


まことの自由への教育

学園長

阿部　貞子

生徒一人ひとりの特性を尊重し、
カトリック学校の強みを生かした
豊かな人間性を育む先進的な教育を推進します。 
　明治学園中学高等学校は、新たな教育構想「MEP2050」に取り組み、「考え抜く力」
や新しい知や価値を生み出す「創造力」を身につけた、これからの社会で求められる
人を育成します。
　教師は質の高い授業ときめ細かな進路指導を行い、生徒一人ひとりに真摯に向き
合います。アイデンティティを活かし多種多様な進路を目指す生徒の夢の実現のた
めに、力を尽くします。

中学高等学校　校長

左右田　裕

　みなさま、ごきげんよう。
　1910年に開校し、長い歴史をもつ明治学園は「まことの自由への教育」を通して、21世
紀を担う子どもたちの教育に励んでいます。
　安川敬一郎氏が設立した明治学園は、1949年にコングレガシオン・ド・ノートルダム修
道会に移管され、安川氏が謳った「祖国に奉仕する有能高潔な人材を育成する」という教
育方針を受け継ぎ、「人々のための人に」を合言葉に「社会の変革に寄与できる人」を育て
る小・中・高の一貫教育を行っています。
　グローバル社会のますますの広がりの中で、神様に愛されている自分自身を大切に、
他者を尊重する生き方の中で、学びを通して自分自身の使命に目覚め、自分にしかでき
ない社会貢献を見出すことを目的とする全人教育を目指しています。

ミッションステートメント MISSION STATEMENT HISTORY学園沿革
明治43年（1910年）

明治44年（1911年）

大正10年（1921年）

昭和17年（1942年）

昭和22年（1947年）

昭和24年（1949年）

安川敬一郎・松本健次郎両氏により「明治専門学

校（現・九州工業大学）附属小学校」として創立

「私立明治尋常小学校」として独立

明治専門学校の文部省移管に伴い、「財団法人明治

学園」「明治尋常小学校」となり明治専門学校と分離

国民学校令に基づき、「明治学園」となる

学制改革により、「明治学園小学校」となり、「明

治学園中学校」併設

「コングレガシオン・ド・ノートルダム修道会」

に経営移管

昭和25年（1950年）

昭和26年（1951年）

昭和35年（1960年）

昭和57年（1982年）

平成 4年（1992年）

平成20年（2008年）

平成22年（2010年）

令和　2年（2020年）

「明治学園高等学校」（女子）を併設

「学校法人明治学園」に組織変更

創立50周年記念式典

修道会創立者マルグリット・ブールジョワ列聖

される

高校男子受け入れ

桜の聖母学院と法人合併により「学校法人コン

グレガシオン・ド・ノートルダム」となる

創立100周年記念式典

創立110周年

コングレガシオン・ド・ノートルダムの学校は、1658年に始まる
教育の歴史をもち、子どもたちが生きる意味を見出し、強い意志・
勇気・愛をもって、社会の変革に寄与できる、誠実で品位ある人に
育て、世に送り出そうとしている。
すべての教育活動は、子どもたちが自分に与えられた使命に気づき、自己実
現をはかり、未来を拓いていく力を育てることを目指している。
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■イエス・キリストの愛に学ぶ

■卓越した学問の追究を目指す

■神・他者・自分・自然と対話する心を育む

■義と平和の実現のために働く人に育てる

MEIJI
GAKUEN
JUNIOR AND　SENIOR　　　 HIGH SCHOOL

People for Others  Since 1910



MEP2050 Meijigakuen
Empowerment  Project 2050

見通し（Anticipation）→実行（Action）→
協働＆振り返り（Reflection）
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AARサイクル

社会を
知る

未来を
展望する

学問を
知る

創立から110年間、明治学園は社会に奉仕し、平和と繁栄に寄与する人材を育ててきました。社会がグローバ
ル化し、変化と革新が起こる時代だからこそ、明治学園は「人」作りを大切にします。生徒一人ひとりが持っ
ている力を大切に育んでいきます。

明治学園の「人々のための人」になるための教育

明治学園では「2050年に世界の中核として活躍する人」を
育てる教育を行います。

C.S.（カトリック・スピリット）をコアにすえたカリキュラム

新たな教育構想

人工知能やIoTの進展により社会は大きく変化しています。ではこれから20年先、30年先の未来を生きる子どもたちに
必要な教育とはどのようなものでしょうか。明治学園の教育は従来の教科学習に加えて、「学んだことをどう使うか」さ
らには「どう社会・世界と関わるか」という視点を大切にします。その中心にあるのはカトリックスピリット（C.S.）です。
教科学習・学校行事・探究活動・校外学習の全てを関連させて、「人々のための人」になるための教育を実践し、生徒一人
ひとりの人間性を豊かに育てていきます。

AL型授業

探究プロセス
●知識を関連づける
　分析的思考力　
●論理的表現力

キャリア教育

●社会的・職業的に
自立し社会の中
で自分の役割を
果たしながら自
分らしく生きる
ことを実現する

Catholic
Spirit

豊
か
な
人
間
性
、卓
越
し
た
学
問
の
追
究
。

大学入学後の成長
と、社会に出てか
らの活躍を約束す
る進学校

自
律
し
た
学
習
者

ICT教育の推進
STEAM教育の推進

自ら問いを立てる力
積極的生徒指導の推進
意図的計画的学校行事
　

アカデミック
メソッド

主体的・対話的で深い学び

グローバル教育
入門講座

理科探究

グローバル
キャリア教育

プレ課題研究

課題研究

MEP
2050

創造力

マニュアル力 考え抜く力

探究活動
明治学園
ならではの

部活動
委員会

授業

行事



高1プレ課題研究&
高2課題研究

新学習指導要領では様々な人と協働・協力する姿勢、自分の考えを明確に述べて、他者の考えを正確に理解する力、そして
具体的な根拠にもとづき見解を述べる力が重要視されています。
明治学園では探究型授業「アカデミックメソッド」（中1～中3学年各15時間程度実施）で新たな学びに対応しています。

課題研究を通して人として成長
私は課題研究の外来生物班で、「アレロパシー活性」という観点から、外来植物による在来植物への
影響について研究しました。１学期の初めの頃は、リーダーとしてチームを率いていくことにとて
も不安を感じていましたが、研究を進めるにつれて、お互いに足りない部分を埋めあい、支えあいな
がら、一人ひとりが積極的に、そしてチーム全体が一丸となって目標に向かって努力していく雰囲
気が生まれ、内容の濃い研究活動をすることができました。また、高大連携課題研究発表会で最優秀
賞をいただけたことも、研究を発展させていくモチベーションにつながりました。活動が終わった
今、メンバー全員が達成感、充実感を味わっています。1年間の研究活動を通して、チーム活動ならで
はの協調性と、一人ひとりがプライドを持って研究する主体性を磨くことができました。

MESSAGE 1

高校3年 細田  みのり
ほそ だ

アカデミックメソッドで育む能力。
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Intensive
Learning

Meiji Academic
Method

Men & Women
for Others

Meiji
Research

［アカデミックメソッド］

ソーシャルスキル プレゼンテーションスキル アカデミックスキル

生徒が「環境とエネルギー」「生命と健康」「地域社会と経済」「国際
化と共生社会」の4つのコースのなかから、各自の興味関心にそっ
て探究活動を行います。また九州歯科大学・九州工業大学・北九州
SDGsクラブ・株式会社ムーンスターなど学校外の組織や企業と連
携して探究活動を進めるプロジェクトもあります。

ENGLISH

中学3年修了時の英検取得率（過去3年平均）

本校中学3年修了時の
英検準2級合格者

［2017～2019年中3修了時（過去3年平均）］ ※3級：文科省調べ　※準2級：推定値（概数）

準2級取得率3級取得率
明治学園 全国平均

71％
17％

本校中学3年修了時の
英検2級合格者
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91％

71％

18％
5％全国平均

本校

中学から高校レベルの学習に取り組むことで、中学3年修了時には、例年7割程度の生徒が英検準2級（＝高校中級程度）に合格して
おり、この内、17％は英検2級（高校卒業程度）にも合格しています（2017～2019中3生過去3年平均）。高校1年終了時には約4割の生
徒が2級以上を取得、また高校2年終了時までには準1級以上に13名（1級合格1名を含む）が合格しています（2019年度実績）。その結
果、高1・高2の「グローバル英語」や高2の「課題研究」の研究発表を堂々と英語で行う生徒が多数でてきています。

英語

本校

中学１年次において他者と良好な人
間関係を築くための社会的スキルを
育みます。相手を承認しつつ自分の
感情や意見を率直に表現し、安全・安
心な場所で協力しながら学友と共に
成長していく基礎を培っていきま
す。

中学2年次から表現・発信に関するス
キルを習得していきます。自分の意
見や考えを他者と共有するために、
本当に伝えたいことを整理すること
や、わかりやすい表現方法を学び、実
践します。ICTを使った発表の指導
も行います。

中学3年次からは問いの立て方や必
要な情報の集め方といった研究方法
の基礎を習得していきます。中高一
貫のメリットを生かし、中学時代か
ら探究の技能を意識して主体的に活
動していくことで、高校で本格化す
る課題研究に備えます。中学時代に
培った思考力と探究方法で高校時代
に行う探究活動の更なるレベルアッ
プを図ります。

課題研究
高2

2017

2019
〜

2017

2019
〜

程度

高校２年次に行う課題研究に向け、探究から発表までの研究プロ
セスを高校1年次に全員が経験します。具体的には、学術的な研究
方法を学び、研究の仮説を立てて調査方法を検討します。そして修
学旅行時に京都でフィールドワークを実施し、最後に研究結果の
プレゼンテーションを行います。

高1プレ
課題研究





「現代文」「古典」などの様々な文章に触れることを通して、日
本語・日本文化に対する感性を培い、語彙力や読解力を身につ
けていきます。また、複数の情報を読み解き、考察へと発展さ
せる力や自分の考えを表現する力を養い、社会の変革の中で
生き抜く言語運用能力を育成します。

すべての教科の基礎となる、
言語運用能力を育成します。

思考力、判断力を発揮する土台として「地理」「歴史」「公民」の
知識を習得します。またSDGs（持続可能な開発目標）に関心を
もち、世界の諸問題を理解し、探究・発表する活動を行います。
そして、SDGsをはじめとする世界の諸問題に主体的に取り組
み、協働して解決するために必要な力を育みます。

どう解くか(How)ではなく、なぜそうなるのか(Why)を考える授業
を通して、論理的な思考力を身につけ、物事の本質を見抜く力を養
います。情報を取捨選択しながら、適切な解決方法を選択する判断
力を身につけます。さらに、考えた事を積極的に発表し、議論しあ
うことで、自分の考えを正確に伝える表現力を身につけます。

充実した授業を通して、思考の基盤となる科学リテラシーを
培います。中学3年生では、自らテーマを設定して実験操作を
設計する「理科探究活動」で主体的に学びを深め、探究活動や
研究成果発表を繰り返し行うことで、課題発見力や問題解決
能力を養います。

情報リテラシーをグループワーク実習や発表によって学び、
伝える力を養います。数学科と連携して統計データを利用し
た分析実習を行い、データを活用して社会の諸問題を解決す
る力を養います。また、プログラミング的思考を実習を通して
身につけ、情報化が進展する社会に求められる情報活用能力
を養います。

立腰黙想をすることにより、この瞬間にとどまります。自分の
内なる声に耳を傾け、他者との対話を通して多面的に考える
ことを学びます。命の尊厳に気づき感謝の心を深め、自分に与
えられている使命は何かを考えて、自分の力を人々のために
積極的に生かす姿勢を育みます。

段階的な技術習得や学び合う授業を通して、自己の課題に気
付き、合理的な解決に向け積極的に取り組む実践力を養いま
す。また、仲間とともに健康・安全の知識を深め、互いに助け合
い教え合いながら思考力・判断力を身につけ社会に貢献でき
る人物を育成します。

「技術」の分野では、木材加工及び電気、生物育成、情報に関す
る知識や技能を身につけ、「D.I.Y」の力や情報化社会に生きる
力を養います。「家庭」の分野では、生活の自立に必要な知識や
技術だけでなく、共生社会や持続可能な社会に向けて自ら行
動できる力を養います。

英語学習を通じて多様な価値観や異文化に触れ、複眼的に物事を考
察し、異なる考えを持つ人々と対話する態度を育てます。また、英語
の4技能5領域「読む・書く・聞く・話す（発表・やり取り）」を習得し、国
際社会において自分の考えを的確に表現できる力を養います。

美しいものに感動する心を育て、豊かな人間性を養うことを
目標にしています。中学校では、音楽・美術、高校では音楽・書
道に取り組み、様々な制作活動や全校での大合唱などを通し
て、自分で考えて表現することを目指します。

勉強も部活も充実の中学校生活
私たちは、福岡県外から通っていますが家庭科部に入りました。部活体
験で先輩方と一緒に調理をしたり、物を作ったりして達成感を味わうこ
とが出来たので入部を決めました。遠距離で部活動と勉強との両立がで
きるか心配でしたが、学習の計画を立てて移動時間を有効に使うことで
部活動ができるようになりました。これからも、仲間や先生方と協力し
て楽しく充実した学校生活を送っていきたいです。

MESSAGE 2

社会の諸問題を多面的・多角的に
考察し、解決するために
必要な力を育みます。

数学的な思考力・判断力・
表現力を育成します。

これからの時代に求められる、
科学リテラシーと
問題解決能力を養います。

国際社会で通用する
英語力を鍛えます。

豊かな心を育て、
“感動”する経験を大切にします。

「わかる」「できる」を感じる
授業を通して、健康的な生活を
送るための実践力を養います。

持続可能な社会を目指し、
自ら考え、社会の中で
生きる力を養います。

情報化社会に対応する問題を
解決する力を養います。

命の尊厳に気づき、
感謝の心を深め、人々のために
生きる姿勢を育みます。

教科の内容
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国語

理科数学

社会

英語

カトリック・
スピリット情報

芸術

保健
体育

技術・
家庭

志望する大学の入試を突破する学力と
自らを信じグローバルな社会に貢献できる能力を育みます。

中学2年 松成  映南
まつなり　 は な

中学2年 松成  珂南
まつなり　 か な



指定校推薦の一例 ※2019年度入試の一例です。

早稲田[法・基幹理工・商]、慶應義塾[法]、青山学院[理工・文・経営]、国際基督教大、明治[経営]、成蹊[全学部]、立教[経営・現代心理]、聖マリ
アンナ医科、明治学院[全学部]、津田塾[学芸]、中央[法・商・経済]、東京歯科[歯]、白百合女子[文・人間総合]、東京理科[理工・経営]、東京薬科
[薬・生命科学]、聖心女子[文]、東京女子[現代教養]、同志社[経済]、立命館[生命科学]、京都薬科[薬]、関西学院[理工・総合政策・人間福祉・
法]、武庫川女子[薬]、西南学院[全学部]、福岡[商・薬]、福岡歯科[口腔歯]、立命館アジア太平洋[アジア太平洋・国際経営]　 その他多数  
          

本校の卒業生が築き上げてきた合格実績が多くの大学に認められ、百数十件の指定校推薦をいただいています。

●国立大学　※（ ）内は医学科 ●私立大学　※（ ）内は医学科

医学部医学科66名 国公官立大学
医学部医学科 23名（現役13名）

私立大学
医学部医学科43名（現役11名）

大学
国際医療福祉大
青山学院大
北里大
慶応大
昭和大
上智大
中央大
津田塾大
東海大

東京女子医大
東京理科大
日本大
法政大
武蔵野美大
明治大
立教大
早稲田大
金沢医科大
藤田医科大
愛知医科大
京都薬科大
同志社大
立命館大
大阪薬科大
関西大
関西医科大
近畿大
関西学院大
神戸薬科大
久留米大
産業医科大
西南学院大
福岡大

その他私立大学

6
2（1）
4

4
5
5
4（2）
1（1）
6
8

1

2
8
1（1）

2（2）
1
2
15
1
1
2（1）
12（3）
6

9（9）
6（5）
16

32（10）
104（9）

2018年度 2019年度

266(44)
/197

315(46)
/175

1

8
7（2）
3
10
1
5（2）

5
5
1
1
4
6
9
3（3）
1（1）
1（1）
3
4
14
4
6
2（2）
11
10
4

10（10）
7（4）
6

43（10）
120（11）

5（2）
4
1
3
3
2
5
1

7
3
2
1
3
3
5
2（2）
1（1）
2（2）
4
5
9
4
3
2（2）
17（1）
5

8（8）
10（5）
9

32（11）
88（9）

2020年度

249(43)
/182

2020年度大学入試合格実績（2020年4月10日現在）　※詳しい情報は学園HPをご覧ください。

高　曦
【68回生・2020年卒業】 

京都大学医学部人間健康科学科
こう  しより

私は小中高の12年間明治学園に通いましたが、
日々の生活の中で自分の興味のあることを深
められる環境にあったと感じます。高２の時、
課題研究に参加し、先生のご指導の下、のびの
びと自分たちの研究を進めることができまし
た。勉強面では、熱心な先生方はもちろん、時に
教えあい、時に競いあう友人がいたからこそ頑
張ることができました。大学受験前、担当の先
生に小論文の添削をお願いしたり、看護に関す
る考え方などを先生と深く話したりすること
で対策を取りました。担任の先生をはじめ沢山
の先生方に応援していただいたことにとても
感謝しています。明治学園で学んだことを大切
に、感謝の心を忘れず、これからも様々なこと
に挑戦していきたいと思います。

医学部に強い明治学園
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大学
北海道大
東北大
筑波大
千葉大
電気通信大
東京大

東京医科歯科大
東京芸術大
東京工業大
一橋大
京都大
大阪大
神戸大
鳥取大
島根大
岡山大
広島大
山口大
徳島大
九州大
九州工業大
福岡教育大
佐賀大
長崎大
熊本大
大分大
宮崎大
鹿児島大 

山口東京理科大
北九州市立大
九州歯科大
防衛医科大学校
防衛大学校
その他国公立

1（1）

3

1
1

1
1
1（1）
1
1（1）

3（2）
9（5）

15（6）
2
1
3（2）
7（2）
6（4）
4（2）
1（1）
6（1）
2
3
7
5（5）
2
8

1

1

1

1

3

2（2）

10（2）
2

10（3）
1

6（4）
4（2）
7（6）
1（1）
1（1）
3（2）
1
6
4

2
1

2018年度 2019年度

 合計/卒業生 95(33)
/197

70（16）
/175  合計/卒業生

1
1
1（1）

2

1

1
1

3（1）

1
5（1）
4（4）
1
5
3
1
2（2）
2
5（3）
3（2）
4
7（1）
2
5
3
1（1）

5

2020年度

68（23）
/182

指定校
推薦制度

OG VOICE 1

勝木  翔太郎
【68回生・2020年卒業】 

京都大学法学部
かつ き　  しょうたろう

私は中学受験を経て明治学園に入学しました。
私は人付き合いに自信がなく、入学後は上手く
学校生活を送ることができるか不安でしたが、
多くの友人に恵まれ、とても充実した6年間を
過ごすことができました。また、入学した当初
は、大学はおろか自分の進路さえも考えていま
せんでしたが、先生方の親身なアドバイスのお
かげで進路や志望する大学を決めることがで
きました。そして、大学受験では、熱心な先生方
に支えられ、友人たちとともに高め合ったこと
で、受験戦争を戦い抜くことができ、第一志望
校に合格することができました。 

OB VOICE 1

浦上  航一
【68回生・2020年卒業】 

九州大学医学部医学科
うらかみ  こういち

私は小中高の12年間を明治学園で過ごしまし
た。常に私の事を考え、励まし、サポートして下
さった先生方、共に個々の目標に向かって努力
し、切磋琢磨しあった友人たちのおかげで充実
した日々を過ごし、人として大きく成長するこ
とが出来ました。また、学業だけでなく、テニス
部、課題研究などの活動を通して、多くの人と
出会い、視野を広げ、積極性、協調性などを身に
つけることが出来ました。多くの出会いと学び
を与えてくれた明治学園に感謝しています。こ
の学園で得た経験を活かし、思いやりのあふれ
る医師となるため努力し続けたいと思います。

OB VOICE 2

栗田  奏翔
【68回生・2020年卒業】 

九州大学医学部医学科
くり た     かなと

私は、12年間明治学園で学びました。先生方に
は模試の結果など様々な相談をさせていただ
きその都度具体的な学習計画の立て方や勉強
のやり方などのアドバイスをしてもらって、効
率的に勉強を進めることができました。また、
ともに刺激し合う友人たちにも恵まれ、とても
充実した学園生活を送ることができました。明
治学園に入って本当に良かったです。

OB VOICE 3

北里  利亜輝
【68回生・2020年卒業】 

九州大学医学部医学科
きたざと   とし あ き

小学校からの12年間で私は、沢山の仲間ととも
に高め合い、成長することが出来ました。この
経験は明治学園に在学していたからこそでき
たことだと思っています。高校では器楽部で部
長を務めさせていただき、自分の時間の上手な
使い方を学び、部活も勉強も全力で取り組みな
がら、毎日を過ごすことができました。先生方
も受験の直前まで、個人的な質問などにも熱心
に答えてくださいました。私は「受験」を、友人、
先輩後輩、先生方に支えられ、最高の環境で行
うことができた、と感じています。医師になる
まで、明治学園で学んだことを糧に日々勉学に
励み、患者の笑顔に生き甲斐を感じることので
きる医師になるために邁進して参ります。

OB VOICE 4

湊  姫
【68回生・2020年卒業】 

九州大学共創学部
みなと ひめ

私は12年間明治学園に通い、中高では書道部に
所属し部長も務めました。高校1年の時に課題
研究の「自然災害と防災・減災チーム」で地震の
脅威や被害、防災は今世界で注目される話題で
あることを学び、多くのプレゼンを経て人前で
話す楽しさや達成感を得ました。高校2年8月か
ら10か月間アメリカに留学し、ホームステイし
ながら現地の学校に通って異文化に触れ、異な
る価値観を持つ人と関わることの面白さを知
りました。日本に帰ってからは慌ただしい日々
を過ごしましたが、今までの頑張りと実績を信
じてAO入試に臨みました。辛いこともありま
したが、良い結果に繋がったことを嬉しく思い
ます。このような機会を明治学園で得ることが
できて本当に良かったです。

OG VOICE 2

田仲  悠暉
【68回生・2020年卒業】 

佐賀大学医学部医学科
た なか　 ゆう き

私は中高6年間、学校行事や部活に一生懸命取
り組みました。勉強との両立が難しかったので
すが、先生と家族のサポートで充実した生活を
送ることができました。勉強時間が十分にとれ
ないため、毎日の授業に集中し、分からないと
ころは先生に質問して理解するようにしまし
た。またイギリス研修に参加し、広い視野を
持って将来を考えることができるようになり
ました。結果が出ずくじけそうになることもあ
りましたが、熱心な先生方や高い志を持った友
人達に出会えたことで厳しい受験勉強を乗り
越えられました。大学でも学園で学んだ姿勢を
忘れず立派な医師になれるよう努力します。皆
さんもこの素晴らしい学習環境を生かして夢
を実現させてください。

OB VOICE 5

國信  菜々
【68回生・2020年卒業】 

山口大学医学部医学科
くにのぶ　 な な

私は下関市から6年間明治学園に通いました。
学園では卓球部に所属し、勉強と部活を両立し
てきました。片道１時間の通学時間でしたが、
電車の中では英単語を覚えるようにし、スキマ
時間を有効に使うように努力しました。イギリ
ス研修では、日本にいることでは得られない国
際的な視野を持つことができ、良い刺激になり
ました。受験期には同じ志を持つ友人と切磋琢
磨し、ともに励まし合って高い壁を乗り越える
ことができました。ここで頑張れたことは、
きっと将来に役立つことと思います。明治学園
で学んだ「人々のための人」を常に念頭に置き、
信頼される医師になりたいと思います。

OG VOICE 3

末原  怜奈
【68回生・2020年卒業】 

島根大学医学部医学科
すえはら　 れ な

私は明治学園には中高6年間通いました。明治
学園は授業の進度が早く、高校2年でほぼすべ
ての学習を終えるため、高校3年の早くから演
習問題に取り組むことが出来ました。そのため
苦手意識があった理数系の問題に多く触れる
ことができました。先生方には添削指導や質問
にも熱心に対応していただきとても感謝して
います。また、高校2年生での課題研究では、自
分一人では決してできなかったような色々な
体験をさせていただき、医者という夢が明確に
なりました。6年間の様々な経験を活かしてこ
れからも頑張りたいと思います。

OG VOICE 4

本校では生徒の志望に沿ったきめ細やかな進路指導を行っております。伝統的に理系、特に医療系を志望する生徒が多いのが特徴
です。卒業生には夢をかなえ医学部に進み、各地で活躍している医師が多く、その実績から遠方から通学する生徒も多数います。思
いやりの心を持つ医師の誕生を、本校はこれからもサポートしていきます。



授業は中学１年生用の教科書の1ページからスター
トします。焦ることはありません。英語の授業は６年
間ほぼ毎日おこなわれています。日々の学習を積み
重ねてゆくことで、読む・書く・ 聞く・話すといった、
すべての力が着実についていきます。

中学校から明治学園に入学して、英語の授業はついて
いけるのでしょうか。

本校のカリキュラムにはカトリック教育の精神が息づ
いており、生徒は、福祉委員会を中心に奉仕活動にも取
り組んでいます。具体的には、第三世界の恵まれない子
どもたちの就学支援や県外の児童養護施設支援、また、
老人ホーム訪問などを定期的に行っています。

授業以外の課外活動では、どのような取り組みをされ
ていますか。

現在、福岡市や飯塚市、田川市、大分県宇佐市、山口県
などの遠方から新幹線や特急を利用して通学してい
る生徒もいます。2020年度は、221人(21.4%)の生徒が
北九州市外から通学しています。通学区域は次の通
りです。

北九州市外に在住しています。市外からの通学は可能
でしょうか。

基本的には土曜日も毎週4時間の授業がありますが、
月に一度だけ土曜日を休みとしています。

土曜日も授業があるのでしょうか？

明治学園中学高等学校では給食制をとっていません。
お弁当を持ってくるか、カフェテリアで食事をするか、
カフェテリアで販売されるお弁当（400円程度）やパン
を購入するなどしてください。ちなみにカフェテリア
の人気メニューは「日替定食 390円」「麺セット 370円」
「肉うどん 320円」「カレーライス 270円」などです。

明治学園では、学校給食はありますか?

緊急時は、メールにてご家庭に連絡します。またHPに
も掲示いたします。

緊急時の際、学校から各家庭への連絡はどのように
なっていますか?

07:30～08:20

●バレーボール部
●バスケットボール部
●ハンドボール部
●硬式テニス部
●軟式野球部
●サッカー部

●バドミントン部
●卓球部
●剣道部
●なぎなた部
●弓道部（中3～）

●演劇部
●コーラス部
●器楽部（中3～）
●美術部
●書道部
●茶道部

●自然科学・数学部
●家庭科部
●囲碁将棋部
●ESS部 （English Speaking Society）
●吹奏楽部

登校
08:00～08:15

朝学習
08:00 ~ 08:1508:25～08:45 08:45～12:35

12:35～13:15 13:15～13:30 13:35～15:25 15:35～17:30

本校では、キリスト教の教えにそった教育が行われ、毎日の「朝の祈り」、毎授業前の「立腰黙想」は、生徒の精神性を高める役割を
果たします。また、中高一貫教育であることから、生徒それぞれが個性を発揮し、友情を育み、教師との人間関係を深めるなど、
有意義な日々を送っています。

中高一貫校としての特徴を生かし、中学生と高校生が共に練習に励んでいます。幅広い年代での交流が行われ、先輩、後輩が互
いに刺激を受け、得難い経験をして自信もつけていきます。

運動部

HR・朝礼・朝の祈り 午前の授業

昼休み 掃除 午後の授業 目的別補習及び部活動

“文武両道”を目指して
私は中学１年生から軟式野球部に所属しています。部活動では限られた時間の中で効率よく練
習しなくてはならないので、一球一球に集中し、何が自分に必要かをよく考えて練習をしてい
ます。最初のうちは部活動のことで一生懸命でしたが、野球の練習と同じように勉学に向かう
ことで次第に文武両道に近づいてきました。明治学園は「文」も「武」も同じように頑張れる雰囲
気があると思います。これからもこの恵まれた環境の中で文武両道を目指して自分を磨いてい
きたいです。高校2年 小松　篤史

こ まつ　 あつ　し

文化部

明治学園生の一日

部活動の紹介

（1～4時限）（高校生）

（5～6時限） （完全下校17:30）
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明治学園中学高等学校に関する &Q A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

MESSAGE 3

その他の地域

門司区
5.3％

若松区
3.2％

4.1
中間市・遠賀郡
2.8％
直方市・鞍手郡・
宮若市
2.2％

田川市・田川郡
1.1％
福岡市
0.5％

％

％

築城郡・大分県中津市・
大分県宇佐市
1.2％

宗像市・福津市・古賀市
2.1％
飯塚市・嘉麻市
1.3％

八幡東区
7.7％

小倉北区
22.3％

戸畑区
13.0％小倉南区

12.4％

八幡西区
14.6％

行橋市・京都郡・豊前市

山口県
6.2



●北九州市民スポーツ奨励賞　受賞（団体）

●第9回九州中学校テニス競技大会
・・・・・・・・・・女子ダブルス　優勝・準優勝
●第46回全国中学生テニス選手権大会
・・・・・・・・・女子ダブルス　ベスト16進出　

硬式テニス部（女子）

小田　菜摘さん　　小田　陽菜さん
賀久　　響さん

全国中学校体育大会等で優秀な成績を上げた個人及
び団体に贈られる賞です。昨年全国大会にて団体３位
に入賞したことが評価されました。

西日本の高等学校から選ばれた12名のファイナリス
トとして、本校より2名が選抜され出場。

世界中の約40か国から約500名の高校生が集まるサ
ミット。分科会では、本校生徒が司会を務めました。ま
た、記念碑の除幕式では、日本国内からは6名のみの除
幕者に選ばれました。
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令和元年度 明治学園生の活躍

卒業生の声

●第26回福岡県高文連将棋選手権大会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・女子団体　優勝
●第43回全国高等学校総合文化祭 将棋部門
・・・・・女子団体　福岡県代表として出場

●第28回全国高文連将棋新人大会
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・女子の部　出場

囲碁将棋部

中島　侑子さん　　尾藤　沙紀さん
木村　璃菜さん

中島　侑子さん

●高大連携課題研究発表会in北九州2019
（ポスター発表）主催：九州工業大学
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・最優秀賞　受賞

SGH①

細田みのりさん　　道下　　望さん
矢野　礼良さん　　鈴木凛々子さん
古橋　　慶くん　

●サイエンスキャッスル2019九州大会
　主催：株式会社リバネス

・・・・・・・・・・・・・サイエンスキャッスル
　　　　　　最優秀ポスター賞　受賞

・・・サイエンスキャッスル優秀賞　受賞

SGH②

牧野希良理さん　　中尾　彩雲さん
山近　英恵さん　（ポスター発表）

荻ノ沢日菜子さん　　合馬　帆香さん
（口頭発表）

●第2回九州SGHフォーラム　
英語プレゼンテーション部門
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・優秀賞　受賞

SGH③

鳥巣　耕平さん　　泉原　優花さん
大野　茉悠さん

●「世界津波の日」2019 高校生サミット
 in 北海道へ参加

SGH④

岩渕　琴葉さん　　泉原　優花さん
大野　茉悠さん　　松﨑　ここさん

●JICA国際協力中学生・高校生
　エッセイコンテスト2019　中学生の部
・・・・・・・・・・・・・・国際協力特別賞　受賞
●第59回国際理解・国際協力のための
全国中学生作文コンテスト
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・銀賞　受賞

教科①

杉尾あかりさん

●第1回西南女学院大学　高校生英語
　スピーチコンテスト（KANAME杯）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第1位　受賞

教科②

窪田向夏花さん

●第68回チャーチル杯争奪
・・・・・・・全日本高等学校英語弁論大会
　　　　　　　　　西日本予選　出場

教科③

東　　春歌さん　　山形向日葵さん

　私は小学校5年から明治学園に転入し、そのまま高校卒業まで

の8年間お世話になりました。サッカー部、器楽部に所属し楽しい

学園生活を送りました。2003年に卒業後は京都大学医学部に進学

し、整形外科医となりました。整形外科の中でも特に足・足関節に

興味を持ち、その疾患・機能の究明および治療法の開発に取り組

みながら診療しています。2016年より米国ニューヨークに留学

し、関節軟骨や靭帯損傷に関する臨床研究等に従事しています。

　明治学園には、私は公立小学校から転校してきたので、学園の

下園  由泰
【51回生・2003年卒業】 

NYU Langone Health 整形外科医
しも ぞの　　　よし はる

OB VOICE 規律正しい生活、環境の素晴らしさに圧倒されたことを覚え

ています。こんなに大きな森に囲まれた学校はそうそうあり

ません。明治学園には学生生活を送るに素晴らしい環境が

整っています。その環境を十分に活かせるかは人次第です

が、それを最大限に活用できるよう指南してくださる個性あ

ふれる先生方が学園には沢山いらっしゃいました。特に生徒

一人一人に対してその個性を尊重して接してくださいまし

た。優しく見守ってくださったり、時には厳しい御指導をい

ただいたり、社会人となった今、当時の先生方の私たちに対

する熱意ある教育に本当に感謝の気持ちが溢れます。また明

治学園には英語の授業を含めグローバルな視点が身につく

環境があります。

　現在私はニューヨークで日々奮闘しておりますが、この異

文化の地で明治学園での経験が生かされていることは言う

までもありません。本当に感謝しています。

   中高6年間を明治学園で過ごしました。入学して驚いたのは、充

実した図書館の存在。圧倒するような数の本が美しく並び、天窓か

らの柔らかい光がとても心地良かったことを鮮明に覚えていま

す。

   中学時代は、コーラス部で活動し、夏休みも練習を重ね、皆の声

池尻  和佳子
【43回生・1995年卒業】 

RKB毎日放送アナウンサー
いけ じり　　　わ か こ

OG VOICE で作られるハーモニーに浸っていました。高校時代は、放送部

に所属し、本の朗読でコンテスト等大会に参加するようになり

ました。好きな本の好きな場面の朗読をして、評価してもらえ

たことが自信に繋がったように思います。いつもそこには、温

かく時には厳しく指導してくださる恩師の存在がありました。

   「愛は寛容であり、愛は情け深い。」（コリントの信徒への手紙

13章4節）聖書の一節を講堂での集会で朗読する時間も、私に

とって、貴重な経験となりました。お陰様で大勢の前で、舞台に

立つことも緊張しないようになり、自分の声で伝える仕事に興

味を持ちました。

　将来の夢に向けて、自然と背中を押してくださっていた明治

学園の環境に心から感謝しています。

「2019北九州SDGs未来都市アワード」
高等学校部門において『SDGs大賞』受賞！
課題研究『自然災害と防災・減災』チームは、「Think together,Think 
BOUSAI!」をスローガンとして、北九州地域の地域防災力向上のための啓発
活動に取り組んできました。この度、その活動が評価され、「2019北九州
SDGs未来都市アワード」の高等学校部門において、最高賞の『SDGs大賞』
を受賞しました。
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や　 の れい　ら

ふる はし けい

すず き り　 り　 こ

び　とう さ　　き

き　むら り　 な

か　 く ひびき

お　 だ はる　な

まき　の き　 ら　　り

やま ちか はな　え

とり　す こう　へい いずみはら ゆう　か

おお　の ま　 ゆ

おお　の ま　 ゆ

いわ ぶち こと　は

まつ ざき

いずみはら ゆう　か

ひがし はる　か やま がた ひ ま わ り

なか　お あや　も
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学校行事

始業式
入学式
実力考査
宿泊研修（宗像）
　　　/中学1年

運動会
聖母の集い
中間考査

芸術鑑賞会
学校説明会
防災訓練
生徒総会/高校

学校説明会
期末考査
終業式
転入試験

（海外からの編入学を含む）

夏期補習

東京研修
/中学2年（希望者）

始業式
実力考査
私学展
夏期補習

文化祭・バザー
修学旅行（京都・奈良）
　　　　　 /高校1年
皿倉登山/中学1・2年
入試説明会／中学校
広島平和研修/高校2年
グリーンスクール（九重）
　　　　　　　/中学3年

110周年記念式典
クリーンアップin明治
　　　　　　 /中学校
期末考査

待降節朝礼
コーラスコンクール
　　　　　 /中学校
クリスマスの集い
終業式
転入試験

（海外からの編入学を含む）

始業式
実力考査
大学入試共通テスト
　　　　　/高校3年
入学試験/中学校

［2021年1月13日（水）］
卒業ミサ/高校3年

修学旅行（沖縄）
　　　/中学2年
生徒総会/中学校

卒業式
期末考査
クラスマッチ
課題研究発表会
修了式／中学3年
終業式
転入試験

（海外からの編入学を含む）

アメリ力研修/中学3年
　　　　　　　　（希望者）

イギリス研修/高校1年
　　　　　　　　（希望者）

多彩な学校行事のひとつ、ひとつが、生徒の人間性を培っていくという考えから、本校では学校行事を大切にしてい
ます。人とのつながり、自分の可能性の発見、そしてグループでの行動で学ぶ社会性など、6年間の学校行事の中で、
体験を重ねて成長していきます。

17

MEIJI GAKUEN JUNIOR AND　SENIOR HIGH SCHOOL

18

中間考査
修養会/高校3年
クラスマッチ

●施設紹介●制服紹介

中学【夏服（6月～9月）】 中学【冬服（10月～5月）】 高校【夏服（6月～9月）】 高校【冬服（10月～5月）】

月 月4 5 月6 月8月7 月 月 月月9 11 1210 月1 月2 月3

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により2020年度は行事を変更することがあります。ホームページにてご確認ください。
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