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盛岡中央附属中学校高等学校
CHUOの最新情報はホームページから

盛岡中央高校附属中学校 検　索

盛岡中央附属中学校高等学校 〈入試広報課〉

〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ 4-26-8　TEL.019-641-0505　FAX.019-641-5534

E-mail: info@chuo-jhs.jp

http://www.chuo-jhs.jp

→至宮古

音楽室音楽室 技術・美術室技術・美術室
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新理科室新理科室

ロビーロビー

図書室（学習室）図書室（学習室）

［全館 冷暖房完備］
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主な駅から厨川駅までの所要時間
［分／乗り継ぎ時間も含みます］

■IGR厨川駅西口から徒歩10分
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Information Access

※予約が必要です。
　詳細は学校HPでご確認下さい。
　上記日程以外でもご相談に応じますので、
お気軽にご連絡下さい。

盛岡中央高等学校附属中学校では、教育内容・教育環境をより
深くご理解いただくために、学校説明会を実施しています。
どうぞ、この機会に学校へお越しください。
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対象 受験生 ·保護者 会場 附属中学校 校舎

内容 ・校長挨拶 ・学校説明 ・資料配付 ・施設見学 ・個別相談など

厨川
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9：00～　【入試説明会】
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盛岡中央高等学校附属中学校までの
アクセス
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1.  中高一貫6カ年教育による、きめ細かな進路指導によって、東大をはじめと
する最難関大学や、医学部医学科など難関大学への多数合格をめざす。

2.  21世紀のグローバル社会を見据えて、国際理解教育を推進し、世界に
通用する人間力を備えたグローバルリーダーを育成する。

3.  岩手・盛岡が生んだ偉人（新渡戸稲造、宮沢賢治など）や伝統文化を
学び、郷土を愛する心の教育を推進する。

独立進取 研鑽努力　尊師愛弟

本校では開校３年目ということもあり最低限のルールしかあり
ません。そこで、生徒が委員会ごとに決まりを話し合い、学校
に要望を挙げ、自らの手で学校のルールを作っていきます。

教員は生徒の活動を外から見守り、生徒が要望した決まりを
精査し、生徒がより良い学校生活を送れるようサポートします。
また、何事も隔てなく相談を受けられるような環境を作ります。

生徒が主体的に行動する学校です。 私たちが見守ります。
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大志を抱いて第３期生が入学

理事長  龍澤 正美

螢雪に由来する雪の六角形の結晶に、創立者である龍澤福美初代校長の「龍」の

古代文字を組み入れたもので、中央上部の丸印は龍の目を表しています。

盛岡出身で鋳金界の第一人者であった故・鈴木貫爾先生（東京芸術大学教授）

による会心の作とされています。

校長  坂本　晋

創立者  龍澤 福美
（1909～1975）

高い学力深い教養礼節と徳育 広い視野

　本校は高い目標を掲げる生徒諸君が、落ち着いてじっくり実力を養える学習環境を整えよう

と、一昨年満を持して開校されました。目指すのは、高い学力と深い人間性、幅広い教養と豊か

な国際性を備えた知識基盤社会を切り拓くリーダーの育成です。

　教育デザインの両輪をなすのが、「人間力の育成」と「学力の向上」です。よりよい大人になるため

の「人間力の育成」は、「個性を伸ばす興味開発と探究学習」「アクティブラーニングによる課題解決

型学習とキャリア教育」「グローバル人材となるための英語教育と国際理解教育」によって育みます。

　未来の自分を開発するための「学力向上」は、「進路希望に明確な焦点を当てたコース制度」

「中高一貫６カ年を見通した先取り学習」「３年間で８４０時間の授業時間数増を保証する独自

のカリキュラム」によって達成します。私たちは、主体的な学びのプロセスを重視し、生徒一人ひと

りが、自分は何のために勉強するのかその意味を考え、分かりやすく伝え実行していく力を育み

たいと考えます。

　このように可能性あふれる本校を舞台に、志に向かって果敢に挑戦したいという気概を持っ

た人はぜひ、本校の門を敲いてください。

Morioka Chuo Junior High School

建学の精神

首都圏型の中高一貫 6カ年教育

6年後の未来へ。一緒に高め合おう！6年後の未来へ。一緒に高め合おう！6年後の未来へ。一緒に高め合おう！

教育目標

校　章

CHUOスピリッツ



学びの先端で東大・医学部進学を目指す、
東大・医進コース

■少人数制クラス編成　■ハイレベルな先取り・深堀り学習
■各種キャリアガイダンス　■積極的なアウトプット活動（プレゼンなど）

■少人数制クラス編成　　■長期休暇の補習や課外授業でサポート
■人間力の育成　　■進級時に東大・医進コースへチャレンジ

　東大・医進コースは、東京大学、国公立大学医学部を中心とする、首都圏最難関の国公立大学への

現役進学を目標としています。

　この目標を実現するために、十分な授業時間を確保し、高次元の先取り学習・深掘り学習を展開して

います。また、課題解決力・プレゼン力・論理的思考力を鍛える探究学習に加え、ICTの活用など、先端

の学びを展開し、希望する進路の実現をより確実なものにしていきます。

自発的に学び、成長できる学習習慣を
徹底育成する特進コース
　特進コースは、東大・医進コース準拠のカリキュラムで、首都圏難関国公立大学・私立大学への進学

を目指します。先取り学習を基本としながら、各教科の基本事項の定着をはかるべく、長期休暇特別講

座などを通し反復学習も実施しています。また、本コースでは学力強化と同時に人間力の育成も重視

し、時代がどう変化しようと変わらない、人を思いやる心、自主自立した人間としての振る舞いを身につ

けます。特進コースでは、各々の個性を大切にしながら、生活習慣・学習習慣の確立に向けて、幅広い

側面から、学力と人間力の向上を目指します。

個性を伸ばし、
未来の自分をつくる２コース制

目標とする大学

東大、京大などの最難関大学
国公立大学医学部
難関私立大学

1.  授業時間は、２コースとも週37時間あるので、余裕をもって理解度を確か
めることができます。授業の進み方や難易度は異なり、各自の個性に合った
質の高い授業を展開します。

2.  進級時には、コースの入れ替えをします。

3.  高校からは、2コースとも先取り学習のメリットを生かした学習につなげ
ます。

目指すは日本の最難関、
そして未来のリーダーへ

ハイレベルな学習に加え、リーダーシップ

やグローバルマインドを育成。

東大や医学部などの高い目標に挑み、次世代

を担う力を身につけます。

目標とする大学

難関国公立大学
難関私立大学

特進コース

きめ細やかな指導で実力を伸ばし、
難関大学合格からそれぞれの未来へ

授業だけでなく、補習や課外など、きめ細か

く手厚い指導で学習習慣を身につけ、学力を

着実に養成。

難関大学に挑み、それぞれの夢を実現します。

コース制での学び

東大・医進コースの特色 特進コースの特色

東大・医進コース

コース編成のポイント
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僕は、将来の夢の実現へ向け、盛岡中
央高等学校附属中学校のグローバル
人材教育に興味を持ち、入学しまし
た。高い目標を持った仲間と臨む授
業はとても楽しく、先生方の説明はと
ても丁寧です。魅力を感じた皆さん、
ぜひ入学してください。

高い目標を持った仲間と
互いに高めあう

S t u d e n t ’ s  V o i c e

盛岡中央高等学校附属中学校では、
新しい仲間と協力し、自分の個性を
活かして学びを深め、様々な体験を
通して自分の力を確実に磨いていき
ます。楽しく、個性豊かな先生方や先
輩達の助けを借りながら力強く未来
へと前進していきましょう。

協力で生まれる、
楽しく学べる授業

S t u d e n t ’ s  V o i c e

6年先の大学入試を見据えた中高一貫教育。
未来で必要な「学力」×「人間力」を育む

学　年

コース

学習内容

指導内容

●オリエンテーション
●朝読書
●ブリティッシュヒルズ研修
●岩手学（1）新渡戸稲造など

s t a ge1

東大・医進コース

特進コース 特進  コース（SZ／Zコース）

中学2年中学1年

世
界
で
活
躍
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
リ
ー
ダ
ー
の
育
成

中1 中2

中3中3 高1

高2 高3

進路意識の向上進路意識の向上

高い志と限りない挑戦

生徒一人ひとりが自分の将来像を具現化させる時期
です。基礎期で培った力をもとに、次第に深い思考力と
幅広い知識の育成に結びつくよう、調べる、意見を交換
するといった要素に重点を置いて指導します。
探究型学習を多く取り入れ、考察や議論の機会を多く作
り、学習意欲の深化を図ります。様々な行事を通じて学
習に対する積極性を高め、進路意識の向上を実現して、
文理選択につなげていきます。また、中高一貫の利点を
生かし、深掘り学習により論理的思考力を鍛えます。

いよいよ難関大学合格に向け、ひた走る時期になります。
進路実現のため、個別の学習プランに沿った受験指導を行
います。特に、大学別の個別添削指導は、志望校の傾向に
沿った無理・無駄のない内容です。
授業では、高度な学問的内容にも踏み込みながら応用のき
く実戦力を身につけます。
大学に入学した後の学問研究にも役立つ、学び続けようとす
る力とスキルの習得に取り組みます。

6年一貫教育の土台作りの時期です。
中1、中2の間に授業の予習方法・復習方法など、基礎から
徹底的に指導するとともに、自らの頭で最後まで粘り強く
考え抜く力を養成します。
また、すべての生徒の完全理解と学習習慣の定着を目指
し、無理せず自然な形で高校内容の先行学習が始められ
るようにもっていきます。
この時期に、何よりも「学ぶ楽しさ」と「知る喜び」を体得
してもらいたいと考えます。

基礎基本の徹底

●台湾研修旅行
●Tokyo Global
　Gateway 研修
●岩手学（2）宮沢賢治など

●文系・理系カリキュラム
●夏期・冬期講習の実施
●高校学習課程事項修了

s t a ge3

高校3年高校2年

●入試演習授業　
●ゼミ・講習で実践力養成　
●入試直前対策講座

●カナダ研修旅行
●職業講話
●岩手学（3）卒業論文

s t a ge2

高校1年中学3年

●高校
　オリエンテーション
●オーストラリア
　語学研修

東大・国公立大医学部合格など

難関国公立大・
難関私立大学合格など

人間力の育成

高校受験がない中高一貫校だからできる
受験勉強ではない主体的な学び

CHUO附属中の学びは、大学合格に留まりません。グローバル社会の中では、自己理解はもちろん、異文化を理解
し、尊重できる人間、主体的に考え行動できる人間。そんな「人間力」の基礎を築くのが中高一貫の6年間なのです。

基礎学力養成・高校の内容の履修 中学学習内容の深化・高校へのスムーズな移行 高校学習範囲修了・発展と応用

新渡戸少年が遊んだ
　頃の盛岡城天守
（イメージ）▶

◀幼少期を盛岡下ノ
橋・生家近くで過ごした
新渡戸稲造少年
（着袴の儀のイメージ）

◀新渡戸稲造は、のちに国際連盟
の事務次長もつとめ、日本と国際
社会とを結ぶかけ橋となった

nex t  s t a ge

本校の創立者である龍澤福美先生ご夫妻が敬愛して
やまなかった新渡戸博士は、少年時代、下ノ橋の生
誕の家から当時存在していた盛岡城天守閣を見上げ
ては大志を温め、母なる岩手山を振り仰いでは心を
奮い立たせたとされています。

新渡戸稲造胸像

6 7

中高一貫６カ年教育



知性を高め、進路実現を叶える、CHUOならではの教育システム

CHUOの主要教科の授業時数は、公立の中学校に比べて、１年間で280時間多く確保しています。
3年間のトータルでは、840時間多くなっています。そのため、時間をかけて無理なく基礎固めができます。
さらに、補習や講習、生徒が職員室に来室しての質問、個別指導などにより、生徒へのサポートは深まります。

【上段がCHUO （ ）内は時数、下段が公立中学校】（時間）

国 語

1年
175 140 210 175 210

175 140 210 175 210

175 140 210 175 245

（5） （4） （6） （5） （4）

（5） （4） （6） （5） （5）

（5） （4） （6） （5） （6）

2 年

3 年

社 会 数 学 理 科 英 語

525 420 630 525 665

910

910

945

2,765

140 105 140 105 140

140 105 105 140 140

105 140 140 140 140

385 350 385 385 420

630

630

665

1,925

合 計

合 計

主要教科の授業時数、公立との時間数比較

主要教科の年間授業時数は、公立の約1.4倍

中高一貫の先取り教育

※第４土曜日は、計画的にフィールドワークや講演会等を実施します。
※一時限は50分

時間割例・１学年（土曜授業は第1・3・5週）

本校では中学2年次に台湾研修旅行を行います。新渡戸稲造や後藤新平なども大きく携わった台湾を訪問することで、異文化体験・
日本や岩手についての知識を再発見することが目的です。また、盛岡中央高校の姉妹校である長榮高級中学を訪問し異文化交流も
行う素晴らしい機会となります。中学2年という多感な時期に海外を訪れることで将来の視野を広げます。

台湾研修旅行

第21回CHUO国際教育フォーラム・フィナーレの様子
（盛岡駅前マリオス大ホール 2019.8.31）

世界に羽ばたくため、
世界中の言語、文化と向き合う。
舞台は世界
これから世界に羽ばたいていくために必要な、国際理解を進めていきます。盛岡中央高校が締結している姉妹校の
生徒との交流を通して、世界中の今まで知らなかった言語、文化に触れていきます。それによって新たな価値観を
得ることができるはずです。自分が当たり前だと思っていたことが、当たり前ではなくなる。知のカルチャーショック
を通して国際感覚を養っていきます。将来を見据えて、世界中に友達のネットワークを築くことができます。

国際理解教育の推進
20年以上前から開始した国際教育活動では、世界
五大陸の24校と姉妹校を締結し、生徒、教員の受け
入れと派遣事業を展開しています。
CHUO附属中では、生徒全員が卒業までに必ず３
回以上の海外研修を経験します。また、毎年8月末
には、姉妹校の生徒、教員を招きCHUO国際教育
フォーラムを開催しています。生徒たちが自ら世界
的な諸問題のテーマを設けて研究と意見交換を行
い、全体会で発表します。プレゼンテーション能力
が身につき、グローバルな視野が広がります。

CHUO国際教育フォーラム
アジアをはじめ、北アメリカ、南アメリカ、オーストラ
リア、ニュージーランド、アフリカ、ヨーロッパと世
界中に姉妹校があります。そのため、この先出会う
異文化について、自分の目で見て、感じることがで
きます。国際理解の第一歩を踏み出します。

3学期制、7時間（月～金）　土曜授業（第1·3·5）週37時間 

出発前に事前学習の成果を発表 さんさ踊りや合唱を披露 ブレイクタイム

姉妹校の長榮高級中学を訪問
龍山寺にて
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カリキュラム 国際理解教育

※ 月 火 水 木 金 土

1

音楽
美術

技術
家庭 数学

国語 理科２
総合

2 英語 国語

3 体育 英語 理科実験 英語 特活

4 英会話 国語 理科１ 社会 社会 道徳

5 社会 英語 国語
数学

理科１

6 体育 社会 体育
数学

7 国語 理科２ 特活
道徳 英会話

盛岡中央高校附属中学校 1年から盛岡中央高校 3年までの 6年間の数学履修計画（数学の例）

公立中学の場合：検定教科書を用いて３年間で11単位。

本校：体系数学などを用いて３年間で18単位で実施。

数学A

中 1 中 2 中 3 高 1 高 2 高 3

数学B



中学
1 年

中学
3 年

中学
２年

アクティブラーナーを生み出す附中の学びが、
ブレイクスルーの扉を開ける

「Rising Plan」とは坂本校長が提示した学校経営ポリシーです。「みたけヶ原の黎明に朝日が昇る」如く、黎明期にある附中が目覚ましく成長
し、世界を照らしていこうという強い思いを表しています。学びにおいては、多種多様な講義、対話や発表、創作、探究活動などを通して、新た
な価値を創造するための「学ぶ力」を育てます。それは学習成績の向上はもちろん、さらにそれを超えて、「生きる力」となり、自分の人生を豊か
にし、他者や社会を幸せにするベースとなっていくことを私たちは期待しています。

附中アクティブラーニングの構築
附中教職員は生徒と共に成長しようとする「学ぶ集団」です。私た
ちは、子どもたちの知的好奇心を刺激し、自ら学びに向かう姿勢
を育てる授業の研究に日々チャレンジしています。令和元年6月14
日に行われた授業研究会では校外から30名を超える参観者があ
るなど、附中の学びは、今全国から熱い視線が注がれています。

附中アクティブラーニングが目指す学びの4つのポイント
❶知識・技能を教師が一方向的に注入し、生徒が聴く、書くだけ
に終わる授業を乗り越え、対話や発表、創作などの活動を通
して、考えること・気づくことを表現する学習。

❷教師の深い教材分析によって、生徒に納得と安心、信頼感を与
える学習。

❸錬られた「問い」と言語活動を通して、基礎的知識を相互に関
連づけ、より深い理解に導き、知識が他の領域に広く転移・活
用されるような学習。

❹学びの薄い「形式的な活動」に終わらず、生徒の知的好奇心を
刺激し、生徒が自ら学びに向かう姿勢を育てるような主体的
で深い学習。

ICTによる効率的な授業を追求
本校では入学時に生徒全員にパソコンが配布され、授業や探究活
動などにおいて問題発見、課題解決のツールとして利用していま
す。また、クラウドサービスClassiを導入し、教育利用や保護者と
の情報交換ツールとして活用したり、オンラインミーティングアプリ
によるｅラーニングの実施など、テクノロジーの教育利用を積極的
に進めています。

外部講師を活用したキャリア教育
東京海洋大学小松俊明特任教授によるグローバルリテラシーを育
てるAL講座を年7回実施しています。講座を通じて、人生を楽しむ
力と、他者や社会を幸せにする力が築かれていくことが期待されま
す。ALとはActive Lerner（主体的に学ぶ子どもたち） を育てるた
めのAcademic Lectureです。

理科の野外学習
本校では理科が週4時間ある他に理科実験が週1時間設定されて
います。右上の写真は5月に学校から徒歩15分のところにある県
営運動公園で行われた植物の観察と探究の授業の様子です。

探究のコミュニティ
学校全体が知的活動を楽しむ場になっています。先生と生徒、生徒
たちどうしが、自然に集って学びあいが起こっています。ロビーのホ
ワイトボードに掲示されている数学の問題にもたくさんの生徒が関
心をもってチャレンジしています。

附属中学校の総合的な学習では、郷土を知り先人に

学ぶという教育理念の下、岩手の偉人について、体

験活動を取り入れた探究活動を共同的に行ってい

ます。

グローバル人材とは、「語学力・コミュニケーション能

力」「主体性・協調性・柔軟性等」とともに「異文化に

対する理解と日本人としてのアイデンティティ」

が大きな要素です。附中の「岩手学」は、郷土を

知ることで世界へ羽ばたく人材を育てるこ

とを目的にしています。

先人記念館を訪問し、新渡戸稲造・米内光政・
金田一京介について学び、その功績をまとめ、
文化祭などの場でその成果を発表する。

奥州平泉王国の初代藤原清衡の周辺につ
いて学び、世界遺産平泉を知る。

宮沢賢治・石川啄木の作品に触れ、その
活躍を知るとともに、自己の生き方について考える。

総合的な探究「岩手学」
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が大きな要素です。附中の「岩手学」は、郷土を

知ることで世界へ羽ばたく人材を育てるこ
先人記念館を訪問し、新渡戸稲造・米内光政・
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活躍を知るとともに、自己の生き方について考える。
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グローバル人材とは、「語学力・コミュニケーション能

力」「主体性・協調性・柔軟性等」とともに「異文化に

対する理解と日本人としてのアイデンティティ」

が大きな要素です。附中の「岩手学」は、郷土を

知ることで世界へ羽ばたく人材を育てるこ
先人記念館を訪問し、新渡戸稲造・米内光政・
金田一京介について学び、その功績をまとめ、

本校のリモート授業はマスコミからも取材されるなど注目されています。
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附中ライジングプラン



英検を全員で受験します。中3までに準2級、高校で2級の全
員取得が目標。
GTECテストは、「読む」「聞く」「書く」「話す」の4技能による
総合的コミュニケーション能力を測定するテスト。中3までに
400点、高校では500点が目標。

週7時間の英語学習の成果を試す絶好のチャンス。現地で
は、グループごとに研修・見学・訪問して、濃密な5日間を体
験します。ホームステイは、2名1組なので安心です。語学力
だけでなく、積極的に前に踏み出す力も育てます。
その他に台湾への研修旅行も行っています（P.9）。

校内にイングリッシュコーナーが設けられ、毎月トピックス記事やクイズなどがアップデートされています。また、Web上でアリスの
英会話ワンポイントレッスンを公開しています。ご覧ください（https://www.chuo-jhs.jp/lesson/）。

英検とGTEC対策

グローバル社会で存在感を発揮し、
貢献するための本物の英語力。
知的好奇心が自分を変えていく！  無限の可能性
「読む」「書く」「聞く」「話す」の4技能だけではなく、「論理的思考力」を加えた5つの能力をバランスよく育てることで、自分の意見を積極的に
発言できる英語力を身につけます。
CHUO国際教育フォーラムをはじめ、英語を使う体験をさまざま用意し、英語を話す機会を提供するだけではなく、いろいろな文化に触れ、
異文化理解も促します。

中学3年次にカナダへの語学研修を実施

ネイティブ教員による授業
週1回以上、ネイティブ教師による英会話授業を行い
ます。「話す」「聞く」の技能アップに役立ちます。

OST（オンラインスピーキングトレーニング）
OSTとは海外のネイティブスピーカーとオンライン
でつながり、それぞれが対面での対話を行う学習
です。このような実践的な学びを取り入れること
で、普段の授業では確保しづらい一人ひとりの発話
の機会が広がり、英会話力、プレゼンテーション力
の向上が期待されます。

ステップアップ英語研修
OSTでの研修を含む1学期の学習の成果を発揮す
る機会として、1年次にはブリティッシュ・ヒルズへ行
きます。また、カナダ研修旅行へのセカンドステップ
として、2年次にはTokyo Global Gateway へ行き
ます。３年次には中学英語学習の集大成として、
カナダ研修旅行が待っています。段階を踏んだ研修
を行うことで、英語力の向上をより実感できます。

本校では、ブリティッシュヒルズという体験型英語
学習施設を活用した宿泊研修を行っています。
国内に居ながらにして海外で学んだ効果が得られ
るといわれるオール・イングリッシュの環境の中で、
異文化理解を深め、学校で学んだ英語を生きて働く
ものにする貴重な体験になっています。
今年度は、３期生はブリティッシュヒルズに、１期生
は昨年設立され、今大きな注目を浴びている体験型
英語教育施設TGGで2泊3日の体験プログラムを実
施します。本物の環境で、生きた英語に触れる絶好
のチャンスです。

スピーチコンテスト
2018年9月6日にサンセール盛岡で開催されたAll 
Iwate Inter Junior High School Engl ish 
Recitation & Oratorical Contest に本校から2
名の生徒が参加しました。S p e e c h  部門と
Recitation 部門があり、上級学年の参加がほとん
どの中、熊谷和珠さんは1年生でただ一人ファイナ
リストに入る健闘を見せました。

アリス・ハンスコム先生（イギリス・ロンドン出身）が楽しく授業を展開します
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Get
ahead

together!

一緒
に頑張

りましょう！



❶基礎的な知識と技能。
❷自ら考え、判断し、表現する力。
❸主体的に学ぼうとする姿勢。
この３つを、面倒見の良い指導でしっかり伸ばします。

　英語における本当の力とは、論理的思考ができること。授業では土台となる文法の力を

磨くことから入り、学年が上がるにつれ論理的思考力を深め、それを表現できる力を高めて

いきます。これにリスニングとライティングの力が加われば、英語力は一気に加速。こうして

出来上がった英語力・思考力を用いてスピーキングを訓練。ただの無味乾燥な音読や文法

学習にとどまらない「CHUO式鉄壁の英語力」を一緒に身につけよう。

将来生きる本物の英語力を 佐々木 進一郎英語

　現代社会を支えているものが科学技術であることは明確であります。例えば、道端に転

がっている石ころから科学技術を用いて取り出したものが、誰しもが使っているパソコン

の原料になっていることをご存知でしょうか。CHUOの理科では教員がただ教えるのでは

なく、「なぜ、そうなるのか」を追究し、生徒自らが調べ、学び、疑問を残さず皆で共有するこ

とにより探究心を追い求めることを教えています。また、日々の積み重ねを明日への発見

につなげ、CHUOから偉人が生まれることに尽力します。

さらなる高みを目指して 山本 浩之理科

  Hello!  My name is Alice Handscomb.  I’m an ALT at Morioka Chuo Junior 

High School.  I teach the eikaiwa course and I run the English circle.

  Eikaiwa is a unique class with a focus on speaking.  As a native teacher, I 

introduce cultural aspects and teach natural expressions.  The class is taught 

“all in English”.  Students enjoy singing songs and doing fun English activities 

which help them to use new vocabulary and key phrases.

Get ahead in English! Alice Handscomb英語

　数学は「計算ができる、できない。」ということや、答があっていた、間違っていたという結

果も大切ですが、考えようとする意志、わかろうとする意欲や努力も将来必要とされる能力

であると思います。

　また、これからは答えを導くまでの過程を根拠を明らかにして説明する力も必要になり

ますので、授業では生徒が説明する場面をたくさんつくります。

　数学を通して、共に社会で生きる力を鍛え上げていきましょう。

将来必要とされる力を 水野 学数学

　社会科は「暗記科目だから嫌だ」や「昔のことを勉強しても…」というイメージをよく耳にし

ます。恥ずかしながら私も中学生・高校生のころまではそう思って社会科を勉強しておりまし

た。確かに社会科は覚えなければならないことが多いかもしれません。しかし、社会科を勉

強することは私たちが今後の社会を生き抜くためのヒントを多く与えてくれ、自分の視野を

広げてくれるという大きなメリットをもたらします。　

　「過去から現在」を学ぶ旅行に出かけるつもりで、一緒に社会科を学びましょう。

社会を生き抜いていくために 高橋 蓮社会

　言葉は、思考とコミュニケーションの礎です。思考も、コミュニケーションも、自らの言葉を

磨くことによって深化します。さらに、人類は文字を獲得することで、遠く離れた場所に住む

人々の考えを知り、はるか昔の人々に共感することができるようになりました。あるいは、

「切ない」という言葉を使わずして、あの胸をしめつけられるような、甘酸っぱい苦しさを、実

感を持って想像することはできるでしょうか。君たちは、国語から何を学びますか。

　それぞれの答えを聞く日を、私は心待ちにしています。

君たちは国語から何を学ぶか 久保田 悠介 国語

　私たちは、大昔から自然に寄り添って生活をしています。科学技術が進歩して便利な世の中

になった今でも、自然の在り方は昔から変わっていません。理科は、この「自然現象」に焦点を当

てて「なぜ？」を解明するための力を養う教科です。座学で自然科学の法則や事象・現象の理解

を深め、実験でたくさんの体験をし、幅広い視野、さまざまな問題に自分の力で解決する力、そ

して仲間と協力し合って解決する力を養うことに重きをおいて取り組んでいます。将来、社会に

役立つ人になることを願い、生徒一人ひとりが胸に抱く夢の実現に向けて支えていきます。

将来の夢実現に向かって 山水 さつき理科

　 昨今のライフスタイルの多様化は、我々に便利さと快適さをもたらしました。しかし、その中で確

実に失われていったものが「運動機会」です。我々の健康にとって、その基礎ともいえる運動なくして

QOL（Quality of Life）の向上は極めて困難です。保健体育という教科には、運動の出来不出来のみで

優劣を判断されるイメージが未だに強く残っています。そのイメージを根底から変えるべく、CHUO

では「運動・スポーツの楽しさに触れること」、「仲間と様々な感情を共有すること」を礎に、みなさん１

人ひとりの運動機会を確保し、QOLの向上を支える。そんな教科でありたいと考えています。

運動・スポーツを通して、QOLの向上を 齋藤 一将体育　　　
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「チームCHUO」が一丸となって皆さんの夢を叶えます。



個性豊かな生徒が集う盛岡中央高等学校附属中学校では、毎日が新しい発見の連続。
クラスやサークルの仲間、それに先生も一体となって、勉強も運動も「文武両道」で頑張ります。
厳しさの中にも充実感がある、それが「CHUO」の毎日なのです。

勉強に、サークルに、充実の毎日!

僕たち私たちのCHUOdays

少林寺拳法同好会
高校の先輩と一緒に楽しく活動
しています。1人を除き、皆初心
者です。少林寺拳法を通して楽
しく体を動かしましょう。

サークル活動は、中学生だけ
で活動するものから、高校生
の先輩と一緒に活動するもの
まで多種多様。学校生活にお
いて学習だけでは得られない
更なる満足感が得られます。

吹 奏 楽
夏の吹奏楽コンクール、昇龍祭
での演奏をめざして日々活動し
ています。私たちと一緒に一つの
音を作り上げませんか？

さんさ同好会
第1回・第2回さんさ甲子園優勝
の高校生たちと一緒に活動して
います。踊れなくても、イチから
教えてもらえますよ！

PCロボット
タイピング練習から始まり、ワー
ド、エクセル、パワーポイントの
使い方を楽しく学習します。学年
が進めば簡単なプログラミング
も行います。

英 会 話
ALTの先生といろいろな表現を
学びながら楽しく英会話をして
います。
Le t ’ s  t a l k  t o g e t h e r  i n  
English!!

将　棋
将棋の戦法を本などで自分で調
べたり、先生から教わりながら
学んでいます。初心者でも大丈
夫です。一緒に将棋を楽しみま
しょう。

ものづくり
各自が好きなものを作製する
サークルです。プラモデル、キー
ホルキーホルダー、イラストな
ど興味があるものを全力で楽
しみながら作ります。

学校までは駅から10分。あちらこちらから
元気な「おはよう」の挨拶が聞こえます。

先生方の工夫を凝らした授業で集中をきらさず、
午後もしっかり勉強します。

多種多様なサークルは楽しさいっぱい。
笑顔で活動しています。

みんなの一番の楽しみはお昼休みのお弁当。
おいしいものを前に会話も弾みます。

友だちと意見交換しながらのアクティブラーニン
グで課題を解決していきます。

オンとオフを切り替えるため
のリラックスタイム。
次の授業の準備も忘れずに。

朝礼前の15分間は読書
の時間。
読書の習慣が身につき、
集中力も高まります。

勉強やサークル活動
など思い思いに充実
した一日を過ごせま
した。また明日も頑張
りましょう!

登 校
AM 8：00

朝読書

下 校

登校

休み時間

午前の授業 サークル活動

ランチタイム

午後の授業

アスレチック
身体を動かすことで、「身体の使
い方」を身に付けます。特定の競
技の競技力向上は目的にしませ
ん。みんなで楽しく身体を動か
しましょう！！

サークル活動

下校
PM 5：30

午後の授業

Morioka Chuo Junior High School 1716

AM 8：25

AM 9：00

AM 10：45

PM 12：45

PM 5：00

PM 5：30

PM 2：00

CHUO生の一日



学推1年2回
（10月）

学推1年3回
（1月）

（人）

英数の合計得点（200点満点）
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学推2年1回
（4月）
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❶

❸

❹

超上位（一科目平均90点以上：
全国トップクラス）生徒の出現

中上位層（一科目平均60点
以上の層）の着実な増加

下位ゾーン（一科目平均40
点以下の層）の顕著な減少

一科目平均20点以下の層
の劇的減少

中間
考査

中間
考査

期末
考査

期末
考査

学年末
考査

過去5年間の大学合格実績

98
島根大学医学部医学科1名･岩手大学 25名
東北大学3名･東京医科歯科大学1名 慶応義塾大学2名･早稲田大学2名

弘前大学
岩手県立大学
福島大学

7名
15名
2名

秋田大学
山形大学
群馬大学

3名
5名
2名

東京理科大学
明治大学 
中央大学
同志社大学

4名
3名
4名
2名

293名名

学習院大学
青山学院大学
法政大学
立命館大学

6名
3名
4名
7名他

国公立大学 私立大学

令和２年度の大学合格実績令和２年度の大学合格実績

難関国立大 27名・医学部医学科 30名
国公立大学 451名・私立大学1,273名

私立大学国公立大学 451名
東京大学
京都大学
東北大学
筑波大学
岩手大学
弘前大学

1名
17名
5名

94名
25名

（通算合格実績 6名）

その他…多数合格

1,273 名
慶應義塾大学
早稲田大学
東京理科大学
明治大学
中央大学
同志社大学

11名
7名

20名
17名
12名
11名

医学部医学科

学習院大学
青山学院大学
法政大学
立命館大学

15名

11名
5名

15名
8名

その他…多数合格

医学部医学科

北海道大学
一橋大学
岩手県立大学
山形大学

15名

6名
1名

67名
14名

最難関大学合格を、自分の手でつかみとれ！
CHUOの大学合格実績

CHUOでの生活の節目となる学校行事。単なるイベントではなく、一人
ひとりが自己を見つめなおす大切な時間です。
たくさんの友達と一緒に、行事の数だけ感動と思い出を作りましょう。

CHUOは、ハイレベルかつ学力に合わせたきめ細やかな授業だけでなく、放課後講座や個別課題添削、週1回の英単語テストなど様々
な学習サポート体制を整えています。全国で約50000人が受験する全国模試においても全国1位の生徒が2名でるなど、その学習効果
は確実に表れています。それだけでなく入学時には平均点前後だった生徒も大きく成績を伸ばしています。

CHUOの制服はたくさんのバリエーションに富んでおり、毎日飽きることなく制服を着こなす
ことができます。特に、夏服のポロシャツは生徒に大人気！ CHUOの制服に袖を通して、
CHUOの一員になろう。

CHUOのサポート体制の効果が確実に表れてきています

4月 April

▶靴下 ▶靴▶リボン▶ネクタイ

過
去
５
年
間
の
実
績

School Events

School Uniform

夏 服 S u mm e r

学力推移調査に見る第1期生の成績の推移 全国模試で第1位達成

夏 服 S u mm e r 冬 服 W i n t e r

■始業式
■入学式

■対面式　
■学習合宿

■冬期講習
■本校入試

■夏期講習
■サイエンスオープンスクール

5月 May
■前期生徒総会
■東大・先進施設見学会

10月 October
■スポーツフェスティバル
■芸術鑑賞会　■後期生徒総会　
■カナダ修学旅行（3年）

11月 November
■姉妹校生徒日本語研修

1月 January
■本校入試

2月 February

3月 March

■卒業式・終業式　■予餞会
■春期講習

12月 December
6月 June
■台湾研修旅行（2年）
■PTA研修会

8月 August
■盛岡さんさ踊り
■CHUO国際教育フォーラム

7月 July

■創立記念日
■入試説明会(9･10･11月）

9月 September

▶バッグ

学推１年３回
（平成30年4月 SS）

学推１年３回
（平成31年1月 SS）

62.0

73.3

67.1

58.3

56.1

（+11.3）

（+6.5）

（+8.5）

（+9.4）

60.6

49.8

46.7

A君

Dさん

Bさん

C君

【全国模試の成績（偏差値：SS）の推移】

他

２名が全国１位を達成しました！

（岩手医科大学､北里大学､帝京大学等）（秋田大学､福島県立医科大学､島根大学）
2名

18 Morioka Chuo Junior High School 19

❶

❷

❹

❸

（国公立15・私立15）



Let s̓ open the Door to the future 

アメリカ

インドネシア／2019年訪問

シンガポール／2019年訪問

SMAドゥイワーナ高等学校

中国

ニュージーランド
オツモエタイ・カレッジ

マレーシア
テイラーズ・インターナショナル・スクール

シンガポール
St.Joseph’s Institution

中国

タイバンコク・クリスチャン・カレッジ

 　［ケベック州］
   コレージュ・サンタンヌ・ド・ラシーヌ

ロシア

カナダ

カナダ
［ブリティッシュ・コロンビア州］
マウント・ダグラス・セカンダリー・

スクール

インドネシアSMAドゥイワーナ高等学校

国際外国語学校

フランス
ザ・マスターズ・
スクール

St.Joseph’s Institution

セネガル
クール・セイント・
マリー・ド・ハン

アルゼンチン
コレジオ・ワード

ベルギー
聖ウルスラ中学･高校

ノルウェー
オスロー・ハンデルスギムナジウム高校

フィンランド ラヤマキ中学･高校

  ［上海市］　旦大学附属中學

9

4

7 11
3

5

8
10

12

16

イギリス
インピントン・
ヴィレッジ・カレッジ

25

17 18

19

20

1

13
韓国

［台南市］長榮髙級中學
［台北市］康寧大学

西省］長治市第二中學

ブランシュ・ドゥ・
カスティーユ

22

台湾

2 ブイ・ティ・シャン・ハイスクール

ター・クアン・ビュー・ハイスクールター・クアン・ビュー・ハイスクール

ベトナム

ベトナム

14

デイビッドソン・ハイスクール
オーストラリア
デイビッドソン・ハイスクール
オーストラリア
デイビッドソン・ハイスクール
オーストラリア

15

6

［安山市］
安山江西高等学校
［安山市］
安山江西高等学校

23 ター・クアン・ビュー・ハイスクール

［山西省］長治市第二中學

21

オーストラリア
シーフォード・セカンダリー・カレッジ／2019年訪問

24

盛岡中央附属中学校高等学校
CHUOの最新情報はホームページから

盛岡中央高校附属中学校 検　索

盛岡中央附属中学校高等学校 〈入試広報課〉

〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ 4-26-8　TEL.019-641-0505　FAX.019-641-5534

E-mail: info@chuo-jhs.jp

http://www.chuo-jhs.jp

→至宮古

音楽室音楽室音楽室 技術・美術室技術・美術室技術・美術室

Morioka Chuo Junior High School 2021

新理科室新理科室新理科室

ロビーロビーロビー

図書室（学習室）図書室（学習室）図書室（学習室）

［全館 冷暖房完備］
Facilities

世界5大陸 20の国と地域･25校の姉妹校ネットワーク …高校 …高校・中学校

ロシア 　　　 フィンランド
タイ 　　　 シンガポール
フランス 　　   マレーシア 他

附属中学校の姉妹校
20
7
12

22
4

18

主な駅から厨川駅までの所要時間
［分／乗り継ぎ時間も含みます］

■IGR厨川駅西口から徒歩10分
60

17

23

59

56

31

87

83

3173

111

71

37 24
7

好摩
大更

松尾八幡平
二戸

山岸

新花巻

水沢江刺

矢巾

水沢

一関

花巻
北上江釣子

雫石
盛岡 山田線

至秋田←

秋田新幹線

田沢湖線

北上線

花輪線

釜石線

Ｉ
Ｇ
Ｒ
い
わ
て
銀
河
鉄
道

Information Access

※予約が必要です。
　詳細は学校HPでご確認下さい。
　上記日程以外でもご相談に応じますので、
お気軽にご連絡下さい。

盛岡中央高等学校附属中学校では、教育内容・教育環境をより
深くご理解いただくために、学校説明会を実施しています。
どうぞ、この機会に学校へお越しください。

7/18
6/27土

土

土

9：00～　【体験授業】
10/10 11

9/5

土

対象 受験生 ·保護者 会場 附属中学校 校舎

内容 ・校長挨拶 ・学校説明 ・資料配付 ・施設見学 ・個別相談など

厨川

日

11/7  8土 日
9：00～　【入試説明会】

9：00～　【入試説明会】

9：00～　【体験授業・その他】

9：00～　【入試説明会】

至
仙
台

←

東
北
新
幹
線

東
北
本
線

→至
青
森

東
北
新
幹
線

盛岡中央高等学校附属中学校までの
アクセス

サイエンスオープンスクール

困難な時、
君の未来にエール
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