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校則Introduction（こんな学校です）

ステップ特派員（協力してくれた在校生）

▼環境　
駅から遠くて周りは森ばかりだけど、静かで過ごしやすい。
春になると桜がすごくきれい！　青葉台、市が尾、柿生、
それぞれバスで 15分くらいのところにそびえたつ。山の
上にある特徴的な建物すべてが桐蔭学園。スゴク大きい、
スゴク駅から遠い、スゴク田舎の三拍子。学校のまわりに
お店とかがないから静かで落ち着ける。500本以上の桜や、
天気がよいとランドマークタワーも見える。
▼自慢の設備　
シンフォニーホールはとても大きなホールで、映画や講演
会、芸術鑑賞が行われる。アカデミウムの仲には横浜地裁
陪審法廷を復元したものがあり、ドラマなどでも使われた
ことがある。2018 年４月に英語を使ってネイティブの先
生や友達とコミュニケーションを取れるグローバルラウン
ジが誕生しました。気軽に英語を体験可能。野球場、サッ
カー場、ラグビー場すべて人工芝になりました！
▼冷房（有・無）
▼学生食堂（有・無）　
食堂も購買もおいしいものばかり！　食堂の食券は早めに
買わないと売り切れちゃう。食堂はどれも広くてキレイ！
オススメはカレー、曜日変わり定食。購買は比較的買いや
すい。売店とは別に、高校棟２階でお弁当屋さんが毎日弁
当を売ってます！

▼カリキュラムの特徴　
どちらかと言うと、授業の進みが速いからしっかり復
習をしたほうがいい。2018 年度から男女別学から共
学になった。プログレス・アドバンス・スタンダード
の３コース制に。プログレスは難関国立大学や医学部
への進学を目標としたコース。アドバンスは国公立大
学や難関私立大学への進学に対応したコース。スタン
ダードは国公立大学や私立大学の進学を目指すコー
ス。教科によって違いはあるが、進みが速く、授業内で
の話合いが発表をする機会が多い。レッスン制になって
いる教科は、レッスンによって扱う問題の何度が変わる。
普段から小テストが多いので復習をしっかりするのがオス
スメ。

♥Ｈ・Ｏ（高３）

〒 225-8502　横浜市青葉区鉄町 1614　☎ 045-971-1411
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2018 年度から男女別学から共学になり、プログレス・アドバンス・
スタンダードの３コース制に。学校はのんびり穏やかな雰囲気だけど、
テスト前とかになると、休み時間も勉強している人がいたりして、引
きしまった雰囲気になる。個性的な人が多い！　１学年 22 〜 24 ク
ラスのマンモス校！

グローバルラウンジが誕生

登校時間
8時 20分

1 日の授業
50 分× 6時限
（土曜 4時限）期制

温水

▼服装検査　（有・無）　
先生が気づいた時に注意される。スカート
丈、茶髪、リボン、ソックスをチェック。
髪がまゆげにかかってないか、えりに髪が
かかっていないか。
▼パーマ・茶髪　
休み明けの頭髪チェックにひっかかった
ら、一週間以内に切って報告しないと帰さ
れる。
▼コメント　
生徒手帳をとられることがある。髪は地毛
でも引っかかる！　ちょっとでも茶色なら
「髪の毛集会」行き。昔の写真を持っていっ
て証明したりする…。

▼通学ワンポイントアドバイス
駅から学校までのバスはすごく混むから時間に余裕を
もって行動したほうがいい。道が渋滞して遅れても、
お情けは一切ないので気をつけるべし。

交通機関
［小田急線］柿生駅・新百合ヶ丘駅よりバス 20 分
［東急田園都市線］青葉台駅・市が尾駅・あざみ野駅
                            よりバス 10 分

私立 

あり

▼教師のカラー　
プリントなどを使ってわかりやすい授業をしてくれる。授
業後や休み時間に質問をしに行くとわかるまで丁寧に教え
てくれる。個性豊かな先生が多い。年齢は高め。でもそれ
は、カリキュラムやノウハウがしっかりしているというこ
とです！　英語の先生の発音がすごい！　授業の質もすご
くいいと思う。熱心に教えてくれるし、大学受験でよく出
る問題を教えてくれることも。わかりやすい先生が多い！
▼先生を採点
授業の質　　　（ A・Ｂ・Ｃ）
面倒見の良さ　（ A・Ｂ・Ｃ）
若々しさ　　　（Ａ・ B ・Ｃ）
ユニークさ　　（ A・Ｂ・Ｃ）
信頼関係　　　（Ａ・ B ・Ｃ）
生活指導　　　（厳・中・緩）

▼行事の取り組み方　
文化祭。積極的に取り組んでくれる人が多く、準備などを
通してクラスの仲も深まる。毎年、各クラスのロッカー壁
画のクオリティーが高い！
▼名物行事　
５月のスポーツ競技会。スポーツ推薦で入学したアスリー
トクラスの人も一緒になるので白熱します！
▼燃焼率
100％

▼修学旅行　
2019 年は２年に北九州（プログレス）・沖縄（アドバンス）・
北海道（スタンダード）に行きます。

▼運動部・同好会　
硬式野球・サッカー・ラグビー・剣道・柔道・バスケットボー
ル・ハンドボール・バレーボール・軟式野球・卓球・硬式
テニス・ソフトテニス・陸上競技・少林寺拳法・バドミン
トン・水泳・体操・スキー・ソフトボール・サッカー同好会・
アウトドア・弓道・ダンス・ラクロス
▼文化部・同好会　
吹奏楽・写真・天文・囲碁・将棋・生物・美術・書道・文
芸・鉄道研究・化学・電気工作・民族研究・インターアクト・
演劇・漫画研究・数楽研究・軽音楽・室内楽・グリークラブ・
コンピューター研究会・混声合唱・オセロ・和太鼓・茶道・
園芸・弦楽・華道・筝曲・料理研究・かるた
▼強い部・活発な部
2019 年春の甲子園出場！　さかんな部活が多く、積極的
に取り組む人が多い。学園全体の共学化にともなって、多
くの部が男女合同になりました！　2019 年はダンス、水
泳、ラグビー、剣道、柔道、スキー、少林寺拳法が全国へ。
和太鼓、囲碁も全国大会に出場しました。50以上の部活・
同好会があり、とても意識の高い先輩が多い！　入部テス
トがある部も！

▼男女交際♥　
最近カップルが増えてきた♡
▼放課後ライフ
町田や渋谷、センター北に行く人が多い。
▼ＯＢ・ＯＧの有名人
高橋由伸（巨人監督）、中村仁美（アナウンサー）、織田裕二、
西川史子、椿鬼奴、デーモン閣下、やくみつる、野田洋次
郎（RADWIMPS）、桐山漣、森敬斗などたくさんいる！

▼卒業後の進路（中等教育学校を除く）　
2019 年春は東京大 1、東北大 3、東工大 2、一橋大 3、
北海道大 1、名古屋大 1、東京学芸大６、電気通信大 3、
筑波大 4、横浜国立大 8、横浜市立大 7、首都大東京 10、
早稲田大 32、慶應義塾大 29、上智大 53、東京理科大
46、明治大 87、中央大 80、青山学院大 44、立教大 32、
法政大 62、学習院大 17名など合格。

●設備が整っていて、いろいろな体験ができる学校です！
　受験勉強がんばってください！� ♥Ｈ・Ｏ（高３）
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行事 白熱のスポーツ競技会

部活 男女合同に

その他 町田・渋谷へ行く

授業 2018年度から
共学に

後輩 へのメッセージ

▼女子の制服　
（右図）
▼男子の制服　
紺色のブレザー。
▼コメント　
2018 年度から
スクールバッグに
バックパックが新登場。

禁止禁止 禁止禁止

男子
長髪
禁止

男子
長髪
禁止

禁止禁止禁止禁止

1 学年クラス数（‘19）
　��1 年 29クラス
　��2 年 37クラス
　��3 年 22クラス

2020 年度入試
桐蔭学園高校入試データ

オープン模試偏差値
【オープン】（プロ）60
（アド）56（スタ）51

推薦入試（単願）
【選抜方法】面接・調査書・志望理由書　

科・コース 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
プログレス：推薦 30 12 12 12 1.0
アドバンス：推薦 80 62 62 62 1.0
スタンダード：推薦 90 114 114 114 1.0

一般入試・オープン入試
【選抜方法】Ａ方式：国数英・調査書、Ｂ方式：調査書・志望理由書

科・コース 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
プログレス：Ａ方式 30 339 318 87 1.7
アドバンス：Ａ方式 40 76
スタンダード：Ａ方式 20 21
プログレス：Ｂ方式 130 1078 — 1078 1.0
アドバンス：Ｂ方式 170 945 — 945 1.0
スタンダード：Ｂ方式 70 286 — 286 1.0
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交通

登校時間
8 時 35分

1 日の授業
50 分× 6時限

（月１回土曜３時限）期制

▼服装検査　（有・無）　テスト期間、長期
休暇明け、体育の授業（抜き打ち）、普段の
生活の中でも見られています。その他全体
的に着くずしていないかなど。
▼パーマ・茶髪
髪を染めてしまった人は自毛の色に戻るま
でショートにさせられます。体育教師に見
つかると大変です。
▼携帯電話　登下校中の携帯は許可制。部
活によっては携帯禁止。
▼学校帰りの寄り道
禁止だけど皆寄ってる（笑）。
▼校則違反のペナルティー
髪を染めてしまった人は自毛の色に戻るまで
ショートにさせられます。体育教師に見つか
ると大変です。
▼コメント
学校入る前に携帯の電源を落とす。全体的
に昭和チックすぎるので、もう少し緩めて
もいいのにな…と思います。

▼通学ワンポイントアドバイス
８時過ぎの電車に乗ると、ホームや改札は相模生で
ごったがえしています。１年生は教室が５・６階なの
で少し余裕をもった方が良いです。

交通機関　［小田急線］小田急相模原駅より徒歩８分

至新宿
小田急相模原

至本厚木

東海大学付属
相模高

はんこや

三協フォート
サービス

神奈川銀行ローソンストア
100 みずほ

銀行

ファミリー
マート

さがみ
循環器内科

井村クリニック

♥Ｎ . Ｙ（高 3）

〒 252-0395　相模原市南区相南 3-33-1　☎ 042-742-1251

▼環境　
駅から８分の所にあります。表通りは歩道が広くて車がよ
く通ります。８時過ぎの電車にのるとホームも道も相模生
だらけです！　余裕もって登校しましょう。信号も並ばな
いと渡れません！　野球のグラウンドに2014年に亡くなっ
た原貢さん（東海大学野球部名誉総監督）の石碑が建てら
れています。登校時と下校時は先生たちが見まわりしてま
す。あまり騒ぐと、近隣の方々から苦情の電話が大量に…。
▼自慢の設備　
大ホールと小ホールの２つのホールがあり、大ホールでは
講演会や集会などが行われたりします。また、映画を見る
と映画館で映画を見ている気持ちがあじわえます。体育館
にエアコンがつきました！　グラウンドが人工芝なのでよ
ごれない！　野球場には本格的なスコアボードがある！　
トイレは明るくて大きな鏡があり、みんなが座れるベンチ
まで設置されている。体育館も教室もとにかく設備は完璧。
▼冷房　（有・無）　部室棟と美術室以外に冷房あり。
▼学生食堂（有・無）　
あたたかくておいしいです！　メニューの種類も豊富で飽
きません。オススメは日替りパスタ！　女子に人気です！�
運動部の生徒が多いので安いのに量が多いです！　テレビ
がたくさんついていて、きれいな食堂です。食堂は「鶏肉
の甘辛丼」！相模に入学したら絶対に食べるべき！　購買
は「あげパン」。温かくておいしい！　プリンとかヨーグ
ルトがいっぱい売ってます♡　たくさんローストビーフが
乗ったどんぶり＋みそ汁等、変わったメニューがおもしろ
い！

▼カリキュラムの特徴
東海大学進学を前提としたカリキュラムなので少しゆった
りとしています。数学と英会話は習熟度別にA（advance）
クラスとB（basic) クラスに別れています。Aクラスの授
業は出来る人を対象とした授業なので少しはやい授業です。
▼選択科目・コース　
ネイティブと日本人教員による少人数クラスではコミュニ
ケーション重視で、実践的な英語力の取得を目指します。
１年でまず慣れよう。２年の芸術は音楽と美術から選択で
きます。またクラス分けはしませんが、大学を見据えて３

東海大学付属相模高等学校

明るくて、元気で素直な人が多いです。クラスの中がよくて、あい
さつや返事が良くできる学校です。体育会系な学校な分、体育祭や
球技大会のレベルも高く、すごく盛り上がります。付属校なので勉
強に余裕がある分、自分のやりたい事や部活動に力を入れることが
できます。

設備は完璧
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▼女子の制服
（右図）
▼男子の制服
紺のブレザー。ネ
クタイは紺＆黄＆
緑のストライプ。
セーターはグレー
か紺。

年から文理の選択科目があります。

▼教師のカラー
生徒思いの先生が多いです。皆、教師という職業に誇りを
もっていらっしゃいます。また、先生一人ひとり個性が
とっっっっても強いので、見ていて飽きません！　社会科
の先生はとってもおもしろくて、授業中は笑いが絶えませ
ん！　面倒見の良い先生が多くて、先生と生徒の仲も良い
です。定年退職をされて、講師としていらっしゃる先生は、
わかりやすくて裏技を教えてくださったりもします。（ネイ
ティブの先生は 20人以上いて、廊下ですれちがうとき、英
語で話しかけてきてくださるので、英語で話す機会が増え
ます）
▼先生を採点　　　　　　　▼名物先生
授業の質　　　（Ａ・ B ・Ｃ）
面倒見の良さ　（ A ・Ｂ・Ｃ）
若々しさ　　　（Ａ・ B ・Ｃ）
ユニークさ　　（ A・Ｂ・Ｃ）
信頼関係　　　（ A・Ｂ・Ｃ）
生活指導　　　（厳・中・緩）

▼行事の取り組み方
皆全力で取り組みます。体育祭や球技大会のレベルが高く
てとても盛り上がります。男子の棒倒し（３年）が人気で、
かっこいいです。スマホ禁止なのでスマホで写真を撮るこ

とはできませんが、みんなデジカメを持参してそれぞれで
撮ってます。
▼名物行事
やはり東海大相模といえば野球！！というわけで” 野球応
援”ですね。みんなで野球の応援に行きます。応援団、チア、
吹部の音とかけ声にあわせて全力で応援して、皆で泣いて
皆でよろこびます。
▼燃焼率は？　95％
▼修学旅行は？　
錬成旅行は千葉へ２泊３日（１年・４月）。修学旅行は北
海道へ５泊６日（３年・９月）。

▼文化部　
吹奏楽・演劇・文芸・美術・写真・英会話・生物・化学・物理・
軽音楽・地学・放送・囲碁将棋・書道
▼運動部　
野球・サッカー・バレーボール・バスケットボール・ラグ
ビー・テニス（硬・軟）・陸上競技・剣道・柔道・卓球・体操・
洋弓・登山
▼同好会　食物研究・鉄道研究・茶道・華道・箏曲・服飾・
ディベート・新聞雑誌
▼委員会　中央執行・応援・福祉
▼強い部・活発な部　
2019 年夏の甲子園出場！　皆一生懸命活動しています。
すごい活発！　さすが県内きっての部活校！　2019 年は
陸上、ソフトテニス、サッカー、剣道、柔道、ヨット、アー
チェリーが全国大会へ。バレーボール、体操が関東大会に
出場。吹奏楽も東関東吹奏楽コンクールに出場しました。

▼男女交際♥　リア充多めです。男女比が２：１なので女
子はラッキーかも？とにかく男女仲が良いです！
▼放課後ライフ　放課後は 80％以上の人が部活に明け暮
れているので「青春＝部活」というような感じです。海老名、
相模大野、町田は人気。
▼ＯＢ・ＯＧの有名人　巨人の原辰徳元監督・菅野智之、
日ハムの大田泰示、中日の小笠原慎之介、オリックスの吉
田凌、柔道の井上康生・山下泰裕・羽賀龍之介・高藤直寿、
テニスの神尾米など。俳優の山崎。芸人の根健太一。
▼卒業後の進路　卒業生の約 80％が東海大と短大に推薦
での優先入学が認められ、進学すると大学入学金が半額免
除に。2019 年春は国際文化 5、情報通信 10、文 31、観
光 16、政治経済 41、法 23、教養 41、理９、情報理工
10、工 86、体育 33、医 24、健康 25、海洋 4、経営１、
文化社会 46名など合格。他大学は電気通信大１、早稲田
大 2、慶應義塾大 2、東京理科大１、明治大 3、青山学院
大２、中央大 1、法政大 6、学習院大 1、明治学院大 3、
日本大５、東洋大 3、駒澤大 4、専修大 4名など合格。

後輩 へのメッセージ
●生徒同士の仲が良くて楽しいです！部活は強くて青春で
きます！受検勉強がんばってください！� ♥Ｎ . Ｙ（高 3）

あり

教師
面倒見がいい

行事 クラス全員リレーと大縄！

部活 県内きっての部活校！

その他 リア充多め

授業 東海大進学が前提

禁止禁止 許可制許可制

禁止禁止

男子
長髪
禁止

男子
長髪
禁止

禁止禁止禁止禁止

1 学年クラス数（‘19）
　��1 年 14クラス
　��2 年 14クラス
　��3 年 12クラス

2020 年度入試
東海大学付属相模高校入試データ

オープン模試偏差値
【オープン】45【単願】40

推薦入試（単願）
【選抜方法】グループ面接・調査書　

科・コース 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
推薦 200 161 161 161 1.0

一般入試・オープン入試
【選抜方法】国数英・グループ面接・調査書

科・コース 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
一般 240 336 335 305 1.1
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制服

校則Introduction（こんな学校です）

ステップ特派員（協力してくれた在校生）
♥ Sunny（高 3）

〒 215-8555　川崎市麻生区栗木 3-12-1　☎ 044-987-0519

▼環境　住宅街をぬけ学校が近づくについて、自然豊かに。
春はウグイスの鳴き声、秋は栗の実など四季を感じられて、
のどかで気持ちいい。広い敷地に男子棟・女子棟がそれぞ
れ建っている。自習室が計５室あって、キレイだし集中で
きる。毎朝使ってます。
▼自慢の設備　TOKOHALL はすごくキレイで音響がい
い！　ホールなのに合唱部が練習で毎日使える♪　人工芝
のサッカー場、野球場、200 ｍトラックのある多目的新
グラウンド、屋内プール、雨でも大丈夫なテニスコート、
アップコート、野球練習場も。体育館は４つある。空手・
柔道、弓道、剣道用道場。茶道部が使える和室もある。約
58000 冊の本所蔵の図書館。階段教室になっている視聴
覚室。女子棟のサロン・テラス、男子棟ラウンジ、中庭で
はお弁当を食べたり、おしゃべりしたりくつろげる。女子
棟のトイレにはウォシュレットや音姫もついていてピカピ
カ☆給茶機や冷水機も各階にある。
▼冷房（有・無）
▼学生食堂（有・無）　カフェテリアと呼ばれ、広くて安
くておいしい。温玉丼・日替わり定食・ラーメンが人気。
昼時（特に土曜）は混むので、２限目までにメニューを注
文しておくとテイクアウトでき、教室で食べる人も多い。
パンは食堂棟や自動販売機で売っている。部活前に軽食や
飲み物でカフェブレイクしている人も。

▼カリキュラムの特徴　１年はＳＡ（特進）とＡがある。
高校からの高入生は全員ＳＡ（特進）クラス。特に英数の
進度が速い。２年生からは内部生との混合クラスに。文
Ⅰ（国公立文系）・理Ⅰ（国公立理系）・文Ⅱ（私立文系）・
理Ⅱ（私立理系）に分かれ、文Ⅰと理Ⅰにはαクラスがあ
り、少人数で高度な授業を受け、難関国立大を目指す。有
料ですが放課後・夏休みには講習があり、なんと 600 講
座も開設。部活前に講習があるから、部活と勉強を両立で
きるしくみ。大学訪問授業が年間 20回程あり、池上彰氏、
茂木健一郎氏、坂本龍一氏、羽生善治氏、東大教授本郷和
人氏（日本史）、上野千鶴子氏（ジェンダー）が訪れ講演。
視野も広がるし、進路の参考にもなっている。入学時クロー
ムブック（小さなノートパソコン）を全員購入し、自宅で
の学習時に映像授業を見たり、授業で活用したりしている。

桐光学園高等学校

文武両道。部活も盛んで活躍しながらも、多くの人が志望大学を目指し
勉強も両立。やりたい事におもいきり挑戦できる！　別学の良さは安心し
て素のままの自分を出せること。誕生日のお祝いも☆内部生ともうちとけ
アットホームに。部活、委員会・生徒会、文化祭・体育祭には生徒主体
で男女一緒に取り組み活気あふれます。仲間とのびのび、青春を満喫♪

居心地がいい
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立
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交通

登校時間
8 時 30分

1 日の授業
50 分× 6時限
（土曜３時限）期制 あり

▼服装検査（有・無）　
検査が無いのは信頼されている証。先生か
ら注意されないよう自主的に整えよう。男
子は夏・Yシャツの下に白い Tシャツを着
る。女子は紺系のハイソックス（夏は白の
短い靴下でもいいが、あまり履いていない）
▼携帯電話　地震など緊急時のために校内で
持っていることは良いが、必ず電源をoff！
▼コメント　校則で決められている事は多
いけど、ほとんどの人が寄り道をしたこと
があるし、登下校中携帯を使っている人も
いる。常識をわきまえていれば、そこまで
厳しく言われない。度を超す校則違反は累
積され３回以上は呼び出し。制服は気温に
合わせて組み合わせ自由なので、快適。

▼通学ワンポイントアドバイス　新百合ヶ丘から唐木田行
に乗り２駅目の栗平駅が最寄り駅。新百合ヶ丘発７：40〜
８：10は混むから早めに来よう。黒川駅と若葉台駅からス
クールバスが出ているけど、ほとんどの人が栗平駅から歩く。
ウォーキングに最適な距離で、遠くに感じる程ではないよ。

交通機関　［小田急多摩線］栗平駅より徒歩 15 分

テニスコート

常念寺

 小田急
マルシェ桐光学園高

栗
平
駅

至
唐
木
田

至
新
百
合
ヶ
丘

小
田
急
多
摩
線

私立 

▼教師のカラー　200 人いる先生の 80％以上が専任の先
生で、非常勤が少ないので、深い知識で内容の濃い授業が
受けられる。クラスは２人担任制です。放課後に質問して
も、熱心にわかるまで教えてくれます。生徒一人ひとりに
よく目が行き届いています。音楽の先生方は東京芸大の声
楽科卒で、歌が本格的にうまい♪
▼先生を採点
授業の質　　　（ A・Ｂ・Ｃ）・面倒見の良さ　（ A・Ｂ・Ｃ）
若々しさ　　　（ A・B・Ｃ）・ユニークさ　　（ A・B・Ｃ）
信頼関係　　　（ A・B・Ｃ）・生活指導　　　（厳・中・緩）

▼行事の取り組み方　生徒主体で行うので、得意分野の行
事で自分の特性を生かし、リーダーシップを発揮する人や裏
で支える人と様々。楽しい思い出を作っています。
▼名物行事　9 月の輝緑祭（文化祭）では広い敷地いっぱ
いに生徒が出す模擬店が並ぶ。部活の発表も多い。生物部
では部で飼っているかわいいハムスター等の生き物が見ら
れる♡　カナダ修学旅行の展示などもある。来場者も多く、
とても楽しめます！　10月には体育祭、１月に１・２年
生は３日間スキースクールへ。３月には芸術鑑賞教室。留
学生を受け入れていてクラスメートになることも。希望者
にはイギリスの名門イートンカレッジ・ケンブリッジ大学、
ニュージーランド、オーストラリアの短期留学、カナダで
のホームステイも体験できます。
▼燃焼率は？　70％〜 100％？　同調圧力は弱いので、

思い入れのある行事は人それぞれ。
▼修学旅行は？　高２の５月にカナダへ（バンクーバー＆
ビクトリア）に６日間行きます。10 年以上続いている。
オプショナルツアーではサイクリング・ホエールウォッチ
ング等から好きな活動を各自が選ぶ。自由行動のレストラ
ン。買い物や現地校での交流で英語を使う。何もかもが新
鮮で貴重な体験でした。

▼文化部　合唱・競技かるた・吹奏楽・美術・生物・囲碁将棋・
郷土史研究・技術工作・電子工学・写真・物理化学・映画研
究・ＪＲＣ・インターアクト・演劇・茶道・英語・ギター・
華道・弦楽・文藝・鉄道研究・航空研究・家庭科・模擬国連
＝英語ディベート
▼運動部　サッカー・バスケットボール・水泳・スキー・
ダンス・野球・ラグビー・ハンドボール・テニス（硬・軟）・
卓球・陸上・バレーボール・バドミントン・空手道・山岳・
柔道・剣道・弓道・ソフトボール
▼同好会　放送・園芸・政治経済・落語研究・法学研究
▼強い部・活発な部
2019年は水泳、バスケットボール、サッカーが全国大会へ。
陸上、ハンドボール、少林寺拳法が関東大会に出場。合唱
はＮＨＫ全国音楽コンクールに出場しました。
▼その他　驚く程多彩な部がある！　模擬国連、文系部な
ども活動が盛ん。技術工作部は自分たちで車を制作してい
て大会に出場。週１〜３回の部もあり、習い事や勉強を優
先している人も。部活での合唱・大会・コンクール・日々
の練習では仲間とのかけがえのない絆や一生の思い出がで
きて、青春そのもの！　合宿も力がつくし、とにかく楽しい！

▼男女交際♥　
別学だけど、部活・委員会・生徒会でつながりも。部活に
熱中し、仲間や居場所ができ満足している人も多い。

▼放課後ライフ　ほぼ部活、でも楽しい！　近くのお好み
焼き屋に部活のみんなで行くこともある。午後早めに空き
がある日は、新百合ヶ丘でアイスやスタバ、タピオカ店に
寄ることも♪　町田に行く人もいるかな。
▼ＯＢ・ＯＧの有名人　
楽天の松井裕樹（体育の授業中、妊娠の報告に奥さんと来
て大騒ぎに）、プロサッカー選手の中村俊輔（TOKO�FC
に来た）、ハマカーンの神田伸一郎、藤本淳吾。
▼卒業後の進路　いろいろな大学から、毎年学年全員以上
の推薦が来る。2019年春は東京大7、京都大2、北海道大4、
東北大 6、東工大１、電気通信大 3、一橋大 3、東京外語大 3、
筑波大 3、千葉大１、横浜国立大 14、横浜市立大 15、首
都大東京 3、東京芸術大 1、東京学芸大 1、早稲田大 61、
慶應義塾大 52、上智大 48、明治大 91、東京理科大 44、
青山学院大 41、立教大 50、中央大 98、法政大 69、学習
院大 4名など合格。

●優しい人が多いので、いろいろなタイプの人を受け入れ
個性を認め合っています。自分のやりたい事に夢中になれ
る学校です。きっと気の合う友達ができるよ☆　（合唱部
もいい人が多く、仲間に恵まれ楽しい♪）　ぜひ桐光に来
て下さい。� � � ♥ Sunny（高 3）

教師
熱心！

行事 カナダで交際交流☆

部活 運動系・合唱が全国へ

その他 楽しみな放課後♪

授業 充実したカリキュラム

後輩 へのメッセージ

禁止禁止

禁止禁止

男子
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男子
長髪
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禁止禁止禁止禁止

禁止禁止

1 学年クラス数（‘19）
　��1 年 16クラス
　��2 年 17クラス
　��3 年 16クラス

▼女子の制服　
（右図）
▼男子の制服　
濃紺の学ラン
▼コメント　
夏は指定のポロシャツ
でもいい（紺・白）。

2020 年度入試
桐光学園高校入試データ

オープン模試偏差値
【オープン】61

推薦入試（単願）
【選抜方法】作文・個人面接・調査書　

科・コース 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率
推薦 男 40 76 76 76 1.0

女 若干名 18 18 18 1.0
一般入試・オープン入試

【選抜方法】国数英・個人面接・調査書
科・コース 募集人数 志願者数 受験者数 合格者数 倍率

一般① 男 60 271 263 183 1.4
女 20 137 137 101 1.4

一般② 男 40 189 137 94 1.5
女 20 71 52 33 1.6


