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説明会・行事等は日程・内容が変更される場合があります。必ず学校HP等でご確認ください今春の進学実績については巻末の「高校別大学合格者数一覧」をご覧ください

また、自己と向き合い、他者への思いやりや生命を
慈しむ心を育む礼拝の時間や朝会、体験型心の教
育 実 践 施 設TAP（Tamagawa Adventure 
Program）、音楽活動、労作、美術活動など、
日々の活動のなかにも心を磨く活動があります。

61万㎡の広大なキャンパスに幼稚部から大学院
まで設置。理科教育専門校舎サイテックセンター
や芸術教育専門校舎アートセンターなど、充実し
た設備を用意しています。学外施設として、カナダ

研修の拠点となるカナダ・ナナイモ校地があります。

学校行事は音楽祭、体育祭、クリスマス礼拝な
どのほか、玉川学園展では、独自の探究型学習
「学びの技・自由研究」の 1 年間の研究成果を発
表します。

クラブ活動は全部で25以上。世界大会に出場し
たサイエンスクラブやロボットクラブのほか、吹
奏楽部、チアダンス部、エアロビック部、スキー
部などが全国大会出場の実績があります。

環境・施設設備

学校行事・クラブ活動

〈URL〉https://www.tamagawa.jp/academy/
〈E-mail〉k12admit@tamagawa.ed.jp
　　　　玉川学園は昭和 4年（1929）、小原國芳に
よって創立。「全人教育」を教育理念に掲げ、玉川
学園一貫教育として、幼稚部から高等学校までの
教育活動を展開。大学・大学院も併設。ＩＢワー
ルドスクール（MYP・DP）認定校。

「全人教育」「探究型学習」「国際教育」を教育
の柱とし、主体的・対話的で深い学びを実現し、
大学の学修に必要な資質・能力を身につけます。
①スーパーサイエンスハイスクール（SSH）指
定校（15年目： 3期指定期間2018〜2022年度）②
IBワールドスクール（MYP・DP）認定校③国
際規模の私立学校連盟ラウンドスクエア正式メン
バー校

これらの認証評価を受け、高い学力の獲得だけ
でなく、創造性や探究心を育みます。

中学校段階では、すべての教科をバランスよく
配分し、確かな学力を養成します。特に数学・英
語は習熟度別に授業を行い学習効果を高めます。
すべての授業が図書や資料などの関連教材を常備
した専門教室で行われ、各教室に教科の専任教員
が常駐し、いつでも質問に対応できる環境が整っ
ています。 9年生（中学 3年生）では「学びの技」
という授業を週 2 回、年間60時間行い、約3,000
文字の論文作成やプレゼンテーションスキルにつ
いて1年間かけて学びます。また、 9 年生（中学

3年生）から「習熟度別クラス」を編成し、少人
数のクラスを設定。生徒に最適な授業展開を実現
し、一人ひとりの能力を最大限に伸ばします。11
年生（高校 2年生）からは「進路別クラス」編成
によって、きめ細やかな進路指導と能率高き教育
を展開し、生徒の将来の目標の実現に向けて、よ
り密度の高い学習活動を展開。なお、併設の玉川
大学に進学を希望する生徒は12年生（高校 3年生）
から大学の授業を受講でき単位認定されます。

国際規模の私立学校連盟ラウンドスクエアの正
式メンバー校（49カ国230校以上）や 8 カ国17校
の提携校と交流を図りながら、国際感覚を磨きま
す。 8年生（中学 2年生）から希望制の海外研修
がスタート、約 2週間のカナダ研修ではアウトド
ア活動を通じて英語を習得します。その他、ハワ
イプナホウ校研修、アメリカ東部研修など、約
75％の生徒が海外研修に参加します（※2019年度
実績）。 9 年生（中学 3 年生）からは、多様な文
化を理解し、世界の諸問題に関心を持つことが大
事であると捉え、アフリカでの研修では、貧困や
人権問題を肌で感じ、その課題について考えます。
また、ラウンドスクエア国際会議では、世界の高
校生とさまざまなテーマについてディスカッショ
ンを行います。こうしたホンモノの体験を通じて、
世界に通用する人材を育成します。

生徒と家庭、教師をコンピュータネットワーク
で結ぶ学内ネットワークCHaT Net（Children 
Homes and Teachers Network）を導入してい
ます。「Any Time & Any Place」の教育環境を
整備し、「三位一体」の教育の実践を進めています。

沿革

校風・教育方針

カリキュラムの特色

国際教育

生活指導・心の教育
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〒194 – 8610　東京都町田市玉川学園6 – 1 – 1　☎042 – 739 – 8931　学園長　小原　芳明

■2023年度入試日程
　　　一般：一般クラス　IB：国際バカロレア（IB）クラス
募集人員 出願期間 試験日 発表日手続締切日

一般 1回 　65

1/10〜1/30

2/1午前 2/1 2/6　　 2回 2/1午後
　　 3回 　45 2/2午前 2/2 2/7　　 4回　 2/2午後
IB 1 回 10 2/1 2/1 2/6
　 2 回 10 2/2 2/2 2/7
　帰国生 10 11/17〜11/25 12/3午後 12/5 12/8

　　　一般入試のみ（専願優遇、併願優遇、オープン）
募集人員 出願期間 試験日 発表日 手続締切日

※ 1/25〜1/31 2/11 2/12 2/16＊
※一般80、IB若干を募集　＊併願は公立発表翌日
■2023年度選考方法・入試科目
　　　一般： 1 回　 4科か 2科（国算、英国、英
算、算理）、面接　 2 回　 2 科（国算）か英語資
格利用型（英検 3 級以上+国か算）、面接　 3 回  
4 科か 2科（国算、算理）、面接　 4 回　 2科（国
算）、面接　IB：英（英語による出題）、算（日本
語か英語による出題選択可）、理、社、面接
〈配点・時間〉一般：国・算・英＝各100点50分
理・社＝一般：各50点30分、IB：各100点40分
〈面接〉一般：生徒個人　IB：生徒個人・保護者同伴
　　　一般：国・数・英、面接　IB：英（英語に
よる出題）、数（日本語か英語による出題選択可）、
理、社、面接
〈配点・時間〉一般：国・数・英＝各100点50分
IB：英・数・理・社＝各100点40分
〈面接〉一般：生徒個人　IB：生徒個人・保護者同伴
■2022年春併設大学への進学
高校 3 年間の累積GPAが3.0以上などの条件を満
たすことで学内入試制度を用いて進学できます。

玉川大学−59（文 3、農10、工 6、経営 6、教育
16、芸術11、リベラルアーツ 4、観光 3）
■指定校推薦枠のある主な大学
学習院大　青山学院大　上智大　中央大ほか
■2022年春卒業生進路状況
卒業生数 大学 短大 専門学校 海外大 就職 進学準備他
221人 186人 3 人 2 人 8 人 0 人 22人
■2022年度入試結果
　　　※男／女　帰国生入試あり
募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率

一般 1回 　65 50/42 40/27 20/18 2.0/1.5
　　 2回 85/80 77/75 47/43 1.6/1.7
　　 3回 　45 62/66 28/18 10/7 2.8/2.6
　　 4回 82/73 33/18 9/7 3.7/2.6
ＩＢ 1回 10 3/5 3/5 3/5 1.0/1.0
　　 2回 10 5/6 2/1 2/1 1.0/1.0

　　　※男／女
募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率

一般　　　80 36/37 36/37 34/37 1.1/1.0
ＩＢ　　若干 4/0 3/− 1/− 3.0/−
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学校説明会　（すべてweb予約・＊はオンライン）
★中　一般：9/16＊ 10/14 10/29 11/4＊ 1/13
IB：9/10 10/20 11/4＊ 11/19
オープンスクール　9/10
入試問題チャレンジ会　11/12（一般）
入試問題説明会　12/3
★高　一般：9/10 10/21＊ 11/19 12/3
IB：9/10 10/20 11/4＊ 11/19
個別相談会（中高IB）　1/13
見学できる行事　
玉川学園展・ペガサス祭　3/3・3/4

（入試相談コーナーあり）


