いものも多くありますが、

一人ひとりが真剣に自分と向き合う姿が

あります。 

将来の自分を考える下地を中等部の時

からつくっていきます。

すでに

夢がある

深める

創る

探す

見つける

自分の進路を

見つける・決める
中等部入学

初等部入学

高等部入学

まだ夢が

見つかっていない

中等部のカリキュラムとシステムについて



学年授業以外のオリジナル授業も組み合わせられる！！

「数学まなび」・「英語まなび」
復習から応用学習まで！
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例えば、今の実際の学年は中学１年生ですが、小学校４年生から学校を休みがちになったので、そこから学習を始めたいという生徒が安心して学

習できます。小学校時代の教科書や問題集を持ってきて学習しても構いません！または、ハイレベルな発展的な学習を進めたいという場合でも

OKです。

・英数国を中心にハイレベルの学習や英検

準一級等のハイレベルの資格取得は中高

一貫により実施しております。

例　中３のAさん（英語と数学が苦手）の「私の時間割」

9:20

9:30

１時間目

10:20

２時間目

11:10

３時間目

11:50

12:15

12：15

13：00

13：00

４時間目

～
13：50

5時間目

14:30

６時間目

15:20

清掃（場を清める）

スクールライフ（１日の記録）記入・提出

昼休み

放課後（コミュニケーションの時間・部活・個別学習・実行委員会）

英会話

心　理

創作芸術 器　楽 書道

ゲーム

コミュニ

ケーション

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

出席確認

松実塾

※数学

　国語

　英語

　英検

中３国語

中３音楽 公　民
中３学活

※必須

※必須

※必須

国語学修

中３国語公　民
探　求

中３総合 中３理科

例　中３のBさん（大学進学に向けた学習に取り組みたい）の「私の時間割」

9:20

9:30

１時間目

10:20

２時間目

11:10

３時間目

11:50

12:15

12：15

13：00

13：00

４時間目

～
13：50

5時間目

14:30

６時間目

15:20

清掃（場を清める）

スクールライフ（１日の記録）記入・提出

昼休み

放課後（コミュニケーションの時間・部活・個別学習・実行委員会）

化　学個別英語

受験英語

I・II・III

日本文化 ウォーク

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

出席確認

松実塾

※数学

　国語

　英語

　英検

公　民
中３学活

※必須

※必須

※必須

Enjoy English

中３国語

中３数学

公　民

中３英語

探　求

中３総合 中３数学

私の時間割の作り方 〜左のカリキュラム（時間割）の中から〜

１、自分の学年に準じた授業「中３国語」「中３数学」「中３英語」

「中３理科」「公民」「中３音楽」を選択して受講できます。準拠

した教科書を使用して授業が行われます。

※「総合」「学活」「探求」は必修

２、進路や得意分野の学習、または学び直しなどを希望する場

このように柔軟なカリキュラムを組むことができるから！！ある中３生徒２名が今年度に決めた時間割は、次のとおりです。

中等部３年生に配布されたカリキュラム

9:20

9:30

１時間目

10:20

2時間目

11:10

3時間目

14:30

6時間目

15:20

13:00

4時間目

～
13:50

5時間目

11:50

12:15

12:15-13:00

清掃（場を清める）

スクールライフ（１日の記録）記入・提出

昼休み

選択授業受講可能

コミュニケーションの時間・部活・個別学習・実行委員会

選択授業

【中等部開講】　個別国語、個別英語、個別数学、ゲームコミュニケ―ション、器楽、ビューティ、

　　　　　　　PC基礎、レクリエーション、ウォーキング、創作芸術

【高等部開講】　心理、英会話、書道、数学検定、日本文化、鉄道、大学受験学習など

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

出席確認

松実塾

現役大学生

（・つくば大学

 ・慶應義塾大学

 ・早稲田大学

 ・津田塾大学）

による個別指導

中３英語
（中１国語、英語まなび、

歴史、小論文、日本史）

中３国語
（地理、中２英語、

英語まなび、

受験英語Ⅰ、日本史）

中３音楽
（中１数学、受験英語Ⅱ）

公民
（中１国語、中２数学、

数学まなび、福祉資格）

中３学活

※必須

選択授業

・国語学修

・ハイレベル数学

・ライフデザインアワー

・Enjoy English

中３国語

（中１理科、中２英語、

英語まなび）

（英語まなび、中２数学、

数学まなび）

※これは令和４年度版です。今後変更される場合があります。

（中２音楽）

（数学まなび、中１英語、

中２理科、企画、ドローン）

（中１音楽、歴史、

受験英語Ⅲ、

本とのふれあい）

（数学まなび、

中１英語、中２国語）

中３数学

公民

中３英語

探求

※必須

中３総合

※必須

中３数学 中３理科

合は、同じ時間に開講されている科目の中から授業を選択し

て受講できます。

例；月曜日１時間目は「中３英語」ではなく「英語まなび」を選択

する、または高等部校舎で開かれる「日本史」を選択して、発

展的な学習をすることなどが可能です。

学年の壁を越えて交流できる時間です。室

内・室外でのレクリエーションを通して共生

を学びましょう。

レクリエーション
主に英検の合格を目指す生徒に対して学習

環境を提供します。５級から３級（準２級）の合

格を目指す生徒を対象としています。

個別英語（英検）
集団授業形式ではなく、個別学習で自身の

興味のある数学を学習しわからない部分は

質問しながら学習できます。

個別数学

小学校の学び直しから高校受験対策、漢字

検定、日本語検定対策など、個人の習熟度

に合わせて個別指導します。

個別国語
食の栄養の勉強から、ネイルやメイクのデザ

インまで、美を追求しながら学んで行きます。

ビューティー
タイピング練習から動画編集、ワープロ検定

の対策まで、スタンダードなパソコンスキル

を身につけられる授業です。

PC基礎

イラスト、もの作りなど芸術・創作活動を行う

時間です。得意なことを伸ばす、好きなこと

に取り組める環境を作ります。

創作芸術
音楽が好きな人が集まって一緒に合奏した

り、好きな音楽を紹介しあったりします。定期

的に曲を仕上げて、学園祭等で発表します。

器楽
字形の学習や文学研究、創作にふれること、

また、変体仮名の古典にふれるなど、日本語

や日本文学に親しむきっかけを作ります。

国語学修

高校受験出題レベルの数学の学習を行いま

す。状況に応じて数学検定のサポートなども

行います。

ハイレベル数学
他者との共生を基軸におき、もの作りなど共

同作業、テーマを決めてのディベート、付き

合いの方法などを学習します。

LDH（ライフデザインアワー）
「勉強」としての英語ではなく、洋楽や洋画、

絵本、詩などを取り扱って楽しみながら英語

を学びます。

Enjoy　English

そして！！！毎日の午後の授業と金曜２・３時間目は自分の取りたい授業を選べます！！

健康増進、運動不足解消、気分のリフレッシ

ュを目的に、季節の変化などにも目を向け

ながら学園周辺を歩きます。

ウォーク
ゲームを趣味とする同級生や他学年と交流

を深めることで、学園生活がより楽しいもの

になるチャンスが生まれます。

ゲームコミュニケーション

英語まなび 数学まなび 数学まなび

英語まなび

日本史

受験英語I

受験英語II

受験英語III

※希望制

※少人数

※数学

　国語

　英語

　英検
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学年行事
部活動

天池キャンパス
入学式

オリエンテーション

春季

自然体験学習
映画鑑賞会 レクリエーション大会 生徒 VS 教員野球大会

４月　　　　　　５月　　　　　　６月　　　　　　７月　　　　　　８月　　　　　　９月　

ハロウィーンパーティー

秋季自然体験学習
松実祭 社会科見学

スポーツ大会

写生会
卒業式卒業遠足

１０月　　　　　　１１月　　　　　１２月　　　　　１月　　　　　２月　　　　３月

　たくさんのイベントで、学園の五つのふれあいである、自然・人・本・家族・地域とふれあい

ます。学園に入学して最初に行われるオリエンテーションや自然体験学習ではみんなと仲良

くなり、たくさんの友達を作ることができます。

　長野県小諸市にある天池キャンパスは自然豊かな環境の中で

の体験学習や、サマーキャンプなどの宿泊行事で利用します。そ

の他、部活動の合宿や夏期講習などの集中講座も開校しており

ます。楽しい思い出が詰まった素敵な施設です。

バスケットボール部

フットサル部

野球部

テニス部

バドミントン部

卓球部

文化部運動部

部活一覧

音楽部

演劇部

書道部

生物部

美術部

ねこ部

鉄道模型部

健康麻雀部

　松実高等学園には、さまざまな部活動があります。

運動部・文化部それぞれの部活にたくさんの生徒が参加し、楽しく

活動しています。



よくある質問

毎日登校できなくても大丈夫ですか？

大丈夫です。 松実高等学園では生徒が学園に合わせるのではな

く、 学園が一人ひとりの生徒のペースに合わせてサポートします。

自分に合ったペースでゆっくり学園生活に慣れることができます。

例 ： 週１日登校からスタートする生徒もいます。

在籍中学校への復帰はできますか？

Que
sti

on.
2

保護者様及びご本人が希望すれば、 いつでも在籍中

学校へ戻ることができます。

校則はありますか？

Que
sti

on.
4

校則は２つあります。

法律を守ること、 そして自分を大切にすることです。

高校進学はできますか？

Que
sti

on.
3

松実高等学園高等部へ優先入学できます。

松実高等学園の中高一貫教育により、 大学進学や専

門学校への進学、 就職等の自分の夢が実現できる進

路指導を行います。 春日部高校や開智など有名な公

立 ・私立の高校への進学ももちろん可能です。

制服はありますか？

Que
sti

on.
6

制服は２種類あり、 ネクタイ、 リボン等で様々な着こ

なしができます。 生徒さんには大変人気があります。

もちろん、 私服でもかまいません。

形も

２種
類

おしゃれ

な
カ
バ

ン

セーラー

タ
イ
プ
の
襟

Que
sti

on.
1
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　生徒の主体性・自主性・企画創造性を育むために、年間１０日の欠席に

ならない休み=”特別自主選択休暇“を取れるという制度があります。

例えば、今日お母さんが音楽鑑賞に行くけど私も行ってみたい。お父さ

んが有給休暇で会社を休んで釣りに行くけど僕も行きたい。そんな時は

学校を休んで家族と一緒に出かけていろいろな体験をしてください。

大切な社会勉強になるでしょう。その日の事を報告書にまとめて先生に

提出したら立派な課外学習として認定し、出席と認めます。この特別自

主選択休暇で得た様々な体験を通して自分の進路選択のヒントになっ

た生徒もいます。

生徒の報告事例

特別自主選択休暇

中等部３年生Mさん

　私は特別自主選択休暇を使って、

母が好きな海外のアーティストのラ

イブに一緒に行きました。ライブは

夕方からだったのですが、その日は

久しぶりに母と出かけられることに

なったので、都内で働く父とお昼に

合流してランチを３人で食べました。

とても美味しかったです。母が好き

なアーティストでしたが、このライブ

を観てすっかり私も好きになってし

まいました。ライブから帰ってきた

私は、英語と韓国語の学習に取り

組むことに決めました。でも勉強は

得意ではないため、ライブでもらっ

た感動を忘れず、海外の映画や音

楽などを通して楽しく語学を学び

たいです。この自主選択休暇で私

は楽しい思い出とキッカケを得られ

ることができて良かったです。



個別相談・体験入学について・・・

オンライン相談とは

こんな方におススメ

３日間の体験入学・・・

体験のお申し込みについて

体験期間中の登校・下校について

見学をご希望の際は個別相談の際にご予約をお取りさせていただきます。

見学・個別相談を随時受付けています。来園前に質問できるオンライン相談も実施しています。

来園が難しい方の為にZOOMを利用してPCやスマートフォンでご自宅から学園説明を

聞くことのできる仕組みです。

事前にご質問やお子様のことをじっくりとご相談していただく事ができます。

①移動が大変－距離や時間を気にせずじっくり相談できます。

②見学が不安－事前に学園情報を聞いてからゆっくり見学を検討できます。

③会話が苦手－対面でのコミュニケーションが苦手な方は、顔出しも不要なので、

　安心して気軽に相談できます。

④保護者様のみもOK－進学、進級を見越して先に保護者様が情報を知ることで、

　お子様に合った環境をじっくり考えることができます。

入学までの流れ

事前にお申し込みいただき、当学園で個別に相談・見学をしていただきます。

来園が難しい場合は、ZOOMアプリを使用しての入学説明を受けることができます。

事前に気になっていることを質問出来るので安心して見学することができます。

興味が湧いたら実際に校舎や生徒、授業の様子を見学できます。

HPやパンフレットの情報よりも実際に自分の目で見た情報が一番です。

気持ちを楽にして見にきてください。

体験してみないと発見できないことがたくさんあります。自分と同じ経験・気持ち

が分かる優しい仲間と楽しい先生が温かく迎え入れてくれるので安心して体験する

ことができます。

3日間体験をして入学希望がございましたら入学手続きに進みます。

在籍中学校へ当学園に通学する旨をお伝えください。

公立小・中学校で校長経験のある相談役が在籍中学校へご説明に伺います。出席扱い

等今後の連携もスムーズに取れますのでご安心ください。

松実高等学園中等部の学園生活に直接触れることができる体験入学は、

学園のカリキュラム、方針、お子様が実際に松実に馴染めるか試すことのできる期間です。

・見学時に体験をご希望の際は、ご案内担当者にお伝えください。

・見学後に体験をご希望の際は、入学相談室0120-980-683までご連絡ください。

・体験のご案内日程を調整させていただき、中等部（048-795-9755）からご連絡いたします。

・体験期間中の登園時は原則保護者様の同伴をお願いいたします。

・下校時のお迎えにつきましてはご家庭の判断でお願いいたします。

２日目以降の体験予約について

・体験期間中はお迎え時またはお電話で担任と打ち合わせいたしますので次回の体験日をご予約ください。

・お子様の様子や、当日の体験報告・今後の支援プランなど情報交換させていただきます。

体験終了後について

・三日目の体験終了後、お迎え時またはお電話で入学のご意志を確認いたします。

・入学の場合手続き期間中は体験延長として引き続き登園していただくことができます。

入学までのたくさんの発見をていねいにご案内！！

松実高等学園入学相談室・0120-980-683

入学相談室では登校スタイルや学習、 進路、 お友だちや先生とのコミュニケーションが苦手で、 学校に馴染

めずに悩んでいるお子様のご相談を平成１５年創立から受けてまいりました。 お子様が安心して生活できる「居

場所」 となりますよう、 学園説明から入学まで丁寧にご案内いたします。 また、 中等部では公立中学校で校

長経験のあるベテランの校長を中心に、 心のあたたかい優しい先生たちが生徒一人ひとりと向き合い、 ご家

庭とのつながりを持ちながらサポートいたします。 どうか安心してご相談ください。

個別相談・見学

オンライン相談

授業見学

体験入学

（３日間）

正式入学

入学相談LINE
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卒業生の手記

松実への感謝

PAST PRESENT FUTURE

　松実に入学したとき、 最初はとても緊張してなかな

かみんなと仲良くなれませんでしたが、 3 日目くらい

には友達もでき、 楽しい学校生活が始まりました。 楽

しく笑い合ったり、 ふざけたり、 時には悩み事の相談

にのったり、 泣いたりしました。 学園行事の自然体験

学習や球技大会、 クリスマス会でも、 協力し楽しむ事

ができました。 そんな私も、 松実に入学してから 4 ヵ

月がたちました。 今でも楽しい時間が続いています。

　電車通学なので、 学園へ行くまで少し大変ですが、

友達に会えると思うと全然平気です。

　友達も、 私が悩んだり、 気持ちが沈んでいる時に

は心配してくれます。 前の学校ではそいう友達がい

なかったので、 私にとって信じ合える友達だと思いま

す。 高校もこのまま高等部に上がるので、 頑張って

いこうと思います。

幸せの時間

　松実に入学したのは中 2 の春でした。 長いこと

家族以外の他人と極力関わらないようにしてきた

し、 話をしてもそのほとんどが大人だったから同年

代の子と仲良くなれるか不安で自分から歩み寄る

事が出来ませんでした。 そんなお世辞にも明るい

とは言い難い第一印象の私に、 話し掛けてくれた

友達に本当に感謝しています。 そんな中で徐々に

慣れていき、 今では自分から話し掛けたり、 一緒に

笑ったりと一歩前進！そんなちょっとした変化が一

松実に入学して

　私は友達の紹介で松実に入学しました。 その頃は

友人と大人しか信じられなくて怖くて怯えていました。

　頭の中では 「大丈夫。 ここにいる人はみんないい

人だ。」 そう思っていても身体が竦んで動けませんで

した。 そもそも松実に入学したのは、 臆病で人間不

信な自分を変えるためでした。 そのためにも自分を

変えなくてはならないのに実行に移せませんでした。

でもそんな私に話しかけてくれ、 笑いかけてくれる松

実の同級生や先生には本当にありがたいと思いまし

た。 初めて中等部のみんなとプリクラを撮った時は嬉

しかったな。 少しずつみんなを信じようと思えてきま

した。

　松実に行くまでは家で母に辛い辛いとしか言わず

楽しいことを話すことはほとんどありませんでした。

でも今は家に帰ってきて辛いなんて言葉は言いませ

ん。 むしろ次から次へと楽しい話が出てくるようにな

りました。 母も、 良かったねと笑いながら聞いてくれ

ます。

自分が変わるために

　私が松実に来たのは、 3 年生の夏頃でした。 来

てたったの半年ですが、 たくさんの思い出が作れ

ました。 この学園に来てからは本当に毎日笑顔が

絶えなくなりました。 友達とゲームをしたり、 一緒

にお弁当を食べたり、 お話したり ・ ・ ・ 当たり前の

ような事でも、 私にとってはその日々が何より大き

な思い出です。 夏のイベントのサマーキャンプでは、

バナナボートに乗って、 冷たい水を浴びたり、 友達

と一緒にお風呂に入ったり、 皆で夜中まで起きて

　私は松実に来てすごく変わりました。 前までは内気だった自分が友

達と自然に会話ができるようになり、 前まで嫌いだった学校も松実に

通い始めてからは毎日楽しく通うことができました。 松実に入学する前

の私はとても暗く、 外にもほとんど出ず、 部屋にこもりっぱなしの 1 日

を半年くらい送っていました。 そしてそんなつまらない日々が過ぎてい

る時、 お母さんがインターネットを通して松実を知り、 私にすすめてく

れました。 このことがキッカケとなり私自身がかわっていく第一歩とな

りました。 松実に入学してすぐに友達ができて、 毎日充実した生活が

送れました。 そういう日々が過ぎているとき、 私は少しずつかわって

いるんだなぁと実感しました。 松実に来てよかったと思うことは、 自分

自身の性格が明るくなり、 前まで苦労していた人とのコミュニケーショ

ンが今ではとても気楽に話ができたり、 遊んだりして友達の輪が広くな

りました。 これからの私は夢に向かって色んなことを学び、 また松実で

学んだ、 人とのコミュニケーションをいかしていきたいです。

　今の松実の生活はとても充実しています。 学校に

登校して友達と笑って勉強して、 たまに一人で外を

見て和んで、 電車に乗って家まで帰って今日も 1 日

がんばったねと自画自賛したりして・ ・ ・他の人にとっ

てはなんでもない 1 日が私にとっては幸せな日々

なのです。 松実に来て本当に良かった。 私を変える

大きな初めの一歩になりました。

ゲームをしたり、 今まで経験した事のないものまで

感じたこのサマーキャンプはイベントの中では一番

楽しかったです。 又、 皆と行きたいくらいです。

　本当に短い期間だったけど、 松実中等部に入れ

て本当に良かったです。 信頼できる友達も作る事

ができ、 尊敬できる先生にも出会えました。 何より、

本当の” 自分” と” 居場所” が取り戻せた事。 中

等部を卒業しても松実への感謝の気持ちと思い出

は、 一生わすれません。

番嬉しくて自分に自信が持てたりと、 松実に来て充

実した日々を過ごしていると思います。

　もちろん、 楽しいことばかりじゃないし、 やりた

いことばかりじゃない。 早すぎる時間の中に置いて

いかれそうになって焦ったりして、 泣きたくなるよ

うな瞬間も確かにあってイヤになるけれど、 そんな

自分の弱さに呑まれることのない人になりたいから

自分の足で一歩ずつ歩んで行くつもりです。
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学園情報

学園概要 学園の歴史

名　称　松実高等学園
運　営　ＩＳＭ株式会社
設　立　２００３年２月　　
本　部　埼玉県春日部市中央1-55-15

松実グループ
・松実高等学園中央校
・松実高等学園高等部ＡＮＮＥＸ
・松実高等学園中央ＡＮＮＥＸ
・松実高等学園谷原ＡＮＮＥＸ
  
関連機関
（社）松実教育総合研究所

経歴

ごあいさつ

理事長

　松実高等学園は平成 15 年に開校した新しい形の学校で

す。世の中が多様化しております。学習も多様化しつつあ

ります。個々の生徒に合った学習の場を生徒自らが選択す

る時代です。合わなければ合う学校を求める、積極的な生

き方の現われだと思います。松実高等学園は自分の得意な

ことを中心に学習できる環境を生徒の皆さんに提供してい

きます。高等部では高校卒業は勿論、大学への進学、資格

取得、就職等の自立のための支援を積極的に行い、進路を

確かなものとしてまいります。高等部には、推薦、単願、

併願の中学新卒の生徒や、進学した高校が自分に合わず転

校してきた生徒たちが新たな学習の場で、ハツラツと活躍

しています。

　初等部・中等部では小学校・中学校に在籍しながら松実

高等学園に通うことにより小学校・中学校が出席扱いにな

ります。これにより多くの小学生や中学生が埼玉県内や県

外から通ってきております。中等部からは高等部への進学

が出来ますので高校受験に煩うことなく自分のやりたいこ

とに思う存分、時間を当てることが出来ます。各クラスの

担任の先生も２０代から３０代の若さ溢れる先生です。生

徒の皆さんにとって松実高等学園が、学校であり、家庭で

あり、学習塾であり、 ふれあいの場であり、自立と共生の

場となるように教職員一同輝いてまいります。

・松実高等学園 理事長
・（社）ISM教育総合研究所 理事長
・ＩＳＭ株式会社代表取締役
・元共栄大学国際経営学部　非常勤講師
・元日本ＰＴＡ全国協議会会長
・元中央教育審議会委員（文部科学省）
・元教育課程審議会委員（文部科学省）
・元生涯学習審議会特別委員（文部科学省）
・元児童生徒問題行動等調査協力者会議委員（文部科学省）
・元埼玉県ＰＴＡ連合会会長
・元少子化への対応を促進する国民会議委員（内閣官房）
・元地球環境と資源エネルギーを大切にする国民会議副議長
・元青少年育成国民会議理事
・元日本教育会理事
・元日本ユニセフ協会評議員
・元生命保険会社役員

学園スタッフ

■松実高等学園中央校
埼玉県教育委員会指定
〒344-0067 埼玉県春日部市中央 1-55-15

■松実高等学園
　　小諸天池キャンパス

長野県小諸市

■高等部ＡＮＮＥＸ
〒344-0067 埼玉県春日部市中央 1-58-4

■松実高等学園中央 ANNEX（中等部）
文部科学省通達適用校
〒344-0067 埼玉県春日部市中央 1-58-2

■松実高等学園谷原 ANNEX・松実の森（初等部）
文部科学省通達適用校
〒344-0035 埼玉県春日部市谷原新田 2168-5

平成１５年２月　松実高等学園創立
平成１５年４月　開校（在校生７名）
平成１６年３月　高等部卒業生１名　中等部卒業生１名
平成１６年３月　埼玉県教育委員会より通信制高等学校の技能連携校の認定
平成１６年４月　新高校１年生３名入学
平成１７年３月　高等部卒業生０名　中等部卒業生６名
平成１７年４月　新高校１年生９名入学
平成１８年３月　高等部卒業生７名　中等部卒業生８名
平成１８年４月　新高校１年生１４名入学
平成１９年３月　高等部卒業生１５名　中等部卒業生１１名
平成１９年４月　新校舎完成移転
平成２０年３月　高等部卒業生２１名　中等部卒業生１４名
平成２０年４月　中等部新校舎移転・初等部開校　新入生５９名
平成２０年10月　初等部校舎（松実の森）完成
平成２１年３月　高等部卒業生３２名　中等部卒業生２７名　初等部卒業生２名
平成２１年４月　新入生５９名
平成２２年３月　高等部卒業生３７名　中等部卒業生３６名　初等部卒業生２名
平成２２年４月　新入生５９名
平成２３年３月　高等部卒業生５６名　中等部卒業生３８名　初等部卒業生５名
平成２３年４月　新入生７１名
平成２４年３月　高等部卒業生６１名　中等部卒業生２８名　初等部卒業生７名
平成２４年４月　新入生６３名
平成２５年３月　高等部卒業生６１名　中等部卒業生３５名　初等部卒業生５名
平成２５年４月　新入生６０名
平成２６年３月　高等部卒業生７０名　中等部卒業生３８名　初等部卒業生１２名
平成２６年４月　新入生６１名
平成２７年３月　高等部卒業生６５名　中等部卒業生３４名　初等部卒業生８名
平成２７年４月　新入生６０名
平成２８年３月　高等部卒業生６３名　中等部卒業生４５名　初等部卒業生１２名
平成２８年４月　新入生６８名
平成２９年３月　高等部卒業生７６名　中等部卒業生３９名　初等部卒業生５名
平成２９年４月　新入生７２名
平成３０年３月　高等部卒業生９９名　中等部卒業生３９名　初等部卒業生１４名
平成３０年４月　新入生６２名
平成３１年３月　高等部卒業生７５名　中等部卒業生４４名　初等部卒業生９名
平成３１年４月　新入生７７名
令和　２年２月　高等部卒業生６９名　中等部卒業生４１名　初等部卒業生１３名
令和　２年４月　新入生８２名
令和　３年３月　高等部卒業生６５名　中等部卒業生３５名　初等部卒業生３名
令和　３年４月　新入生５６名
令和　４年３月　高等部卒業生６６名　中等部卒業生３４名　初等部卒業生１０名
令和　４年４月　新入生５３名
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松井　石根
松井　幸子
松井　　寛
岩井　重一　（元東京弁護士会会長・アクト法律事務所所長）
柚木　　晃　（国際安心安全協会常務理事＜子供の安全・女性の安心実施危機管理＞
　　　　　　  警視庁四谷警友会会長・元警視庁警視長・元警視庁四谷警察署長・元警視庁蔵前警察署長
　　　　　　  元機動隊特科車両隊隊長）
安立　晴紀　（税理士法人エクス・パートナーズ会計事務所）
菅野　　純　（早稲田大学名誉教授）
YANAGIMAN ( 音楽プロデューサー）
丸岡いずみ　（元日本テレビ記者・キャスター）
HAMMER a.k.a. ViRGO（エンターテインメントプランナー）
落合　三郎　（元松実高等学園校長・元春日部市立春日部中学校長）
岡島　正男　（元東部教育事務所所長・元春日部市立粕壁小学校長）
竹村　昭治　（元埼玉県／越谷市教育委員会指導主事・元蓮田南中学校長）
原口　慎二　（元 ING 生命保険株式会社広報部長）
葛貫　庸子　（公認心理師・臨床発達心理士・学校心理士）
金井　俊二　（元春日部市教育委員会学務指導担当部長・元春日部市立豊春小学校長）
齋藤　　勉　（元吉川市教育委員会副主幹・元吉川市立東中学校長）
下川　孝広　（元宮代町立須賀中学校長）
齊藤　友昭
小林　通雄
荒川　　学
都築　功善　
　　

理　事　長
副理事長
学　園　長
顧　　問
顧　　問

顧　　問
顧　　問
顧　　問
顧　　問
顧　　問
相　談　役
相　談　役
相　談　役
統括校長

初等部校長兼心理研究室長
中等部校長
高等部校長
高等部副校長

高等部中央校校長代行
高等部中央校校長代行
中等部校長代行
入学相談室長


