
ROUTE MAP

ダミー
スクールバス約６分

（川間駅北口より）

ACCESS

ダミー

○の中の数字は各駅から川間駅までのおおよその所要時間（分）

埼玉県のすぐ隣、大宮駅から 29

分で最寄りの川間駅に着きます。

そこからはスクールバスで 6 分、

歩いて 20 分です。

https://www.seibudai-chiba.jp〒270 - 0235 千葉県野田市尾 崎2241-2
TEL. 04 - 7127 - 1111　FAX. 04 - 7127- 1138

西 武 台 千 葉 中 学 校

EVENTS ＊臨時バス：川間駅北口発／開始時間１時間前から運行します

西武台千葉中学校イベント

学校説明会
＊開始時刻までにご来校ください

まるかじり体験 6月18日（土）
10：00〜12：00

中学校・高等学校共通イベント

＊開始時刻までにご来校ください

●ミニ学校説明会・施設見学・部活動見学
いづれも 前半 10：00〜

後半 11：00〜

学校見学会
＊開始時刻までにご来校ください

7月27日（水） 8月 3日（水） 8月10日（水）

全て予約制となります

予約はすべてWebサイトよりお願いします

西 武 台 千 葉 中 学 校
SEIBUDAI CHIBA JUNIOR HIGH SCHOOL

SCHOOL GUIDE

2023

●学校説明会・授業体験・部活動体験・昼食体験

＊開始時刻までにご来校ください

オープンスクール

8月21日（日）
9：00〜

輝陽祭（文化祭）

＊個別相談コーナーもあります

9月 3日（土）
9：00〜15：00

9月 4日（日）
9：00〜15：00

10月29日（土）
14：30〜16：30

11月13日（日）
9：30〜11：30

10月15日（土）
14：30〜16：30

10月 1 日（土）
14：30〜16：30

11 月 27日（日）
10：00〜12：00

12月24日（土）
10：00〜12：00
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西武台千葉中学校・高等学校 校長 
須田 秀伸

西武台千葉中学校は、

創立 31 年目を迎えます。

　本校は、中高ともに部活動が盛んな学校

で、いわゆる「文武両道」を標榜しています。

しかし、西武台千葉の「文武両道」は、男女

を問わず「武」の精神性、つまり「他人の役

に立つために自分を鍛える強い精神力、相

手を慮る優しい気持ち、約束をたがえない

誠実な心」などを大切にし、その精神を基

に「学習活動」「部活動」「体験活動（教養）」

を展開しています。

　中学時代は、心身の成長とともに、学力

や自己表現力の伸長には目をみはるものが

あります。本校は、日本語はもちろん英語

での自己表現能力も磨き、高校から外部生

と一緒になっても、それらの能力で際立っ

てゆけるような教育内容をプランニングし

ています。

　これから、この学校案内をめくっていた

だければ、本校の豊富な教育内容にご納得

いただけると思います。

　面倒見が良く、安心して学べる、きちん

とした学校です。ぜひ本校に足を運んで実

際に教育活動や生徒の様子をご覧くださ

い。お待ちしています。

教 育 の 3 つ の 柱
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6 年間の学びの流れ

中高6年間一貫教育

希望進路
現役合格

難関大学
（国立・私立）

第一志望
進路先

（国立・私立）

●基礎的な知識・技能をしっかりと定着

●学習習慣を確立

●文理選択に向けて備える ●文系・理系に分かれ、進路実現に向け選択科目を増やす

●バランスの良い学習に取り組む

「 武 」の精神性！
社会福祉教育の実施

各種行事と課外活動

一貫校だからできる取り組み

FEATURES OF EDUCATION

自学自習！
西武台千葉オンライン予備校

各種プロジェクト 教養講座

本校の教育の根幹に「武」の精神性をあげ

ています。これは、「思いやりの心を持ち

人権や生命を尊重することができる」、「ボ

ランティア精神に富み、感謝の心を持てる」

等々、福祉教育の目指すところが明示され

た目標とも言えます。中学校３年間で、「見

えない」「動けない」「聴こえない」をテー

マに講師の方をお招きし、体験を通して福

祉教育にどのような価値を見出していくの

かを考えます。

中高6年間の流れの中で、体育祭や輝陽祭

（文化祭）などの行事や生徒会活動そして

部活動など中学生と高校生が一緒に活動す

る機会が多くあります。学校全体で中学生

は15％ほどですが、中高生の絆が深まり

ます。先輩たちと活動することによって、

将来を考えるきっかけにもなります。また、

高校生に成長したときの自分の姿も見る

ことができます。ここで責任感やリーダー

シップを養ってもらいたいと思います。

本校ではキャリア教育に力を入れており、

高校では特に志望者の多い分野というこ

とで、教員養成プロジェクトとメディカ

ルプロジェクトを展開しています。これ

らは、興味があれば中学生のうちから、

部分的に講義や活動に参加できるように

なっています。早い時期から将来の進路

について考えたり、実際の職場について

知る機会をもつことは、とても貴重な経

験となることでしょう。

近年の大学入試では、学習活動や部活動以外

の取り組みについて問われる機会が増えてお

り、リベラルアーツ（教養活動）の重要性が増

しています。現在、入門野田学講座・気象予報

士養成講座・中国語講座・手話講座・茶道講座

を開設していますが、いずれも学年に関係な

く参加することができます。そのため、中学生

が先輩として、高校生にアドバイスするよう

な場面も見受けられます。

「もっと深く高度な学習がしたい」「振り返っ

て基礎・基本に戻って学習をしたい」と望ん

でいる生徒に対して、通学時間や就寝前の

ちょっとした隙間時間を使って学習できる「時

間的サポート」として「西武台千葉オンライ

ン予備校」を用意しました。一流講師陣の対

面講義による最新情報をインターネットを活

用して学ぶ「リクルートスタディサプリ」を

中学1年生から導入しています。PCだけでな

く、スマホやタブレットにも対応しています。

1年生 2年生 3年生 1年生 2年生 3年生

進路実現期STAGE

3発展期STAGE

2基礎期STAGE

1

進学
コース

特別選抜
コース

文系特選 コース

文系進学 コース

理系特選 コース

理系進学 コース

総合
コース

第1ステージ（中1・中2）基礎期では、学習習慣を確立させ、基礎基本
の徹底及び技能を定着させます。第2ステージ発展期の前半（中3）では、
特選コースと進学コースに分け後半（高1）での授業に備えます。さらに、
外部特選コース、外部進学コースと合体させ、自分のレベルにあったコー
スが選択できます。第3ステージ進路実現期では文系・理系に分かれ、
進路実現に向け選択科目を設け、バランスの良い学習に取り組ませます。

総合コースの特徴

進学コース（スポーツ推薦制度）

高等学校中学校

　西武台千葉の教育の基本は「武」の精神性です。これは、「礼儀正しさ」「相手を慮る気持ち」「他人の役に立つために自ら律し、

高めようとする強い精神力」等を意識して行われています。中学時代からこの精神性を身に付けることによって、高校に進学し

たときに各々が中心となって引っ張っていく生徒を育成していきます。本校では、中学・高校と 6 年間学べる特徴を活かし、学

習活動だけではなく中学・高校の合同行事（体育祭・輝陽祭・部活動など）を実施したり、施設を利用したりと異世代のつなが

りに取り組んでいます。中学時代に進路実現に向けてプレゼンテーション力を高め、深い思考力を鍛え、体験・教養活動にも力

を入れさらに自分のレベルにあったコース選択ができるそういう中学生を育てます。
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［現代文］物語文の味読、問題演習／説明文の音読・

通読、要約、問題演習／詩歌の鑑賞

［表現］意見文の作成／歌・俳句コンテスト応募

［古典］古典文学作品の鑑賞・暗誦／故事成語

［現代文］説明文の音読・通読、要約、問題演習

／物語文の味読、問題演習／詩歌の鑑賞

［表現］ディベート・意見文の作成／短歌・俳句・

物語作品応募

［古典］古典文学作品の鑑賞・暗誦／漢文作品の

鑑賞

［現代文］説明文の音読・通読、要約、問題演習

／物語・詩歌の鑑賞、問題演習

［表現］ディベート・意見文の作成

／短歌・俳句・物語作品応募

［古典］古典文学作品の鑑賞・暗誦

／漢文作品の鑑賞

国
　
語

単 

元

中3中2中1

通 

年 漢字検定３級取得 漢字検定準２級取得

数
　
学

［正の数・負の数］正の数・負の数／加法と減

法／乗法と除法／正の数・負の数の活用

［文字と式］文字の使用／式の計算／数量の関係

を表す式

［方程式］方程式とその解き方／方程式の活用

［比例と反比例］比例／反比例／比例・反比例

の活用

［平面図形］図形の基礎／作図／図形の移動／円

とおうぎ形

［資料の整理と活用］資料の整理／資料の活用

［数学探求（基礎）］中学１年の総合演習

［式の計算］式の計算／式の活用

［連立方程式］連立方程式とその解き方／連立方

程式の活用

［1次関数］1 次関数／ 1 次関数と方程式／ 1 次

関数の活用

［平行と合同］平行線と角／合同と証明

［三角形と四角形］三角形／四角形

［確率］確率

［数学探求（応用）］中学１、２年生の総合演習

［式の計算］多項式の乗法と除法／因数分解／式

の活用

［平方根］平方根／平方根の計算

［2次方程式］2 次方程式とその解き方／ 2 次方

程式の活用

［2次関数］2 次関数

［相似な図形］相似な図形／平行線と比／相似な

図形の面積比と体積比

［円］円周角／円周角の定理の活用

［三平方の定理］三平方の定理／三平方の定理

の活用

［標本調査］標本調査

［総合数学］中学数学の総合演習

単 

元

通 

年 数学検定４級取得 数学検定３級取得 数学検定準２級取得

英
　
語

be 動詞の文１（文の形）／ be 動詞の文（３人称）

／ be 動詞の文（単数と複数）／一般動詞の文（１・

２人称／３人称複数）／一般動詞の文（３人称単数）

／一般動詞の文（過去形）／現在進行形／命令文

／ can を用いた／文疑問詞

be 動詞（過去形）／名詞節を導く接続詞／過去

進行形／副詞節を導く接続詞／未来を表す表現／

There is （are） ～の文／助動詞の表現／動名詞／

不定詞／比較／受動態１

受動態２／不定詞の発展的用法／現在完了形／分

詞の後置修飾／関係代名詞／間接疑問文／名詞・

不定代名詞・再帰代名詞単 
元

通 

年

ネイティブ+日本人による英会話

GTEC

英語検定5・4級取得 英語検定４・３級取得 英語検定３・準２級取得

５ラウンドシステムの導入（各学年ごとに、教科書を５回繰り返す授業）　※中２・中３では、02以外の４ラウンドを実施

聞く
リスニングによる内容理解

01 文字認識
音と文字の一致

02 読む
音読練習

03 文の構造
穴あき音読による文構造理解

04 話す・書く
自分の言葉でストーリーを伝える

05

　西武台千葉中学校では、特に３教科の学習時間で標準時数よ

り多くの時間を当て、より理解を深める学習方法の工夫に取り

組んでいます。

　国語学習では、多くの文を読み、読解力を身につけるだけで

なく、ディベート学習を通し自らの考えを伝える力を育ててい

ます。この学習によりプレゼン能力が高められています。

　英語学習では、「５ラウンド」学習を取り入れ、文法から学ぶ

英語ではなく、英語を話しながら身につける学習方法に取り組

んでいます。この学習により英語を話す楽しさが身につき、海

外語学研修でのコミュニケーション力につながっています。

　数学学習では、多くの問題を解くことで、考える楽しさを身

につけています。特に英語・数学では、よりきめ細かな学習が

できるように「少人数レッスン授業」を取り入れています。

　ゆとりある時間数で、楽しみながら学力を高める学びの場

が、西武台千葉中学校のシラバスです。

先を見据えたカリキュラム
CURRICULUM

履修

科目・時間
国語 数学 外国語

（英語） 理科 社会 保健
体育 美術 音楽 技術

家庭

特別の
教科である

道徳
特別活動

総合的な
学習の
時間

合計

1

年

西武台
千葉 175 175 210 140 105 105 45 45 70 35 35 50 1190
標準
時数 140 140 140 105 105 105 45 45 70 35 35 50 1015

2

年

西武台
千葉 140 175 210 140 140 105 35 35 70 35 35 70 1190
標準
時数 140 105 140 140 105 105 35 35 70 35 35 70 1015

3

年

西武台
千葉 175 175 210 140 140 105 35 35 35 35 35 70 1190
標準
時数 105 140 140 140 140 105 35 35 35 35 35 70 1015

　本校の教育課程は6年間の中高一貫教育という、私学の特性

を活かし大学進学に最適となるように編成されています。

各教科とも履修時間を増やし、5教科（国・数・英・理・社）の

時間数はそれぞれ公立中学校以上に確保しています。特に英語

は倍の時間数を充てて、指導を強化しています。

　また第1・3・5土曜日は総合学習等の授業を行い、毎週月曜

日の7限目にも授業を展開しています。

　授業内容も、特選コースは中3までに高1の単元を、進学

コースでは中3までに高1の途中までの単元を学習するとい

う、先取り学習実施することで、高校3年には大学受験に向け

た対策と演習時間を十分に確保できる構成になっています。

　また、定期考査・校外模試や単元テスト・小テストなどで一

定の基準をクリアできなかった生徒対象に教科ごとに行う補

習は、通常の放課後に加えて夏期休業中にも実施し、わかった

時の「喜び」が感じられるまで共に学びます。

国語・英語・数学シラバス
SYLLABUS

国
語

言葉の意味と仕組みを身につける

数
学

「 数学の楽しさ 」を身につけたい

数学は自分で考える力を養うための大切な教
科。ICTやアクティブラーニングを用いて、楽
しく学びながら数学の基礎を身につけること
が出来ます。問題を式に置き換えることで、物
事を整理する力も身につけます。

各教科の特色

物語を通して人の心や生き方について学び、評
論文を読んで世界に目を向け、新しい考え方を
身につける。さらに、これらを伝えるための道
具である言葉について、その意味と仕組みを身
につけていくのが国語という教科の目標です。

英
語

意思を伝える力の育成

グローバル社会に対応するべく、５ラウンドシ
ステムを用いて英語を多角的に学びます。“言
語は何度も間違いを繰り返しながら習得するも
のである”という認識を持たせ、「自分の考え
を自分の言葉で伝える」力を育みます。

社
会

  常に「 なぜ 」を意識する

社会は「確かな知識」の習得が求められるため、
「暗記科目」と言われがちです。けれども、本当
に大事なのは「物事の背景を考える力」です。
中学校の学習では、常に「なぜ」を意識して取
り組み、「考える力」を身につけます。

理
科

問題を発見・解決する力

人間は地球上でくらしており、科学技術の力で
豊かな暮らしを築いてきました。今の社会を持
続可能なものとするために、また、高校理科へ
の橋渡しとして、物理・化学・生物・地学を偏り
なく学び、問題を発見・解決する力を育みます。
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　平日の放課後に行う補習は、学年にとらわれず講義を選択

できるものもあります。自分の足りないところを振り返る補

習ともう少し先を先行して行う補習とあります。その他、夏

休み中は、無料で実施される希望制の応用補習と指名制の基

礎補習の２パターンの講座が用意されています。

英語ファイブラウンドシステム

　わずか 10 分でも限られた時間でする朝読書は、集中力が

増します。また、ストレスを軽減する効果もあると言われて

います。落ち着いた 1 日を送るためにも朝読書は、有効で

す。本校では、読んだ後に好きな 1 文を抜き出すことを行っ

ています。本を読んで終わりではありません。年度末には全

学年でビブリオバトルを行い、良本を友人に紹介するととも

にプレゼンテーション能力を高めます。

　探求学習である「総合的な学習の時間」を活用して、福祉

教育に取り組んでいます。福祉教育とは「思いやりの心をもっ

て、共に育ち、共に生きるための福祉の心を育む」ための様々

な取り組みのことです。本校では特に「見えない」「動けない」

「聴こえない」を取り上げ、定期的に講師の方をお迎えして、

模擬体験なども交えながら学習しています。

特色のある教育
CHARACTERISTICS EDUCATIONAL

補習・夏期講習

C（Challenge）＆C（Communication）プログラム体験

朝読書 福祉教育

レッスン授業 アクティブ・ラーニング 生活の記録

　英語と数学は学習の理解度によって「習熟度別少人数指導」

を行います。２クラスを３展開に分け、わかるまで丁寧に指

導します。また、授業の展開によってはTT（ティーム・ティー

チング）を取り入れ、一つの授業で２人の先生が教える方法

も導入しています。クラスという集団にとらわれず適宜移動

して学習集団を柔軟に編成することによりなお一層、学習内

容に興味・関心を持ち達成感を味わうことができるように工

夫をしています。

　西武台千葉中学校では、アクティブラーニング的手法を授

業に積極的に取り入れています。生徒たちは自分で考え、話

し合い、発表し、考える力とコミュニケーション力・プレゼ

ン能力を鍛えます。また、シラバスの再整備に取り組み１年

間及び３年間の先が見え、さらに高校まで含めた６年後の自

分を見据えて授業が行われます。今受けている授業が何につ

ながり、どこを目指しているのかを生徒にも保護者にも理解

してもらいながら進めます。　

　生活の記録ノートは、生徒が今日１日の生活状況を自由に

記述し、翌日の予定や持ち物等の連絡も記入できるように

なったものです。毎朝、登校とともに提出し、下校時に返却

されます。担任の先生は、クラス全員に毎日コメントします

ので、一種の交換日記とも言えるでしょう。悩み事なども、

これで解消できるはずです。

　西武台千葉のキャリア教育です。将来さらに高く広く様々

な分野で役割を担う人材を育成するため、中学から高校の６

カ年を通して真の進路指導を展開します。より早く、より深

く、自分や進路に関して学ぶ機会を用意しています。中1で

は企業見学、中2では大学訪問、中3では、異文化体験とそ

れぞれの年齢層に対応する体験を通じ、自分の将来を考える

場としています。職業観や主体的に進路選択をする能力・態

度を育成していきます。

　英語の授業では、１冊の教科書を１年間に５回繰り返し学

びます。リスニングや音読で毎回アプローチ方法を変えるこ

とにより、無理なくアウトプットの力が身に付きます。自然

と英語に馴染んでいくので、英語嫌いや落ちこぼれもいませ

ん。ほとんどの生徒が抵抗感なく英語で話しますし、最終的

には英語でプレゼンが出来るまでになります。｢リスニング｣

｢リーディング｣｢スピーキング｣｢ライティング｣という４技

能をバランスよく伸ばすことができるシステムです。
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　10 月に山と海に囲まれた、世界でも美しい都市の一つ

であるバンクーバーで７日間の海外語学研修を行なって

います。着陸前に飛行機から見える景色でその美しさが実

感できます。生徒たちのイメージする外国がそこにあり、

期待も高まります。バンクーバー市内のホストスクール

（NOTRE DAME SECONDARY SCHOOL ）を 訪 問 し、

同世代の生徒との授業体験、UBC（The University of 

British Columbia ）

の学生と市内散策を

するなど積極的な文

化交流をしています。

また、ホームスティを

通して現地の人の生

活に触れ、異文化体験

を実感することができます。国際交流を通してたくさんの

ことを学び、西武台千葉で培った英語力を活かして、コミュ

ニケーションをとることのすばらしさを感じることができ

る良い機会となっています。実際に見て、触れて、感じた

この経験が、その後の勉強や学校生活の中で活かされてい

ます。これこそが海外語学研修の真髄です。この研修はあ

くまでも英語を使うためのきっかけを与えるものです。こ

の経験を通してさら

に、高校で実施してい

るホームスティプロ

グラムや３カ月留学

プログラムに参加し、

視野を広げてもらえ

ればと思います。

海外語学研修  CANADA･Vancouver

GTEC

国際教育
GLOBAL EDUCATION

インターナショナルスクエア
　インターナショナルスクエア（ISQ）には外国人教員が常駐してい
て、生徒はいつでも自由に訪ねることができます。英検の２次試験の
練習や大学入試の英語の面接練習、エッセイの書き方指導などを受け
られるのはもちろんのことですが、季節の可愛らしいデコレーション
があるアットホームな雰囲気の中で、気軽に外国人教員と英会話を楽
しむことができる空間です。自分の英語を人に聞かれるのは少し恥ず
かしいと思っている人も多いと思いますが、まったく心配はありませ
ん。個人レッスンだって受けられます。英会話だけでなく、文化の違
いにアッと驚くことも。「ISQを訪ねないのはもったいない！この扉
はいつでも開いています。皆さんのお越しをお待ちしています。」

カナダ

中国

台湾

オーストラリア
長春外国語学校と姉妹校提携しています。
現在、2名の留学生が本校で学んでいます。

友好関係にあるノートルダムセ
カンダリースクールは、中学校の
語学研修先になっています。

友好関係にある陽明高級中学校は、高校の
修学旅行先になっています。

ヒルズインターナショナルと姉
妹校提携しています。主として夏
休みのホームステイ先になって
います。

外国人教員
カール・タカウエ先生

外国人教員
セレステ・ロホ先生

　西武台千葉は現在、海外 4 つの学校と友好関係を結んで

います。語学研修や修学旅行で訪れるのはもちろん、適宜

各校からの生徒も来日し、ともに学んでいます。

私のクラスには中国人留学生をは

じめとする外国人がいます。日本語

やその人たちの母国語で通じない

ときはもちろん英語で会話します。

私のクラスの休み時間は様々な言

語が飛び交っています。（高校）

３ヶ月に渡るオーストラリア・ヒルズイン

タ－ナショナルでの留学生活で、僕は実

践的な英会話能力を向上させ、新しい世

界観を身に着けられたと思います。そし

て、家族の様に接してくれたホストファミ

リ－、共に習に励んだ世界各国から来た

友達は、一生の宝物となりました。（高校）

私たち中学生は３年生の時に、語学研

修を目的としてカナダに行くことになっ

ています。現地ではノートルダムセカン

ダリースクールでの様々なイベントや

ホームステイを通じて英語力を鍛えま

す。新渡戸記念庭園にも訪れ、日本人

としてのアイデンティティも学びます。

世界に広がる姉妹校・友好校
English Boot Camp

　海外研修でのコミュニケーションツールとして、英語を駆使し、自分の言

いたいことを伝えることができるようになることを目的に、１泊２日で、英

語漬けの２日間を過ごします。レッスン中はもちろん、食事中も英語で、日

本語は禁止です。生徒４人に外国人講師１人がついての少人数で行います。

１日目はアイスブレイク活動からグループワークや発表を行うアクティビ

ティとゲームが中心です。夜は洋画を観て質問に答えていきます。２日目は

各ミッションに分かれ実践的な英語を身につけます。トランスポーテーショ

ンエリアでは、入国審査を受けるための英語を学びます。その他、レストラ

ンエリアでの注文や会計、ショッピングエリアでの品物購入、ツアーイン

フォメーションエリアでは、観光をしたい場所を尋ね、ホームステイエリア

では、ホストファミリーとの日常会話を想定した英語を学びます。「 聞く 」

「話す」はもちろん、「読む」「書く」にも対応するプログラムとなっています。

なお全レッスンとも保護者の方に公開しております。

　「聞く」「読む」「書く」「話す」の４技能を図るスコア型英語テストである

『GTEC for STUDENT』を導入しています。入試で必要な英語力はもちろん、

留学後や就職先でも使える英語力を育みます。中学１年生から３年生まで継

続的に受験することで「過去の自分からどれだけ成長したか」を数値で把握

できます。

1211



＝運動部

＝文化部
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粘り強さが最強の武器

全員が部活動と勉強の両立に粘り強く取り組むよ
うに努めている。県大会を目標に、声を出して励
まし合いながらボールに向かっている。

バレーボール

主に琴と三味線・締太鼓を用いた演奏活動を行っ
ています。最近では、古典音楽だけでなく最新の
楽曲にも挑戦しており、マイクを使ってボーカル
を入れたり、キーボードやギターを使用すること
もあります。

和の心を奏でる
邦楽

朝練習で個人技術を磨き、放課後はチームで組
織的な戦術を身に着ける。

アットホームなチーム
勇往邁進

サッカー

「視覚」に訴える作品を創作する集団。イラスト、
水彩油彩の本格的絵画等々、自由な作品作りを
楽しんでいる。

「 クリエーター」の
たまごたち集まれ！

ヴィジュアルアート

少人数ながらも初心者から経験者までがひとつに
なって、チームワークを大切にし、熱心に練習に
取り組む部です。どんな相手と対戦しても自分た
ちらしさを表現していく部活動です。

バスケットボールが好きになる

バスケットボール

日本武道館「 書初め展 」「 全国展 」や輝陽祭（ 文
化祭 ）でのパフォーマンスで大いなる実績を残
している芸術家集団である。

誇り高き芸術家集団

書道

作ってみたいと思う気持ちが大切！

美術

絵画、彫刻など平面立体を問わず幅広く制作する。
道具の使い方から学べる部活動である。主に文化祭
の展示に向けて作品制作し、各種美術展へも出品。

専用テニスコートで技術・体力の向上を図り、
男女とも同じ夢を持つ選手たちの強い絆とチー
ムワークが、毎年成績を塗り替えている。

千葉から全国のトップへ、
チームワークと信頼の技術力

ソフトテニス
『 野田の気一本！』　
夢と羽を追い続ける

地区大会から県大会、関東大会、全国大会、国
際大会まで様々なレベルの選手が揃って練習に
励んでいる。文武両道がモットー。

バドミントン

己に打ち勝つ

卓球

部活動と学習活動を両立させ、「人間力」をも向上
させるために切磋琢磨している。今、その瞬間に
自分が何をするべきかを考え活動している。

日々の発声練習をはじめ、夏の合宿、朗読会な
どを経て、輝陽祭（ 文化祭 ）や各種講演会で活
躍している。

自己表現、自分探しの場

演劇
科学は力だ！力の源は太陽だ！
科学

科学部では、近年「ソーラークッカー」に力を入
れており、大会にも出場しています。その他にも、
プラネタリウム、ホバークラフト、竜巻シミュレー
タなど、さまざまな科学実験をとおして、楽しく
活動しています。

ISQ（International SQuare)で活動しています。
アメリカ人とフィリピン人の先生とのトークや
ゲームを通して語彙力を増やしたり、英語は苦手
だけどしゃべりたいと体当たりしたり、とても有
意義な時間を過ごしています。

校内海外留学
ＥＳＳ

創造性を育む

コンピュータ

日々クリエイティブな活動に取り組みつつ、資
格や検定にもチャレンジし、各種情報処理検定
で実績をおさめている。ハードからソフトまで
コンピュータの幅広い技術力を学ぶ。

輝陽祭（ 文化祭 ）や野田市の「 あおいそら祭り 」
でケーキやクッキーの販売をしている。年々腕
を上げる生徒は頼もしい限りである。

未来のパティシエ養成中！

料理

人生に補欠がないように、すべての部員が主役。
100 名を超える部員がレギュラーとして様々
なステージで活躍している。

全員が主役！不断の努力とチーム
ワークがエネルギー

吹奏楽

楽しく活動　
勉強との両立を目指す！

水泳

学校最寄りの駅（川間駅）近くのミナトスイミング
スクールで練習が行われている。一貫して勉強との
両立を指導の中心に置いて日々水をつかんでいる。

「 全国優勝 」を合言葉に、歴代の先輩、数多くの
チャンピオンの写真が見守る中、毎日活気ある
練習が行われている。

『 継続は力なり』　
世界チャンピオン目指しゴングが響く！

ボクシング

日本一を目指し、走り続ける

陸上競技

各種全国大会で活躍する選手を多く輩出する名
門である。箱根駅伝で活躍している選手も多数
いる。今後、オリンピックで活躍する選手もあ
らわれるに違いない。

強くなりたい、
たくましくなりたい選手の集合体！

柔道

重量級の選手から、軽く素早い動きの小柄な選
手まで選手層は厚い。放課後の練習で基本技術
を中心に鍛え上げている。

未経験者がほとんどという状況の中、県大会な
どで堂々入賞を果たしている。文武両道を掲げ、
何物をも言い訳にしない、誇り高き集団である。

「草魂」　雑草の心持を！

空手道
剣の道をきわめ、
たくましい心身で一撃にかける

剣道

「 剣の道は人の道 」がモットー。日々の修練は厳
しいが、自分を見つめ鍛え上げるには絶好の場
である。

CLUB ACTIVITIES

一人ひとりの技術や体力を最大限に養い、『 個
の能力 』を重んじたチーム作りを行っている。

『 個 』の能力が最大限に高められた
チームで高校では甲子園を狙う

野球（軟式）

「 清く・正しく・美しく 」をモットーに、ソング
リーディング（ ポンポン ）とショートフラッグ
の練習を重ねている。

「清く・正しく・美しく！」　
笑顔で厳しい練習を乗り越える

ダンスドリル
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ITEMS

学校指定の通学バッグ。
女 子 用 の み、周 り に ワ
インレッドのラインが
入っています。

足元を引き締めるの
はもちろん、制服のア
イ テ ム の 定 番、黒 の
ローファー。

チャコールグレーの
ダッフルコートは
男女共通の冬の
オプションア イ
テムです。

Winter

Summer

トラディショナルなデザインに
現代風のアレンジをプラスした
中学生らしい制服。男女ともシッ
クな色合いを基調にした落ち着
いた雰囲気を醸しています。

Point

男子はライトブルーの BD シャ
ツと、グレーのパンツの組み合
わせ。女子は白とグレーを基調
としたセーラー服。どちらも清
潔で涼しげな夏らしい服装です。

Point

FACILITIES UNIFORMS

第 2 グラウンド第 1 グラウンド

Coat Bag Shoes

陸上全天候型走路

食堂

テニスコート多目的ホール

情報処理室

防災倉庫

第 2 グラウンド第 1 グラウンド

第 2 体育館

武道場

第 1 体育館

図書室 駐輪場

CAMPUS MAP

1 第 1 体育館

2 武道場

3 第 2 体育館

4 多目的ホール

5 陸上全天候型走路

6 情報処理室

7 自習ブース

8 食堂

9 図書室

� 第 1 グラウンド

� 駐輪場

� テニスコート

� 防災倉庫

� 第 2 グラウンド

22
11

55
33 44

77

66

88

��

��

��

��

99 ��

自習ブース
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夏休みは

SSK 夏期集中

講座がある！

※中高に同時在籍の兄弟・姉妹がいる場合、入学金の減額制度があります。

ANNUAL EVENTS

Oneday

SCHOOL DAYS INFORMATION

中学入学時 中学 1 年生 中学 2 年生 中学 3 年生

入学金 150,000

施設設備費 160,000

授業料 396,000 396,000 396,000

維持費 36,000 36,000 36,000

入学金・授業料など合計 310,000 432,000 432,000 432,000

諸経費 81,200 73,200 73,200

制服・運動着等 116,000

旅行積立金 120,000 120,000

校外学習費等 20,000 20,000

教科書

副教材・学年費 41,000 15,000 14,000

タブレットレンタル代 41,400 41,400 41,400

納入金合計 426,000 715,600 701,600 580,600

SCHOOL FEES
３年間の納付金等のおおよその目安 ※納付金等は3カ月ごと4期に分納（2023年度予定）

Q & A よくあるお問い合わせ

特に力を入れている点は何ですか。Q 1
本校では、６年間を通して英会話に力を入れています。EBC（イングリッシュブート
キャンプ）では日本語禁止のルールのもと英語漬けの環境で実践的に英語を学びます。A

学習面でついていけないようなことは
ありますか。

Q 2
特に心配される英語、数学は習熟度別の少人数制授業（レッスン授業）を展開し、生徒一
人ひとりに合った指導をしています。第１ステージ（中学1・2年次）に学習習慣を確立
させ、基礎基本の知識を定着させます。また、夏期休業期間には補習指導を行います。

A

中高一貫のメリットを教えてください。Q 3

高校受験がない分、早い段階から大学入試や将来の職業決定に向けての考えを深めるこ
とができます。2020年度の大学入試を皮切りに様々な改革が実施されています。プレ
ゼンテーション能力を高め、深い思考力を鍛え、体験・教養活動にも力を入れ、さらに自
分に合ったコース選択ができる点が西武台千葉中高一貫のメリットです。

A

特待奨学生制度について教えてください。Q 4

全ての入試の成績上位者に特待奨学生度があります。基準を満たすことにより翌年度以
降も継続して資格を得ることができます。また、特待生のみを選抜する1科目特待選抜
入試も新設されました。

A

4
APR.

10
OCT.

5
MAY

11
NOV.

6
JUN.

12
DEC.

7
JUL.

1
JAN.

8
AUG.

2
FEB.

9
SEP.

3
MAR.

■ 入学式
■ 新入生オリエンテーション
■ 新入生研修
■ 在校生オリエンテーション
■ 春のベネッセ

■ C＆C
■ 第１回定期考査

■ 保護者面談
■ 英語技能検定
■ 漢字能力検定

■ 数学技能検定
■ 文章能力検定
■ 芸術鑑賞会

■ 第２回定期考査
■ 夏期集中講座Ⅰ期・Ⅱ期

■ 夏期集中講座Ⅲ期・Ⅳ期

■ 輝陽祭（文化祭）
■ 体育祭
■ 校外美術学習（1年生）
■ 秋のベネッセ

■ 第３回定期考査
■ 英語技能検定
■ 海外語学研修（3年生）
■ 校外写生会（1年生）

■ EBC（2年生）
■ 音楽発表会

■ 第４回定期考査
■ GTEC

■ 冬のベネッセ
■ 英語技能検定

■ 漢字能力検定
■ 数学技能検定
■ 文章能力検定
■ EBC（1年生）

■ 第５回定期考査
■ ビブリオバトル
■ 福祉講演会
■ 卒業証書授与式

DATA
沿革

昭和 61年 4月1日 武陽学園高等学校開校（男子校）

64 年1月1日 西武台千葉高等学校と校名変更

平成元年 4月1日 男子校より男女共学となる

4 年 4月1日 西武台中学校開校

24 年 4月1日 西武台千葉中学校と校名変更

生徒・教員の人数構成

全校生徒数 127 名 男子 51 名 女子 76 名

教員総数 95 名 男子 67 名 女子 28 名

8 : 25　登校

最寄りの川間駅から徒歩 20 分。
スクールバスなら 6 分程で到着。

8 : 30　朝読書

ホームルーム前に読書タイム。落着
いた気持ちで一日が始まります。

8 : 45　午前授業

全教室とも冷暖房完備。夏も冬も
快適な環境で授業に参加できます。

12 : 35　昼食

週２回は学年毎に給食ランチ。他の
日は、お弁当か食堂を選びます。

13 : 20　午後授業

電子黒板や Wi-Fi 等の ICT 環境は
万全。楽しく授業に臨めます。

15 : 40　放課後

約８割が部活動に加入。他に教養
講座や課外講習に参加する生徒も。
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