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１．校長挨拶

２．学校概要の説明

・特色１ 中等教育学校について

・特色２ 日本大学付属校について

・特色３ ＨＧＳ教育について

３．令和３年度入学試験要項について



佐野日本大学中等教育学校の沿革

・1964年(Ｓ39) ５月 佐野日本大学高等学校 開校

・1988年(Ｓ63) ４月 佐野日本大学中学校 開校

・2010年(Ｈ22) ４月 佐野日本大学中等教育学校 開校

・2014年(Ｈ26) 佐野日本大学学園 創立５０周年

・2020年(Ｒ02)       中等教育学校 創立１０年周年



佐野日本大学中等教育学校の特色１
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付
属
学
校

佐野日本大学中等教育学校の特色２

法学部／文理学部／経済学部／商学部
芸術学部／国際関係学部／危機管理学部
スポーツ科学部／理工学部／生産工学部
工学部／医学部／歯学部／松戸歯学部
生物資源科学部／薬学部／（短大部／通信部）

佐野日本大学高等学校

付
属
推
薦

佐野日本大学中等教育学校

日本大学 １６学部８７学科 国内最大規模の総合大学



▶教育イノベーション ３つのポイント ◀

＜Point１＞ Humanity ～ 学力・人間力を

伸ばす教育

＜Point２＞ Global ～ グローバル教育

＜Point３＞ Stem ～ 理数科学技術教育

佐野日本大学中等教育学校の特色３

ス テ ム

グローバル

ヒューマニティー



自主
創造

21世紀の社会で活躍できる「人間力」を育てる

Humanity

Global

学力・人間力を強化！

基礎基本の徹底
難関大対策 ターゲットゼミ

個別学習指導 リベラルアーツ
論理エンジン 体験学習

一人一活動

Stem
佐野から世界へ！

英語４技能の強化
イギリス研修

姉妹校交流（７か国）
短期留学制度（３か月）
ユネスコスクール・ＥＳＤ
・ＳＤＧｓへの取り組み

Society5.0に対応！

EdTech
デジタルキャンパス Eトレ講座
スタディサプリ／イングリッシュ

理科研究
プログラミング教育
ロボット・ICT教育

佐野日本大学
中等教育学校の

「21世紀型教育」



Humanity ＜学力・人間力を伸ばす!＞

(１)知識・技能の育成
⇒①基礎基本の徹底（特に前期課程）→後半成績が伸びる上で大変重要

②P（計画）D（実行）C（点検）A（改善）サイクルの活用→工夫が大切

③効果的なカリキュラム → ゆとり をもって成績向上

(２)思考力・判断力・表現力の育成
⇒校訓「自主創造」の精神/論理エンジンの導入

(３)主体性・多様性・協働性の育成
⇒体験型学習プログラム/一人一活動

Point
１

≫学校案内パンフレット P05 - 06



Globalｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育＜佐野から世界へ!＞

(１)グローバル教育センターを設置

⇒本校グローバル教育の中心的組織

(２)世界で活躍する人材の育成

⇒多様なプログラムで英語力を向上

・英語スピーチコンテスト全国上位入賞

(３)ユネスコスクールとしての活動

⇒世界的潮流 ESD/SDGs への取り組み

・世界の様々な問題を身近に感じ、考える姿勢を養う
ESD：Education for Sustainable Development 「持続可能な開発のための教育」

SDGｓ：Sustainable Development Goals 「持続可能な開発目標」 持続可能な世界を

実現するための17のゴール・169のターゲットから構成された国際目標

主体性

多様性

協働性

Point
２

≫学校案内パンフレット P07 - 10



Global 世界６か国の姉妹校と交流！

イギリス

アメリカ
ハンガリー 中国

マレーシア

オーストラリア



◆姉妹校
・英国、米国、豪州、中国、マレーシア、ハンガリー ６か国７校と提携

◆学校行事としての取り組み
・イギリス研修旅行（全員）

・ブリティッシュヒルズ研修（３年生全員）
・多様な活動で世界を体験する海外フィールドワーク
・姉妹校との交流活動・生徒の相互受入(ﾎｰﾑｽﾃｲ)
・英語コミュニケーション力向上プログラム
(英検・GTEC受験対策、SLICE・エンパワーメント等)
・ケンブリッジ大学ペンブルックカレッジ研修（日大主催・春夏２名参加）

◆ユネスコスクールとしての活動 （県内中等教育学校で唯一）

・「服のチカラ プロジェクト（ユニクロとコラボ）」進行中！

◆その他の注目ポイント
・（短期留学制度） ニュージーランド にて ターム留学 ３か月がスタート!

Globalｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ教育＜佐野から世界へ!＞



世界の人々、文化、歴史に触れる

体験プログラムをご紹介します！



イギリス研修旅行

イギリス研修ではホームステイをしながら、姉妹校キングエドワード６世校での語学研修や
オックスフォード大学訪問、ロンドン市街をはじめ各地の観光など幅広い研修を行います。



オーストラリア･フィールドワーク

オーストラリア･フィールドワークでは、姉妹校セントスティーブンスカトリックカレッジを訪問、
熱帯雨林の保全活動の体験や、ホームステイの相互受け入れなどを行っています。



マレー半島･フィールドワーク

マレー半島･フィールドワークでは、マレーシアの姉妹校Sri UCSI セカンダリースクールを訪問、
人々の生活や文化、宗教について、またシンガポールの水問題などについて学びました。



服のチカラプロジェクト

ユネスコスクールとしての取り組みのひとつ、「服のチカラプロジェクト」。不用となったご家庭の
衣料品を必要としている世界の人々に送る、ユニクロとのコラボプロジェクトです。



Stem ＜理数科学技術教育！＞

Ｓ cience

Ｔ echnology

Ｅ ngineering

Ｍ athematics

科学

技術

工学

数学

Point
３

≫学校案内パンフレット P11 - 12



Stem ＜理数科学技術教育！＞

(１)EdTech の活用
⇒学びに役立つテクノロジーを積極的に活用

・後期課程（4～6年生）は、一人一台ノートパソコンを所持

・ｅトレ、スタディサプリで自分に最適な自学自習が可能

(２)理科探究活動
⇒実験・観察を大切に、個人の理科研究などもサポート

・Ｈ30年度理科研究展で地区最優秀賞受賞！

・化学グランプリ金賞、ＪＡＸＡ主催体験学習に選抜等々

(３)理系（医歯薬看護系）進路指導が充実
⇒日本大学 医学部/歯学部/松戸歯学部/

生物資源科学部(獣医学科)/薬学部＋他大学



休業期間中のオンライン授業

突然の休業。生徒たちに会えない日々が続く中、教員みんなで協力しながら、打開策を模索し
続けた３か月間でした。現在は Google Classroom を活用して、ご家庭との連絡体制を構築。

課題や授業動画の配信なども行っています。学校再開後も、ICT機器の活用やオンライン学習
の効率的な利用方法を研究し、生徒の学力向上に生かしていきたいと考えています。

佐野日本大学中等教育学校は

これからも

ＩＣＴ機器を活用した学習の工夫を

進めていきます！



２０１９年度卒業生 大学合格状況
（令和２年３月卒業生 ９５名）

▶筑波大学（医）、山形大学（医）へ 現役合格！
▶東北大・東京外国語大等 国公立・大学校へ １８名合格！
▶早稲田大・慶応大・東京理科・GMARCH等へ １４３名合格！
▶日本大学へ内部推薦＋一般入試 合計で １０５名合格！

進路
始動

≫学校案内パンフレット P13 -14

＞＞ 大学入試改革と本校のメッリト ＜＜

日本大学付属校
の特典

内部推薦制度による進学

６か年一貫教育校
のカリキュラム

国公立・難関私立大学に対応



充実した楽しい学校生活 と

満足できる６年間 のために…

・優れた学習環境 （環境が人を育てる）

・人づくり （自主創造）

・英語力・理数系力の向上

・希望進路を実現

佐野日本大学中等教育学校は

世界に羽ばたく人材を育成します！



学校概要の説明は以上です。

引き続き

R02塾長説明会（入試要項）
200616.mp4

をご覧ください。


