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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
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中学校・高等学校
〒174 – 8711　東京都板橋区東新町2 – 28 – 1　☎03 – 3956 – 3157　学校長　小俣　力

都内でも有数の約 ４万㎡の広さがあります。校内
には全館冷暖房の教室や大小ゼミ室、理科実験室、
iRoom、進学センター、視聴覚教室、食堂、蔵書
６万冊の図書館などがあり、美術室、音楽室、技
術室、書道室は 2つずつあります。体育施設は 2
つのアリーナ、屋内温水プール、卓球場、トレー
ニングルーム、武道館、弓道場を備えています。

長野県大町市に「城北大町山荘」があります。
新入生オリエンテーションや、中 2の夏期林間学

校などが行われ、生徒たちは協働性の大切さと楽
しさを分かち合い、これまでの親の保護のもとに
育てられてきた環境から離れ、自分で思考・判断
をしていく機会にもなっています。

学校行事は盛んに行われています。大町オリエ
ンテーション、入試懇談会、自分の将来を考える
会、理科校外学習、卒業研究発表会、夏期林間学
校、大町学習室、体育祭、文化祭、音楽鑑賞会、
マラソン大会、演劇鑑賞会など多彩です。
クラブ活動は活発です。運動部はサッカー、ラ
グビー、野球、水泳（水球）、陸上、弓道、テニス、
バレーボールなど23部、文化部は囲碁将棋、ラジ
オ、吹奏楽など2４部あり、全国大会や関東大会に
出場して活躍しているクラブも数多くあります。

生活指導・心の教育

学校行事・クラブ活動

〈URL〉https://www.johoku.ac.jp/
　　　　昭和1６年（19４1）、府立四中（現都立戸山
高校）の前身、私立城北中学校時代から４0年以上
にわたって同校の校長を務めた深井鑑一郎先生と
その教え子の井上源之丞氏によって、明治期の城
北中学校再興の目的で創立されました。

深井先生の青年教育の基本は、儒学に裏付けさ
れた規律正しい生活習慣と、社会の指導者を育成
するための上級学校進学にありました。その深井
精神を受け継ぎ、「着実・勤勉・自主」を校訓と
して、青年期の人間形成と大学への進学を建学の
精神としています。
中高 ６カ年一貫教育については、12歳から18歳

という、心身ともに大きく成長する時期に安定し
た心を養い、成長に応じた教育を心がけています。
こうした理念のもと、道理をわきまえ、何事にも
積極的に可能性を追究し、創造性豊かで、健全な
精神を備えた人間の育成をめざします。

６カ年を 2年ずつの 3期に分け、生徒の成長に
適応した指導を行うことによって、可能性を飛躍
的に広げ、個性を生かすことをめざしています。
中学 1・ 2年「基礎期」では、何事にも熱中し

て取り組み、基本的な生活習慣を身につけること
が目標です。学習面では、各教科の基礎を着実に
学びます。中学 3年「錬成期」ではより自主的な
学習態度を確立し、知的好奇心を高めていきます。
また、クラブ活動や委員会活動にも力を注ぎ、体

力の向上や社会性を身につけるなど、中堅学年と
しての幅広い活動に努めています。また、将来に
むけた適性の発見の機会とし、それに合わせたプ
ログラムを設定しています。
高等学校では、大学受験の多様化に幅広く対応

し、 1年次は基礎固め、 2年次は応用力の開発、
3年次はさらなる発展と、段階的に学びます。
1年ではさまざまな教科を均等に学んで各自の

能力の可能性や適性の発見に努め、進路を考えま
す。高校からの入学生には特別カリキュラムが設
定されており、理数系科目で授業時間数を増やし
ています。
2年では文理系別のコース制となり選択科目を

大幅に増やして応用力を養います。主要科目では
高校段階の学習をほぼ終えることを目標とします。
3年は文理合わせて ４つのコースとし、少人数

の選択ゼミや特別講座を設け、主要教科は演習中
心の授業を進めて第一志望校の現役合格が果たせ
る実力を養います。校内外の各種模試のデータを
活用した進路指導に万全を期します。

ICT教育とアクティブラーニング用教室
「iRoom」、全教室への６5インチモニター設置など
ICT教育環境を整備。生徒用タブレットを500台
用意し、個人のデバイス持ち込みも認めています。
また、オーストラリア語学研修、城北イング

リッシュシャワー（国内留学プログラム）、ターム
留学、セブ島上級語学研修やネイティブ教員によ
る授業などグローバル教育にも力を入れています。

城北中央公園と石神井川沿いの緑豊かな環境で、

沿革

校風・教育方針

カリキュラムの特色

国際・情報教育

環境・施設設備

■2023年度入試日程
　　　　　
募集人員 出願期間 試験日 発表日 手続締切日
1 回　約115 1/10〜1/30 2/1 2/1 2/４
2 回　約125 1/10〜2/1 2/2 2/2 2/４
3 回　約　30 1/10〜2/3 2/４ 2/４ 2/5
　　　　　　
募集人員 出願期間 試験日 発表日 手続締切日
推薦　約20 1/15・1/1６ 1/22 1/23 1/2４
一般　約６5 1/25〜2/7 2/11 2/12 公立発表翌日
■2023年度選考方法・入試科目
　　　　　
国語、算数、理科、社会
〈配点・時間〉国・算＝各100点50分　理・社＝
各70点４0分
〈面接〉なし
　　　　　　
推薦：書類審査、適性検査（国数英各100点50分）、
面接【出願条件】内申 5科20　 9 科に 1 ・ 2 がな
いこと　3年次の欠席10日以内、遅刻早退10回以内
一般：国語、数学、英語
〈配点・時間〉国・数・英＝各100点６0分
〈面接〉推薦のみ生徒個人　参考
■指定校推薦枠のある主な大学
東京都立大　学習院大　北里大　慶應義塾大　国
際基督教大　芝浦工業大　上智大　　昭和薬科大　
中央大　東京都市大　東京薬科大　　東京理科大　
獨協医科大　立教大　早稲田大など

■2022年春卒業生進路状況
ほぼ全員が四年制大学への進学を希望し、2022年
春卒業生329人のうち、225人が希望の大学へ進学
しました。
■2022年度入試結果
　　　　　
募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率

1 回　　約115 389 359 135 2.7
2 回　　約125 7４６ 582 305 1.9
3 回　　　約30 388 270 31 8.7
　　　　　　
募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率
推薦　約20 ４3 ４3 23 1.9
一般　約６5 333 317 173 1.8
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学校説明会　（要予約）
★中学校　9/17　10/22　11/19　12/10
入試説明会　11/23
施設見学ツアー　9/3　10/15　11/12　12/2４他
オンライン説明会　11/22まで　総集編12/23
〜3/31　オンライン個別質問会・体験授業　
9/2４　10/15　10/29　11/12　11/2６
★高等学校　10/8　入試説明会　11/23　
オンライン説明会　1/31まで配信　施設見学
ツアー　9/10　10/29
見学できる行事　（要予約）
文化祭　�10/1・10/2（状況により、公開方法

変更の可能性あり）
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2023年度入試ネット出願のポイント
■中学・高校12/20登録・支払い開始日
■中学1/10〜、高校推薦1/15〜、一般1/25〜


