大手前丸亀中学・高校
普通科創設 周年
﹁伝統﹂
を重んじながら

積極的に取り組む

﹁革新﹂
的な教育を通して︒

生徒全員に行き渡る

﹁地域﹂
に根ざし︑
﹁世界﹂
へ

羽ばたく人材の育成︒

﹁生徒を一人も取り残さない﹂
昭和 年︑学校法人倉田 学や京都大学︑大阪大学な
学園に大手前丸亀中学の普 どの難関大学も含む︒また

質の高いオンライン授業を実現︒

大手前丸亀中学・高校で れまでにシステムの不具合

通科が創設されて︑令和２ 国立大学医学部の現役合格 は︑月曜から土曜の午前中 やトラブルもなく︑授業は
授業の内容は主要５教科

生徒と外国人が２人１組になって
オンライン上でじっくりと会話する
授業を中学３年で︒

世界でも活躍できる人材 れる︒ 研 修 旅 行では︑イ ギ

少数精鋭で６年間の一貫教育を徹底︒
カリキュラムを先取りし早くから
難関大学の受験体制へ︒

大手前丸亀中学・高校は 質も十分な授業を設定︒そ

普通科の創設以来︑少数精 の上で︑中学２年の終わり を 育 成 す る た め に ︑コミュ リスのパブリックスクール
中学課程の履修が可能に︒ が身近になる授業を︑
さまざ さまざまな文化施設も訪れ

鋭の生徒による６年間の一 までに英語・数学・国語の ニケーションの基 本の英会話 の名門校・イートン校や︑
貫教育を続けている︒

るなど︑語学だけではな

大手前丸亀中学・高校で く︑現地の文化や歴史も吸

理由は一貫教育だからこ 中学３年からは高校で学ぶ まな形で豊富に盛り込む︒
そ実現できる︑豊富な授業 教育課程に移り︑高校２年
師による英会話の授業を本

また近年︑英語資格を入

時間数の確保と︑柔軟に対 までに高校課程で必要な同 は︑中学１年から外国人講 収する︒
高校３年からは難関大学 格的にスタート︒中学２年 試に利用する大学が急増す

応できるカリキュラムの設 様の３教科を履修する︒

定︑それに伴う難関大学へ

の受験に向けたいち早い環 合格に向けて︑過去の入試 時には日本語を一切使わず︑ る中︑同校では全学年で英

境づくり︑
というメリットだ︒ 問題を使った実践的な授業 すべて英語だけで繰り広げ 検の受験を実施︒大学受験
同校では︑生徒一人ひと を展開︒毎年１月に行われ る授業もある︒中学３年で の優位性だけではなく︑グ

りが学習内容の定着を図る る全国共通テストが終わる は︑インターネットを使っ ローバル社会で活躍できる

ことができるよう︑時間も と︑同校のほとんどの教員 た英会話の時間を盛り込み︑ 人材の育成を見据え︑英検
が国公立大学の二次試験に パソコンの画面を通して生 の資格取得をサポートする︒
会話︒﹁生徒一人につき︑

向けてマンツーマンで生徒 徒一人ひとりが外国人と

を指導する︒

充実したサポートによる 一人の外国人﹂が対応に

生徒の確かな成長は︑２０ あたる形で︑集中的に英
そして高校１年になる

１９年度の国公立大学の合 会話を学ぶ仕組みだ︒

格率が現役生だけで約６

割︑国立大学医学部の現役 と︑希望者は早くもイギ
合格者数の割合が︑全国の リスに語学研修旅行へ︒
高校の中で 番目に多いと ホームステイを行いなが
い︑日常的に英会話に触

いう数字にもしっかりと現 ら 現 地 の 語 学 学 校 に 通
れている︒

在校生が積極的にボランティアへ参加︒
約２００名の卒業生医師が県内で活躍︒
在校生ばかりではなく︑

在 校 生 や 卒 業 生 の 多 く ﹁丸亀城の石垣復旧のため 参加している︒
が︑ふるさとへの熱い思い に役立てて欲しい﹂と丸亀

を胸に︑さまざまな形で地 市に全額寄付︒普段︑お世 卒業生の地域に根ざした活
域を支えている点も大手前 話になっている地元へ感謝 躍も目覚ましく︑香川県内
には卒業生の医師が約２０
また︑事前準備や沿道の ０人も従事︒さまざまなビ

丸亀中学・高校の大きな特 の思いを届けた︒
長だ︒

生徒達は昨年の９月︑第 整理などを通して︑丸亀国 ジネスジャンルで地域を盛
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志と絆の 大手前丸亀中学・高等学校同窓会

京都大学 合格

国公立大学

年４月で 周年を迎えた︒ 者数は 名に及び︑卒業生 に︑毎日３科目ずつのオン スムーズに行われている︒
中学の第一期卒業生を迎 に対する合格者の割合は︑ ライン授業を実施︒４月上
える高校を昭和 年に加設︒ 全国に約５０００校ある高 旬より準備が整った学年ご をはじめ︑他校ではあまり
現在は︑中学からの入学に 校の中で上位から 番目と とにスタートし︑５月 日 例のない体育や美
いった副教科も実

環境を整えるうえで学校 施︒黒板も映すカ

実績の背景にあるのが︑ に仕上がった︒

絞って︑少数精鋭による中 いう驚異的な数字を誇る︒ に全学年でのサポート体制 術︑音楽︑書道と
高６年の一貫教育体制を構
築︒岡山や愛媛からも生徒 教員や事務スタッフ︑卒業
が通う中四国エリア有数の 生の合い言葉のようにもな 側が最も配慮したことは︑ メラやマイク︑パ
﹁生徒を一人も取 オンライン授業を受けられ ソコンなどが整う
進学校として︑県内外にと っている︑
どまらず︑世界でも活躍す り残さない﹂という同校の揺 ない生徒を一人も出さない 各教室で︑担当教
る優秀な人材を輩出し続け るぎないモットーだ︒コロ ようにすること︒積み残し 員が授業時間に合
ナの影響で始まったオンライ のないように︑生徒一人ひ わせてライブで行
画面を通す関係

ネイティブスピーカーによる英語だけでの
授業も取り入れている

１回の学園祭﹁ホームカミ 際ハーフマラソンのボラン り上げている経営者も多く︑
ングフェスティバル﹂を開 ティア活動にも毎年参加︒ 女性の躍進も目立つ︒

では一人も欠く トの使い方を指導し︑持っ 画や資料データの数は増え 術を応用したツールをいち 催︒イベント内で実施され 学校周辺
ことのない授業 ていない生徒にはパソコン がちだが︑同校が採用する 早く取り入れてきた︒実は たチャリティーバザーで︑ の清掃活
体制を築いた︒ の無料貸与も行った︒個別 システムでは生徒全員の顔 前述の画面を通した教育シ 生徒達の家庭から集めた生 動﹁さわ
ド﹂にも

﹁生徒を一人 のサポートには多くの作業 をまとめて映し出したり︑ ステムも︑コロナの流行に 活用品や制服などを販売し やかロー

ーな対応を引き出す ムルームや︑生徒会長など
部活動︑またモチベーショ

メリットが数多く詰 を選挙で決める生徒総会︑
まる︒

同校では︑数年前 ンを保つために自習時間で
より全校対応のＷｉ も活用︒今後は教室で行う

万７千円の収益金は︑ 積極的に

も取り残さない﹂ や時間を伴ったが︑教員を 一人ひとりが解いた問題の 合わせて用意したものでは た︒

生徒と教員が繋がるオン

積極性やスピーディ 生徒の心のケアも行うホー

ーが難しい︑生徒の 以降︑授業だけではなく︑

実際の授業ではカバ ライン環境はコロナの流行

受けられる環境を実現︒こ も瞬時に画面で行えるなど︑

徒全員がオンライン授業を 表示することが可能︒添削 用してきたものだ︒

た め に ︑﹃ 伝 統 中心に粘り強い対応で︑生 答えをテキストで漏れなく なく︑以前から授業内で使
革 新 ﹄﹃ 地 域
×
世
×界﹄の４つ

のキーワードを

常に軸にしなが
ら︑英知の育み
を温かく︑全力
でサポートし続
ける大手前丸亀
中学・高校︒普

︱Ｆｉや電子黒板︑ 実 際 の 授 業 と の 両 立 を 図
新入試に備えたクラ り︑さらなる質の良い授業
ウドサービスなどを や︑パンデミックなどの影
配備︒授業の質を高 響を微塵も受けない授業の
めるために︑ＩＴ技 確立を目指す︒
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国立（

卒業生125名の皆様おめでとうございます。
“知は力なり。明るい未来を掴もう。
”

祝 合格

TEL.0877-23-3161 FAX.0877-23-7167

※新型コロナウイルスの感染状況によっては、
WEB上での開催となる場合がございます。

〒763-0034 香川県丸亀市大手町1丁目6-1

（予定）

2 年 8 月1 日 〜8 月5 日

期間：令和

国公立大学2次試験に向けての個別指導

大手前丸亀中学・高等学校

夏の講習会

オープンスクール開催

18

※合格者数は学校発表より。
（過年度生を含む）

国公立大学医学部医学科の現役合格者の割合は、高校で全国上位23番目になります。※同窓会調査より。

※

卒業生125名

通科創設 周年
それぞれの言葉
から伝統進学校

先生が生徒の答案を添削して返信

坂出市

まんのう町

27.0%

23

革新

２０１９年度の大学合格 ン授業でも︑生徒一人ひと とりの家庭環境や事情に合 う︒

スクールバス
公営バス

今年度より
小学4年生も
行います。

オンライン

生徒全員の顔を映してのオンライン授業風景

70

を迎え︑掲げる

70

の〝いま〟に迫
った︒

学校周辺の清掃活動

ている︒

25.5%

詳しくは
ホームページで
ご確認ください。

本日より
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実績は︑卒業生１２５名の りの環境の違いから多くの わせて︑きめ細かいサポー

34.3%
自転車

世界

丸亀城からみた大手前丸亀中学校・高等学校

10

うち約６割が国公立大学に 学校が行き届いた授業の実 トやアドバイスを徹底︒授 で教員が用意しな

JR

宇多津町

高松市・
さぬき市・
三木町

64名
27名
三豊市
175名
41名
観音寺市 43名
44名
61名
善通寺市
45名
53名
51名
琴平町・

地域
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丸亀市・
綾川町
多度津町

徒歩など

13.2%

阪大 他 15名
防大医 ４名

医学部
医学科

通学している地域
登下校の手段

伝統

10

地域 × 世界
25

70

岡山・愛媛・徳島

現役合格︒内訳には東京大 現を困難にする中で︑同校 業で必要になる機器やソフ ければならない動

生徒データ

黒板に書いた要点も各自確認しながら授業できる

伝統 × 革新
広 告

