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

学

本校の目指す教育

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 貴樹

学校法人共栄学園の創立者である岡野弘先生・さく先

《本校の教育理念》
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

これからの時代を強く賢く生き抜くために

〜 磨こう 〜

知性・品性・感性・個性
〜 伸ばそう 〜

思考力・判断力・表現力・英語力

生は、わが国の未来を担う若者を知・徳・体の調和した

学校長

有為の人材に育てることを教育目標に掲げられました。ま
た、岡野弘先生は自らのモットーとして
「至誠一貫」を標榜

《建学の礎》

し、一生を通してその実践に努められました。その理念、

「至誠一貫」

志は現在においても脈々と受け継がれ、今なお立ち返るべ

宇野 禎弘

き原点であります。多くの若者が春日部共栄でお互いに

《校訓》

学び合い、高め合うかけがえのない日々を過ごし、自らの

「自主自律」「明朗勤勉」「協調奉仕」

将来に大いなる可能性を見出してくれることを心より願って
います。
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至誠一貫

《建学の礎》

《モットー》

「文武両道」

世界に目を向けた教育

21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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国際社会の一員としての自覚を持って、
世の中から求められる力を身につけていきましょう。
生徒相互が尊重しあい刺激しあいながら、心震わせる3年間を共に過ごそう
！
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。

敢えて三兎を追い
大学からの人になってほしい！
！
※三兎………勉強・部活動・学校行事
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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

2.3 年次 〉
〉
〉
!

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。自学自習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
「国公立、 難関私大合格！」を

東大・国立大医学部現役突破
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

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。

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」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

副校長

教頭

理科

地歴・公民科

小南 久芳
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

加藤 和己

「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

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

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

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

る豊かな人間性の確立を目指しています。

ーを育成したいと考えています。
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選抜理系コース
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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

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

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

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」
ことを奨励し、これを

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

両輪として「文武両道」の実践を支援しています。

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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至誠
一貫

春日部共栄が考える
春日部共栄が考える
これからの未来を切り開く
これからの未来を切り開く
5つの
「育む力」
5つの
「育む力」

・思考力

スタディサプリ

自分のペースで学びを深める

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

5つの力を育むための
効果的な取り組みを行っています

物事をよく観察する力、じっくり考える力、

大学入試改革への対応と生徒個々人の学習をサポート

臨機応変に対応しようとする力

「スタディサプリ」には日々の学びや諸活動を蓄積する機

から難関国公立大対策まで 4,000講座、一万本以上の

能があり、各自のポートフォリオ作成をサポートします。ま

動画講義が受講できる学習サービスです。パソコンやス

た、それらの蓄積を通して自分自身の活動や学びを振り

マートフォンでいつでも受講できるため、自宅や塾での学

返り、より良く自分を知ることで、目指す未来を具体化し、

習時間が十分取れなくても、移動時間等のちょっとした空

夢を実現していきましょう。

き時間で受講できます。また、年２回の既習範囲の定着
度を測る到達度テストと連携し、弱点部分を効果的に克

・判断力

思考力

物事を正しく認識し対応する力、冷静に

服することができます。

見つめる力、視野を広げようとする姿勢

・表現力
表情が豊かである。分かりやすく相手に

スタディサプリENGLISH
自主
自律

判断力

自己肯定力

優先順位を決め、計画を立てる力、

しています。今年度は授業内で、こちらを利用したディクテーションテストも

明朗
勤勉

協調
奉仕

自らの意思で積極的に実行する力、
最後までやり通す力

・自己肯定力

英検5級から準1級レベルまで、日常のさまざまなシーンを題材とした英語の
自学自習に取り組むためのサービスです。本校では授業内で取り入れたり、
課題の取り組みをランキング形式で発表したりして、生徒の自学自習を促進

伝えたいという強い気持ち、語彙力

・行動力

自分のペースで英語の
総合力を習得
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実施予定です。

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

表現力

行動力

マンツーマンレッスンで実践的な英語力を！
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

物事を前向きに捉える力、他と比較しない、

会話プログラムで、フィリピン人講師とマンツーマンレッスンを行います。

他に流されない、自分を取り繕わず

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

ありのままの自分でいられる姿勢

ることで、大学入学共通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

『今』
にあった、より効果的な教育を考え
中間試験を廃止します！

メディカル論文講習
医歯薬系合格に向けた専門講習

現在進行している大学入試改革や2022年度からの新学習

分に設けることが可能になります。特に新学習指導要領で

指導要領の実施にあたって、本校では2020年度より、中

重要視されている探究活動については、本校独自の探究

間考査を廃止し、 各学期の定期考査を期末試験のみと

テキスト
「共栄探究ＢＯＯＫ」を軸に、学力に留まらない総

元東大講師の医学博士が週1回の個別指導
今年も国立大学医学部医学科に合格！
医歯薬看護系全体で120名合格！

します。それに伴い、短い期間で単元ごとに振り返る単元

合的な能力の育成やキャリアデザインを行います。

医療系入試には面接と論文が必須です。しかもこの2つには、刻々と変

テストを適宜実施しながら、スパイラル学習の中で着実な

春日部共栄では、テストのための学習ではなく、５つの「育

化する医療系の専門知識が要求されます。そこで、元東大講師で医学

内容理解と定着を図ります。また、これにより、アクティブ

む力」を身につけるための学習を追い求めます。

博士の先生を招き、3年生は火曜日の放課後、1・2年生は日曜日の週1

ラーニングや探究活動、部活動や学校行事等の機会を充
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えを表現する能力がさらに向上し、実践的な英語力が身につきます。

回の個別指導を展開しています。
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本校独自の各種講習

生徒一人ひとりの希望進路の実現のために

錬成会

東大入試問題攻略講習

「結束力」で東大現役合格を勝ち取ろう！

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・早稲田大・慶應義塾大の大学生な

この講習では、現役の大学生や大学院生である先輩達か

どがこれまで担当してきた伝統の特別ゼミです。親しみやす

ら、受験対策の講義だけではなく、大学や大学院の講義・

い雰囲気の中、大学生の先輩が自分の経験を踏まえた入

研究や大学生活などについての最新情報もたくさん得られま

試問題対策などを直接指導します。疑問点やつまずきやす

す。この卒業生特別講習の受講者は、指導を担当する大

い学習事項についても丁寧に解説してくれます。じっくりと

学院の先輩の姿に憧れ、大学院へ進学する生徒が増えて

時間をかけて講習が受けられる点が受講生にも好評です。

います。

私たちがサポートします（卒業生特講のスタッフ）

高校２・３年生を対象に東京大学現役合格
を目指して毎日行われる勉強会です。同じ

高校時代は、予備校や塾には一切通わずに、共栄のカリキ

目標を持った仲間たちがチームを組み、互

ュラムに沿って日々勉強をしていました。共栄では現役合格

いに切磋琢磨しながら放課後学習に励みま

を後押しする様々な取り組みが行われており、それに参加

す。春日部駅前学習センターを利用した自

すれば自然と力がつきます。私たちが現役で合格できたのも

学自習支援や東大入試を熟知した本校教

このおかげだと思っています。今後は私たちが自分の経験を

員による適切な学習アドバイス、長期休業

活かして後輩達のサポートをさせていただきます。

中の勉強合宿実施など徹底的にサポートし

原さん

ます。文武両道のモットーのもと、クラブ活
動終了後からの参加も可能です。
「結束力」

平成27年卒業
吹奏楽部
早稲田大学
政治経済学部

で日本最難関大学を突破しよう
！

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、９０分×３日間
の講習を４回実施します。冬休みと春休みは、
６０分×５日間の講習を１回実施します。講習は
午前中に行い、午後はクラブ活動という共栄
生の１日の生活リズムを、長期休暇中も変えず
に行うことができます。各教科が共通テスト対
策も含め、しっかりとターゲットを絞った講習を
数多く用意していますので、自分で希望の時

セミナーハウス
青少年オリンピックセンターでの
勉強合宿

小田喜さん
平成31年卒業
アーチェリー部
東京大学
文科I類

小論文トレーニング
国公立二次試験，AO・推薦入試対策
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

励まし合い、刺激し合い、
集中力と持続力を養成

１・２年生は必修で、年に２〜３回ほどのペースで実施し

代々木にある青少年オリンピックセンターで行う勉強合宿

ます。選んだテーマをもとに小論文を書いて提出し、添

です。１・２年生は、東京大学など難関大学の入試問
題につながる駿台ハイレベル模試の対策を中心に３泊４
日のクールで１回開催します。３年生は、夏休みの始まり
と終わりの２クールで開催します。
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モットーは

削された小論文をリピートして再度提出する方法なども含
めて、多種多様な対策で対応します。３年生は、自分の
志望学科やテーマに沿った内容での対応になりますので
希望制で実施します。推薦入試の対策だけでなく、一般
入試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。

間割を作成して臨めます。
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生徒の視野を世界に広げる
グローバルプログラム

至誠
一貫

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

高校1・2年 ボストン・
グローバル人材育成
プログラム

3）

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。

ボストンにある大学のキャンパスで、他国から来た同

1）

年代の学生たちとともに、英語力やコミュニケーション

修学旅行

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

約1週間、オーストラリアを訪れます。1日目は、ブリスベンのカ

大学）
など世界のトップクラスの大学を訪問し、そこに

ランビン・ワイルドライフ・サンクチュアリーなどを見学。野生動

通う日本人学生や研究者と交流する機会を持つなど、

物のための病院では、絶滅危惧種を取り巻く環境や環境保護に

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

ついて学びます。2日目は、市内のクイーンズランド大学を訪問。

み込まれています。

学生が本校の生徒にキャンパスツアーを行ってくれます。豪州ト
ップ8に入る大学での経験は今後の大学選択の参考になるでしょ
う。3日目は世界遺産のスプリングブルック国立公園を見学。本
物に触れる貴重な体験ができます。4日目はハリウッドの映画村
を再現したムービーワールドを満喫します。

2）

4）オーストラリア海外研修
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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

語学・文化交流プログラム

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
春日部共栄高校では、相互異文化理解を目的とする

る機会になっています。

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。昨年9月から1年間4名
（デンマーク・ブラ
ジル・ベルギー・スウェーデン）
の留学生が本校での
学校生活を体験しています。お互いの言語や文化を
学び、国境を超えた友情を育んでいます。
学校に来た留学生と彼らのバディの生徒
左上 ウィリアム君
（デンマーク） 左下 カミーレさん
（ブラジル）
右上 ルイ君
（ベルギー）
右下 アレキサンドラさん
（スウェーデン）

韓国の留学生と
文化交流
１週間程ホームステイを
体験。本校で授業見学

日本インド
学生会議

や文 化 交 流をした後、
浅草・原宿などを一緒

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。

に観光しました。

9

5）KICプログラム

毎年、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。昨年は講師1名・留学生7名と一
緒に、英語でディスカッションやプレゼンテーションを行いました。生徒
は積極的に英語を話しており、英語で発信する力を身につけています。

10
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大きな飛躍を遂げた
共栄生の2020年

● 2020年

東北大学、山梨大学（医‐医）、国際教養大学、筑波大学、
千葉大学、埼玉大学など国公立大学に７０名が合格。
ほか、早稲田大学、慶應義塾大学、上智大学、
東京理科大学など難関私立大学に多数合格。
「国公立大学現役合格」にこだわる共栄の教育方針が、国公立大・私立大とも高い現役
合格率を実現し、生徒達が夢を持てる学校として着実に成果を上げています。そのため
には、
「自学自習が埼玉県で一番の学校」を目指します。コツコツと積み重ねる毎日の学習
こそが大学受験成功への鍵を握ります。そのサポートを共栄の全職員が一丸となってお手
伝いすることをお約束します。

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
●中間テスト廃止により詰め込み学習からスパイラル学習へ
●日々の単元別テストを短期目標に

大学合格実績

国

公

立

大

学

私

立

大

学

東

北

大

学

1

早 稲 田 大 学

16

筑
千

波
葉

大
大

学
学

4
2

慶 應 義 塾 大 学
上 智 大 学

東 京 藝 術 大 学
東 京 海 洋 大 学

1
2

電 気 通 信 大 学
横 浜 国 立 大 学
埼 玉 大 学

医

歯

薬

看

護

系

山梨大学（医 - 医）

1

3
7

秋田大学（医 - 保健）
埼玉県立大学

1
8

東 京 理 科 大 学
学 習 院 大 学

19
10

東京都立大学（看護）
岐阜薬科大学

1
1

1
1
6

明 治 大 学
青 山 学 院 大 学
立 教 大 学

32
15
25

防衛医科大学校
国立看護大学校
東京女子医科大学

2
1
2

宇 都 宮 大 学
茨 城 大 学
群 馬 大 学

5
5
1

中
法
成

学
学
学

41
42
9

東京歯科大学
日本大学（歯・薬）
東京理科大学（薬）

1
3
3

山
新

学
学

1
1

成 城 大 学
明 治 学 院 大 学

16
6

星薬科大学
昭和薬科大学

1
2

国 際 教 養 大 学
東 京 都 立 大 学
埼 玉 県 立 大 学
岐 阜 薬 科 大 学
防衛医科大学校

1
2
8
1
2

獨 協 大 学
國 學 院 大 学
武 蔵 大 学

21
9
5

明治薬科大学
東京薬科大学
順天堂大学

5
4
3

梨
潟

大
大

央
政
蹊

大
大
大

ほか

ほか
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ほか

●期末テスト・校内統一試験を中期目標に

国 公 立 大 学 合 計

●外部模試は入試の予想問題として積極的に活用

70

私 立 大 学 合 計

886

医 歯 薬 看 護 系 合 計

120

●大学入学共通テスト対策も全教科がバックアップ
●大学までの人ではなく、大学からの人へ

● 視野は世界へ、大学院へ

2020年 合格実績

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）

東大オープンキャンパス

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）

70名

国公立大

カリフォルニア州立大学サンノゼ校 …………………………（アメリカ）

教務部長

吉場 慎二

進路指導部長

伊藤 恒

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）
アーヘン大学 ……………………………………………………… （ドイツ）
コロラド大学 ………………………………………………………（アメリカ）
プレーベン医科大学 …………………………………………（ブルガリア）

45名

早・慶・上・理

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）
南イリノイ大学カーボンデール校 ……………………………（アメリカ）

本校では「現役合格」を学習・進学指導の基本にしてコー

春日部共栄では「国公立大学現役合格」にとにかくこだわり

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

ながら、毎年の先輩の実績を励みにして、それを超える結

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

果を出すというのが伝統になっています。それを達成するた

東京大学大学院

早稲田大学大学院

力の伸長を促し、2年次で文理のコースに分かれます。新

めの共通テストは、ほぼ１００％の生徒が受験をし、その後

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

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

の国公立大学、私立大学へのステップにしています。一方

一橋大学大学院

中央大学法科大学院

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

学習面での成長だけではなく、クラブ活動・生徒会活動な

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

え、合格に向けて徹底した学習指導を行います。

どの課外活動を通じて人間としての成長を重視しているの

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

165名

G-MARCH

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

120名

医歯薬看護系

0

50

100

150 160

が共栄の「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、

11

進学後においても生徒の財産として生かされています。
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文武
両道

文武両道を実践し、難関大学現役合格

さまざまな方面で活躍する共栄生！
語学学習と国際交流
国際ロータリー青少年交換留学生制度

東北大学

山梨大学（医） 横田さん
数学研究部

東京都立大学 前田さん
サッカー部

東京都立大学

東京海洋大学

宮家さん

サイエンス部

藤森さん

女子バスケットボール部部長

電気通信大学

国際教養大学

瀧口さん

ESS 部長

バスケットボール部

塩川さん

留学した本校生徒

留学生が来校

〜東京大学の留学生らとの交流を図る〜

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、古川さん
（アメリカ）
、柏木さん
（デンマーク）
、坂口さん
（スウェーデン）
、菅
谷さん
（ベルギー）
、大澤くん
（ブラジル）
です。

国際ロータリー青少年交換留学生制度によ
り、毎年留学生を受け入れています。本年
度はデンマーク・ブラジル・ベルギー・スウ
ェーデンからの留学生4名が、本校でクラス
の中に入り1年間学んでいます。

7月の4日間、本校生徒36名がKICプログラ
ムに参加しました。講師1名、留学生7名と
一緒に英語を通してディスカッションやプレ
ゼンテーションを行いました。

テニス部

筑波大学

佐藤さん

KIC プログラム 2019

茨城大学

勝村さん

吹奏楽部

羽鳥さん

ザ・ワールド・バレエ・
トライアル
コンテンポラリー部門 銀賞受賞
1年生の橋本さんが、
優れたダンサーが集まり、
ユネスコが
認定した世界的なコンクールで銀賞を受賞しました。

高知大学

今川さん

アーチェリー部

埼玉大学

菅野さん英検1級合格・準1級も7名合格

K ASUK ABE KYOEI HIGH SCHOOL 2021

モットーは

英検1級は大学上級・準1級は大学中級と言われていますが、2年
生の菅野さん
（左）
が本校開校以来初となる英検1級に合格、
筒元く
ん・互井さん・瀧口くん・江原くん・小川さん・新井さん・樋口くんの7名
が準1級に合格しました。

多くの分野でボランティア活動に励んでいます。

荒山さん

軽音楽部

サンタ大作戦

老人ホーム訪問
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宇都宮大学
吉田さん
野球部

埼玉県立大学
清水さん
バドミントン部

早稲田大学
新井さん
陸上競技部

早稲田大学
藤井さん

慶應義塾大学
星野さん

明治大学
白木さん
卓球部

立教大学
横本さん

バスケットボール部

本校合唱部が、7月に老人ホーム
「サンライズヴィラ北春日部」を訪問
し、懐かしい曲を中心に歌声を披露。また、入居者の方々と一緒に
「ふるさと」を歌いました。

春日部共栄ではおなじみのボランティア活動の1つ、サンタ大作
戦が12月に行われました。吹奏楽部の演奏が行われる中、イン
ターアクト部と生徒有志たちがつくったクッキーが販売され、売
上金はすべてワールドビジョンジャパンを通して世界中の恵まれ
ない子供達の教育教材を揃えることに使っていただいています。
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授業の進め方

数学
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

共栄生を知りつくした教師陣の授業で
みなさんの学力をしっかりと伸ばします

数学は大学受験にも大きな影響力を持つ教科です。
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。

小篠拓央先生

理科
基礎の徹底と科学的に探究する力が身につきます！
授業や各種講習などのきめ細やかな指導で基礎力、探究する力を養います。
また、大学入学共通テストや国公立受験に十分に対応できるよう、
実験やその結果から問題点の発見、解決するという理科の応用力を磨いていきます。

後藤大希先生

地 歴・公 民

K ASUK ABE KYOEI HIGH SCHOOL 2021
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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。

英語
英語で自由に表現しよう！春日部共栄の英語力で世界へ！
大学入試にも対応できるように、
4つの技能をバランスよく育てるプログラムが組まれています。
「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。

保健・体育
文武両道の基礎となる身体と心を育てます
神間こみく先生

国語

15

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。

嶋先麻美先生

芸術

確かな「知識」と「読む」
「考える」の徹底で国語力の充実を
はかります
「記憶と思考の両立」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。

甲斐早矢花先生

総合的な人間力を身につけよう
鈴木聖矢先生

受験科目ではない教科にもこれからの時代に必要な人間性を養うため、全力を尽くします。
自由な発想から個性を磨き豊かな感性を身につけていきましょう。
授業は音楽、美術、書道の選択制です。

織戸祥子先生

16

文武
両道

クラブ活動 Ⅰ 世界大会、 全国大会で活躍！

バレーボール部

書道部
高野山競書大会で
髙松さんが「推薦」
池田さんが「特選」

男女ともに関東大会出場

吹奏楽部

全日本吹奏楽コンクール銀賞
管楽合奏コンテスト最優秀賞

バレーボール部が男女そろって関東大会に出場しました。男子は3年ぶり女子は3年連続の出場
で、
ともに30回目の出場になります。

打楽器八重奏でアンサンブル
コンテスト全国大会に出場決定

第五十四回高野山競書大会にて髙松さ
ん
（右）
が推薦、池田さん
（左）
が特選に選
ばれました。

野球部
秋春連続県大会優勝

水泳部

競技かるた部
関東大会出場

高校総体学校対抗 女子総合３位
個人２種目優勝
１００ｍハ゛
タフライ連覇

秋の県大会で優勝した野球部は、春季高校野球県大会決勝でサヨナラ勝ちし、秋春連
続優勝を遂げました。

アーチェリー部
関東選抜大会出場

管弦楽部
代表選考会アンサンブル賞受賞

平野くんが個人戦で入賞し、初段取得とC級
昇級を果たしました。
また、埼玉県代表に選
ばれ、
関東大会に出場しました。

茶華道部
「花の甲子園2019」出場

10月に行われた全日本吹奏楽コンクールに8年連続15回目の出場を果た
し銀賞を受賞、
また11月のアンサンブルコンテストに打楽器八重奏とクラ
リネット四重奏の2チームが出場し、打楽器八重奏チームが全国大会へ
の出場を決めました。

8月に熊本市で行われたインターハイにて田嶋さんが100ｍバタフ
ライで二連覇、200ｍ背泳ぎでも松山くんが優勝をしました。1年
生の武田さんも400ｍ自由形で準優勝、
リレー種目での入賞もあり
女子総合３位に入賞しました。

HIP HOP部
Dance Drill 大会出場
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県大会で阿部くんが関東選抜大会出場
の推薦基準点をマークし、関東大会出場
の権利を獲得しました。

パワーリフティング部

世界大会金メダル

茶華道部の男子3人が「花の甲子園2019 南
関東大会」に出場し、敢闘賞を獲得しました。
男子だけのメンバーということで注目され、新
聞やテレビでも紹介されました。
（写真は仲間
の男子部員と一緒に）

1月の「第44回全国高校総合文化祭器楽管弦楽
部門埼玉県代表候補選考会」に浦和西高校と合
同で出場し、
アンサンブル賞を受賞しました。

進学先でキャプテンを務めた先輩たち
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8月にカナダで行われた世界サブジュニアパワーリフティング選手権大
会で德永くんがデッドリフトで金、総合とベンチプレス、
スクワットでも
銀メダルを獲得しました。

11月に行 われた「Dance Drill 秋 季 大 会 」に選 抜チームが 出 場、
「HIPHOP男女混成部門 Medium編成」で優勝し、
「Dance Drill
Winter Cup」への出場をしました。優勝での全国出場は初です。
また、
「USA Regionals」を勝ち抜き
「USA Nationals 全国選手権大会」へ
の3年連続での出場を決めました。

●明治大野球部

●立正大野球部

●立教大水泳部

●筑波大水泳部

橿渕さん（平成5年卒）
江口さん（平成8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）
●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）
●国士舘大男子バレーボール部 利根川さん（平成１３年卒）

●学生アーチェリー連盟委員長

重川さん（平成14年卒）
金子さん（平成14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）
●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）
●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）
●国士舘大男子バレーボール部 吉澤さん
（平成１７年卒）
●国士舘大男子バレーボール部 石川さん
（平成１８年卒）
●早稲田大水泳部 小森谷さん
（平成18年卒）

●早稲田大水泳部

山本さん（平成18年卒）
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）
●専修大水泳部 阿部さん
（平成25年卒）
●明治大水泳部 磯野さん
（平成26年卒）
●青山学院大学パワーリフティング部 佐竹さん
（平成27年卒）
●全日本学生パワーリフティング連盟理事長 木内さん（平成27年卒）
●中京大水泳部 島村さん
（平成27年卒）
●神奈川大水泳部 足立さん
（平成28年卒）
●順天堂大水泳部 大久保さん
（平成28年卒）
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クラブ活動 Ⅱ

文武
両道

吹奏 楽 部

管 弦 楽部

インターアクト部

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8年連続出場（通算15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）

全日本高校総合文化祭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
（25回連続出場）

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。

美術・コミックアート研究部

茶華道・家庭科部

E SS

数学・サイエンス研究部

主な活動は6月の文化祭です。 美術部はデッサン
や風景画などの作品展示を行い、コミックアート
部はイラスト作品展示のほか、ラミネートカードや
パウチバッジを販売しています。 生徒たちは自由
な空間で作品づくりを楽しんでいます。

主な活動は6月の文化祭になります。 家庭科部は
お菓子の販売を行っており、 茶華道部はお点前の
披露や、 抹茶やお菓子の販売を行っています。
普段の活動では、 家庭科部は生徒同士で作るもの
を決めて、 主にお菓子を作り、 茶華道部は外部顧
問の先生から指導を受け、 お花とお茶のお稽古に
励んでいます。

英語を使って、 交流する部活。活動内容は、 英語
での新聞作成・外国人へのインタビューなど。 写
真は、 今年度の新企画、 家庭科部との交流を兼
ねて、 他国の料理を英語でクッキングの様子。

科学班は自分の興味があることを実験を通して深
く調べ、 生物班は生物の採集や飼育を通して生物
に対して深く探求しています。 実験や採集などを
通して得た知識や経験は進学やその後の進路にも
生かされています。

文芸・ディベート部

書 道部

軽音楽部

合唱部

文芸部は創立当初からあるクラブです。コンテス
トコンクールに応募したり小冊子を発行する活動
を中心としています。 毎年「藤桐祭」において文
芸部誌を発行し、 学校内外に活動を発信していま
す。 ディベート部は初年度の関東甲信越大会で決
勝トーナメントに進出し新人賞を獲得しました。

主な活動は文化祭の作品制作、 展示と書道展へ
の出品です。 文化祭では毎年、 軸作品の展示、
また扇子、 団扇、 栞などの小作品の販売、 パフォ
ーマンスなどを行っています。 展覧会は、 高野山
競書大会、ふれあい書道展、日本学書展に出品を
し、 切磋琢磨しています。

2019年度埼玉県高等学校軽音楽新人大会決勝
進出。 文化祭、 校内ライブを発表の場のメインと
し、 練習をしています。 個人練習が大切な部活で
すが、 初心者でも部のメンバーと相談しながら技
術を磨けます。その他、 他校との交流もあり、 楽
しく活動しています。

埼玉県合唱コンクール14回出場(銅賞5回受賞)
埼玉ヴォーカルアンサンブルコンテスト15回出場
(銀賞3回、 銅賞5回受賞)
全日本ジュニアクラシック音楽コンクール
個人声楽4位(平成25・26・29年)

男子テニス部

男子ハンドボール部

男子バスケットボール部

競技かるた部

部員の大半は未経験者ですが、 県ベスト8を目指
して日々練習に励んでいます。 チャレンジ精神旺
盛な人大歓迎です。

「社会で活躍するための力を養成する」をモットー
に活動しています。Bリーグ選手の指導歴のある
スキルコーチなどを定期的に招き、 競技力強化に
も努めています

2016年より、 関東高等学校小倉百人一首かる
た大会に4年連続出場しています。個人戦では優
勝者3名、 入賞者15名、 有段者を2名輩出して
います。

女子テニス部

女子ハンドボール部

女子バスケットボール部

卓球部

令和元年度
学校総合体育大会団体戦県大会ベスト32
新人大会団体戦県大会ベスト32
県大会出場に向けて、
「文武両道で応援される部
活」をスローガンに切磋琢磨しながら練習に励んで
います。

初心者大歓迎！
！ 一緒に考えて取り組んで自分自
身を高めましょう。

県大会出場を目指し練習に励んでいます。 バスケ
ットも勉強も頑張りたいという部員の集まりです。
それぞれの目標達成に向けて、 一緒に活動しまし
ょう！

打ち込むものがあるって素晴らしい

野 球部

水泳部

男子バレーボール部

全国高等学校野球選手権大会出場：
（平成3年・5
年〈準優勝〉・9年・17年・26年）
選抜高校野球大会出場：
（平成3年・9年〈ベスト
8〉・31年）
明治神宮野球大会：準優勝（平成8年）
関東大会：秋優勝1回・春優勝1回・春準優勝1
回・秋準優勝2回

インターハイ：連続37回出場、 男子学校対
抗優勝（平成16・17年）
女子学校対抗優勝（平成19年）
女子学校対抗準優勝（平成28年）
男子学校対抗7位（平成28年）
関東大会：女子学校対抗優勝（令和元年、 13回
目）

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

H IP HOP 部

陸上 競技部

アーチェリー部

大会出場及び校内での発表を中心に活動していま
す。 全国大会に3年連続で出場しており、 全国大
会での入賞を目指して日々練習しています。

ダンス部

USA Regional Competition 2010 ベストイン
プレッション賞受賞
USA Nationals 2013 全国大会出場
USA Regional Competition 2019 チアア
ップ賞受賞

平成28年
平成29年

日本ユース陸上競技選手権
800m走 準優勝
インターハイ関東地区予選会
800m走 優勝、 1500m走 ３位
やり投げ 4位、 総合11位
3種目で全国大会出場

サッカー部

インターハイ県予選ベスト12（平成17年）
選手権予選ベスト16（平成2年・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）

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
12回出場
国民体育大会7回出場

男子 バドミントン部

県高校総体団体・個人ダブルス出場

女子バレーボール部

柔 道部

平成27年度 東部地区大会 優勝
埼玉県ジュニア選手権大会
準優勝
関東ジュニア選手権大会 ベスト8
平成29年度 東部地区大会 優勝
インターハイ県予選 第3位
令和元年度 東部地区大会 優勝
選手権県予選 ベスト8

剣道部

関東大会県予選出場（令和元年）
昇段審査３段取得（平成３０年）

男子ソフトボール部

平成２７年度 関東大会県予選３位
平成２７年度 インターハイ県予選３位
平成２８年度 新人大会県予選３位
関東大会出場を目標に、 日々練習に励んでいま
す。

個人戦
団体戦

埼玉県大会A級5位
関東大会5位
埼玉県大会入賞 4回

インタ ー ハ イ：17回 出 場、 全 国3位（ 平 成23
年）、 ベスト8・3回、 ベスト16・3回
春 の 高 校 バレー：14回 出 場、 全 国3位（ 平 成7
年）、 ベスト8・1回、 ベスト16・2回
関東大会優勝（平成26年）

パワーリフティング部

世界サブジュニアパワーリフティング選手権大会7
年連続計11回出場 2階級制覇 世界記録樹立
全日本高等学校パワーリフティング選手権大会
31回出場 団体戦優勝男子3回女子4回全日本
選抜高等学校パワーリフティング選手権大会 17
回出場 文部科学大臣賞受賞全日本パワーリフテ
ィング選手権大会 3回出場

女 子バドミントン部

県新人大会女子ダブルス参加
東部支部大会女子団体四位入賞

令和元年度 新人戦団体戦県大会ベスト16
その他、 毎年個人・団体ともに県大会出場
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女子ソフトボール部

関東大会県予選
令和元年出場（過去２１回出
場、 ベスト４：１回、 ベスト８：２回）
インターハイ県予選 平成２３年〜連続出場（過去
３１回出場、 ベスト８：６回）
新人大会県予選 平成３０年出場（過去２０回出
場、 ベスト８：７回）
県私学大会 第１回〜連続出場（１部準優勝：１
回、３位：４回、２部優勝４回）

男子ダブルス県大会出場(平成30年度)
女子団体県大会出場(令和元年度)
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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。

時間割（2年選抜文系）

登校／ 7：20〜8：30

MON

TUE

WED

1

数学

コミュニケーション
英語

化学基礎
理科演習

2

英語表現

数学

FRI

SAT

保健

芸術

化学基礎
理科演習

地理

コミュニケーション
英語

体育

古典

3

コミュニケーション
英語

日本史
世界史

数学

英語表現

化学基礎
理科演習

数学

4

現代文

現代文

情報

地理

日本史
世界史

LHR

5

古典

化学基礎
理科演習

現代文

数学

コミュニケーション
英語

6

地理

体育

土曜の授業

家庭基礎

数学

7

日本史
世界史

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。

登校／ 7：20〜8：30
SHR／ 8：40〜8：50

THU

1時限／ 8：50〜9：40
2時限／ 9：50〜10：40

8

9

1時限／ 8：50〜9：40

3時限／ 10：50〜11：40

10

授業が始まります。国立大の文系を目

11

指す私ですが、部活もあり忙しいの
4時限／ 11：50〜12：40

12
TIME
SC HEDULE

13

昼休み／ 12：40〜13：20

18

を心がけています。大変ですが、や
までやり通します。

5時限／ 13：25〜14：15

15
16

で、普段の授業をしっかり受けること
りたくて入部した吹奏楽部なので最後

14

17

現代文

K ASUK ABE KYOEI HIGH SCHOOL 2021

建学の礎

制服
夏服

冬服

6時限／ 14：25〜15：15
HR ／ 15：20〜15：25
放課後・下校／ 15：25〜

6時限／
14:25 〜 15:15
体育の授業も楽しみです。身体を動かし、

ランチタイム／
12：40〜13：20
お昼は、母が心を込めて作っ
てくれたお弁当を食べます。
食堂を利用する人もいます。

汗を流すことで気分転換ができ、次の部
活も
「よし、やるぞ」
という気になります。

放課後・下校／
15：25〜
放課後は部活に打ち込みます。私は吹奏
楽部に在籍し、コンクールに向け楽しく練
習しています。下校は19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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藤桐祭（文化祭）〔6月〕

主な
年間行事

文武
両道

藤桐祭とは、 春日部の花「藤」と名産「桐」にちなんで命
名された文化祭の名称です。 多彩な企画を誇る藤桐祭
は、 毎年6000名を超える来校者がある大イベント。 中
央写真は、 多くのクラブが団結して中庭で演目を繰り広
げ、 藤桐祭が最高潮に達する「フィナーレ」の様子です。

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
（全学年）
●避難訓練

●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年生は浅草自主研修、
1年生は科学未来館見学研修）

●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

K ASUK ABE KYOEI HIGH SCHOOL
CHOOL 2021

モットーは

●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
●大学AO入試開始

●校内統一試験
（全学年）
●保護者会
（個人面談）

●吹奏楽部オータムコンサート

September

October

November

December

●体育祭

●防災訓練

●進路説明会(2年生)
●高校模試

●進路説明会
（1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
●冬期進学講習

そして、
そして、
かけがえのない
かけがえのない

思い出が刻まれる
思い出が刻まれる

●数学オリンピック
●大学入学共通テスト
●大学一般入試開始

January

●校内統一試験
（1年生、2年生）
●芸術鑑賞会
（1年生、2年生）

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
（1年生、2年生）
●春期進学講習

学年行事〔5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
合的な探究活動の一環として実施される行事で
す。

セミナーハウス〔7・8月〕

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。

体育祭〔10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。

修学旅行〔12月〕

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
です。

サンタ大作戦〔12月〕

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、心を込めて
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。

芸術鑑賞会〔2月〕

落語、和太鼓、オペラなど毎年様々
な演目が企画されています。近年は
有名な文学作品をもとにした演劇や
英語落語などが実施されました。授
業で学習した知識が芸術作品に昇華
される瞬間を全身で体感できる機会と
なっています。
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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

平成21年卒 水泳部

OB・OGも大活躍

星さん

星奈津美さん・古賀淳也さん、
リオ五輪で大活躍！

東京大学大学院 工学系研究科長賞を受賞
東京大学大学院
平成20年卒 管弦楽部

大学で学んだ中世フランス建築に興味を
持ち研究を始めました。研究は、石の積み
方や壁表面の痕跡などを丹念に読み解い
ていく地味で根気の要る作業ですが、謎解
きのような楽しさがあります。共栄在学中に

培った忍耐力や、自分で考える習慣などは
今にまで生きていると思います。安易に「解
答」を求めるよりも能動的に思考することの
楽しさをみなさんにも知ってほしいと思いま
す。

筑波大学大学院の
修士論文で表彰されました

篠宮さん
新たな方向に向かって
東京大学大学院 薬学系研究科 天然物化学教室
平成22年卒 生物部

星野さん
高校時代は生物部に所属しており、当時は
理学部志望でしたが、東大に入り徐々に薬
学部で新薬の研究や開発に携わることに興
味を持つようになりました。今は天然資源系
薬学の研究を行うため、2年間アメリカのプ

リンストン大学へ赴いています。冷静に振り
返ると、春日部共栄での学びはどれも役に立
たなかったものは一つもありませんでした。と
にかく英語を軸にいろいろなことに挑戦してく
ださい。

論文のタイトルは「ヘムをもつDNA酵素に
おけるペルオキシダーゼ活性発現機構の解
明」。天然に存在する酵素を人工的につく
る研究です。篠宮さんは筑波大学で陸上
部に所属しインカレにも出場し、また理科の教員免許も取得していま
す。大学・大学院でも文武両道を実践した篠宮さんはその経験を活
かし、製薬会社の研究員として活躍しています。

好評の『らき☆すた』が
化学の参考書に

物理学科へ進学

北里大学から東大大学院で
応用生命工学専攻、
醗酵学研究室

マイコプラズマ研究で
学習院大学の学長賞を受賞！
アメリカ科学誌にも論文が
掲載される！

平成29年卒

平成21年卒

平成19年卒

卯月

管弦楽部

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。

25

角田

さん

博士課程で 抗生物質の生合成研究 を
行いました。現在はOregon State Uni
versity (オレゴン州立大学) の薬学部で
研究をしています。原核生物なのにこんな
複雑なことをしていてその仕組みが知りた
いという理学的な興味心と、その仕組みを
理解して応用することで更に良い薬を開発
したり、安価に薬を製造したいという工学
的な興味を持って研究しています。

木下さん
「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、論文はアメリカ科学
誌にも掲載された。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。動きの全容を突き止め、感染機構の解明に
つなげたい』
と話している。」
（産経新聞より抜粋）

平成25年卒 合唱部

寺内さん

2017年に、劇団四季のファミリーミュージカル
『嵐
の中の子どもたち』
にポー役として初舞台を踏みま
した。高校在学中、合唱部に所属し、定期演奏
会やコンクールを通して歌唱力に磨きをかけまし
た。大学に進んでからも、歌の勉強を続け、2016年に研究生として劇
団四季に入団しました。初舞台の後も稽古に励み、舞台に立ち続けて
います。今後の寺内さんの活躍に期待が高まります。

昭和63年卒

美水かがみさん
マイコプラズマ
の模型

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。

「陽だまりの彼女」
100万部を突破

平成8年卒 コミックアート部

さん

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。

劇団四季の舞台で
初出演を飾りました

平成25年卒 陸上競技部

（QS世界大学ランキング19位）

古賀さん

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。

嶋﨑さん

イギリス エディンバラ大学

平成18年卒 水泳部

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。

越谷オサムさん

中高生の間で圧倒的人気の
『らき☆す
た』
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学を楽しく
サポートしています。

「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「陽だまりの彼女」
（ 新潮文庫）が
100万部を突破しました。また、松本
潤・上野樹里主演により映画化もされ
ました。

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

地球惑星科学の
より深い研究のため
東京大学大学院へ

平成22年卒 アーチェリー部

平成23年卒 バスケットボール部

岩城さん

名古屋大医学部は１年生から
解剖実習などがありハードな毎
日でした。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
日部共栄出身｣ということが私の自慢でした。

K ASUK ABE KYOEI HIGH SCHOOL 2021

建学の礎

筑波大学卒業

保科さん

春日部共栄では様々な経験をさせてもらったり、幅
広い視野を持てるような機会をたくさん与えていた
だきました。私は筑波大学に入学してからも自分の
本当にやりたいことは何なのか探し続け、地球惑星
科学について学びたいと思い、東京大学大学院へ
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
しています。皆さんも日々の生活の中で自分が興味を持てそうな事をぜひ探してみて
ください。
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文武
両道

2021年度入試より
入試問題の傾向が変わります！
2021年度入試より、埼玉県公立高校の入試問題に準じた問題を出題します。
解答形式は今まで通りマークシート方式です。

̶

受験生のみなさんへのメッセージ
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。

各教科の対策̶

春日部共栄高校の受験を考えている受験生の皆さんへ

馬﨑 郁朗

入試対策室室長

英語

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

中学校で学習した範囲からまんべんなく出題されます。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。与えられる日本
文と英語を対応させる十分な文法知識が必要です。全体を通
して出題パターンはさまざまですが、難易度は標準的ですから、

中学 3 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。

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。

数学

K ASUK ABE KYOEI HIGH SCHOOL 2021

モットーは

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。

小問集合では中学校で学ぶ各分野より、基礎的な問題からや
や複雑な問題まで出題します。早く・正確に解くことを心掛け問
題演習を積み重ねましょう。文章題に多く触れることや、1 つの
問題に対して工夫していくつかの解き方を考えてみることも効果
的です。

大問では、関数や図形について総合的な問題を出題します。
まず、教科書の内容を理解し、練習問題・章末問題などを解く
ことで基礎力を身につけましょう。教科書での学習が一通り終わ
ったら、標準レベルの問題集で演習をできるだけ多く行いましょ
う。特に苦手な問題は丁寧に繰り返し取り組むことが重要です。

国語
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。
本校の問題は「北辰テスト」および「公立の入試問題」との
互換性が高いため、その対策を念入りに行いましょう。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）

第 1 回入試（単願）
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とを約束します。

アド バ イス

アド バ イス

アド バ イス

寺本くん

北井さん

細井くん

蕨市立
第二中学校

足立区立
第九中学校

流山市立
北部中学校

1

出題内容は主に、論説文・小説・古文からとなっています。
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。

（令和2年度入試）

春日部共栄は、あなたの貴重な三年間をサポートするこ

受験者

208 名

合格者

201 名

平均点

165.2点／300点

合格点
選抜コース

特進 E 系

特進 S 系

220 点

191 点

143 点

2

3

授業を大切に。

「間違い」を力に。

私は、「学校や塾でしか勉強できな

入試には、複雑で応用力が試され

入試の傾向を
しっかりつかみましょう。

く、家ではあまり集中できない」 人

る問題も多く出題されます。まずは、

春日部共栄高校の入試問題は応用

でした。このような人はいかに授業

早くから過去問に取り組んで出題傾

問題が多く出題されます。教科書の

を理解できるかにかかっていると思い

向を知ること。次に、数をこなして

内容を理解した後は過去問を解きま

ます。私の場合は、授業中に先生

形式になれることが大切です。その

しょう。
（私は、10年間分の過去問を

が話していることや授業内容を理解

中で、できなかった問題には特に丁

解きました。
）繰り返し解いていくと出

できるまで板書を写しませんでした。

寧に取り組むようにしましょう。
「どうし

題傾向が分かってきます。また、英

時には板書が終わらなかったこともあ

て間違えたのか」を明確にし、解説

検、漢検等の検定も積極的に取得

りましたが、他の人より勉強時間が

を読んで解き方をしっかり理解するこ

しましょう。春日部共栄高校は勉強、

第 1 回入試（併願）

869 名

833 名

201.3点／300点

232 点

205 点

171 点

第 2 回入試

499 名

463 名

192.1点／300点

228 点

201 点

163 点

短くすみました。勉強の質は精神状

とで、着実に力がついてきます。自

部活動ともに充実した生活を送ること

第 3 回入試

54 名

51 名

186.7点／300点

221 点

194 点

162 点

態によって大きく変わるので、しっか

分を信じて、頑張ってください。

ができます。努力は必ず報われる
！皆

り自己管理をして頑張ってください。

さんの入学を待っています。
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モットーは

学習センター

充実した教育環境で、
充実した教育環境で、
世界に飛び立つ生徒をサポート
世界に飛び立つ生徒をサポート

「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。
※本校ホームページの

広々としたグラウンド、
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。

施設・設備 をクリックすると
G o o g l e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

至誠館

3

文武両道の拠点

10

9

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

8

ます。

野球場

2

7
7

1

総合グラウンド

テニスコート

6

（他にも、第 3 グラウンドに 6 面あり）

8

（ソフトボール・ハンドボール場）

第2グラウンド

4

3

中学棟 大地と空の交点

（The intersection of the sky and the ground）

6

10
5

図書室

駐車場

自習室（個人ブースコーナー）

5

多目的ホール

29

階段教室

屋内プール

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 2021
Schedule ●受験情報
学校説明会

ナイト説明会

個別相談会

予約不要

（７月下旬より本校 HP にて）

（生徒による説明会）

（昼間にお時間が取れない保護者の方へ）

いずれも10:00〜11:30

いずれも19:00〜20:00

予約不要

いずれも

8月25日（火）

7月 23日（木・祝）
9月 13日（日）

25日（日）
11月 14日（土）

9月23日（水）

10月 11日（日）
8日（日）

9:00〜12:00
13:00〜15:00

10月 18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 27日（日）
11月

完全予約制

22日（日）
28日（土）

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）

※日程等は変更になる可能性があります。ホームページでご確認のうえ、お越しください。

12月 12日（土）
20日（日）

●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。

入試日程
42

11

48

24

15

34

東武アーバンパークライン

6

34 34

32

21
30

22

18

29

京浜東北線

14

31

26

36

30

至 杉戸・幸手・久喜

36

春日部

39

至 野田・船橋

セブンイレブン
ン

ライ

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

国道
号

至 大宮

16

1日（月）

タクシー●
乗り場

大沼運動公園

■交通のご案内
春日部駅西口よりスクールバス約10分

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 ★
春日部西口支店

東武スカイツリーライン

共栄大学

とんでん

2月

酒井
書店●

●大宮・春日部間、急行で 15 分。
※乗り換え時間は含みません。

東

〈第3回入試〉

●
朝日バス
降り場❷

30

32

ー
武ア

1月 24日（日）

春日部駅西口

中央線・総武線

ーク

〈第2回入試〉

25

38

パ
バン

1月 22日（金）

37

32

48

〈第1回入試〉

学習センター

〒 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）
https://www.k-kyoei.ed.jp

