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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

データファイル

ができる全天候型グラウンドがあります。

27の部が中高合同で活動しています。全国でも
トップレベルのマーチングバンド部やバトントワ
リング部のほか、サッカー部、硬式テニス部など
も活躍しています。このほか、科学部や調理部な
どの文化部も活発に活動しています。ほかにも鉄
道研究会など特色ある同好会があります。

クラブ活動

〈URL〉https://www.ariake.kaetsu.ac.jp/
　　　　1903年、嘉悦孝が創立した日本初の私立
女子商業学校が母体。1907年私立日本女子商業学
校と改称。1952年、嘉悦女子中・高等学校に改称。
2006年 4月臨海副都心エリアへ移転、共学化、現
校名に変更。

教育理念「生徒一人ひとりが持つ個性と才能を
生かして、より良い世界を創りだすために主体的
に行動できる基盤の育成」を基に、これからの時
代に必要とされるスキルとマインドが身につけら
れる学校として発展していきます。

優れた「学力」と豊かな「人間性」を備え、高
い「志」を持ち、自己表現力・プレゼンテーショ
ン力などのコミュニケーション能力を向上させ、
知性と感性、他者を理解できる心の力をバランス
よく育成する指導を実践します。

私学のメリットを生かしたカリキュラムとなっ
ています。その結果として、今春は、筑波大・東
京工業大をはじめ国公立大に15人が合格、早稲田
大学・慶應義塾大学をはじめ早慶上理に60人、
GMARCHに92人、医・歯・薬に31人、海外大学
12人という結果でした（卒業生174人中）。

大学進学のための対策講座を受けることができ
る「学習支援センター」を設置しており、個々の
学力を最大限に伸ばすために、きめ細かく生徒を
サポートします。知識の詰め込みではなく、各教
科教育での理解を深め、そこで得た情報を必要に

応じて正確に使い発展させていくための力を習得。
そのために独自のプログラムである教科横断型カ
リキュラム「サイエンス」では、学びを深化させ
る上で重要なスキルとマインドを身につけます。
また「外国語教育」では、「クリティカルシンカー」
の育成を目指し、21世紀の社会で要求されるスキ
ルとして、論理的・科学的思考力に基づいた“柔
軟な発想力”を育成するための独自のプログラム
で国際教養を学びます。

環境に配慮した安全快適なエコスクール。雨
水・昼光・風・地中冷熱など自然の力を利用して
おり、環境問題を意識できる教材ともなります。
また、校舎南側には最新の人工芝で、公式のサッ
カーグラウンドがあり、校舎北側にはテニスなど

沿革

校風・教育方針

カリキュラムの特徴

環境・施設設備
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〒135 – 8711　東京都江東区東雲2 – 16 – 1　☎03 – 5564 – 2161　学校長　前嶋　正秀

■2023年度入試日程
中高とも国際生の試験日は11/20、12/5
　　　　　※2/10まで延納可
募集人員 出願期間 試験日発表日 手続締切日

2 科 4 科� 40 1/10〜1/30 2/1 2/1 2/8※
思考力特待�10 1/10〜1/30 2/1 2/1 2/8※
特待 1回� 30 1/10〜1/30 2/1午後 2/1 2/8※
Hon./Adv.�10 1/10〜1/25 2/2 2/2 2/8※
特待 2回� 25 1/10〜2/1 2/2午後 2/2 2/8※
特待 3回� 15 1/10〜2/2 2/3午後 2/3 2/8※
AL思考力� 10 1/10〜2/2 2/3午後 2/3 2/8※

　　　　　　
募集人員 出願期間 試験日発表日手続締切日

一般� 30 1/25〜2/6 2/11 2/11 2/14※
※入学手続きは公立合否発表日翌日まで延期可
推薦入試、併願優遇は実施しません
■2023年度選考方法・入試科目

２ 科 ４ 科・特待 1・ ２・ ３回： 2科か 4科、 4科
受験生のみ特待合格の可能性あり
思考力特待：個人探究（個人探究Ⅰ・Ⅱ各60分、
ふりかえり20分）
Honors／Advanced：英語筆記・英語作文・英語
面接・日本語作文
アクティブラーニング思考力特待：グループワー
ク（90分）
〈配点・時間〉国・算＝各100点50分　理・社＝
各50点25分

一般：国語、数学、英語、グループワーク、プレ
ゼンテーション
〈配点・時間〉国・数・英＝各50点30分
〈面接〉なし
■2022年春併設大学への進学
在学中、一定の成績をとった者に資格があります。

嘉悦大学−進学者なし
■指定校推薦枠のある主な大学
東京理科大　法政大　成蹊大　武蔵大　日本大　
東洋大　駒澤大　國學院大　獨協大  日本女子大�
東京都市大　日本歯科大など
■2022年春卒業生進路状況
卒業生数 大学 短大 専門学校 海外大 就職 進学準備他
17４人 138人 1 人 4 人 5 人 0 人 26人
■2022年度入試結果
　　　　　※特待は一般合格含む
募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率

2 科 4 科　　40 369 279 48 5.8
思考力特待　10 40 40 14 2.9
特待 1回　　30 538 433 77 5.6
Hon./Adv.　10 35 28 10 2.8
特待 2回　　25 516 283 55 5.1
特待 3回　　15 511 249 49 5.1
AL思考力　 10 75 64 9 7.1
帰国　　　　40 709 611 367 1.7

　　　　　　
募集人員 志願者数 受験者数 合格者数 競争率

推薦Ａ／Ｂ　10 5/9 5/9 5/9 1.0/1.0
一般　　　　30 27 25 8 3.1
国際生　　　 50 42 20 2.1
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学校説明会　（要予約）
★中学校
（オンライン）　9/3 11/5 1/14
オープンキャンパス　10/15
入試体験会　12/10
★高等学校
（来校型）　9/10 10/22 11/26
国際生対象（中・高）（オンライン）　9/3 10/29
見学できる行事　
文化祭　9/23・9/24

学校長からのメッセージ　学校長　前嶋正秀

教育理念をすべての教育活動の根底に置い
て学びを実践してきました。その先に見つめ
るのは、生徒一人ひとりの豊かな人生です。

現在 4 人に 1 人の国際生が在籍し、多様性
と国際性を受け入れ、早くからアクティブ
ラーニングを実践するなど先進的な教育を
行ってきました。また、すべての教育の核と
なるのは人間同士の対話であると考えます。
教員は一方的に知識を教えるのではなく、生
徒の言葉に耳を傾け、生徒ともに学びます。
共感的な対話を通して、生徒は学びをつかみ
取り、自分の豊かな人生を築こうとしていき
ます。


