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心 ふ る わ せ る 感 動 の 3 年 間 を と も に 過 ご そ う

春日部共栄高等学校

至誠一貫

《建学の礎》

本学園の創立者は、いかに困難な時代にあっ
ても、至誠
（至高の誠実さ）
の心を一生涯貫く
ことを自ら実践しました。この姿勢が共栄学園
の礎となっています。

理事長

岡野 實

本学園は、常に新しい時代に対応し
「時代と共にある教育」を

《本校の教育理念》

実践する中から、
「素晴らしい未来を築いていく人材」を育成する伝
統を築き上げてまいりました。優れた教養を身につけ個性を伸ば

個性と可能性を大切に
トータル教育で実現する
人間的成長と
学力増進

す教育、成長と向上を目指して自己を磨いていく心を養う教育、こ
の2つを柱として全人的教育を実践していこうというのが私どもの
理念です。
人間は、ひとりひとり必ず何かを成し遂げる可能性を秘めていま
す。生徒たちには、高校生活を通じて、自分だけが持つ才能を信
じて、大きく翼を広げてほしいと思います。さらに急速に発展する
国際化社会、情報化社会に、日本の将来を担うべき生徒たちが自
らの可能性を信じ、知・徳・体のバランスを高めていけるよう、本
学園は今後も、理想の教育を追求してまいります。

世界に
目を向けた教育

世紀の国際社会で︑
ゆとりとやりがいを感じて生きていくために︑
まず︑英語を話せるようにしましょう︒
そして︑専門分野の技術と知識を身につけましょう︒
行動範囲が広がり︑視野が豊かになります︒
みなさんの活躍のステージは︑
日本だけではありません︒
国内の大学を出た後︑
海外の大学院で学んでいる
本校の卒業生がたくさんいます︒
本校では世界に目を向けた
教育を目標としています︒

年令相応の
社会貢献

感謝されて︑うれしくないと思う人はいません︒
人は生まれながらにして
人の役に立ちたいと思う
気持ちを持っているのです︒
そこで本校ではボランティア教育にも
力を入れています︒
若い頃は︑他の人から教えられるものの他に︑
自分で獲得していかなければ
身につかないものがあります︒
社会に貢献することで︑
それらを得ることができるのではないでしょうか︒
多くの人たちと交流しながら︑
お互いに高めあっていく喜びを感じてください︒
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社会から求められている
「思考力・判断力・表現力・英

《本校の校訓》
語力」を身につけていきましょう。

1）自主自律
2）明朗勤勉
3）協調奉仕
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本校の目指す教育

AI（人工知能）全盛時代を強く賢く乗り切るために

〜 磨こう
！知性・品性・感性・個性 〜
〜 伸ばそう
！生き抜く力・
考え抜く力・やり抜く力 〜

宇野 禎弘
学校長

グローバル社会の一員としての自覚と覚悟を持って、

生徒相互が尊重しあい刺激しあいながら、
「 勉強・部

活動・学校行事」の三つに情熱を燃やし、心震わせる3

年間を過ごそう
！

春日部共栄高校はチャレンジする生徒を全力でサポー

トします。

本校教育の 大目標

つの目標のすべてが
チャレンジ精神に貫かれています︒
世 界 を 視 野 に入 れ て ︑
自分の夢を大きく広げてください︒
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成績に差が出てしまうのは︑
学力ではなく︑意欲に差があるからです︒
﹁どうしてもあの大学に受かりたい﹂
という意志が︑学力を大きく伸ばします︒
皆さんが大学を卒業するころには︑
大学院に進学することが
今より更に一般的になるでしょう︒
本校の進学教育は大学に
合格することで終わりではなく︑
将来の夢までを視野に入れたものなのです︒

進学教育

﹁文武﹂の﹁武﹂は︑部活動だけではありません︒
﹁自分のやりたいこと﹂と勉強の両立が︑
本校のめざす文武両道です︒
何かに向かって走ろうとすれば︑
高いハードルが立ちはだかることもあります︒
幾多の障害を乗り越えた自信が︑
将来︑自分を強く支えてくれるのです︒
部活動︑生徒会活動︑行事︑ボランティア⁝︒
みんなと協力してひとつのゴールに向かいながら︑
﹁文﹂と﹁武﹂に一生懸命に打ち込んでください︒

文武両道
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建学の礎

至誠
一貫

独自のコース制で
難関大学現役合格を目指します
進化し続ける春日部共栄

「文武両道」の実践は、自分自身に誠実に向き合うことから始まります。
それぞれのコースの特性の中で、生徒各自が自分らしさを生かし、
それぞれの「文武両道」を果たせる環境が本校にはあります。

〉1年次 〉
〉
● 全コースで月曜7限授業開講

選抜コース

!

月曜日は原則、 全クラブが活動を休止し、 全コースで7限授業を実施
します。さらに8限も活用し、 学力アップを図る一日としています。
（選抜、 特進E系は金曜日も７限授業を実施します。また、 全コース
で部活動の制限はしていません。）

特進コースE系

● 全コースで
「1国立、 1早稲田合格！」を

かなえられるカリキュラムです！

特進コースS系

1年次の全コースで学力を引き上げ、 大切な2年次からの2年間を本
人の意欲、 学力をみてコースを再編成していきます。

保護者、 生徒諸君が持つ
「部活を続けながら難関大学現役合格！」の夢に応えます。

副校長

小南 久芳
理科

真のリーダーには「文武両道」が求められる
本校では、建学の精神のもと、知徳体が調和した全人的人間の育成を目指し、文
武両道をモットーに、
「柔軟で独創的な発想を生む英知」、
「他人への思いやりの心や困
難に屈しないたくましい心」、
「果敢かつ大胆な行動力」、これらを兼ね備えた真のリーダ
ーを育成したいと考えています。
その実現に向け、進路希望を見据えた学習に対する真摯な姿勢と、部活動等を通じ
ことを奨励し、これを
て「他人との協力関係の構築や切磋琢磨の中で互いに高め合う」
両輪として「文武両道」の実践を支援しています。
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水泳部

管弦楽部

田山くん

くん
さいたま市立
常盤中学校

石橋

さん
さいたま市立
大宮東中学校

小美玉市立
玉里中学校
私たち野球部は本校のモットー
である「文武両道」を目標に掲
げ、日々勉学と部活動に取り組
んでいます。先輩たちが創り上
げてくれた良き伝統をしっかりと
受け継ぎ、それをより進化させ
て後輩たちに伝えていけるよう工
夫しながら練習に取り組んでい
ます。また、支えてくださる方々
への感謝の気持ちを忘れずに
これからも頑張っていくつもりで
す。今年の夏の大会もチーム
一丸となって「全国制覇」を目
指して精一杯プレーします。

私は「文武両道」をモットーとし、
〈勉強〉にも〈水泳〉にも真剣
に打ち込める環境が整っている
春日部共栄高校に魅力を感じ
て入学しました。共栄にはそのよ
うな環境を作って応援してくださ
る先生方がいます。また、良き
手本となって私たちをリードして
くださる先輩方と、励まし合いな
がら活動をともにする仲間がいま
す。この恵まれた環境の中で充
実した高校生活を送っているこ
とに感謝しながら、常に向上心
を持って活動していきたいと思
っています。

平野

私たち管弦楽部は、生徒自身
が部 活 動 運 営に参 加しなが
ら「自立した部活動」を進め
ていけるように努力しています。
年 2 回の定期演奏会を目標に
日々の練習に励み、本校のモッ
トーである「文武両道」を実
践するために、部活動を糧によ
り一層勉強に力を入れられるよ
うに工夫しています。昨年度も
顧問の先生方のご指導と部員
一丸となって練習に取り組んで
きた結果、全国高等学校選抜
オーケストラフェスタに 24 年
連続で出場を果たすことができ
ました。

2.3 年次 〉
〉
〉
選抜理系コース

吹奏楽部

石井さん
松戸市立
第四中学校
吹奏楽部は春日部共栄のモッ
トーである「文武両道」の実
践を目指して活動しています。
限られた時間の中で「実のあ
る学習で実力を身につけ、同
時にどれだけ効率の良い練習
を行って全体の演奏レベルを
上げることができるか」これが
テーマです。常に勉強法と練
習法を考えて工夫しています。
そうした努力の結果、昨年度
も全日本コンクールに出場する
ことができました。これからも、
勉強面、演奏面ともに日々向
上できるように活動していきた
いと思います。

東大・国立大医学部現役突破
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野球部

東大や医学部への現役合格を目標に、より密度の濃い進学指導を行
います。 志望大学に応じたカリキュラムや懇切丁寧な学習指導によ
り、 最高峰へのチャレンジャーを力一杯応援していきます。

選抜文系コース

難関国公立大学・早慶現役突破

特進理系コース

現役大学合格率約80% ！
2年次終了までに「大学入学共通テスト」
（新テスト）の出題範囲をほぼ
終了させるため、 3年次2学期からは二次試験・私大対策の演習を無
理なく授業で扱うことができます。また、 3年次文系には3教科型のコ
ースを設置し、 難関私大志望の生徒へのバックアップも万全です。

特進文系コース

教頭

加藤和己
地歴・公民科

「至誠一貫」の心で豊かな人間性を育み、 夢を実現しよう！
本校では建学の礎「至誠一貫」の精神のもと、自己に対しては夢に向かって失敗を怖
れず果敢にチャレンジし、他者に対しては敬意を払い謙虚な気持ちで接することができ
る豊かな人間性の確立を目指しています。
高校生活において、勉強はもちろん部活動や学校行事などさまざまなことに積極的に
取り組むことが大切です。そして良きライバルを持ち、誠実な態度で目標に向き合う姿は
仲間からも応援され、勇気や希望をもたらしてくれます。このようにお互いがそれぞれの
夢に向かって成長していけるのが春日部共栄高校です。
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建学の礎

至誠
一貫

2020年度大学入試改革に向けて

大学入試改革で求められる
「学力の三要素」をさらに大きく伸ばすため、
本校では様々な取り組みを行っています。

スタディサプリ
大学入試改革への対応と生徒個々人の学習をサポート
自分のペースで学びを深める

5

自分自身を振り返り、 未来を拓く

「スタディサプリ」はインターネットを通じて小学生の範囲

大学入試改革では主体性・多様性・協働性を計るため、

から難関国公立大対策まで 4,000講義、一万本以上の

高校での学びや諸活動をまとめた調査書やポートフォリオ

動画講義が受講できる学習サービスです。パソコンとスマ

の提出が求められます。これらの作成にあたり、日々の学

ートフォンでいつでも受講できるため、部活動で自学や通

びや学校行事、部活動等の成果を蓄積していく必要があ

塾時間が取れなくても、移動時間等のちょっとした空き時

ります。
「スタディサプリ」には日々の学びや諸活動を蓄積

間で受講できます。また、年２回の既習範囲の定着度を

する機能があり、各自のポートフォリオ作成をサポートしま

測る到達度テストと連携し、弱点部分を効果的に克服す

す。また、それらの蓄積を通して自分自身の活動や学び

ることができます。

を振り返り、より良く自分を知ることで、目指す未来を具
体化し、実現していきましょう。
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オンライン英会話
大学入学共通テスト、英検二次試験対策
マンツーマンレッスンで
一生ものの英語力を！
オンライン辞書サイトを運営するウェブリオ株式会社が提供している英
会話プログラムで、フィリピン人講師とマンツーマンでレッスン行います。
授業で学んだ英語の4技能を、実際に １対１の会話で存分に使ってみ
ることで、新テスト対策や英検対策としてはもちろんのこと、今後の英語
学習の大きな動機付けにもなります。また、英語で自分の考えを表現す
る能力がさらに向上し、一生ものの英語力が身につきます。

メディカル論文講習
医歯薬系合格に向けた専門講習
元東大講師の医学博士が個別指導
今年は医学部医学科に10名合格 !
医歯薬看護系全体では116名合格！
医療系入試には、面接と論文は必須。しかも、この２つには、今問題
になっている安楽死や周産期医療、終末期医療などの専門知識が要
求されます。そこで、元東大講師で医学博士の先生を招き、志望大学
ごとに個別で指導していただきます。

セミナーハウス

小論文トレーニング

代々木青少年オリンピックセンターでの
勉強合宿

国公立二次試験、ＡＯ・推薦入試対策

励まし合い、刺激し合い、集中力と
持続力を養う

記述の腕を磨くとともに、
コミュニケーション能力も育成
年に３回ほど実施。１・２年生は必修で、３年生は希望

学校を離れて代々木にある青少年オリンピックセンター

制です。選んだテーマをもとに小論文を書いて提出し、

で行う勉強合宿です。教科は、国語・数学・英語の３

添削されて戻ってきた小論文を参考にして、合格点が

科。今年は夏休みに３泊４日の合宿を計４回行います。

得られる書き方を学んでいきます。大学受験の記述対
策とともに、書くこと・読むこと を通してコミュニケーショ
ン能力を育成することもねらいです。また、大学進学後
にレポートや論文を作成するためのトレーニングにもなり
ます。
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本校独自の各種講習

生徒一人一人の希望進路の実現のために

合 格ろう会 チームＴ

東大入試問題攻略講習

チームの結束力で東大現役合格を勝ち取ろう
「チームＴ」の「Ｔ」
とは「東大」のこと。東大現役
合格の実績と手応えのもとに、全員現役合格をめ
ざして実施されています。受験は、団体戦。東
大合格という同じ目標を掲げた生徒たちがチーム
を組み、切磋琢磨しながら勉強に励みます。科目
は、英・国・数・理・社の５教科。対象学年は1
年生から３年生までです。３年間をかけて、良きラ
イバル同士として結束を強めながら学力を磨きま
す。時間は、朝の０限目や放課後。二次試験であ
る
「論述問題対策」に重点を置き、東大の過去10
年間の入試問題を徹底的に研究した本校教員が
演習形式で授業を行います。

合 格ろう会 チームＷ

早稲田大入試問題攻略講習

チームの結束力で
早稲田現役合格を勝ち取ろう
「チーム」の「Ｗ」
とは「早稲田大」。
「チームＴ」
と同じように、みんなで励
まし合い、高め合いながら、早稲田大全員現役合格を勝ち取ります。
科目は、英・国・数・理・社の５教科で、対象学年は1年生から３年生
まで。朝の０限目や放課後に、早稲田大の最新入試問題に取り組みま
す。本校の教員が、十分理解できるまで徹底的に解説します。

春期・夏期・冬期休業中の講習

長期休暇を活用した講習

志望大学に合わせて、 選べる講習を用意
全学年が対象です。夏休みは３日間の講習を５回実施。
「古文単語」
「古典
文法」
「早稲田の英語」
「センターの数学」などなど…。生徒が自分にあった
講習を選べるようにしています。春休みと冬休みの講習は５日間。問題演習
を中心に行います。
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数学オリンピック
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数学オリンピック講習

チャレンジャーの特訓講座

毎年多くの生徒が挑戦！

数学オリンピックは、世界的数学者の登竜門。この予選に毎年多くの生徒がチャレンジ
します。卒業生や数学科教員の協力により、この生徒たちに向けた特訓研究会が7月か
らスタート。冬休みには6日間ほどの集中学習会を実施し、1月中旬の早稲田大学理工
学部で行われる数学オリンピック予選大会をめざします。過去17回の挑戦で予選合格
（A合格）
は7名、予選準合格
（B合格）
は142名に達しています。なお、予選合格者
（Ａ
ランク）
、予選準合格者
（Ｂランク）
の生徒に対しては、早稲田大学を始めとする多数の大
学が特別選抜入学試験制度などの特典を設けています。

卒業生特別講習

本校卒業の現役大学生による講習

大学生の先輩が体験を交えながら、
学習のポイントと心構えをアドバイス
本校を卒業した東大や早稲田大、慶應大の大学院生などが

この講習では、現役の大学生や大学院生である先輩たちか

これまで担当してきた伝統の特別ゼミです。親しみやすい雰

ら、受験対策だけでなく大学・大学院の授業、研究や学生

囲気の中、大学生の先輩が自分の経験をふまえた入試問題

生活などについての最新情報も得られます。この講習を通じ

対策などを直接指導。疑問点やつまずきやすい学習事項に

て、指導を担当する大学院の先輩の姿に憧れ、大学院へ

ついても丁寧な解説をしてくれます。じっくりと時間をかけて

進学する生徒が増えています。

講習を受けられる点が生徒たちに好評です。

私たちがサポートします（卒業生特講のスタッフ）
高校時代は予備校に通わずに、共栄のカリキュラムに沿っ

力がつきます。私たちが現役で大学に合格できたのもこのお

て受験勉強をしていました。共栄では現役合格を後押しす

かげだと思っています。今度は私たちが自分の経験を活かし

る様々な取り組みが行われており、それに参加すれば自然と

て後輩たちのサポートをしたいです。

寺澤さん

石鍋さん

原さん

藤澤さん

平成25年卒業
東京工業大学
第1類

平成26年卒業
早稲田大学
先進理工学部

平成27年卒業
早稲田大学
政治経済学部

平成28年卒業
東京学芸大学
教育学部

春日部市立中野中学校出身

春日部共栄中学校出身

春日部共栄中学校出身

春日部共栄中学校出身

8

建学の礎

至誠
一貫

生徒の視野を世界に広げる
グローバルプログラム

これからの国際化時代に生きる生徒には海外に飛びだすチャンスを与えたい
将来、世界のリーダーになるためには、国際理解を深め、
国際感覚を磨くことが必要です。そうしたものを身につけるためには、
まず海外に飛び出すこと、そして直接外国の人々と交流することです。

1）修学旅行

2年生全員が約1週間の行程で、オーストラリア
（ゴ―

ルドコースト）
を訪れます。現地大学のキャンパスツ
アーに参加する学生同士の交流や雄大な自然に触れ
る国立公園観光など、修学旅行に組み込まれている
さまざまなプログラムは、自分の語学力を試すよい機
会となることでしょう。また、海外旅行ならではの「異
文化体験」は、帰国後の勉学への考え方や進路決
（写真は昨年のシンガポール・マレーシアのもの）

定の参考になる点も多く、共栄生にとって最も印象
深い行事になっています。

2）語学・文化交流プログラム

春日部共栄高校では、相互異文化理解を目的とす
る国際交流活動の一環として、交換留学生を受け
入れています。ここ数年は2・3名の留学生が本校に
1年間滞在し、日本語や日本文化について研修を積
み、帰国しました。お互いの言語や文化を学び、国
境を越えた友情を育んでいます。

韓国の留学生と
文化交流
一週間程ホームステイ
を体験。本校で授業見
学や文化交流をした後、
浅草・原宿など一緒に
観光しました。

9

日本インド
学生会議
インド人大学生12人と
本 校 生 徒が環 境・教
育・福祉について、英
語でディスカッションを
行いました。

3）

ボストンにある大学のキャンパスで、他国から来た同
年代の学生たちとともに、英語力やコミュニケーション
力
（自ら発信する力）
を高めていくプログラムです。10日
間の期間中には、英語クラスや寮での共同生活だけで
なく、ハーバード大学やMIT（マサチューセッツ工科
大学）
など世界のトップクラスの大学を訪問し、そこに
通う日本人学生や研究者と交流する機会を持つなど、
日本では決して体験できないアクティビティが豊富に組
み込まれています。

4）オーストラリア海外研修

K ASUK ABE KYOEI HIGH SCHOOL 2019

高校1・2年 ボストン・
グローバル人材育成
プログラム

2年生の夏期休暇に、海外研修を実

施しています。参加者は7月下旬に日
本を出発。オーストラリア・ニューサウ
スウェールズ州に滞在します。現地の
高校での授業、地元の人々との交流、
ホームステイなどを通して、異なる文化
や習慣を体験し、国際感覚を身につけ
る機会になっています。

5）KICプログラム

日本の大学に留学中の大学生・大学院生と日本文化をテーマにプレゼン記事
を共同制作。言語や文化への相互理解を深め、異文化コミュニケーション
能力を高めます。こうした活動を通じて、それぞれの国の習慣の違いや考え
方、行動が違うことを理解し、国際間の協力では粘り強く交渉することの大
切さも知ることができるでしょう。
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建学の礎

至誠
一貫

大きな飛躍を遂げた
共栄生の2018年
東工大、北海道大、東北大、筑波大、秋田大（医）など
国公立大73名合格。ほか、早稲田大、慶應大、上智大、東京理科大
など、難関私立大に多数合格。医学部医学科に10名合格。

「第一志望は譲らない」
という方針が、
国公立大、
私立大とも高い現役合格率を実現し、
生徒たちが夢を持てる学校として着実に成果を上げています。
近年は東大・京大をはじめ多くの難関国公立大学に合格。
私立大学では早稲田大・慶應大を中心とする首都圏主要大学を中心に
毎年のべ1000名以上の合格者を出しています。

年々伸び続ける現役合格実績は、 こうして生み出されています
● 授業は１回目の復習
● 中間・期末テストを短期目標に
● 校内実力テストを中期目標に
● 外部模試は入試の予想問題として積極的に活用
● 得意分野に大いに挑戦
英検、 TOEFL、 数学オリンピック、
物理オリンピック、 生物オリンピック、
化学グランプリ等への積極的な参加
● 勝負は大学院、 夢は世界のリーダーへ
東大オープンキャンパス

教務部長

進路指導部長

西條令一

駒崎達一

本校では「現役合格」を学習・進学指導の基本にしてコー

本校では「現役合格」にこだわりながら、毎年の先輩の実績

ス制のカリキュラムが組まれています。1年次は基礎力の充

を励みにして、後輩がそれを超える結果を出すというのが伝

実をはかりつつ「自学自習できる」地力を身につけることで学

統になっています。そして、それを達成するためセンター試

力の伸長を促し、2年次で文理のコースに分かれます。新

験には毎年ほとんどの生徒が受験をし、その後の私大、国

コースで基礎から応用まで幅広く学びながら、3年次には

公立二次受験へのステップにしています。一方学習面での

入試対策シラバスに従って、問題演習を中心に実践力を鍛

成長だけではなく、部活動・生徒会活動などの課外活動を

え、合格に向けて徹底した学習指導を行います。

通じて人間としての成長を重視しているのが、本校の「文武
両道」です。この両面から培った力は、
「大学までの人ではな
く、大学からの人へ」
という言葉の通り、進学後においても
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生徒の財産として生かされています。

国
東
北
東
筑
千
埼
東
東
電
群
宇
信
横
埼

公

立

京工業大
海 道 大
北 大
波 大
葉 大
玉 大
京学芸大
京農工大
気通信大
馬 大
都 宮 大
州 大
浜市立大
玉県立大

大

学

私

立

大

学
学
学
学
学
学
学
学
学
学
学
学
学
学

3
1
1
6
3
11
4
4
1
7
2
3
1
7

早 稲 田 大 学
慶應義塾大学
上 智 大 学
国際基督教大学
東京理科大学
学 習 院 大 学
明 治 大 学
青山学院大学
立 教 大 学
中 央 大 学
法 政 大 学

国 公 立 大 学 合 計

73

バンガー大学（ウェ―ルズ）

学

医 学 部・ 医 学 科

21
9
8
3
26
23
37
11
25
33
61
私 立 大 学 合 計 1076
海

外

の

大

秋 田 大 学
東京医科大学
日本医科大学
日 本 大 学
昭 和 大 学
杏 林 大 学
帝 京 大 学
国際医療福祉大学
医学部医学科合計

1
1
1
1
2
1
2
1
10

学
1
バンガー大（ウェ―ルズ）
中川さん

秋田大医学部
北村さん
バレーボール部

東京工業大
上野さん
コンピュータ部

東京工業大
吉木さん
ハンドボール部
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● 2018年度大学合格実績

東京工業大
川野さん
アーチェリー部部長

● 視野は世界へ、大学院へ

2 0 1 8 合 格 実 績 （4月1日現在）

主な海外の大学進学先
エディンバラ大学 ……………………………………… （スコットランド）
バンガー大学 …………………………………………………（ウェールズ）
アーカンソー州立大学 …………………………………………（アメリカ）
ミズーリ州立大学 ……………………………………………………（アメリカ）
カリフォルニア州立大学サンノゼ校 …………………………（アメリカ）

73名

国公立大

ロンドン大学 ……………………………………………………………（イギリス）
ビクトリア大学 ………………………………………………………（カナダ）
シドニー大学 …………………………………………………（オーストラリア）
ユニカップ大学 …………………………………………………（ブラジル）
カレル大学 ………………………………………………………………（チェコ）
アーヘン大学 ……………………………………………………… （ドイツ）
コロラド大学 ………………………………………………………（アメリカ）

64名

早・慶・上・理

プレーベン医科大学 …………………………………………（ブルガリア）
マッコーリー大学 ………………………………………（オーストラリア）
ワシントン大学 ……………………………………………………（アメリカ）
ミラノ大学 …………………………………………………………（イタリア）
クイーンズランド工科大学 ……………………………（オーストラリア）
トロイ大学 …………………………………………………………（アメリカ）
セントラルアーカンソー大学 …………………………………（アメリカ）

190名

G-MARCH

南イリノイ大学カーボンデール校 ……………………………（アメリカ）
アラバマ州立大学 ………………………………………………（アメリカ）
バークリー音楽大学 ……………………………………………（アメリカ）

主な大学院進学先
東京大学大学院

早稲田大学大学院

京都大学大学院

慶應義塾大学大学院

東京工業大学大学院

上智大学大学院

一橋大学大学院

中央大学法科大学院

東北大学大学院

学習院大学法科大学院

筑波大学大学院

イリノイ州立大学大学院

千葉大学大学院

ダルムシュタット工科大学大学院

名古屋大学大学院

コルビーソーヤー大学大学院

57名

医歯薬

0
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100

150

200
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モットーは

文武
両道

文武両道を実践し、難関大学現役合格

秋田大医学部
北村さん
バレーボール部
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東京工業大
上野さん

東京工業大
吉木さん

東京工業大
川野さん

北海道大
久保さん

コンピュータ部

ハンドボール部

アーチェリー部部長

陸上競技部

筑波大
岩田さん

茨城大
武藤さん

アーチェリー部

慶應義塾大
北川さん

信州大
新倉さん

東京理科大
柳澤さん

陸上競技部

サッカー部

管弦楽部

ハンドボール部

東京学芸大
師岡さん

東京学芸大
和田さん

聖路加国際大
栗田さん

早稲田大
寺内さん

吹奏楽部

吹奏楽部

ソフトボール部

柔道部

早稲田大
神田さん

早稲田大
早川さん
アーチェリー部

法政大
千原さん

国際交流
国際ロータリー青少年交換留学生制度
留学した本校生徒

留学生が来校

国際ロータリークラブの支援により、
去年の夏から
1年間の予定で海外の高校へ留学しています。
左
から、
金子くん
（アメリカ）
・田村さん
（オーストリア）
・
永島さん
（スウェーデン）
です。

国際ロータリー青少年交換留学生制度により、
毎年受け入れています。
本年度はオーストリアと
アメリカからの留学生2名が、
本校でクラスの中
に入り1年間学んでいます。

ウールーウェア中学高校生が来校
オーストラリアのウールーウエア中学高等学校
の生徒22名が来校し、本校吹奏楽部との交流
演奏会が開催されました。
「音楽」
という共通言
語を通じ異なる国籍の生徒が心を一つにして合
同練習の成果を発表しました。

全国書写書道展覧会

放送コンクール

ソプラノで第4位

全国書教研連盟主催「第32回全国書写書道
展覧会」において、
関口くんが「書研賞」を受賞
し文京区シビックセンターに展示されました。

「第15回関東地区放送コンクール アナウンス
部門」に松葉くんが出場、
持てる力を存分に発
揮し最優秀賞を受賞しました。
（写真左）

「第32回全日本ジュニアクラシック音楽コンクー
ル 声楽部門」に合唱部在籍の畠中さんが出場
し、
高校生の部ソプラノで第4位に入賞しました。

英検準1級5人取得

競技かるた

将棋

多くの大学入試で利用されている英検。準1級
（大学中級程度）
に山岡くん・鈴木さん
（右）
・寺
内くん・金子さん・井出さん
（左、1年）
が、
みごと
合格しました。

競技かるた同好会の畑野さんが、埼玉県チー
ムとして関東大会
（団体戦）
に出場しました。本
校かるた部の県チームメンバー入りは2年連
続です。

囲碁・将棋部部長の武田くんが「第28回関東
地区高等学校文化連盟将棋大会」で、
ハイレ
ベルな戦いのなかで5位という快挙を達成しま
した。
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さまざまな方面で活躍する共栄生！

ボランティア活動にも励んでいます

サンタ大作戦
全校生徒からボランティアを募って行われるサンタ大作戦は、今年20回目
を迎えました。3日間で中・高合わせ100名以上の生徒の協力がありました。
吹奏楽部の演奏が鳴り響く中、多くの生徒が集まり、ボランティアの生徒が
心を込めて作ったお菓子はすべて売り切れました。今年の寄付金109,150
円はワールド・ビジョン・ジャパンに寄付し、世界の貧しい国の子供たちの
教育や生活の改善のために使っていただきます。
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建学の礎

至誠
一貫

英語

■ 授業の進め方

英語で自由に表現しよう！春日部共栄の英語力で世界へ！
みなさんは初めて英語に接したときに、大きな夢と期待を抱いたはずです。
「英語で外国の人々と自由に話したい、洋書をスラスラ読みたい、英語で手紙を書きたい」
英語に対する夢や期待を本校の徹底的なカリキュラムで実現しましょう。

角谷 寛人

飯田 桃子

アーチェリー部
顧問

美術部・コミックアート部顧問

■英語科からのメッセージ

英語を自由に使いこなす
トータルの英語力と
東大入試をはじめとした徹底演習
３年間の授業で、どの大学入試問題にも対応
できると同時に、海外でも英語で自由に表現でき
るよう４つの技能（読む、聞く、話す、書く）
をバ
ランスよく育てるプログラムが組まれています。
１・２年次では、単語力・文法力を徹底的に
鍛え、実践的な英文読解の基礎を確実に身に
つけます。３年次では東大をはじめとした難関大
学入試問題の演習を中心に、長文読解、英作
文、リスニング等の対策を徹底的に行い、実践
力を完成させます。

海外も視野に入れて
高校卒業後の進学先として海外の大学にも目を向けられる
よう、留学説明会を聞いたり、様々な海外研修・国際交流
の機会を用意したりしています。また、春日部共栄では海外
から留学生を受け入れることも多いので、校内でも日々国際
交流ができます。ぜひ積極的に「本物に触れる」
よう心がけ
てみてください。

Owen Frow
My name is Owen, and I am from England. In English

授業は先端のテクノロジーを駆使して、実生活のコミュ

classes, we focus on real life communication and

ニケーションやプレゼンテーションに焦点を当てて行っ

presentation, utilizing the latest technologies. A lot of

ています。多くの優秀な生徒が対話形式の英語学習プ

great students have enjoyed the interactive English
study program.

I am looking forward to helping you

all fulfill your great potential for English fluency. Let's
work together.
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私の名前はオウェンです。イギリス出身です。英語の

ログラムを楽しんでいます。これからも生徒たちが自らの
高い英語の潜在能力を発揮するよう、手助けしていきた
いと思っています。一緒に頑張りましょう。

■ 授 業 の 進 め方

着実な「授業」と多彩な「学びの場」で国語力の充実をはかります
「授業は１回目の復習」を合い言葉に、シラバスに沿った授業でしっかりと基礎力を養成します。
実践的な問題演習に早い時期から取り組むことで、多様化する大学入試に対し十分な実力を
身につけられるようにリードしていきます。
鈴木 聖矢

■国語科からのメッセージ

中学野球部顧問

中村 麻衣

人間活動の根源となる「言葉」の
習得のために

女子テニス部顧問

国語は読み、聞き、話し、考え、書く教科です。すべての人
間活動の根源となる
「言葉」について、春日部共栄の国語で理
解を深めてみませんか？「言葉」を自在に操ることは、他人の意
見を正確に理解し、人を納得させるための大事なツールとなりま
す。本校では、創意工夫に溢れた授業と副教材によって、その
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国語

「言葉」を多角的に捉え、理解を深めることにより
「言語活動の
自由」を獲得することを目指します。そこにこそ、皆さんの夢や将
来像を思い描くヒントが隠れているはずです。知的好奇心を絶
えず刺激し続ける環境が春日部共栄にはあります。
また、一方的な教授ではなく、ともに考え、語り合う学習を展
開することにより、皆さんの大学入試をしっかりサポートします。

古典は基礎から丁寧に
真の国語力を身につけるために

高校の国語では、古典
（古文・漢文）
を本格的に学習

知識偏重型の「国語」から、論理的・批判的思考力

します。全国の高校生の多くが苦手とする科目ですが、

や発信力、表現力を身につける
「真の国語」に向けて、 ご安心を。本校の古典は基礎からじっくり丁寧に学べる
本校では「クリティカル・シンキング」や知的書評合戦

授業計画を用意しています。
「漢文句形100」や「古文単

「ビブリオバトル」などを導入しています。在校生からも

語一語一訳」
といった共栄独自の副教材を用いながら基

高い評価を受けているこれらの取り組みは、楽しみなが

礎力を身につけた上で、文学作品を表面的な理解に留

ら論理的・客観的な思考力の向上が望める上、
「大学か

まらず、語源や歴史的・文化的背景等、多角的な視点

らの人」へのジャンプアップをはかる契機ともなります。

から古典へアプローチしていきます。

国語科

星 善博

中学校教頭

詩集「水葬の森」で
第15回「日本詩人クラブ新人賞」受賞
「日本詩人クラブ新人賞」
「埼玉新人賞」選考委員として
も活躍、また詩人としても高名な星先生の詩は、様々な国
の言語に翻訳されています。現在、朝日新聞「詩壇」の選

者およびさいたま文化賞選考委員も務めています。
・ 著書：
「けものすじ」
「水葬の森」
「静かにふりつむ命のか
げり」など
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建学の礎

至誠
一貫

数学

■ 授業の進め方

目標は第一志望全員合格！そのための数学を徹底指導します
数学は大学受験にも大きな影響力を持つ教科ですので、本校では基本をじっくり学習しながら、
一方で効率的な記述練習も取り入れて、着実に理解を深め、よりよい解答を表現できる指導を行います。
こうした指導の下で、生徒たちには自ら学ぶ楽しさを知ってもらい、主体的な学習の定着を目指します。
小篠 拓央

■ 数学科からのメッセージ

男子バスケットボール部・
数学研究部顧問

大澤 直子

第一志望合格に向けて、
主体的に考える力を養います

インターアクト部顧問

数学は計算をして答えを導き出すだけでなく、自らの考えを整理
し、論述として表現する教科です。本校の授業では生徒たちの考
えや発想を引き出すために、対話を大切にし、その中で主体的に
考え、自らの意見を発信する力を養います。そのような力は、大
学受験で大きく役立つだけでなく、社会の中でも必要不可欠な財
産となります。
数学の魅力である、組み立てる楽しさや解けたときの喜びを感
じてもらえるよう、基礎から応用まで丁寧に授業を行いますので、
中学校で数学が苦手だったという生徒も大丈夫。なにか疑問があ
れば遠慮をせずに、
「質問しなければ損だ」
という気持ちで、積極
的に先生方に質問してください。時間をかけて理解できるまで付き
合います。一緒に楽しく数学を学んでいきましょう。

学習習慣は
デイトレ （Daily Training）から

上位級合格を目指せ！
！
数学検定・数学オリンピック

学習習慣の確立はとても大切なことです。そのサポ

検定合格を目指すことによって、学習の目的が明確

ートをするのが デイトレ です。朝の時間に集中して

になり、意欲向上につながります。近年、受験におい

学習し、学習習慣の定着を図ります。毎朝30分程度

ても検定取得者を優遇する大学が増えてきています。

の短い時間ですが、その積み重ねがやがて大きなもの

その対策のため、講習会などを行いサポートもしていき

となり、また、家庭での学習習慣への足掛かりとなりま

ます。数学検定では準1級、数学オリンピックではAラ

す。1年次は授業進度に沿って演習問題をこなし、模

ンクを目指しましょう。

試などに抵抗なく臨めるような実践力を身につけます。
情報科

吉場 慎二 コンピュータ部顧問

「情報」に関することなら、まかせてください
一般書籍だけでなく、 教科書も多数執筆
情報分野に関する書籍の執筆・編纂
に関わり、丁寧で分かりやすい内容は好
評を博しています。主な著作は以下の通
りです。
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・教科書：
「みんなの情報Ａ」、
「みんなの情報Ｂ」、
「みんなの情報Ｃ」
・教師用指導書：
「みんなの情報Ａ」、
「みんなの情報Ｂ」、
「みんなの情報Ｃ」
・一般書籍：
「みんなのインターネット学」、
「みんなのパソコン学」

■ 授 業 の 進 め方

知的好奇心を持てば、きっと理科の力は大きく伸びるはずです
進路に合わせた選択制で、国公立大受験にも十分対応できる理科の力をつけていきます。
授業だけでなく、各種講習や添削指導などきめ細かな対応をしていますので、
知的好奇心を持って授業に臨めば、中学では苦手だったという生徒も十分伸びます。
■理科からのメッセージ

中山 大輔

斉藤 未紗

バドミントン部顧問

物理は面白い！
基本の考え方さえしっかり理解すれば、
物理の力は確実についていきます

合唱部顧問

物理は最も生活に身近な科目の一つです。身の回りの現象
を、好奇心を持って、
「どうなっているのだろう？」
と考えるところ
から物理は始まります。そこから授業で理解をして、
「あの場合
はどうなのだろう？」
とさらに疑問を持つことができるようになると、
どんどん物理が楽しく、面白くなります。なぜ、白い服の方が
涼しいのか、車はどういう原理で動くのか、一緒に考えてみま
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理科

せんか。なるほど！
と感じた時には、もう君は物理の世界に魅了
されていることでしょう。春日部共栄で物理の世界の入り口を
学び、そして、大学でさらに深く物理を学んでみましょう。

授業・実験・講習
さまざまなアプローチで化学力アップ！

「目に見える身近な生物」から
「ミクロの世界の生物」へ
教科書だけでは学習できない
現代生物学にもチャレンジ！
高校の生物では、中学までの「目に見える身近な

授業では、さまざまな実験結果の考察ができるよう

生き物」から
「ミクロの世界」へと視点を移し、１年を

に、まずは、幅広い知識を丁寧に学びます。そのあ

かけて徐々に大きなスケールへと話を拡大させていき

と、その知識を総動員して、計算を交えながら論理立

ます。また、ノーベル賞の受賞で注目を集める現代

てて実験結果の考察をします。また、実際に実験を見

生物学から、今の生物学を形づくる古典生物学にい

たり、実施したりして、知識のさらなる定着をはかりま

たるまで、生物学の持っている幅広い考え方に触れ

す。春日部共栄では、放課後や長期休業中にさまざま

てもらい、生き物の面白さを知ってもらいたいと思っ

なレベルの講習がありますので、是非そこで、難関大

ています。
「生物とは何か？」、春日部共栄で自分なり

学レベルの問題にチャレンジしてみましょう。

の答えを一緒に探していきましょう。

理科

足立 拓斗

テニス部顧問

春日部共栄の学習を支える本校出身教諭
春日部共栄中学校第1回生、 上智大学在学中「卒業生特別講習」担当
在学時、生徒視点から恩師の生き生きとした姿に憧れ

を体感しながら過ごしている」
ことに気付いたからです。本

を抱いていましたが、卒業生特別講習の経験で、春日部

校は生徒と教師が一体となって共に成長する喜びを感じる

共栄の教師になる気持ちが固まりました。そう思えた理由

ことができます。

は「春日部共栄は教師も生徒が間近で大きく成長する喜び

この春日部共栄で共に学びましょう。
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建学の礎

至誠
一貫

地 歴・公 民

■ 授業の進め方

成功する人は、新しいものを見る人ではない
同じものを違った角度から見る人である
民主的な社会の担い手として、その資質を高めるためには、物事を理性的かつ多面的に捉える力が
必要です。そこで、
『 地歴・公民』
の学習では自らの意見を持ち、それを表現し発信できる能力を養う
ことを目標とします。また、最新の入試問題にも注目し、演習を多くこなすことで難関大学受験にも対
応した指導をします。
■地歴・公民科からのメッセージ

能動的学習から
問題解決能力を身につける！

野崎 正也
ハンドボール部顧問

鈴木 香奈子
バドミントン部顧問

春日部共栄の地歴・公民の授業で
は、生徒が主体となる
「アクティブ・ラー
ニング」を積極的に取り入れています。
一方的な受動的学習にならないよう、書
く・話す・発表するなどの活動と関連さ
せて「考えること」を大切にしています。
能動的な学習を通して、自ら課題を見
つけ、考え、解決する能力を身につける
とともに、自分の考えを発信できる、グ
ローバル社会のリーダーとしての資質を
磨きましょう。

東京大学をはじめ、
難関大学入試に対応する力を養成します

センター試験での高得点を目指しながら、
社会の一員としての資質を養います

「考える」
ことを大事にした授業を通じて得た論理的

本校の社会科の授業は「覚えることだけ」を目的とし

思考力と確かな知識を大学入試に対応させるために、

ていません。ものごとの成立した「理由」を考えることを

高校3年次からは徹底した演習形式の授業を展開しま

重視した授業を展開し、新テストにも対応できる思考

す。問題演習を通じてそれまでの授業の復習を何度も

力・判断力・表現力を養います。過去を学び、現在

行う、スパイラル学習で大学合格を勝ち取る実践力を

を知り、そして未来を考えられる力を身につけましょう。

養います。

地歴・公民科

台 光太郎

競技ディベート部顧問

知識を知識として終わらせない
「現在と過去との対話」で養う論理力
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「論理」
とは何でしょうか。それには「分ける」力と
「つな

ことが大切であり、その手法の1つとして過去起きた事象

ぐ」力が大きく関係します。地歴・公民いかなる科目にお

との連関・相違に着目します。
「現在と過去との対話」を実

いても、現在起きているさまざまな事象を理解・分析する

践する授業を通して社会を視る眼を養います。

■授業の進め方

文武両道の基礎となる身体と心を育てます
現代の社会で活躍するためには、
体力やチームワーク、医学的知識は不可欠な要素です。
本校では、人間力育成のために保健体育も重視します。
■保健・体育科からのメッセージ

林 大樹

嶋先 麻美

柔道部顧問

女子バスケット
ボール部顧問

リーダーにふさわしい
身体と体力を！
いろいろなスポーツ競技を通じて楽しみながら
身体を鍛えるとともに、チームワークを身につけ、
他方で人間の身体の仕組みや成り立ちについても
学びます。文武両道の生き方を重んじる本校で
は、保健体育の指導にも力を入れています。
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保健・体育・芸術

中学・高校時代は男女を問わず、心身の成長
がもっとも著しい時期にあたります。この時期に自
らの心と身体を科学的に認識し、分析する力を身
につけると共に、運動する楽しさを知り、心身を
鍛える習慣づけを行っておくことは、将来学問や
仕事に打ち込み、世界で活躍する上での基礎に
なります。
保健・体育科

戸川 晴夫
水泳部顧問
（インターハイ
総合優勝 3 回）
国体・天皇杯優勝

平成19年度 文部科学大臣優秀教員表彰

平成22年度「埼玉文化賞」を受賞
平成26年度「体育功労賞」を受賞

春日部共栄水泳部監督として、県水泳連盟副理事長・強化委員長として
オリンピック選手等多くの選手を育ててきた戸川先生。インターハイ総合優
勝、国民体育大会天皇杯２位など、埼玉県の文化向上に貢献してきたこと
が評価され、
『 埼玉文化賞』
を受賞しました。
平成24年には、国民体育大会埼玉県水泳総監督として臨み、45年ぶり
に天皇杯優勝を成し遂げました。 （平成26年にも天皇杯優勝しました）

音楽科

織戸 祥子

吹奏楽部顧問

第65回全日本吹奏楽コンクール唯一の女性指揮者、
最年少指揮者として吹奏楽部を率いて出場
伝統ある部活を本校OGの先生が受け継いでいます
在学中吹奏楽部でコンサートマスターを務めていた織

く伝えると共に、音楽活動を通して、卒業後も自ら幸せ

戸先生が、現在は顧問として吹奏楽部に戻ってきていま

な人生を切り開いていける力を身につけて欲しいという指

す。自身が春日部共栄吹奏楽で得たことを生徒たちに熱

導理念のもと部を率いています。
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モットーは

文武
両道

クラブ活動 Ⅰ
世界大会、 全国大会で活躍！

◎世界大会に出場
水泳部

国際大会優勝
日本高校新記録
（女子200ｍメドレー）
！
インターハイ女子総合準優勝
（2年連続）
！
インターハイ大会新記録
（女子400ｍメドレー）
！

第72回国民体育大会県予選の女子200ｍメドレーリレー
において染谷・宮坂・田嶋・横田の各選手が日本高校新記録
を樹立しました。
アジアエージグループ選手権(ウズベキスタン・タシケント開催)に宮坂さ
んと染谷さんが日本代表として出場し、宮坂さんは5種目で染谷さんは4
種目で優勝しました。

パワーリフティング部

世界大会へ5年連続出場！

第85回インターハイ女子学校対抗総合準優勝（2年連続）
に輝き、女子400ｍメドレーリレーでは大会新記録で優勝
の快挙を遂げました。

サブジュニア全日本選手権大会で林くん
が74キロ級で優勝し、世界大会（アメリ
カ）
に日本代表として出場しました。
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吹奏楽部
全日本吹奏楽コンクール銀賞 !
日本管楽合奏コンテスト全国大会で最優秀賞と特別賞を受賞 !
西関東アンサンブルコンテスト金賞 !

全国3000校以上のうち全国大会への切符を手にするのはわずか30校の狭き門に、
通算13回目の出場を果たし銀賞を獲得しました。

女子バレーボール部

男子バレーボール部
インターハイへ

アベック出場！
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◎全国大会に出場

男女とも決勝リーグを勝ち抜き、
女子は3年ぶり16回目、
男子は4年ぶり10回目のインターハイ出場を決めました。

陸上競技部

アーチェリー部

インターハイ2年ぶり14回目の出場

インターハイ女子団体5年ぶり15回目の出場

入江くんが800m・1500mで、斎藤くんがやり投げでインターハイに出
場しました。

女子団体で保永・石原・粕谷・岩田の各選手がインターハイ出場を決
めました。

HIP HOP部
USA Nationals大会、
冬季ダンスドリル大会ともに
全国大会出場！
冬季ダンスドリル大会ではHIPHOP男女混成部門で、
またUSA Nationals大会ではHIPHOP Small編成部
門で選抜チームが全国大会へ出場しました。
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モットーは

文武
両道

クラブ活動 Ⅱ
野球・水泳・男女バレーボール・吹奏楽・管弦楽

輝かしい成績には理由がある
「好きなことに、とことん取り組み、勉強と両立していく」
これが共栄生が共通に持っている姿勢です。
とことん取り組むとは、日々の努力を惜しまず継続していくことです。
野 球 部

部員の主な進 学 先

一橋大、千葉大、筑波大、横浜国立大、
埼玉大、宇都宮大、茨城大、東京学芸
大、電通大、信州大、防衛大、東京理
科 大、 学 習 院 大、 慶 應 大、 早 稲 田 大、
立教大、明治大、法政大、日本大、駒
沢大、青山学院大、専修大、國學院大

野球部
平成20年卒業
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春・夏甲子園出場（平成3年）
第75回全国高等学校野球選手権記念大会準優勝（平成5年）
第27回明治神宮野球大会準優勝（平成8年）
春・夏甲子園出場 春ベスト8（平成9年）
全国高等学校野球選手権大会出場（平成17・26年）
関東大会 秋優勝1回 春優勝1回 春準優勝1回
県大会 秋優勝5回 春優勝4回 夏優勝5回

野球部
平成22年卒業

水泳部
平成18年卒業

斉藤さん

中村さん

古賀さん

埼玉西武ライオンズ外野手
春日部市立葛飾中学校出身

日本ハムファイターズ投手
春日部市立武里中学校出身

早稲田大学卒
熊谷市立富士見中学校出身

高校時代は野球漬けの毎日でした。今、私がこ
うしてプロ野球選手として生活をすることができる
のも、春日部共栄高校で支えて下さった先生方
や野球部のおかげであると思っています。目標
を掲げ、努力し、達成した自信・誇りが今の自
分を支えています。これからも皆さんに応援して
いただけるよう、頑張っていきます。

プロ野球選手になるのが、子どもの頃からの
夢でした。日本ハムファイターズには、話題
の若手選手が多く、その中で、常に活躍す
るには不断の努力が必要です。共栄野球部
で学んだ多くのことを生かし、日本を代表す
る選手になりたいと思います。

在学中は、輝かしい伝統ある共栄の水泳部
に所属し、恵まれた環境の中でとても有意義
な高校生活を送りました。その後は世界の
舞台を数多く経験し、一昨年は「リオ五輪」
で48年ぶりの決勝進出、
「 世界短水路選手
権」50ｍ背泳ぎで優勝、など結果を残すこと
ができました。

男子バレーボール部

水泳部
平成18年卒業

丸山さん
早稲田大学 社会科学部卒
さいたま市立
与野東中学校出身

インターハイ女子学校対抗準優勝、
男子学校対抗7位（平成28年度）
インターハイ連続35回出場
インターハイ男子学校対抗優勝
（平成16・17年）
インターハイ女子学校対抗優勝
（平成19年）
関東大会女子学校対抗優勝（平成29
年12回目）
オリンピック選手のべ8名を輩出

インターハイ全国準優勝（平成17年）
インターハイ全国3位
（平成12・20年）
関東大会準優勝
（平成12年、平成15年）
インターハイ 10回出場
春の高校バレー出場（平成19年）

部員の主な進 学 先
部員の主な進 学 先

名古屋大、一橋大、新潟大、神戸大、東京外
語大、筑波大、東京海洋大、鹿屋体育大、自
治医科大、北里大、東京学芸大、慶應大、早
稲田大、立教大、上智大、東京理科大、明治
大、中央大、学習院大、法政大

北海道大、秋田大（医）、筑波大、東京学芸大、茨城
大、鹿屋体大、慶應大、早稲田大、東京理科大、学
習院大、青山学院大、中央大、明治大、法政大、立
命館大、明治学院大、成城大

女子バレーボール部

管 弦 楽 部

今、テレビ朝日/スポーツ
局で、やり直しのきかない一瞬をどう表現す
るかを追求する仕事をしています。皆さんに
は、ものごとを全身で感じ、先を見通し何を
すべきか考える力を磨いてほしいと思います。
中学生・高校生という時間はわずかです。
一瞬一瞬を楽しんでください。
男子バレーボール部
平成26年卒業

中村さん
東京学芸大学 教育学部
古河市立古河第一中学校出身

今、 日 本 中 が2020年 に
開催されるオリンピックに夢と希望を抱いてい
ます。そして、私は夢を追いかけるアスリート
たちと日々切磋琢磨しています。共栄男子バレ
ー部時代、熱心な先生やすばらしい仲間達に
出会って、私の夢は大きくふくらみました。心・
技・体、共栄は大切なものを与えてくれました。
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水 泳 部

吹 奏 楽 部

インターハイ16回出場
（３位-1回、ベスト8-3回、ベスト16-3回）
平成23年インターハイ第3位
春の高校バレー 14回出場
（３位 - 1 回 、ベ スト8 - 1 回 、ベ スト
16-2回）
部員の主な進 学 先
筑波大、お茶の水女子大、宇都宮大、早稲田
大、青山学院大、昭和薬科大、東海大、東洋
大、日体大、大妻女子大、東京女子体育大、
日本女子体育大、武蔵大、駒澤大、獨協大

全国高校総合文化祭8回出場
日本オーケストラ青少年音楽祭参加
（平成12年）
全国選抜オーケストラフェスタ
（24回連続出場）
部員の主な進 学 先
東京大、京都大、北海道大、東北大、東京医
科歯科大、東京外語大、お茶の水大、筑波大、
千葉大、大阪外語大、電通大、東京学芸大、
高知大、新潟大、福島大、金沢大、埼玉県立
大、群馬県立女子大、高崎経済大、自治医科
大、早稲田大、上智大、東京理科大、学習院
大、明治大、法政大、立教大、ICU、青山学院
大、明治学院大、昭和大

ニューヨーク国際音楽祭 金賞
オーストラリア国際音楽祭グランプリ
環太平洋音楽祭グランプリ
全日本吹奏楽コンクール6年連続出場
（通算13回出場、金賞5回受賞）
日本管楽合奏コンテスト最優秀グラ
ンプリ・文部科学大臣賞（2回）
部員の主な進 学 先
東京大、東北大、東京芸術大、東京学芸大、
お茶の水女子大、筑波大、千葉大、埼玉大、
電通大、群馬県立女子大、埼玉県立大、慶應
大、早稲田大、上智大、明治大、中央大、立
教大、東京理科大、学習院大、津田塾大、国
立音大、武蔵野音大

女子バレーボール部
平成26年卒業

管弦楽部
平成25年卒業

吹奏楽部
平成27年卒業

夘田さん

池田さん

信末さん

お茶の水女子大学
文教育学部
春日部共栄中学校出身

国際基督教大学 教養学部
さいたま市立美園中学校出身

東京芸術大学 音楽学部
小山市立間々田中学校出身

私は中学から６年間女子バレーボール部に
所属しておりました。部活で遅れを感じて
不安になる時期もありましたが、生活にメリ
ハリをつけて乗り切りました。1日と１ヶ月程
度の流れを把握し目標を決め、部活のとき
は部活に、勉強のときは勉強に打ち込むよ
うにしました。

春日部共栄に入学してから管弦楽部に入り
初めて打楽器に触れました。パートのトップ
をこなしたり、高校生活を楽しみながらも現
在の大学に入れたのは先生や高校で出会っ
た友人たちに触発されたことが大きいです。
現在は複数のサークル活動を行い、充実し
た毎日です。

音大を本気で考え始めたのは、三年生にな
ってからでした。吹奏楽部を最後まで続け、
引退してから本格的に受験対策を始めたの
で、かなり厳しい道でしたが、合格への意志
をしっかり持つことで、良い結果へと結びつ
きました。
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モットーは

文武
両道

クラブ活動 Ⅲ

打ち込むものがあるって素晴らしい
本校の文武両道をよく体現しているのが、部活動に打ち込む生徒たちではないでしょうか。
部活動と勉強を両立させた卒業生たちのコメントはまさに本音です。
さあ、あなたも先輩に続いて、高校生活を輝かせてください。
ソ フトボ ー ル 部

関東大会県予選第3位（平成6年）
インターハイ県予選ベスト8（平成18年）
埼玉県私学大会Ⅲ部優勝（平成25、 27年）
関東大会県予選出場（平成27 〜 29年）

日本数学オリンピック本戦出場通算5名。 大学入
試問題の背景を探る、 数学オリンピックの模擬問
題作成、 ゲームalgoの研究等を通して粘り強い
思考力の錬成をはかる。

ハ ンド ボ ー ル 部

男子関東大会出場（平成11年）
男子県ベスト８
（平成23年・26年）
男子県ベスト16（平成18〜27年）
女子県ベスト16（平成18・19年・22年・23年・25年）

部員の主な進 学 先

部員の主な進 学 先

部員の主な進 学 先

九州大、電気通信大、埼玉県立大、早稲田大、
上智大、北里大（獣医）、明治大、立教大、法政
大、学習院大、聖路加国際大、日本女子大、津
田塾大、國學院大、武蔵大、東洋大、日本大

東京大
（通算6名）
、山梨大
（医・医）
、東京工
大、筑波大、千葉大、群馬大、宇都宮大、茨
城大、東京学芸大、電気通信大、埼玉大、信
州大、慶應大、早稲田大、東京理科大

東京工大、一橋大、筑波大、大阪大、埼玉大、
茨城大、埼玉県立大、早稲田大、慶應大、上
智大、学習院大、明治大、青山学院大、立教
大、法政大、東京理科大、星薬科大、明治薬
科大、明治学院大、成蹊大

サ ッカ ー 部

陸上競技部

パ ワ ー リフ ティン グ 部

インターハイ県予選ベスト12（平成17年）
選手権県予選ベスト16（平成2・12年）
新人大会東部地区準優勝（平成16年）
インターハイ 県大会出場（平成23、25、27、28年）

部員の主な進 学 先
筑波大、千葉大、弘前大
（医）
、宇都宮大、茨
城大、埼玉大、首都大学東京、横浜国大、慶
應大、早稲田大、東京理科大、学習院大、明
治大、青山学院大、順天堂大、中央大
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数学研究部

インターハイ14回出場（入賞2回）
国民体育大会4回出場（優勝2回、入賞2回）
日本ジュニア選手権6回出場（入賞3回）
日本ユース選手権7位入賞（平成26年）
日本ユース選手権2位入賞（平成28年）

部員の主な進 学 先
北海道大、筑波大、千葉大、宇都宮大、埼玉
大、東京外語大、東京学芸大、首都大学東京、
埼玉県立大、慶應大、早稲田大、上智大、東京
理科大、東京医科大、明治大、学習院大、立教
大、青山学院大、中央大、法政大

世界サブジュニア大会種目別2階級優勝
（平成26・28年）
全国大会団体戦優勝（平成14・19・20年）
全国大会団体戦準優勝（平成13・22・26年）
全国選抜大会個人優勝（平成18年、23〜26年）

部員の主な進 学 先
筑波大、福井大（医）、宇都宮大、埼玉大、お
茶の水女大、東京農工大、防衛大、国立看護
大学校、埼玉県立大、慶應大、早稲田大、東
京理科大、明治大、中央大、青山学院大

サッカー部
平成27年卒業

陸上部
平成26年卒業

パワーリフティング部
平成27年卒業

細田さん

下野さん

柳澤さん

早稲田大学 教育学部
春日部市立豊春中学校出身

慶應義塾大学 商学部
春日部共栄中学校出身

福井大学 医学部
葛飾区立四ツ木中学校出身

私は春日部共栄高校のモ
ットーである文武両道を実践してきました。学
校生活や部活動でこれからも友達でいられる
仲間に出会え、勉強では互いに高め合い、頑
張れました。そのおかげで目標の大学にも合
格でき、本当に良かったです。

私は中高6年間、陸上部
に所属し充実した学校生活を送ることが出来
ました。部活と勉強の両立で悩んだ時期もあ
りましたが、最後まで続けて本当に良かった
と思っています。友人や先生に恵まれ、毎日
がとても楽しかったです。

私 は、 文 芸 部、 家 庭 科
部、パワーリフティング部に所属していました。
部活を続けることで、限られた時間での集中
力が増したり、友人が増えるなど、勉強の活
力になったと私は考えています。春日部共栄だ
からこそ、多くの人と関われました。

バドミントン部
平成27年卒業

福井さん

安冨さん

早稲田大学 スポーツ科学部
さいたま市立大宮八幡中学校出身

早稲田大学 教育学部
越谷市立栄進中学校出身

私はずっとやってみたいと
思っていたアーチェリー部に迷わず入りまし
た。個人・団体と2度インターハイに出場で
きたのは大切な思い出です。学習と部活の
両立は大変でしたが、自分に負けず頑張る
事ができたのは、先生方や部活の先輩、仲
間たちの支えがあったからです。

私は春日部共栄で勉強、
部活ともに励みました。部活では満足いく結
果が残せませんでした。引退後は気持ちを
切り替え勉強で結果を出そうと頑張りました。
夏休みなどの長期休暇では毎日学校へ通い、
質問に行った時、先生方が気持ちよく対応し
てくれたことに感謝しています。

運 動 部
●野球

●陸上競技

●バレーボール

●サッカー

●剣道

●柔道

●バスケットボール ●卓球
●テニス

●ダンス

●バドミントン

●水泳

●ソフトボール

●ハンドボール

●アーチェリー

●HIP

HOP

●パワーリフティング

文 化 部
ア ー チ ェリ ー 部

関東大会団体準優勝（平成21年）個人3位（平成24年）
インターハイ15回出場、団体ベスト16（平成24年）
個人準優勝（平成24年）
全国選抜大会11回出場、国民体育大会7回出場

バドミントン 部

関東大会出場（平成6年）
関東大会県予選ベスト8（平成元年、9年）
新人大会東部地区ダブルス優勝（平成25年）
新人大会県大会団体戦ベスト8（平成26年）

部員の主な進 学 先

部員の主な進 学 先

東京工大、東北大、名古屋大、筑波大、千葉
大、東京学芸大、東京海洋大、首都大東京、
慶応大、早稲田大、上智大、東京理科大、学
習院大、明治大、立教大、中央大、法政大、
青山学院大、

北大、東北大、筑波大、大阪大、埼玉大、茨城
大、新潟大
（医学部）
、東京学芸大、信州大、埼
玉県立大、早稲田大、慶應大、東京理科大、明
治大、法政大、青山学院大、北里大、

●吹奏楽

●管弦楽

●インターアクト

●コンピュータ

●コミックアート

●将棋・囲碁

●美術

●茶華道

●書道

●ESS

●文芸

●生物

●数学研究

●科学

●軽音楽

●家庭科

●合唱

●競技かるた

●競技ディベート
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アーチェリー部
平成25年卒業

進学先でキャプテンを
務めた先輩たち
●明治大野球部

橿渕さん（平成5年卒）
吉田さん（平成7年卒）
●筑波大水泳部 江口さん
（平成8年卒）
●東京学芸大野球部 森賀さん
（平成9年卒）
●金沢大管弦楽団 樽見さん
（平成9年卒）
●早稲田大水泳部 大高さん
（平成10年卒）
●日本体育大野球部 岡田さん
（平成10年卒）
●東北大バドミントン部 蓮沼さん
（平成10年卒）
●早稲田大水泳部 武田さん
（平成11年卒）
●順天堂大野球部 生井さん
（平成11年卒）
●日本女子体育大サッカー部 真々田さん
（平成12年卒）
●明治大水泳部 遠藤さん
（平成12年卒）
●電通大アーチェリー部 増井さん
（平成12年卒）
●立正大野球部 足立さん
（平成13年卒）
●立教大水泳部 清水さん
（平成13年卒）
●法政大水泳部 高松さん
（平成13年卒）
●東京情報大野球部 大津さん
（平成13年卒）
●立正大野球部 重川さん
（平成14年卒）
●学生アーチェリー連盟委員長 金子さん
（平成14年卒）
●武蔵大野球部 伊達さん
（平成15年卒）
●国士舘大女子バレー部 久保田さん
（平成15年卒）
●東京情報大野球部 遠藤さん
（平成15年卒）
●神奈川大吹奏楽部 保永さん
（平成16年卒）
●法政大管弦楽団 上坂さん
（平成16年卒）
●中央大水泳部 森さん
（平成16年卒）
●立教大水泳部 根岸さん
（平成16年卒）
●共栄大野球部 九鬼さん
（平成16年卒）
●中央大男子バレー部 神山さん
（平成16年卒）
●東京女子体育大バレー部 桑原さん
（平成16年卒）
●芝浦工業大アーチェリー部 鈴東さん
（平成16年度卒）
●駒澤大アーチェリー部 折原さん
（平成16年卒）
●学習院大管弦楽団 大谷さん
（平成17年卒）
●早稲田大水泳部 小森谷さん
（平成18年卒）
●立教大水泳部 山本さん
（平成18年卒）
●東洋大水泳部 深沢さん
（平成18年卒）
●早稲田大水泳部 丸山さん
（平成19年卒）
●共栄大水泳部 柳田さん
（平成19年卒）
●早稲田大バーベルクラブ 島野さん
（平成21年卒）
●共栄大準硬式野球部 富塚さん
（平成25年卒）
●東京経済大バドミントン部

ダ ン ス 部

イ ン タ ー ア クト部

USA Regional Competition 2010
ベストインプレッション賞受賞
USA Regional Competition 2015 チアアップ賞受賞
USA Nationals 2013 全国大会出場

ボランティア活動と国際交流が2本の柱。 エコキ
ャップ回収、 サンタ大作戦、 特別支援学校との交
流、韓国学生の受け入れ、韓国訪問など。

部員の主な進 学 先

部員の主な進 学 先

東京医科歯科大、筑波大、埼玉大、岐阜大、
首都大学東京、埼玉県立大、東京慈恵会医科
大、東京女子医科大、早稲田大、上智大、東
京理科大、獨協医科大、青山学院大、中央大、
法政大、立教大、学習院大、明治大、東洋大、
津田塾大、明治薬科大、北里大

九州大、
東京外国語大、
筑波大、
千葉大、
宇都宮大、
群馬大、
埼玉大、
山梨大
（医）
、
国立看護大、
埼玉県
立大、
茨城県立医療大、
高崎経済大、
慶應大、
早稲
田大、
上智大、
東京理科大、
帝京大
（医）
、
明治大、
青
山学院大、
津田塾大、
成蹊大、
武蔵大

ダンス部
平成26年卒業

インターアクト部
平成22年卒業

内藤さん

古谷さん

獨協医科大学 医学部
春日部共栄中学校出身

早稲田大学 文化構想学部
春日部共栄中学校出身

中高6年間をダンス部で過
ごし、勉強と両立した充実した日々を送ること
ができました。初の全国大会出場を果たせた
経験は自信となり、何事も諦めず最後までや
り抜く姿勢にも繋がっています。そして、部
活で嬉しいことも辛いことも共有できた仲間の
存在は一生の財産です。

インターアクト部で活動し
た3年間は、私にとって大変貴重なものでし
た。ボランティア活動の大切さ、人の心の温
かさ……。様々なものを学びました。国際交
流で韓国に行ったこと、サンタ大作戦で盛り
上がったこと、すべて私の宝ものです。
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ULE

建学の礎

至誠
一貫

共栄生の一日
勉強も部活も全力投球する、
共栄 生の１日を見てみましょう。

登校／ 7：20〜8：30
私は普段、朝練習のため7時30分
には学校に到着します。ちなみにス
クールバスは7時20分から運行して
います。

始業前の朝練
8：00〜8：40

部活の朝練はパート

登校／ 7：20〜8：30

ごとに行います。

SHR／ 8：40〜8：50
1時限／ 8：50〜9：40
2時限／ 9：50〜10：40

8

1時限／ 8：50〜9：40
授業が始まります。国立大の文系を目指す私です

9

が、部活もあり忙しいので、普段の授業をしっかり受

3時限／ 10：50〜11：40

10

けることを心がけています。大変ですが、やりたく
て入部した吹奏楽部です。最後までやり通します。

11
4時限／ 11：50〜12：40

12
TIME
SCHEDULE

13

昼休み／ 12：40〜13：20

14
5時限／ 13：25〜14：15

15
16
18

6時限／ 14：25〜15：15

17

HR ／ 15：20〜15：25
放課後・下校／ 15：25〜

4時限／
11：50〜12：40
体育の授業も楽しみです。さ
わやかな汗を流した後は、次
の数学の授業も
『よしやるぞ』
という気になります。

放課後・下校
15：25〜

お昼は、母が心を込めて作っ

放課後は部活に打ち込みます。私は吹奏

てくれたお弁当を食べます。

楽部に在籍し、コンクールに向け楽しく練

食堂を利用する人もいます。

習しています。家に帰るのは20時頃です。
もちろん次の日の予習も欠かせません。
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ランチタイム／
12：40〜13：20

前回、
「共栄生の一日」でモデル
を務 めた吉 田 で す。 私は高 校
の社会の先生になるために、 春
日部共栄高校で教育実習を終え
ました。 志望大学に現役合格で
き、 部活でも吹奏楽部員として
全国大会に出場できた3年間は、
私の人生の中でかけがえのない
宝物です。

時間割（2年選抜文系）
MON

TUE

WED

THU

FRI

SAT

1

数学

国語

日本 史

英語

日本 史

地理

2

地理

国語

英語

日本 史

芸術

数学

3

生物

生物

体育

国語

家庭

英語

4

英語

体育

数学

国語

数学

L HR

5

日本 史

数学

情報

数学

国語

6

保健

英語

土曜の
授業

生物

地理

7

国語
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※前回のパンフレットより

前回、モデルをつとめた吉田
吉田さん

英語

制服
夏服

冬服
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建学の礎

至誠
一貫

こころゆさぶる教育

開かれた学校が大きな夢の実現を応援します
── 数多くの公開授業と教養講座 ──
各界の第一線で活躍する現役の先生方、夢を追って社会に羽ばたいた本校の卒業生、
そして共栄生にとっていちばん身近な大学である共栄大学の先生方…。
多彩な講師の先生方を招いて開講される教養講座は、年間20回を数えます。

4

月

●メデ
ィアクリエイターの
世界
● 東京スカイツリーの
役割

5

月

未来のコンピュータ
●夢の実現
●体作りと生理学
●

「未来のコンピュータ」
（株）ベーシックエンジニアリング サイエンスシステム事業部
本校OB（平成5年卒）

上村 卓三氏

6

月

国際協力の現場
● となりのトトロ から
見える子どもの心
●気象キャスターの
仕事
●

7.8

月

月

マーケティング入門

●

新聞の魅力
●学歴社会と
グローバル化時代の
学力形成
●国連平和維持活動
●

〜売れる仕組みの作り方〜

食品内の放射性物
質 対 策とエネルギー
政策の現状と課題
●世界が注目する
日本的ホスピタリティー
●

9

「体作りと生理学」
国立スポーツ科学センター 体育科学博士
江口 和美氏

本校OG（平成8年卒）

本校OGの江口さんは、体作りや身体の不思議、栄養に
ついてなど興味深いお話をして下さいました。

「古事記」をのぞいてみよう
〜最古の書物から
日本人のidentityを探る〜
共栄大学教育学部長

壬生 幸子先生

当時、世界有数の大都市の一つだった奈良の都に住
む日本人の正体に迫り、なぜ神話はそのストーリーの
骨格に「善悪の戦い」
という構図をとらないのかという
不思議を読み解いていただきました。

「夢の実現」
水の導化師 トゥリトネス主宰
不破 央氏

29

本校OB（昭和62年卒）

元水泳平泳ぎ日本記録保持者。現役引退後は海外青年協
力隊員として、グアテマラで水泳普及に努める。映画「ウォー
ターボーイズ」でシンクロ総合指導。夢の実現に必要な力と
して「基礎」
「協力」
「表現力」が大事と語る不破氏。

共栄大学国際経営学部教授
木村 政彦先生

「トレーニング理論」
本校OB（平成8年卒）
元NBAボストンセルティックスアスレチックトレーナー
小出 敦也氏

10 11 12.1
月

●

映画字幕翻訳について

〜翻訳の楽しさと難しさ〜

非常識勉強法
●トレーニング理論
●

月

救命救急の現場
●出版社の仕事
●国境なき医師団の活躍
●

2.3

月

観光学入門

●

宇宙開発の今と未来
●環境先進国に学ぶゴミ問題
●English Communication
●

〜新しい旅の力

ベートーヴェンの
第九 歓喜に寄す を
ドイツ語で歌う
●
「株式市場物語」
なぜ「価格」は
上下するのか？
●

月
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「非常識勉強法」

〜経済情報の見方・読み方〜

「次代を担う若者へ」
脳科学者

茂木健一郎氏

「気象キャスターの
仕事」
NHKニュースウォッチ9
気象キャスター

地元八木崎小・春日部中から東大に進み、ケン
ブリッジ大でも学んだ茂木氏は、パフォーマンス
を交えた口調で次々と話を展開し、会場をぐいぐ
いと引き込みました。生徒たちは、自由な発想と
発信力に富んだ視点からの「頭脳の筋トレのすす
め」や「海外に目を向けた進学観」
「茂木流入試
必勝法」などに大いに刺激を受け、とても意義深
い一日となりました。

井田寛子氏
NHK静岡に勤務していた時、台風の
自然災害を目の当たりにしたのをきっか
けに、気象予報士の資格取得を決意
したといういきさつを初め、井田氏の話
はゲリラ豪雨、竜巻、エルニーニョ現
象など幅広く及びました。

「私の歩んだ道〜自然に学ぶ楽しさ〜」
筑波大学名誉教授、 2000年ノーベル化学賞受賞

白川 英樹氏
子供時代のお話や2000年のノーベル化学賞受賞を通し、
何事にも興味を示し積極的な心構えを持ち続けることがい
かに大切かを熱く語ってくださいました。
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モットーは

主な
年間行事

文武
両道

多彩な行事が学園生活の四季を彩ります。
学校中が沸く藤桐祭（文化祭）
や体育祭の
ほか、学年ごとの催しも多く、どれも高校
時代の大切な思い出になるはずです。

4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
April

May

June

July

August

●入学式
●新入生オリエンテーション
●進路説明会
（2・3年生）
●健康診断
●個人面談開始
（全学年）
●吹奏楽部定期演奏会
●授業公開
●学年行事
（3年生は鎌倉散策、

2年生は横浜自主研修、
1年生は科学未来館見学研修）
●中間考査

●藤桐祭
（文化祭）
●合唱部定期演奏会
●管弦楽部定期演奏会
●後援会総会
（クラス懇談会）

●期末考査
●夏期進学講習
●KICプログラム
●セミナーハウス

●海外研修
（7月下旬より）
●クラブ合宿
●夏期進学講習
●セミナーハウス

●校内実力試験
（全学年）
●保護者会
（個人面談）

September

●体育祭
●中間考査
●防災訓練

October

November

December

●高校模試
●進路説明会
（1年生、2年生）
●大学推薦入試開始
●球技大会
（3年生）
●管弦楽部定期演奏会

●修学旅行
（2年生）
●期末考査
●サンタ大作戦

そして、かけがえのない

●冬期進学講習

●大学入試センター試験
●3年生特別講習
●数学オリンピック

January

●校内実力試験
（1年生、2年生）
●芸術鑑賞会
（1年生、2年生）
●大学一般入試開始

February

March
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●卒業式
●学年末考査
●球技大会
（1年生、2年生）
●クラス別進路説明会
（2年生）
●春期進学講習

学年行事〔5月〕

セミナーハウス〔7・8月〕

3年生は古都鎌倉での散策。2年生は浅草へ班
別研修。1年生は科学未来館の見学研修という
内容です。各自がテーマをもって参加する、総
合学習の活動の一貫として実施される行事で
す。

代々木のオリンピックセンターで、難易度の高い
入試問題に取り組む希望者対象の勉強合宿。
問題演習と解答解説を組み合わせた学習メニュ
ーで1日10時間の勉強時間を確保します。毎年
参加者の満足度が高い企画です。

藤桐祭と
藤桐
藤桐祭とは、
祭とは、
祭と
は、 春日
春
春日部の花
部 花「藤」
部の
「藤」と名産
と名
名産「桐」
「桐」にちなんで命
にちなん
にち
なんで命
で命
名された文化祭の名称です。
名された
名さ
れた文化
れた
文化
化 祭の
の名称
名 称です
です。
です
。 多彩な企画を誇る藤桐祭
多
多彩な
彩 企画
彩な
企 を誇
を誇る藤
る藤桐祭
る藤
桐祭
は、 毎年6000名を超える来校者がある大イベン
毎年
毎
年60
6 00
00名を
名 超え
名を
超える来
る 校者
る来
者があ
がある大
ある大
る大イベ
イベ
ベント。
ト。 中
央写真は、
央写真は
央写
真は、 多くのクラブが団結して中庭で演目を繰り広
多くの
く クラ
ク ブが
ブが団結
団結して
結して
て中
中庭
庭で演
で 目を
目を繰り
繰り広
繰り
広
げ、
げ、 藤桐祭が最高潮に達する
藤桐
藤
桐
桐祭が
祭が最高潮に
祭が
に達す
達する「フィナーレ」
「フ
フィ
ィナ
ナー
ーレ
レ」
」の様子です。
の様
の
様子で
子です
す。
。
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藤桐祭（文化祭）
藤桐祭
（文化祭）
（文化
祭）〔6月〕
〔6月〕

思い出が刻まれる

体育祭〔10月〕

修学旅行〔12月〕

サンタ大作戦〔12月〕

芸術鑑賞会〔2月〕

学年を縦に割って色別に編成された
4チームによって得点を競う対抗戦で
す。2、3年生の女子全員が参加す
る
「ダンス」
と、男子生徒が全員で披
露する共栄伝統の「エッサッサ」は一
見の価値がある圧巻の種目です。

オーストラリア
（ゴールドコースト）へ
渡航。自分の語学力を試す絶好の機
会。現地大学のキャンパスツアーへ
の参加や雄大な自然に触れる国立公
園観光など、海外修学旅行ならでは
の「異文化体験」盛りだくさんの行事
（写真は昨年のシンガポール・マレーシア
です。

共栄生の多くが参加する恒例のボラ
ンティア活動。インターアクト部を中
心とした有志スタッフが、手分けして
焼いたクッキーを校内で販売し、そ
の収益金を世界中の恵まれない子ど
もたちの奨学基金として寄付していま
す。

演劇、落語、古典芸能など毎年さま
ざまな演目が企画される鑑賞会。昨
年はオペラの「カルメン」。わかりやす
い物語展開、素晴らしい歌唱力と名
演技、雰囲気を演出する生演奏とが
一体となった印象的な歌劇でした。

のもの）
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モットーは

私たちは、
こうして難関大学に合格しました

文武
両道

春日部共栄高校の先輩たちは、 それぞれの大きな夢に向かって前進しています。

難関大学に合格した9人が
受験のポイントと、高校生活について語ってくれました。
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螻川内さん

岩田さん

和田さん

早稲田大

筑波大
（アーチェリー部）

東京学芸大
（吹奏楽部）

川野さん

上野さん

東京工業大
東京工業大
（アーチェリー部部長） （コンピュータ部）

早川さん

柴崎さん

北村さん

吉木さん

早稲田大
（アーチェリー部）

早稲田大

秋田大(医)
（バレーボール部）

東京工業大
（ハンドボール部）

志望大学を選んだ動機や
時期について

川野：東工大を目指したのはセン

北村：中3から医者になりたかっ

ター試験の後です。

たので医学部医学科を志望して

螻川内：経済学を学びたかった

上野：1年の時にオープンキャン

いました。秋田大を選んだのは、

ので、2年生の頃から早稲田大の

パスに行って、いい大学だなと思

センター試験後に、自分に有利な

政経に行きたいと考えていました。

い決めました。

配点の大学を探して決めました。

岩田：筑波大を志望したのは1年

早川：国文学の研究をしたいの

の時で、医学部医療科学科に決

で早稲田を選んだのですが、言

入試を経験して感じたこと

めたのは高3夏のオープンキャン

語学にも興味があり、どちらかを

螻 川 内：試 験 会 場に行ったら、

パスに行ってからでです。

後で選べるので文化構想学部を

頭がよさそうな人ばかりでした。

和 田：高3の 春ごろでした。 結

志望しました。

和田：周りに圧倒されましたが、

果、早稲田と東京学芸大に受か

柴崎：1年次のオープンキャンパ

だんだん落ち着いてきて、面接も

ったので悩みましたが最終的に国

スで早稲田に行って、すごくいい

小論文も力を出し切れました。部

立を選びました。

なと思い志望しました。

活動を通して言葉遣いや目上の方

うにしました。

出場がかかっていた関東大会を

上野：やはり皆余裕があるように

北村：僕も全国大会まで出場しま

逃してとても悔しい思いをしました

見えました。

した。部活の友達との交流も楽し

が、最後にインターハイ出場がで

早川：早稲田は志願者も多く、帰

みつつ、勉強とのメリハリを意識

き、その悔しさを晴らすことができ

りは駅が入場規制するくらい混ん

しました。

たのが一番良かったです。

だので、帰宅方法をいくつか考え

吉木：1日にやるべきことをしっか

ておくほうがいいかもしれません。

り決めて勉強しました。

大学で何をやりたいか、
将来の職業や夢

段しないような計算ミスで大問一

後輩に向けてひとこと

螻川内：ずっと希望していた政治

つまるまる落としてしまい、本番は

螻川内：私立大を複数受ける場

学を、積極的に学びたいです。

何が起こるかわからないなあと感じ

合、赤本は志望順位の高い方か

岩田：私自身が未熟児で生まれた

ました。

らやるといいです。

ので、そのメカニズムを解明して

岩田：誰にも負けない得意な科目

適正体重で生まれることを増やせ

授業と受験勉強との関係に
ついて

を1教科作るといいです。

るような研究がしたいです。

川野：できるだけ早いうちに志望

和田：国語の教師を目指します

岩田：授業イコール受験勉強だと

校を決めておくと勉強に対するモ

が、人にものを教えるに当たって

思っていました。

チベーションが維持しやすいと思

は言語学を、また主に現代文の

和田：部活が10月末の全国大会

います。

研究をしたいと思います。

まであったので、予備校に行く時

上野：僕もモチベーションを上げ

早川：国文学、特に明治以降の

間は無く、授業が命でした。

る工夫や努力が大切だと思いま

漱石などが好きなので研究したい

川野：僕も普段の授業を大切にし

す。

と思います。またメカニズムが解

て、受験勉強につなげるようにし

吉木：時にはリラックスすることも

明されていないところがある言語

ました。

良いのかなと。

学の研究もしてみたいです。

北村：独特の緊張感があり、普

上野：授業が受験に直結するの

柴崎：まずは法の勉強をして、将

高校生活での思い出

来キャリアになって国を動かした

和田：部活動の3年間で、全国

いなと。

部活との両立について

大会に出ることができてとても嬉し

北村：目の前の命を救うということ

岩田：3年の夏にインターハイに行

く感動しました。

に魅力を感じて医師を目指しまし

く時は新幹線の中でも勉強してい

川野：部活動で部長をやらせて

た。将来は医師として患者さんに

ました。

もらいながらも、こうして国公立

寄り添いたいです。

和田：10月末の大会で忙しい中、

に現役で受かることができたことで

吉木：進学先は理系ですが、教

少しでもいいので毎日の勉強を心

す。

養的な意味で3種類の言語を話

がけていました。

早川：受験勉強です。大変だし、

せるようになりたいです。海外留

川野：部活との合間のすきま時間

直前期は不安で辛かったですが、

学も考えています。頑張ります。

を見つけて、ユメタンを勉強する

担任の先生がすごく親身にしてく

ようにしていました。

れて一緒に考えてくれ、すごくい

早川：部活に入ったからには適当

い先生に巡り会えたと思いました。

司会：みなさん、これからも頑張

にしたくはありませんでした。勉強

柴崎：いい友達や先生に出会うこ

ってくださいね。

時間が限られてくるのでやることを

とができて、3年間ここで一緒に過

全員：ありがとうございました！

絞ろうと思い、苦手な英語を部活

ごせたことが一番良かったです。

やりながらも何とかついていけるよ

北 村：部 活 動で、6 〜 7年 連 続

でしっかりやりました。
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と話すことに慣れていました。
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建学の礎

至誠
一貫

本校の教育ビジョン

「大学までの人ではなく、
大学からの人へ」
を実践

イギリス

OB・OGも大活躍Ⅰ
エディンバラ大学（QS世界大学ランキング19位） 物理学科へ進学
平成29年卒
管弦楽部

卯月さん
私は現在エディンバラ大学で物理学を専攻していま
す。留学生が全体の約４割を占めるエディンバラ大
学では、自分の好きなことを勉強しながら、様々な文
化や考え方に触れることができるのが大きな魅力の一
つです。英語でのコミュニケーションや初めての寮
生活など、大変なことも多いですが、その分成長で
きていると感じています。さらに２年生では課外活動
により積極的に参加したいと考えています。皆さんも
ぜひ多くのことに挑戦し、多くのこと学んでください。

星奈津美さん・古賀淳也さん、リオ五輪で大活躍！
リオ五輪で選手たちと
ともに活躍した先輩たち
平成21年卒

古賀さん
400mリレーの銀メダリスト、山 縣
亮 太さんのコーチ。 大 学 時 代は、
慶應大学競走部で山縣選手の2年
先輩。
平成8年卒

江口さん
FINA（世界水泳連盟）
において唯
一の日本人組織委員として競泳種目
の運営をバックアップ。
本校において、星さんのオリンピック報告会が行われました。
偉大な先輩のお話に在校生一同、熱心に耳を傾けました。

本校で行われた壮行会後、在校生らに大きな拍手で送られ
退場する古賀さん。

平成21年卒
ミズノスイムチーム所属

平成18年卒
第一三共勤務

星さん

古賀さん

星さんは競泳女子200ｍバタフライ決勝において、
ロンドン五輪に続きリオ五輪でも
「2大会連続とな
る銅メダル」を獲得。持病のハンデを克服して栄
誉を手にした底力と勢いを証明しました。
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古 賀さんは競 泳 男子400ｍリレー決 勝の最 終
泳者として出場し8位に入賞、メキシコ五輪以
来48年ぶりとなる偉業を達成しました。その後も
「世界短水路選手権」において50ｍ背泳ぎで優
勝、金メダルを手にしました。

平成5年卒

尾高さん
パラリンピックの競泳日本代表コー
チ。東京学芸大学附属特別支援学
校に勤務。

平成19年卒 学習院大学大学院

木下さん
マイコプラズマ研究で学習院大学の
学長賞を受賞！
米科学誌にも論文が掲載される！
「最少の生物で肺炎などの病原菌としても知られて
いるバクテリア
『マイコプラズマ』
が、足のような突起
を使って一歩一歩動くことを、学習院大の西坂教
授らの研究チームが発見した。これは、感染の仕
組みの解明や新たな治療薬開発への応用などが期
待される成果であり、論文は米科学誌にも掲載され

マイコプラズマの模型

た。研究チームは、マイコプラズマが足一本当たり
約1万分の1ミリの歩幅で歩いていることを突き止め
た。研究チームの木下さんは
『マイコプラズマの運
動は感染に深く関わっているとされる。動きの全容
と話し
を突き止め、感染機構の解明につなげたい』
ている。」
（産経新聞より抜粋）

平成21年卒 写真部 埼玉大学卒
平成23年卒 バスケットボール部

筑波大学卒

保科さん
地球惑星科学の
より深い研究のため
東京大学大学院へ
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各界で自分の夢を実現している
春日部共栄高校の卒業生たち。
「先輩に続け！」
と、在校生たちの希望も大きくふくらみます。

植木さん
東京大学大学院の
理学系研究科で
がんに関する研究を

埼玉大学で分子生物学を専攻し、細菌
の一種である枯草菌を用いて、遺伝子
春日部共栄では様々な経験をさせてもらったり、
発現に関わる転写因子の研究＊を行って
いました。
幅広い視野を持てるような機会をたくさん与えてい
東京大学大学院受験を考えたのは、将
ただきました。学校生活で培ったことの1つに 好
来的に薬剤や化粧品開発に携わりたい
奇心を大切にし、何事もチャレンジする というも
と考え、そのための知識と技術を身につ
のがあります．私は筑波大学に入学してからも自
けるためには東京大学大学院への進学
分の本当にやりたいことは何なのか探し続け、地
が最適と思ったからです。私は将来やり
球惑星科学について学びたいと思い、東京大学
たいことを見据え、今は理学系研究科
大学院への受験を決意しました。自分が本当に
やりたいことが、これから出来ると毎日わくわくして ＊第13回アジア転写会議（分子生 で、がんに関する研究をしています。
物学・遺伝学の
「転写」
をキーワー 皆さんも、将来どうしたいか、どうありた
います。皆さんも日々の生活の中で自分が興味を
ドとした学術会議）
において、
「優秀
いかを考え進路選択をしてください。
持てそうな事をぜひ探してみてください。
ポスター賞」
を受賞しました。

昭和63年卒
昭
平
平成8年卒
コ ックアート部
コミ

美水 かがみさん
美
好
好評の
『らき☆すた』が
化学の参考書に
化
中
中高生の間で圧倒的人気の
『らき☆
すた』
す が、化学の参考書になりまし
た。6人のキャラクターが難しい化
た
学を楽し
くサポートしています。
学

越谷オサムさん
越
「
「陽だまりの彼女」
100万部を突破
1
「
「女子が男子に読んで欲しい
恋 愛 小 説No.1」に選ばれた、
越谷オサムさんの作品
「陽だま
越
りの彼女」
（ 新潮文庫）が100
り
万 部を突 破しました。また、
松本潤・上野樹里主演によ
り
松
映画化も
されました。
映
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「大学までの人ではなく、
大学からの人へ」
を実践

OB・OGも大活躍 Ⅱ
東京大学大学院 薬学系研究科 天然物化学教室
春日部共栄中学校出身
生物部

星野さん
新たな方向に向かって
大学時代は野球のサークルで楽しみながらの学生
生活を送っていましたが、ラッキーなことに理科一類
の私が属していたクラスで成績が1位となり、進学振
り分けで希望の薬学部に進学することができました。
高校時代は生物部に所属しており、当時は理学部志
望だったのですが、徐々に薬学部で新薬の研究や開
発に携わるのもおもしろいかなと思うようになり、薬学
部進学を希望しました。そして現在は「環境中に存在
する微生物、海中に生息する海綿といった生き物か
ら、薬あるいは薬のもとになるような新しい化合物」の
探索を行っています。

有限責任あずさ監査法人
（KPMG）
勤務
慶應義塾大学・同大学院卒
さいたま市立桜木中学校出身

清水さん
公認会計士として、 世界を切り拓く
多くの人と共に挑み続けています
皆さんは公認会計士という仕事をご存知でしょうか。公
認会計士とは会計・財務の専門家で、現在私は世界に
羽ばたく企業をサポートする仕事をしています。会社との
ミーティングが議論に発展する場面もありますが、企業
の悩みに真摯に向き合い続けた結果、最も良い判断を
提示して喜んでいただけた瞬間は本当にやりがいを感じ
ます。将来は国籍問わず多くの人の役に立ち、国際社
会に貢献出来る会計士になるべく日々挑み続けています。
春日部共栄で多くの事に挑戦し、自分が目指す世界を切
り拓く力をつけて、ぜひ将来へ羽ばたいて下さい。
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困難に正面から挑んでください。
その努力は必ず報われます。
大学院で私は現代アフリカを中心に、
「 国家」につい

春日部共栄中学校出身
管弦楽部

細井さん

て研究しています。たっぷりと時間をかけた研究生
活に浸り、充実した毎日を送っています。進路選択、
日々の勉強方法など悩み事は多いでしょう。しかし自
分にあった方法を見つけて乗り越えることが、大学以
降の様々な場面で生きてきます。どうか、困難に正
面から挑んでください。その努力は必ず報われます。

名古屋大学医学部
伊奈町立南中学校出身
アーチェリー部

岩城さん

素晴らしい先生や仲間たちに支えられ、
勉強と部活の両立ができました
医学部は１年生から解剖実習などがありハードな
毎日を送っています。春日部共栄ではアーチェリー部
に所属していました。その部活動と選抜クラスの授業
との両立ができたのは、共栄のカラーに染まったから
です。励ましあった仲間との温かい友情、先生方の
熱心なご指導のおかげです。大学では｢春日部共栄
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東京大学大学院
総合文化研究科
国際社会学専攻

出身｣ということが私の自慢です。

蔵の街動物医療センター
日本獣医生命科学大学卒
獣医師
さいたま市立岩槻中学校出身

面倒見の良い先生方に、
本当にお世話になりました

松倉さん

だきました。勉強に疲れたり、将来のことで悩んだ

在学中、先生方には本当によく面倒をみていた
りしているときには、いつも先生方が親身になって
相談に乗ってくださいました。私は春日部共栄を
卒業したことをとても誇りに思っています。
これも先生方、友だち、後輩の皆さんのおかげで
す。これからも勉強や部活動に励み、春日部共栄
高校を盛り上げていってください。

IBMビジネスコンサルティング
サービス株式会社勤務
慶應義塾大学卒
野田市立北部中学校出身

田中さん

共栄で学んだ
「自分で考え理解すること」は
私の財産です
コンサルティング会社は、毎回ゼロからスタートし、お
客様のことを何も知らない状態から数カ月で問題に対し
て本質的な原因とそれに対する解決策を提示しなけれ
ばなりません。そこで必要となるのは、目的達成に向け
て物事を考え抜く力です。共栄高校で学んだ3年間は、
その基礎力をつけるのに良い環境だったと思います。
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モットーは

文武
両道
̶

各科目の出題傾向と対策̶

今年春日部共栄高校の受験を考えている受験生の皆さんへ

英語

出題内容は例年大問5題（うち、長文問題2題）。
解答形式はマークシート方式です。

《 出 題 傾 向と対 策 》
中学校で学習した範囲からまんべんなく出題され、出題傾
向はほぼ例年同じです。長文読解・リスニング・文法問題な
どが出題されますが、比較的重視されているのが整序結合形
式の英作文です。日本文が与えられない年もあるので十分な
文法知識が必要です。出題パターンはさまざまですが、広い
範囲から出題されており、難易度は標準的ですから、中学 3

数学

年間で学習する内容をしっかりおさえておけば心配ありません。
教科書に出てくる単語・文法・例文をしっかり身につけておき
ましょう。基礎固めをしたら、熟読と速読を組み合わせて長文
読解に慣れておきましょう。また、日々の音読練習も読解力の
向上につながります。

出題内容は例年大問4題。
解答形式はマークシート方式です。

《 出 題 傾 向と対 策 》
ⅠとⅡは小問集合です。Ⅰは計算を主とするもの、Ⅱは数の性
質や図形などで、各 5 問程度が出題されます。やや複雑なも
のもあるので、ていねいな計算を心がけると良いでしょう。
Ⅲ・Ⅳは総合問題で、1 題が関数、もう 1 題が新傾向問題
となることが多く、新しい演算記号（約束記号）を使う問題
がやや目立ちます。

国語

まずは教科書を使って基礎力を定着させることが必要です。
次に練習問題・章末問題をひと通り解いて、苦手意識は早い
うちに克服しておきましょう。
教科書がひと通り終わったら、標準レベルの問題集で、演
習をできるだけ多く積みましょう。演習の際は、一つひとつてい
ねいに解くことを心がけることが大切です。

出題内容は例年大問3題で、 論説文・小説・古文からの出題となっています。
解答形式はマークシート方式です。

《 出 題 傾 向と対 策 》
設問数は、現代文にそれぞれ 6 〜 8 問、古文に 5 〜 6 問
出題されており、全体で 20 問程度となっています。現代文の
課題文は分量的にはさほど多くないですが、内容が比較的高
度なものが選ばれています。古文は、著名な作品からの出題
が目立ち、文章も短めで平易なものが選ばれていますが、設問
は高度な場合もあります。

現代文・古文ともに、問題演習で学力をつけていきましょう。
その際、基本的な読解力はもちろんのこと、応用力も身につけ
ておかなければならないので、少し高度な問題集を選んだ方
がよいでしょう。国語の知識については、漢字・四字熟語など
の語句関係だけでなく、文学史についても、便覧などで復習し
ておくことをおすすめします。

昨年度入試データ（英数国 3 教科、マークシート方式）
（平成29年度入試）

第 1 回入試（単願）
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受験者

合格者

平均点

合格点
選抜コース

特進 E 系

特進 S 系

192 名

189 名

154.3点／300点

219 点

187 点

141 点

第 1 回入試（併願） 1027 名

986 名

194.5点／300点

231 点

201 点

172 点

第 2 回入試

552 名

532 名

179.4点／300点

220 点

191 点

156 点

第 3 回入試

106 名

106 名

166.3点／300点

213 点

184 点

147 点

充実した高校生活を一緒に送りましょう!
先生も、先輩も、みなさんの合格を心から祈っています
本校の入試について、入試担当の教員と今年見事に合格した1年生の3人から、
合格のヒント、アドバイスを送ります。合格を目指して、ぜひ頑張ってください。

馬﨑 郁朗

入試対策室室長

学校を選ぶ基準をあなたはどのように考えていますか。
あなたが入学する学校は、あなたにとって最も良い学校
でなければなりません。しかし、入学はしたものの自分の
イメージと違うなど、不満を持って三年間を過ごすことは
大変苦痛です。ですから、あなたが受験を考えた学校
には必ず足を運び、内容をじっくり見る必要があります。
その時に学校の設備や雰囲気だけでなく在校生の表情
を見てください。できれば直接質問もしてみてください。
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受験生のみなさんへのメッセージ

実際に学校生活を送っている先輩の様子が、志望校決
定の大きなヒントになるはずです。
春日部共栄は、あなたの貴重な三年間をサポートするこ
とを約束します。

アド バ イス

アド バ イス

アド バ イス

林くん

泉さん

花澤さん

越谷市立
大袋中学校

さいたま市立
慈恩寺中学校

越谷市立
大袋中学校

1

計画的に学習を進めましょう。

2

3

春日部共栄高校の入試問題は、応

やるべきことを見定めて
勉強すること。

過去問への取り組みと、
くり返しの復習を。

用力が試されます。特に国語の論

入試では複雑な問題をいかに速く正

受験勉強は、過去問にじっくり取り

説文は難易度の高い問題が多いた

確に解けるかが重要です。過去問を

組み、傾向を知ることと、自分に合

め、早くから対策が必要です。過去

解き、自分の苦手を見つけてくださ

った勉強方法を見つけることが大切

問を中心とした計画的な学習を計画

い。できなかった問題は解説を読ん

です。私は苦手分野を克服するため

的に進めましょう。春日部共栄高校

で解き方を理解し、
「どうしてそうなる

に、理解し、覚えるまで何度も復習

では、勉強・部活ともに充実した生

のか」を考えて自分の力にしましょう。

しました。毎日の積み重ねが合格へ

活を送ることができ、先生方も熱心

そしてもう一度一人で解き直すことで、

の鍵になるはずです。自分を信じて

な方ばかりです。多くの人と関わり

「分かったつもり」が「きちんと解け

ながら自分の世界を広げてみません

る」に変わります。つらいことがあっ

か？皆さんの入学を心から待っていま

ても未来の自分を思い描いて、最後

す。

まで頑張ってください。

前向きに頑張ってください。応援し
ています。
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文武
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充実した教育環境で、
世界に飛び立つ生徒をサポート

広々としたグランド、
ゆとりある空間の校舎、最新の設備。
夢と向学心にしっかり応える教育環境が、
生徒たちの限りない才能を
大きく伸ばしていきます。

※本校ホームページの 施設・設備 をクリックすると
Google インドアビューに進み、施設の一部を
ご覧いただくことができます。

9

8

7
7

総合グランド

6
5
図書室

自習室（個人ブースコーナー）

5

多目的ホール
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階段教室

屋内プール
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学習センター
「春日部駅」西口改札まで
徒歩1分
自学自習サポートの場として「学習セ
ンター」が開設されています。

至誠館
文武両道の新拠点

10

3

多目的に使用可能な新しい体育館
は、用途に応じた可動式の座席も整
備されており、
講堂としても利用してい
ます。

2

1

4

6

（他にも、 第 3 グランドに 6 面あり）

8

（ソフトボール・ハンドボール場）

9

3

テニスコート

第2グランド

野球場

中学棟 大地と空の交点
（The intersection of the sky and the ground）

10

駐車場

4

ICT教室

2

体育館

1

保健室 （私達がサポートします）
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KASUKABE KYOEI
HIGH SCHOOL 2019
Schedule ●受験情報
学校説明会

入試説明会

ナイト説明会

（生徒による説明会）

（入試問題傾向解説）

（昼間にお時間が取れない保護者の方へ）

完全予約制
（７月下旬より本校 HP にて）

予約不要

予約不要

予約不要

いずれも10:00〜11:30

いずれも10:00〜11:30

いずれも19:00〜20:00

7月 14日（土）

9月 22日（土）

9月 8日（土）

11月 10日（土）

個別相談会

いずれも

8月29日（水）

10月 14日（日）

春日部ふれあいキューブ
（春日部駅西口より徒歩3分）

9月19日（水）
●春日部駅西口、
セブンイレブン前よりスクールバスで送迎いたします。
（開始1時間前より運行）
●駐車場に限りがございますので、
お車でのご来校はなるべくご遠慮ください。
●上履きをご持参ください。

9:00〜12:00
13:00〜15:00

21日（日）
28日（日）
11月 18日（日）

越谷コミュニティセンター
（新越谷駅、南越谷駅より徒歩3分）

24日（土）
25日（日）
12月 8日（土）
16日（日）

入試日程
42

12

50

24

15

34

東武アーバンパークライン

6

34 34

40

〈第1回入試〉

1月 22日 (火）

〈第2回入試〉

1月 24日 (木）

〈第3回入試〉

2月

23
35

22

18

30

京浜東北線

14

36

26

1日 (金）

42

32

21

春日部駅西口
タクシー●
乗り場

35

●
朝日バス
降り場❷

38

34

40
30

酒井
書店●

中央線・総武線

53

40

43

春日部共栄
スクールバス
乗り場

★セブン

●イレブン

●埼玉りそな銀行
行★
春日部西口支店

学習センター

●大宮・春日部間、急行で 15 分。
※乗り換え時間は含みません。

至 杉戸・幸手・久喜

春日部

セブンイレブン
ン

ライ

ーク

パ
バン

ー
武ア

東

春日部郵便局

春日部共栄
中学高等学校

春日部市役所

至 越谷・浅草

豊 春

春日部
警察署
大増中学校

東武スカイツリーライン

共栄大学

至 野田・船橋

大沼運動公園

とんでん
国道
号

至 大宮

■交通のご案内
春日部駅西口よりスクールバス約10分

16

〒 344-0037
埼玉県春日部市上大増新田 213 番地
春日部駅よりスクールバス 10 分）
048-737-7611（代）
http://www.k-kyoei.ed.jp

