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学校見学にあわせて出かけよう！

三重の観光スポット

　伊勢神宮
日本人のこころのふるさと「伊
勢神宮」。天照大御神を御祭神
とする日本で最高位の神社。

　ナガシマスパーランド
子どもから大人まで楽しめる、
日本最多のジェットコースター
数を誇る遊園地。温泉施設やア
ウトレットモールも隣接。

　鈴鹿サーキット
国際レーシングコースをはじめ、
遊園地・ホテル・レストランなど
が揃うテーマパーク。

　伊賀上野・忍者
伊賀上野城の城下町であり、伊
賀流忍者発祥の地。歴史的町並
みや武家屋敷が今も残る。
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　青山高原
室生赤目青山国定公園の中心に
ある高原。山頂からは絶景が広
がり、四季の花々も楽しめる。
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　榊原温泉
古くから湯治場として親しまれ、
肌当たりの柔らかな湯は「美肌
の湯」としても知られる。
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公共交通機関でお越しの場合 自家用車でお越しの場合
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学校案内
全寮制・青山高等学校
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オンラインにも
対応しています
青山高等学校の見学・相談や入試は
オンラインでも開催しています。
くわしくは青山高等学校ホームページ
をご覧ください。
※�受験希望者は、保護者同伴で必ずオープン
キャンパスに参加してください。

個別相談

電話 / WEB

オープン
キャンパス

WEB会場

オープン
キャンパス

本校会場 本校会場

WEB会場

結果発表

入学試験

入学試験

青山高校に
興味があります



僕は、全日本カート選手権のレーサーとして活動して

います。小学生からレースを始めて、現在は全日本トッ

プクラスの「OK クラス」というカテゴリーで競ってい

ます。青山高校に入学したのは、学校生活とレーサー

としての生活を両立するためです。学校にいる間は、

勉強や部活・寮生活に取り組み、週末のレーシング場

ではコンマ１秒を争っています。目標は、世界で戦え

るレーサーになることです。寮のみんなが応援してくれ

ているので心強いです。

青山高等学校は、学校×寮という 24 時間をフル活用

することで様々なことに挑戦し、これからの時代で輝く

人物を育てます。

学校×寮という全寮制教育の発祥は欧米にあり、

世界のリーダーはこの教育を受けています。学力だけ

でなく、人として成長しリーダーシップを身につけるこ

とが最適なシステムの全寮制教育だからです。自然豊

かな広大なキャンパスの中にある学校と寮。このキャ

ンパス全てが生徒にとっての居場所であり、活躍の場

です。

私は、中学校時代に不登校を経験し、毎日をダラダラ

と過ごしていました。そんな自分を変えたくて全寮制

の青山高校に入学しました。高校から始めたダンス

では、たくさんのステージで踊ることができています。

また、寮の運営や学校行事の実行委員会活動にも挑

戦して、リーダーも経験させてもらいました。勉強の

遅れもカバーして、大学受験も見えてきました。高校

に入学してからはとても忙しく充実した毎日を送れてい

ます。中学校の自分に「人は変われる」と教えてあげ

たいです。

私は、放送部の部長として学校行事での演出責任者

や、三重県津市のイベント司会などを経験することが

できました。もともと人前に出ることは苦手だったので、

最初にリーダーを任された時には、みんなの意見を

まとめることができずに悩み体調を崩したこともあり

ました。周りの友達や先輩、先生方に支えられて最

後までやり切ることができました。そんな経験を何度

も積むことで、自信がついてきました。将来は、デザ

イン関係のビジネスでプロデュースにチャレンジしたい

と思っています。

寮から世界へ
３年間の全寮制生活が
あなたを成長させる

あたらしい自分が見つかった 将来はビジネスリーダーに

在校生
VOICE

在校生
VOICE

校長
VOICE

在校生
VOICE

青 山 高 校 っ て こ ん な と こ ろ

瀬田彩乃（愛知県出身）

樋江井琉翔（愛知県出身）

杉田真唯（石川県出身）

岡島義信（学校長）
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学校×寮＝
学力が伸びる

チューター制度
チューターと呼ばれる教員が、生徒一人ひと

りの学習進度を把握して丁寧な指導を行って

いきます。授業担当や担任も兼ねており、先

生も学校と寮でリンクをしているので、飛躍

的な成績アップを実現しています。 14.9UP!
１年生時 2年生時 3年生時

40.4

50.1
55.3

特進コースの英語偏差値推移
（コース生徒平均）

寮学校

主要大学合格実績（過去3年間）学校と寮の学習リンク

国公立大学	 三重大学� 千葉大学� 信州大学� 金沢大学� 香川大学� 高知大学� 滋賀県立大学
� 都留文科大学� 下関市立大学� 長野県立大学

	私	立	大	学	 早稲田大学� 上智大学� 立教大学� 同志社大学� 関西学院大学� 立命館大学� 近畿大学
� 京都産業大学� 愛知大学� 愛知学院大学� 愛知工業大学� 愛知淑徳大学� 亜細亜大学� 大阪電気通信大学
� 大阪芸術大学� 大妻女子大学� 金沢工業大学� 皇學館大学� 神戸学院大学� 実践女子大学� 聖隷クリストファー大学��
� 専修大学� 玉川大学� 中京大学� 東海大学� 東京農業大学� 常葉大学� 豊田工業大学� �
� 名古屋外国語大学� 奈良女子大学� 二松學舍大学� 日本体育大学� 日本女子大学� 佛教大学� 名城大学　など

	準　大　学	 防衛大学校

特進Sコース 特進コース 進学コース
国公立大学を目指すコース。ゼミ

や個別指導を含めて学習指導して

いきます。将来、グローバルな舞

台で活躍するために必要な英語力

を鍛えていきます。

早慶・関関同立などの難関大学

を目指すコース。ゼミや個別指

導を含めて学習指導していきま

す。早い時期から全国模試に挑

戦し、実力を養います。

幅広い大学入試のスタイルに対応し

たカリキュラムで、受験に必要な学

力を身につけるコース。小論文や面

接対策を行い、英検・漢検などの

資格試験にも力を入れています。

青山高等学校では、“やればできる ”という学習の自信をつけ

ることが大切であると考えています。中学校範囲の総復習から

スタートし、学習のつまずきをフォローします。そして、寮で

は自学自習の習慣付けと基本事項の定着を初期段階で行って

います。寮と学校がリンクしながら学習を行うことで、飛躍的

な成績アップを実現しています。

基礎の定着から難関大学まで
大学受験へ

検定に挑戦

学習習慣の定着

生活リズム

コース別授業
中学の範囲から学習をスタート。基礎

から発展的な内容まで、習熟度別で行

われます。�少人数制で効果的に進めま

す。また、進路希望や学力に応じてコー

スの移動が可能です。

夜間ゼミ／自習
寮では、毎日の学習時間が設定されて

います。最初は、夜間ゼミでみんなと

一緒に勉強する習慣を身につけていき

ます。翌日の授業の宿題やデイリー

テストの学習なども行います。

デイリーテスト
英単語や英文法など、毎日の積み重ね

が必要なものはデイリーテストで習得

していきます。前日の夜に寮で学習し

たものが出題されますので、確実に身

につけていくことができます。

3 AOYAMA  HIGH  SCHOOL 4AOYAMA  HIGH  SCHOOL



グローバルリーダーを
育てる多彩な活動

企画・活動・評価サイクルで、
最後までやり抜く経験を
目標を立てて最後までやり抜く力を身につけます。

計画を立てて効率的に進めながら、突然の計画変更

にも柔軟に対応する力をつけることができます。

また、定期的に振り返りをすることで目標を再確認

し、自らの成長に活かします。

学校
活動

報告
評価

アメリカの寮制高校（通称：boarding school）の多彩なプログラムを取り入れた活動が、「AOYAMA BOARDING CLASS」

です。毎週２回午後の時間帯を中心に、異なる７つの分野で、企画・活動・報告のサイクルにチャレンジします。

そして、この活動の根幹となる考え方が「The Leader in Me」です。一人ひとりが主体性を発揮してチームを導いてゴー

ルに向かっていきます。これらの活動を通して、リーダーに必要な「外向き志向」「コミュニケーション力」「企画遂行力」

を身につけます。

The Leader in Me 〜リーダーはあなたの中に〜

外向き志向
多様性を受け入れ、他者を理解しよう

とすることです。日本全国から生徒が

入学して生活する青山高校だからこそ

大切なことです。

コミュニケーション力
寮生活を通じて最も身につく力です。

チームで活動することで、自分の意見

を伝えることを覚えます。人見知りの

生徒でもコミュニケーション力はアッ

プします。

問題解決力
チームで企画を進めていく中で発生す

る課題を発見し、解決していきます。

表面的に対応するのではなく、問題の

本質を捉えて論理的に思考する習慣を

つけます。トラブルが起きても諦めな

いメンタルを育てます。

挑戦する７つのフィールド

青山高校で身につく３つの力 Global（国際）

Sports（運動） Activity（専門活動） Service（奉仕） Seminar（ゼミ）

Leadership（リーダー研修） Career（キャリア）
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サッカー部は部員15 名、選手権

大会ベスト８入りを目標に活動し

ています。部活内での雰囲気は

明るく先生と生徒が仲良く楽しく

やっています。サッカー部は体を

動かすことが好きな人、スポーツ

をやってみたい人、サッカーに興味

がある人など幅広く募集してい

ます。初心者の人も大歓迎です。

和太鼓部は「一音入魂」をモッ

トーに活動しています。学校行事

だけでなく、地域のイベントで

も発表をしています。専用の練習

場もあり、青山高原の広いキャ

ンパスで思いっきり太鼓を叩く

ことができます。

令和２年度　近畿総合文化祭
奨励賞

吹奏楽部は部員14 名で仲良く活動してい

ます。基礎から丁寧に学んでいけるので、

みんないつの間にか楽器を演奏できるよう

になっています。今年度からマーチングに

も取り組み始め、活動の幅を広げていこう

と頑張っています。学校行事やコンクール

を中心にお客様に楽しんでいただける演奏

を目指して日々活動中です。

サイエンス部はロボット部門、アプリ・プログ

ラミング部門、3Dプリンター部門、航空部門に

分かれています。部員は 35 名、「将来、役に立

つ技術を身につけ社会に貢献する」をモットー

に活動をしています。アプリ・プログラミング

部門では外部講師を招いて、未経験者コースと

経験者コースに分かれて講義を行っています。
2019 年度　EU ロボコン参加 
2019 年度　WRO 出場
2020 年度　U-22 プログラミングコンテスト出場

クラブ活動以外に、同好会としてのサークル活動をすることもできます。気の合う仲間を集めて新しいサークルを作ることもできます。

「勝つ」「楽しむ」の両立を目標に、

個人・チームのスキルアップに励

んでいます。プロ選手を招いての

指導や練習試合などアクティブな

活動が魅力です。

平日は基礎練習やトレーニングを中心に取り組み、日曜日は練習試

合を行っています。今は夏の大会に向けて追い込みをかけており、

ベスト 8を目指して日々活動しています。指導者 2名体制で、個々

の課題に応じたトレーニングに取り組むため、全員が上手くなるこ

とができます。室内練習場、トレーニング器具、測定機器は県内有

数の充実度です。

放送部は部員12名、YouTubeでのラジオ

番組配信や学校行事で映画を上映する

など作品づくりに力を入れています。また、

放送部の技術を活かして学校行事での

映像・音響演出や地域のイベントのお手

伝いもしています。

令和２年度
全国高等学校ダンス選手権
HIPHOP 部門　全国大会出場

第 62 回　NHK 杯全国高校放送コンテスト
（ラジオドラマ部門）　優勝
第 66 回　NHK 杯全国高校放送コンテスト

（テレビドキュメント部門）　３位

令和元年度　三重県吹奏楽コンクール　優勝
令和 2 年度　中部日本個人・重奏コンテスト
三重県大会　銀賞

ダンス部は部員20 名、体育館などで練習をし

ています。ほとんどの部員が高校からダンスを

始めた初心者ですが、基礎から練習を始めて

学校の行事などで舞台発表をしています。

また、ダンスの大会に参加して良い成績を取れ

るように日々真剣に頑張っています。

青山高校　クラブ 検索

サークル活動　	国際交流、演劇、軽音楽、ミュージックアカデミー、フラワーアレンジメント、
バレーボール、茶道、囲碁将棋、写真、ドローン、ホビー　など

青山高等学校には、東京ドーム 16 個分の広いキャンパスに 20 種類

の部活動があります。それぞれ専用の練習施設があり、放課後の時

間帯に全生徒が活動をしています。

フラワーアレンジメント 茶道 軽音楽

バスケットボール部

ダンス部

硬式野球部

放送部

和太鼓部
吹奏楽部

サイエンス部

テニス部

サッカー部

テニス部は総勢14名、体育館

の向かいにあるテニスコートで

活動しています。軟式と硬式に

わかれていますが、部員のほと

んどが初心者なので基本的なこ

とから練習しています。興味の

ある人や体を動かすことが好き

な人はぜひ見学に来てください。

運動系クラブ　	ゴルフ、サッカー、テニス（硬式 / 軟式）、剣道、柔道、硬式野球、卓球、
バスケットボール、自転車競技、弓道、陸上、ダンス

文科系クラブ　美術、放送、和太鼓、吹奏楽、まんが、サイエンス、合唱、書道
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生徒主催行事 ルーキーステージ
歓迎イベント 青山祭 サマーフェスタ クラスマッチ 楓フェスティバル クリスマス会

スポーツ大会 三送会 迎春祭

学校/学習行事 入学式　　　　　　　
遠足

中間考査
進路ガイダンス

英語検定
大学見学ツアー

期末考査
漢字検定
数学検定

夏休み
中間考査
英語検定・漢字検定
文書検定

進路ガイダンス 期末考査
数学検定

卒業考査
英語検定・漢字検定

卒業式
学年末考査
進路ガイダンス

研修行事 リーダー研修 キャリア研修 プレゼン研修 校外リーダー研修 キャリア研修 リーダー研修 リーダー研修 リーダー研修 海外研修旅行

青山高校　イベント 検索

学校行事は青山高校の集大成
青山高等学校では、文化祭・ディベート大会・クリスマス会などの学校行事が生徒によって企画

運営されています。企画や進行、裏方、演出などの各部署リーダーや全体を取り仕切る実行委員

長を経験することで、コミュニケーション能力や、「みんなのために」という視点、リーダーに

必要な要素を学ぶことができます。

テーマや
内容を考える

企 画

先生・会場スタッフと
打ち合わせ

打ち合わせ

お客様を入れて
当日

本 番

何度も入念に

リハーサル

看板作成や
プログラム準備

準 備

新入生スピーチコンテスト

楓フェスティバル

青山祭

クリスマス会

サマーフェスティバル

海外研修旅行

入学してすぐのルーキーステージで開催されま

す。新入生全員が作文を書き、その中から代表

生徒が全校生徒の前で発表します。

青山高校では学期に1回、年に 3回の文化祭

が開催されます。約100 名の生徒が実行委員と

して係を分担、連携、協力しながら成功を目指

して取り組みます。

いわゆる高校の文化祭スタイルの行事です。

クラス展示や模擬展、ミニステージの発表など

学校全体がお祭りムードになります。

寮対抗のスポーツ大会やクイズ大会、アカペラ

コンテストなど盛り沢山の企画で楽しみます。�

夜はクリスマスディナーをいただきます。

浴衣を着て、縁日や野外ステージを楽しみます。

フィナーレでは、地元の花火師さんと企画・演

出を考えた大花火が広いキャンパスに打ち上が

ります。

2年時にはオーストラリアでの語学研修が行わ

れます。ホームステイをしながら現地の語学学

校に通います。

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3April OctoberMay NovemberJune DecemberJuly JanuaryAugust FebruarySeptember March
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11 :00

1 :00

2 :00

3 :00 4 :00

5 :00

クラブ
活動

夕食

就寝

授業

授業

（休日は寮で
　　過ごします）

入浴

自習

9:10

12:50
13:25

15:30

18:00

19:30

22:00

21:00

23:00

6:40

8:00
起床

昼食

登校・朝食

自由時間

青山高等学校の寮生活  〜寮は第２の学校、生活から学ぶ〜

規則正しい青山高等学校の寮生活で身につく力は３つあります。１つめが「主体性」です。自分のことは自分でするという習慣が身

につきます。２つめが「コミュニケーション」です。集団生活を経験すると人の話を聴き、自分の思いや考えを伝える力が自然に身

につきます。そして３つめが「学習習慣」です。全て生活しながら学んでいくので自然と身につけることができます。

みんなと一緒に起きるから
朝が弱くても大丈夫。

1日６限の授業です
放課後はクラブ活動へ

寮に帰ったら
自習＆ゼミ

休日は寮でサ
ーク

ル
活

動
！

行ってきまーす

ZZZZ…

自

由
時間が

一
番楽しい！

※時間帯は一例です。寮や季節によって変わります。

寮室

青山高校　寮生活 検索

イス

ベッド 机

寮室 多目的室

自販機コーナー PCルーム図書コーナー

ブースタイプの寮室

寮外観
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安心 · 安全のサポート体制

昼
夕
夜

担 任
クラブ
顧 問

ハウス
マスター

チューター
副担任

ご家庭

ブラザーシステムとは、英国・イートン校でも採用されている教育手

法で、先輩生徒が新入生の世話役として、勉強や生活のことなどを教

えて手助けをします。先輩生徒は入学した時の不安も経験しているの

で、しっかりとサポートしてくれるので安心です。

また、１年後には後輩の面倒をみる番になるため、先輩としての自覚

が生まれ、成長にもつながります。

生徒が安心して寮生活が送れるよう、青山高等学校では寮と

学校で連携し合い、1人の生徒を 5人以上の教員が担当して

います。生徒の様子を毎朝の教職員ミーティングで確認し、

報告し合っています。

洗濯や、日常のサポートは寮母さんも行ってくれます。衣類の管理か

らちょっとした悩み相談まで、生徒のお母さん代わりとしてそっと寄

り添ってくれています。

栄養満点で美味しい！毎日の食事

１人の生徒に５人の先生

優しく見守ってくれる寮母さんがいます

勉強や生活面は同室の先輩がサポート！

寒い冬にはあった
かい “ひとり鍋 ”

副菜にはたっぷりの “旬の野菜 ”も

ハンバーグは愛情を込めて
一つずつ手作りしています

生徒の人気No.1
メニューは“から揚げ”

毎日の食事は学校の食堂で。栄養士が考えたバランスの良い献立です。

制 服 も 楽 し み た い ！

ネクタイとリボンは
その日の気分に合わ
せて付け替え OK!

チェックのプリーツスカートは
色・柄ちがいの 2 種類

全寮制　青山高校 検索保護者の皆さんからの よくあるご質問
Q.子どもと家庭間の連絡は？
A. 制定品の iPhone を利用します。メールや電話などで自由に

連絡を取ってください。ただし、寮の自習時間中は電源を切
るように指導しております。その際の緊急連絡は学校までご
連絡ください。

Q.いつ家に帰れるの？
A. 青山高等学校では、毎月1 回希望帰省があります。例年、年間

で 100 日程度帰省があり、家族とのコミュニケーションや、気
持ちのリフレッシュに役立っています。

Q.突然、病気になったら？
A. 最寄の提携病院へ通院します。風邪や発熱などの症状が軽い

場合は、寮で就寝して対応します。授業時間中の生徒対応や
食事の用意などは、寮母さんが行います。

Q.事前に学校を見学したいのですが？
A. 6 月から定期的にオープンキャンパスを実施しています。施設

見学や入試説明など、本校のことを総合的に知っていただくこ
とができます。お気軽にご参加ください。参加にはお申し込み
が必要となりますので、FAX、ホームページからお申し込みく
ださい。
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