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 より高きを目指して
〜 Learning for Life 〜
常に青々とした葉を繁らせ

純白な花を咲かせて

黄金の実を結ぶ橘こそ、常葉の象徴。

美しい心を持ち、

より高い目標に向かってチャレンジし、

学び続ける姿勢こそ、常葉の精神。

建学の精神

　「より高きを目指して」～Learning for Life～を建学の
精神に掲げている本校は、学力を伸ばし、人間性を高める
教育を行っています。
　本校は昨年４月に常葉大学附属橘中学校･高等学校に
校名を変更しました。現在、附属高校になったことにより、
常葉大学との連携をより深めています。現在10学部19学
科の総合大学として大きく成長し、今年の４月にはＪＲ草薙
駅から徒歩４分の地に６階立て４棟の校舎と体育館からな
る新キャンパスが誕生しました。この文教エリアの草薙の
校舎には教育や外国語、保育、社会環境、経営の５学部と
短期大学部、大学院の学生4000人が集まり、いきいきと
した学生の街が彩られていくことになります。本校から徒
歩25分の位置にある草薙新キャンパスで、大学教授や大
学生との交流を深め、皆さん一人ひとりが進路や「夢」を語
る機会をつくっていきたいと考えております。
　本校の校舎も最新の耐震設備が整った新校舎が完成し
て、昨年の冬には、全面人工芝のグラウンドも完成しまし
た。また、教育内容でも、公立にはない、新しい取り組みを
行っております。先取り授業を実施し、内容の濃い授業を
展開する「アドバンスコース」と通常の進度で確実な学力
を身に付ける「スタンダードコース」を設け、それぞれの希
望に添った授業が行われています。
　また人間性を高める「７つの習慣Ｊ」や「橘よのなか科」
等、正解が１つとはいえない課題に取り組む授業も注目さ
れております。豊富な授業時間数と特色ある教育活動を
通して「学ぶ姿勢」を確立し、問題解決能力やコミュニケー
ション能力を育てています。「新生・常葉大橘」として今歴
史が変わろうとしているその瞬間に、皆さんと一緒に橘の
歴史をつくっていきたいと希望しています。

昭和40年 全寮制の男子校として開学
　第1回入学式

昭和43年 第1回卒業式
昭和53年 校名を「常葉学園橘中学校」に変更
昭和57年 男女共学の二学級編成となる
平成11年 常葉学園橘高校と統合

「常葉学園橘中・高等学校」と改称
平成21年 中高一貫コース設立
平成23年 中高一貫コース一期生卒業
平成29年 校名を「常葉大学附属橘中学校・高等学校」に変更

沿　革

常葉大学附属橘、
「夢」広がる
新たなステージへ

常葉大学附属橘中学校･高等学校
校長  関本　和彦
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最新の耐震基準を備えた新校舎 一貫コースの教育目的

①6年間をかけて思考力・表現力を伸ばす
 ● 「高校入試」にとらわれすぎず、じっくりと学力を身につけます。
 ● 中3の秋冬も習い事や部活動を続けることが可能です。
 ● 高校教員が中学の授業に関わることで、より専門的で深い学びが可能です。

②小さな集団が家族のような安心感につながる
 ● 慣れ親しんだ仲間と進級することで、グループワークや学校行事をはじめ 

     とした、学校生活を安心かつ充実して過ごすことができます。

③6年間の発達段階に合わせて行うキャリア教育

　平成28年秋、新しい校舎が完成しました。
　新校舎では、光ファイバーによる学校内ネットワークを
駆使した高水準のICT教育、バスケットコートが2面に増え
る新体育館、全面人工芝の全天候型グラウンドなど、勉強

からスポーツまで、生徒一人ひとりのやる気に応えるため
の環境をグレードアップ。
　また、全館冷暖房完備、基準値を大きく上回る耐震強度
など、快適・安心の設備が、心豊かな学校生活を支えます。

充実した教育環境の中で夢を追いかけよう！
英語・数学の授業はクラスの枠を超えて展開 『意欲・希望によるコース選択』

英語・数学授業を、さらに学力と進路の適性に合わせて展開。
2年間の学習の成果をもとに学習集団を新たに作ります。

希望進路に即した学習内容を選択し、夢の実現へ！ 一部科目はαβ混合クラスで展開します。

● 基礎力定着に加え、応用力育成

● 応用力育成に重点を置き、先取り学習
  （数学）を展開

● 国公立大学 難関私立大学 
  常葉大学教育学部への希望者

○中学3年では英語数学のみ展開授業を行います。学級はαβ混合クラスとなります。
○高校からは「一貫α」「一貫β」の学級編成。英語・数学以外の教科もαβ別の授業となります。

○αβクラスをもとに文系・理系の選択

● 通常進度で基礎力の定着

● 基礎力育成に重点を置き、通常進度

● 常葉大学をはじめとする私立大学進学希望者

アドバンスコース

一貫α

αクラス 文 系 文 系理 系 理 系

スタンダードコース

一貫β

βクラス

中学1・2年

中学3年
高校1年

高校2・3年

「適切な判断力・創造性豊かな思考力と表現力を持った人材（リーダー）の育成」

（1）主体的・能動的に考える場をつくり、「高い学力」を養成します。
（2）学校、生活を通じて自ら課題を発見し、それに対して的確な「表現力」を養成します。
（3）他との性格・価値観・文化の違いを理解したうえで、物事を多面的な視点から考えることができる豊かな「感受性」と
　  「共生力」を養成します。

（4）6年間を見据えて学習指導・生活指導・進路指導を体系的に行い、「自立する力」を養成します。
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平成30年度 １週間の教科授業時間数日課表

朝の活動・朝読書

夏休みのサポート学習
８月２０日過ぎから月末まで一週間程度の特別授業期間があります。
授業をすすめたり、遅れを補うサポート学習をします。

全員が英語検定・漢字検定に挑戦します
中学生全員が、それぞれの級取得に向けて全員で挑戦します。
検定取得に向けて、授業や放課後を使い対策授業も行っています。

生活日誌の提出

中学校では、生徒や授業や部活動、家庭での出来事を生活日誌に
書き込み、担任に提出します。小学校時代と違い、授業担当制と
なる中学校では、担任が生徒の行動を見渡せる範囲が狭くなりま
す。この日誌を通じて、生徒の心の微妙な変化を早く察知するこ
とができ、問題の早期解決に役立てています。

国 語 社 会 数 学 理 科 英 語
1年 ５（4） 4（3） ５（4） ４（3） ５（4）
2年 ５（4） ４（3） ５（3） ５（4） ５（4）
3年 ４（3） ４（4） ６（4） ５（4） ６（4）

7時間授業
（火）

6時間授業
（月・水〜金） 土曜日

登　校 08:15 08:15
朝の活動 08:20〜08:35 08:20〜08:35
SHR・朝礼 08:35〜08:45 08:35〜08:45

1時限 08:50〜09:40 08:50〜09:40
2時限 09:50〜10:40 09:50〜10:40
3時限 10:50〜11:40 10:50〜11:40
4時限 11:50〜12:40
昼休み 12:40〜13:25
5時限 13:25〜14:15
6時限 14:25〜15:15
清　掃 15:15〜15:30 11:40〜11:55
SHR 15:30〜15:35 11:55〜12:10

7時限 15:45〜16:35

◆主要5教科の授業時間数を多く設定し、わかりやすい授業が行われています。
※（　）数字は、公立中学校の標準時間数

★1時間の授業は50分

◆第1・3・5土曜日に3時限授業を実施しています。

中学高校全学年を対象に「朝読書」を行っています。指定図書を
学校で購入し、定期的にクラスで交換しながら多くの本を読破し
ていきます。朝の落ち着いた環境作り、受験・小論文対策、感性を
磨く等、様々な効果がでています。

13 thirteen

橘中学校 1年生

　本校では、中学3年間や中高6年間を見据えての、共通プログラムや人間性を育む学校行事を用意しています。
　以下の事項は、生徒の成長段階を踏まえながら内容を一部変えてはいますが、基本的に中学一年生から中学三年生まで
共通して取り組んでいます。

学習指導・生活指導
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15 fifteen

橘中学校 3年生

「7つの習慣®」とは、アメ
リカのスティーブン・R・コ
ヴィー博士により、まとめ
られたもので、空前のベス
トセラーになった本です。
多くの企業で社員教育に導入されていま
す。この「７つの習慣®｣を、日本の小中学生
向けにアレンジを加えられたものが「７つ
の習慣Ｊ®」です。本校では、専門研修を受
けたファシリテーター（指導者）が、道徳授
業を利用してみなさんに伝えていきます。

本校では、橘中学生全員が一貫コースまたは総合芸
術コースへ進むことになります。
●新体制での英語数学授業
学力によるαクラス・
βクラスでの授業展開
●中学時代の総復習
高校で求められる中
学時代に定着させる
べき学力を「新研究テ
キスト」「実力テスト」「放課後学習」「サポート学習（補
習）」で徹底指導！

校内でのあいさつ運動を通しての全校生徒へのマ
ナーアップの啓発キャンペーンに始まり、ウエスを回
収し、施設への慰問等、地域の人々に役立つ活動を積
極的に企画し、実行します。生徒会役員選挙において
は、静岡葵区役
所から本物の投
票用資材を借用
し、投 票 所をそ
のまま再現して
の投票風景が見
られます。

橘高校への進学準備充実した生徒会活動7つの習慣J®

第1の習慣 主体性を発揮する
第2の習慣 目的を持って始める
第3の習慣 重要事項を優先する
第4の習慣 Ｗｉｎ－Ｗｉｎを考える
第5の習慣 理解してから理解される
第6の習慣 相乗効果を発揮する
第7の習慣 刃を研ぐ

「7つの習慣　」および「7つの習慣J　」は
フランクリン・コヴィー・ジャパン社の登録商標です。

R R

第1の習慣 主体性を発揮する
第2の習慣 目的を持って始める
第3の習慣 重要事項を優先する

第5の習慣 理解してから理解される
第6の習慣 相乗効果を発揮する
第7の習慣 刃を研ぐ

第4の習慣 Ｗｉｎ－Ｗｉｎを考える
「週間ダイヤモンド」「プレジデント」などのビジネス雑誌でも「７つの習慣Ｊ　」が特集され、
 本校も紹介されています。

R

「7つの習慣　」および「7つの習慣J　」は
フランクリン・コヴィー・ジャパン社の登録商標です。

R R

第1の習慣

第2の習慣

第3の習慣

第4の習慣

第5の習慣

第6の習慣

第7の習慣

主体性を発揮する

目的を持って始める

重要事項を優先する

Ｗｉｎ－Ｗｉｎを考える

理解してから理解される

相乗効果を発揮する

刃を研ぐ

「週間ダイヤモンド」「プレジデント」などのビジネス雑誌でも「７つの習慣Ｊ　」が特集され、
 本校も紹介されています。

R

「7つの習慣　」および「7つの習慣J　」は
フランクリン・コヴィー・ジャパン社の登録商標です。

R R

R
「週間ダイヤモンド」「プレジデント」などの
ビジネス雑誌でも「７つの習慣Ｊ　」が特集
され、本校も紹介されています。

　「よのなか科」とは、リクルート出身の民間人
校長として話題になった藤原和博さんが、東京
都杉並区立和田中学校ではじめた「総合教科」
です。特定の知識を教えるものではなく、「正解
が1つではない課題」に取り組んでいます。
　たとえば、「携帯電話は中学生に必要か？」といった身近な問題から、「代
理母による出産」「少年法は必要か」などの社会問題までを賛成、反対の立
場にたって物事を考える授業です。
　この授業を通して、「生きるためのバランス感覚」「自分の考えをまとめ
るプレゼン能力」を高めていきます。

橘よのなか科

14 fourteen

橘中学校 2年生
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「学ぶ力」を育てます。「学ぶ力」を育てます。

考え方が多様化し、どんどん新しいものが出てくる現代社会において、変化に気づく、大事なものを見極める力こそが、
社会で活躍し、生きていく上で必要な力となる…。橘中では、学習力をつけるために、学び方に変化をつけ始めています。

〜 やらされる形から、自ら取り入れる形へ 〜

　他人の意見や疑問をもっと聞き、考え方の幅を広げる、学び合い
で知識を整理、説明する経験を大切にしようと考えています。

各学年でテーマを定めて予備知識を学習し、最終的にそれぞれの現場実習を行います。

　自ら課題を見つけ、工夫を加えられる新・自学ノート「EVO
（evolution)ノート」を導入しました。その日の授業の要点を、教科
書やノートに頼らず、「思い出して」書く。後から思い出せる授業の
受け方が求められるため自然と授業への姿勢が変わってきます。

　中学3年生は、１．２年生の振り返り的な生活日誌から、計画立案型
の「夢手帳」を持ちます。ビジネス手帳に本校独自のアレンジを加え
たもので、これを持つことで短期的、長期的な計画を立てて、文章な
どを考えることにより「時間管理」ができるようにすることを目標にし
ています。スケジュール・タスク（やること）・段取り・目標の管理をし
て、自律型人間を育てます。

〈英語・数学〉
●アドバンス・αコース…先取り学習はしつつも、より深く、多様な 
 考え方で応用問題にアプローチすること 
 を重視します。
●スタンダード・βコース…基礎基本固めに終始せず、応用問題に向 
 き合う機会を増やしています。

〈国語・理科・社会〉
●意見交換、実験、教科書とは別の教材に触れる…など、公立中より
　も多い授業時間数を活用し、考えが深まる取り組みをしています。

未来での成功のために… 　　とん応援します。

DIC F157 DIC 2485

学習力(取り入れる力)
基本的な知識・語彙力
理解力、感受性
健全な心身（忍耐、素直さ、姿勢）
学習習慣

表現力
正しい言動
思いやり
文字、描画、ノート
発表、テスト、部活

TOKOHA TACHIBANA Students, Study

中１
高齢者福祉

高齢者疑似体験や認知症サ
ポーター講習を通して、高
齢者施設で介護体験を行い
ます。

中2
キャリア教育

職業調べを行い、仕事につ
いてのまとめた壁新聞作り
やプレゼンを経て、地域の
事業所で職場体験を行い
ます。

中3
幼児教育

幼児の行動特性や感覚を学
び、系列のたちばな幼稚園
にて保育実習を行います。
幼児に囲まれ、みんな笑顔
で一日を過ごします。

学習力を育む取り組み

①少人数・習熟度別の人数と指導内容の見直し

④総合学習

②新・自学ノート「EVOノート」導入

③橘・夢手帳
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16 17 18
sixteen/seventeen/eighteen
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橘高等学校 1年生、2年生、3年生 6年間を見通した進路指導

★進路研究会
生徒の進路実現をサポートするために、学年ごとにさまざまなテーマで取り組んでいます。
　【主な取り組み】
 ① 進路講話（大学入試を学ぶ，なぜ模試を受けるのか，高校での勉強の仕方，小論文の書き方）
 ② 学問・職業研究（体験授業，理系の職業を学ぶ，公務員について学ぶ）
 ③ 大学見学会（静岡大学，静岡県立大学，常葉大学，その他県外の大学など）
 ④ OBから学ぶ会

◎集中講座
高1・2は、常葉大学のキャンパスを利用して、3月に4日間の集中講座を行います。主に国数英の1年間の総まとめを行い、
学習習慣の大切さを実感し、受験期を迎える大きなきっかけ作りになります。普段生活している場所とは異なるため、新鮮
な気持ちで臨みます。

POINT

基幹力育成期 自己醸成期 自己研鑽・進路実現期 

学　年 中１（１年次） 中２（２年次） 中３（３年次） 高１（４年次） 高２（５年次） 高３（６年次）

クラス 均等クラス 均等クラス α・βクラス α・β（文理別）クラス

英　語
希望制習熟度別授業
英語検定

学力別授業
英語検定

受験対策

数　学
希望制習熟度別授業 学力別授業 受験対策

国　語
言語力トレーニング 「聞く・話す」「読む」「書く」力を伸ばす
漢字検定

小論文トレーニング
漢字検定

補　習 長期休暇中・休暇直前の補習
0限補習（7:55〜8:25） 長期休暇中・休暇直前の補習
◎集中講座（高1・2）

進　路
高齢者福祉教育　 職業教育 幼児教育 適性診断

縦割り
行　事

中学数学

7J・道徳・総合学習による価値観教育

全校交流キャンプによるリーダー育成

学力別クラス

学力別クラス

GTEC（4技能）

高校数学（αクラスのみ）

職業研究×学問研究×体験活動

先輩・OBから学ぶ会

　2020年に大学入試が大きく変わります。生徒たちは新しい時代の流れに対応した力を身に付けて、進路を実現しなけ
ればなりません。「大学入学評価テスト」において、本校ではさまざまな入試方法に対応できるように、自分の考えや体験を
論理的にまとめ、表現できるように指導します。

★進路研究会
オープンキャンパス
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①	2年時から文系・理系の選択。英数科と切磋琢磨！
	 ●大学進学をはじめ、様々な進路に対応します。一部授業は英数科と合同で行い、お互いを高め合います。
	 ●少人数体制の授業が増え、「発表、質問がしやすい」「個別対応しやすい」より充実した指導体制に。	

②	一貫ならではの豊富な演習（αクラス）
	 ●中学から始めている高校の内容の先取りが、高3年次の受験対策演習での時間を確保します（主に数学）。
	 ●中学で培った学習力・思考力が、高校から学びに生かされてきます。	

※紙面の都合でαクラスのみ掲載しています。平成30年度 一貫コース【高校カリキュラム】

　特　徴

TOKOHA TACHIBANA School Life　一貫後期

平成２9年度　一貫コース卒業生　進路実績

一貫コース一期生から七期生までの主な進学先

袴田		菜月　51期生 内村		仁志　５１期生 國分	ひろの　50期生

　私は現在、静岡県立大
学	食品栄養科学部	栄養
生命科学科で管理栄養士
の資格を取るために勉強
しています。
　私は、部活動と勉強と
学校行事の全てに全力で
取り組みたいと考え、橘中
学に入学しました。

　小学生の頃からやっていたサッカーを部活動と
して続けていく中で、同じ目標を持ち切磋琢磨し
あう仲間、応援してくれる先生方に出会いました。
また、多くの行事を通して、机の上では得られない
ことを学び、自分で考え、行動できるようになりま
した。部活動中心の生活でしたが、苦手を作らな
いために授業中に理解するようにし、隙間時間を
有効活用することで基礎学力を身につけ、高校の
勉強につなげることができました。私が頑張ること
ができたのは、熱心に教えてくれ、いつでも相談に
乗ってくれる先生方がいらっしゃったからです。
　橘中学・高校で過ごす６年間での出会い、経験、
頑張ってきたことは必ず自分に返ってきます。全力
で取り組んだからこそ、悔しい思いもたくさんしま
した。しかし、その分得たものも大きく、成長するこ
とができました。皆さんも、様々なことに挑戦し、全
力で取り組んでみてください。

　私は小学生の頃に野球
の強い中学校、高校に行
きたいと考え、橘中学へ
の入学を決心しました。中
高を全力で駆け抜け、現
在静岡大学の地域創造学
環に所属しています。
　実際に学校生活が始
まるまで、野球と勉強を

両立することができるのかとても不安でした。し
かし、先生方や先輩方に勉強法を教えていただい
たことで、野球に多くの時間を費やすことできまし
た。また、成績も下がることはありませんでした。
　高校入学時には、｢甲子園に出場して、静岡大学
に合格する｣という目標を立てて中学の時よりも
文武両道を、より強く意識するようになりました。
一日一日を大切に過ごした結果、甲子園には出場
できませんでしたが「東海大会優勝」、そして「静岡
大学に合格」という結果を手に入れることができま
した。
　橘中学・高校に入ることで生徒を第一に考えてく
れる先生方と支えてくれる仲間達と出会うことが
できました。皆さんもぜひ目標に向って頑張ること
で築かれる人間関係を大切にしながら、自分の夢
を追いかけて下さい。

　私は現在、横浜国立大
学に通い、経営学部	国際
経営学科に所属していま
す。小学生の頃、中学校か
らは新しい環境に身を置
き、自分自身を高めたいと
考えました。そのため、部
活と勉強を両立させ、仲間
と互いを高めあい、楽しく

学校生活を送っている橘中学生の様子を見て、こ
の橘中学校の門をたたきました。
　私は、小さい頃から水泳を毎日夜２・３時間練習
する、水泳中心の生活を続けていました。そのた
め、自宅で勉強をする時間はあまりありませんで
した。しかし、橘中学校では、学校での授業と宿題
とを確実にこなすことで自分の力に変えていける
仕組みがあり、水泳と学習とのバランスを取りなが
ら、無理なく両立をしてくることができました。中
学・高校６年間、仲間や先生とのびのびとした、とて
も充実した時間を過ごすことができたと思ってい
ます。
　皆さんにも是非、橘中学校・高等学校の魅力を感
じ取ってもらい、本気で夢を追いかけていただき
たいです。

静岡県立大学	食品栄養科学部	栄養生命科学科 静岡大学	地域創造学環 横浜国立大学	経営学部	国際経営学科

進路

卒業生の活躍

3年後に実感できる、大学連携というメリット。
附属高校入試の合格率82%！	合格者数県内No.1

平成29年度 ４年制大学 短期大学 専門学校 その他（進学準備を含む）

全卒業者
29（人） 1（人） ８（人） 5（人）

63.0％ 2.2％ 17.4％ 10.9％

〈国・公立〉 福島大学 宇都宮大学 東京海洋大学 東京農工大学 横浜国立大学
山梨県立大学 静岡大学 静岡県立大学 防衛大学

〈難関私立大学〉 早稲田大学 慶応大学 東京理科大学 立教大学 法政大学
中央大学 関西大学 同志社大学 立命館大学

〈有名大学〉 國學院大學 武蔵大学 獨協大学 日本大学 東洋大学
駒澤大学 北里大学 順天堂大学 玉川大学

〈私立大学〉 常葉大学 大東文化大学 東海大学 亜細亜大学 帝京大学
国士舘大学 桜美林大学 昭和女子大学 杏林大学 工学院大学
創価大学 東京女子体育大学 日本体育大学 千葉工業大学 神奈川大学
関東学院大学 中京大学 名城大学 京都外国語大学 京都産業大学
大阪体育大学　他

[４年制大学]

静岡県立大学短期大学部 常葉大学短期大学部 上智大学短期大学部 帝京短期大学
武蔵丘短期大学 島田市立看護専門学校 北里大学保健衛生専門学院 横浜中央病院付属看護専門学校
中央医療専門大学校 中央調理製菓専門学校 静岡産業技術専門学校　他

[短期大学・専門学校]

注)　一貫コースのみの進路実績となります。英数科や普通科他コースの卒業生の進路状況は本校のＨＰを参照してください。

TOKOHA TACHIBANA School Course
TOKOHA	TACHIBANA	School	Life ／一貫後期 TOKOHA	TACHIBANA	School	Course

橘高等学校
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春 夏

秋 冬

Spring Summer

Autumn Winter

入学式

対面式

マラソン大会

スキー

部活壮行会

海外研修

百人一首大会

生徒会選挙

バス遠足

花見

三年生を送る会

芸術鑑賞会

書き初め大会

尚志祭（文化祭）

修学旅行

体育祭

新入生ゼミ

卒業式

球技大会

全校交流会（キャンプ）

学校行事
15 16Learning for Life 橘中学校TOKOHA	TACHIBANA	School	Event
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学費

在校生保護者の声

仲間との楽しい時間が、たくましく健やかな心身をつくります。

特別奨学生制度の
設置 ( 若干名 )

男女サッカー部は、セレクションに参加していることが条件になり
ます（セレクション合格が入学を確約することにはなりません）。

吹奏楽部は、高校進学後も部活動を継続する場合、総合芸術コース吹奏
楽専攻にコース変更することが条件になります。野球部はセレクションを
行っていません。学校から少し離れた中学専用グランドで活動していま
す。見学をご希望の場合は学校までご連絡ください。その他の部活動は、
技能面などの条件は設けず、自由に選択できるようになっています。

活発に活動している部活動の生徒は、自宅や最寄り駅
より自転車で通学している生徒が多いです。自転車通

学については「交通ルールを守る」、「ヘルメット着用」「本校の
安全点検規準を満たした自転車であること」等を守ることを
条件に希望者に許可を出しています。なお、スクールバスは
運行しておりません。

橘中学校には、保護者にとっても興味深い行事が年間を通して設けられています。公開授業では、我が子のクラスだけでなく中・高すべて
の学年の授業を見学することができ、将来をイメージするのに役立ちます。
その他に、体育祭での競技参加、尚志祭模擬店のお手伝いなど、子どもの様子を見ながら保護者同士の交流ができるのも嬉しいことです。
思春期の子ども達にいつも温かく声をかけ、熱心に指導してくださる先生方に感謝するとともに、多くの方に行事等を通して学校に関わっ
ていただき、子ども達の成長をともに感じていけたらと思います。

Q 部活動入部に当たり、
何か条件はありますか。

生徒はどうやって通学しているの…？

A 小学校6年生を対象に9月と11月の二回実施します。
国語と算数の本番の試験と出題傾向が近い問題が出

題されます。受験は無料で、今後の説明会等で申し込みができ
ます。受験していただいた方には「学習アドバイス個票」を送付
します。毎年、入学試験の出願者のほとんどが受験しています。
なお、プレテストの成績が合否に影響することはありません。学
校説明会にご参加いただくと過去問題を差し上げています。

給食はありません。牛乳のみをお昼に提供していま
す。生徒は家庭よりお弁当を持参しています。事情に

よりお弁当が持参できない時は、提携している業者の弁当を
学校で購入することができます。朝8：４５まで注文を受け付け
ています。

Q

QQ

「プレテスト」ってなんですか。

給食はありますか？
お昼はどうすればいいですか。

A

AA

中学 高校

入学時の納入金

入学金 110,000

学園振興施設費 100,000

入会金（PTA・後援会等） 20,700

新入生ゼミ費 20,000

常葉学園総合保険 13,500

諸雑費 34,500

合　計 298,700

入学時の納入金

入学金 65,000

学園振興施設費 50,000

入会金（PTA・後援会等） 0

新入生ゼミ費 20,000

常葉学園総合保険 14,500

諸雑費 11,800

合　計 161,300

毎月の納入金

授業料 26,000

生徒関係諸費 6,000

PTA・後援会費 2,100

生徒積立金 4,500

合　計 38,600

毎月の納入金

授業料 31,000

生徒関係諸費 1,600

PTA・後援会費 3,200

生徒積立金 8,000

合　計 43,800

入学時の納入金と毎月の費用は以下の通りです。

（参考・平成30年度入学生実績額）

TOKOHA	TACHIBANA	School	Cost

一貫コース独自の奨学金制度があります。
高校進学時、中学時代の学業成績、生活態度、進路希望等を審査し、本校規定により奨学金（授業料減免）を給付
しています。

①上記のほか、制服、制靴、制鞄、ジャージ、体操着等指定品の費用（10万円程度）が必要です。
②橘小学校からの入学者については、入学金や施設費等が一部減免となります。詳細はお問い合わせください。
③高校の授業料については、所得に応じて国の就学支援制度があります。	

部活動
TOKOHA	TACHIBANA	School	Club	Activity

よくある質問 Q&A
TOKOHA	TACHIBANA	School	Questions	&	Answers

男女テニス部、男女バレーボール部
弓道部、応援団・チアガール

高校から入部可能な部活

平成30年度
中学生が所属できるクラブ

●野球、●男子サッカー、●女子サッカー
柔道、剣道、陸上、ラグビー、卓球、空手
男女バスケットボール、少林寺拳法

運動部

●音楽
太鼓、吹奏楽、茶道、英語、自然科学、
美術、華道、放送、家庭科、将棋
●のついている部活動は中学生のみで運営して
　いる部活。その他は中高合同での活動。

文化部

文武両道
を実現！

女子サッカー部  男子サッカー部 軟式野球部

卓球部柔道部

陸上部 女子バスケットボール部

茶道部音楽部太鼓部



常葉大学附属橘中学校　２０１９年度入学者募集　学校説明会・プレテスト等の日程

◆常葉大学附属橘中学校　2020年度入学者募集　学校説明会の日程

男女サッカー部セレクション
会場／本校

学校説明会
日　時 内　容 会　場

①平成３０年  ６月２３日（土） 10：00～12：00（受付9：30～） ●学校紹介　●学校見学

本　校②平成３０年  ７月２８日（土） 10：00～12：00（受付9：30～） ●学校紹介　●授業体験

③平成３０年１０月２０日（土） 10：00～12：00（受付9：30～） ●学校紹介　●在校生からの学校紹介

学校説明会
日　時 内　容 会　場

　平成３1年  ３月  ９日（土） 10：00～12：00（受付9：30～） ●小学校５年生以下対象説明会 本　校

入試説明会
日　時 内　容 会　場

　平成３０年１１月２４日（土） 10：00～12：00（受付9：30～）
●入試説明　●個別相談　
●筆記試験、面接試験のアドバイス 本　校

私立中学校フェア
日　時 内　容 会　場

　平成３０年  ７月  １日（日） 10：30～15：00 ●本校ブースでの個別相談 グランシップ６階　交流ホール展示室

私　学　展
日　時 内　容 会　場

　平成３０年１０月  ７日（日） 10：00～15：00 ●本校ブースでの個別相談 グランシップ１階　大ホール「海」

男子サッカー部 開催日 受付時間 女子サッカー部 開催日 受付時間
第１回 平成３０年  ９月２３日（日）

17：00～19：00
第１回 平成３０年  ９月   ９日（日）

17：00～19：00
第２回 平成３０年１０月２８日（日） 第２回 平成３０年１１月１８日（日）

プレテスト
日　時 内　容 会　場

①平成３０年  ９月１５日（土） 8：40～12：00（受付8：00～）
●国語・算数模試　
●保護者対象学校説明会 本　校

②平成３０年１１月  ４日（日） 8：40～12：00（受付8：00～）

★児童が模試を受験している間に、保護者の方を対象に本校の学校説明を行ないます。　★プレテスト受験は６年生のみ。

※以下の日程で小学６年生対象にセレクションを開催します。
　部で発行する案内または本校ＨＰにて詳細をご確認ください。

セレクションに合格することにより、橘中学への入学が確約されるわけではありません。入学・入部するには、1月に実施される入学試験で、学力試験、面接試験を受け、合格する必要
があります。

東静岡 草薙

至静岡 至清水

至静岡

至清水

長尾川

流
通
通
り

静清バイパス

北街道
長沼 古庄

運動場前 草薙

交番

大和製缶

東高校 東部団地
たちばな幼稚園たちばな幼稚園

常葉大学附属橘中学校

常葉大学
瀬名キャンパス

常葉大学附属
橘高校入口

常葉大学 
草薙キャンパス

橘小学校

国道１号線

JR東海道線

静岡鉄道

【しずてつジャストラインバス】
●瀬名新田行　
　常葉大学附属橘高校入口下車（徒歩10分）

【しずてつジャストラインバス】 
●東部団地行
　東部団地（終点）下車（徒歩5分）
●瀬名川経由瀬名新田行
　常葉大学附属橘高校入口下車（徒歩10分）
●則沢行
　常葉大学附属橘高校入口下車（徒歩10分）
●水梨東高線東高経由瀬名新田行
　静岡東高校前下車（徒歩10分）

静岡駅より　約7km

草薙駅より　約3km

〒420-0911　静岡市葵区瀬名二丁目1番1号
TEL 054-261-2256   FAX 054-264-3005
URL http://www.tokoha.ac.jp/tachibana-jh/

常葉橘 検 索

橘中学・高校のタイムリーな学校生活の
様子は公式フェイスブックをご覧ください。

本校ホームページより申し込みをお願いします。

（申し込み不要、直接会場へ）中部地区私立中学合同説明会

（申し込み不要、直接会場へ）中部地区私立中学高校合同説明会
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