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クラス全員が高い目標を掲げながら、主体的な学習に取り組むのが特長で、
学習を中心として何事も自ら企画し、

工夫する、創造力に満ちた高校生活を実践していきます。
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上を向いていこう。
小学校・中学校、そして高校へ進むあなたは、まだまだ成長途中です。

ますます多様化する社会の中で、あなたはどのような存在を目指せばいいか

まだ決められないかもしれません。

「人生開拓」の教育理念をかかげ、

自らの人生を自らの手で開拓できるような

学び舎を目指しています。
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学校生活に目的を持って取り組むことが
未来のあなたを輝かせます。

勉学に部活動に、そして学校行事に、仲間と一緒に真剣に取り組む。
今やっていることが、きっと未来につながっていきます。

スマートフォン無料アプリをダウンロード!!
左記のQRコードまたは、App Store・Google Playから「COCOAR2」を
ダウンロードしてください。
ダウンロードされたパンダマークのアプリをタップしてください。アプ
リが起動すると登録画面になりますので、登録を行ってください。登録
をしておくと「プッシュ通知」から定期的に新作などのお知らせが通知されます。
パンフレット内の【 】マークがついた写真にスマートフォンまたはタブレットをかざ
すと動画再生が楽しめます。
※歩きスマホや、ながらスマホは危険です。絶対にやめよう!
動作環境　iOS 9.0以降。iPhone、iPad、iPod touch、および Android 要件4.0 以上に対応。　

ARアプリのダウンロード方法
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スマートフォン・
タブレットで
動画が楽しめる!!

マークが付いている写真に、スマー
フォン・タブレットをかざすと動画が
見られます。
※ 音楽が流れますので、音量にはご注意ください。
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進学コース
▶ 詳細は6・7ページ

普通コース
▶ 詳細は8・9ページ

一人ひとりの未来を切り拓く
個性的な2つのコース

国公立・上位・中堅大学と
系列の拓殖大学進学をめざす
進学希望者向けコース

大学・専門学校への進学、
公務員を含めた就職など
幅広く選択できるコース

進学コースの特色
● 代々木ゼミナールの授業を週１回ずつ実施
　 通常の授業時間内でテキスト代のみで受講できる。

● 長期休業中の夏期ゼミの開講。

● 宿泊学習も夏期、冬期に計画。

普通コースの特色
● 基礎学力を充実させ、進路決定を後押し。

● 資格取得をサポート。

● 自分に合った進路選択。

● きめ細かい就職サポート。

◎基礎学習
1年次は共通カリキュラム。中学までに学んできた基礎科目の見直
し、習得を確立するために模擬試験も実施。２年次から文理の科
目選択に対応できるカリキュラムに移行。得意科目のさらなる強化
と苦手科目の克服を図ります。

◎入試を見据えて
通常の授業を、英語・数学・国語(現代文)の３教科に限って代ゼミ
の人気講師による特別授業に換えることが可能。1年次から実施し
ますが、2年次、3年次からの受講も可能。また、面接試験を見据え
た二者・三者面談の指導も重要と捉えています。

◎進路指導
各大学の情報収集、自分に合った学校の見極め。それを明確にする
ための指導も多彩。模擬授業やキャンパス見学、面接を見据えた
個別の進路ガイダンスなど。授業では異なる様々な体験によって目
標は具体的になっていきます。

▼
▼

◎基礎学習
3年間を通した一貫カリキュラム。中学までに学んできた基礎科目すべ
ての教科を、完全に理解できるまで教科担当がしっかりサポート。2
年次以降は進学を見据えた科目に加え、実務的な教科も加わります。

◎実務教育
進学や就職活動を有利にする教科の充実。漢検・英検や数検をは
じめ、現代社会で求められる社会常識、文書処理、簿記やパソコン
など様々な資格取得に繋がるカリキュラム編成。また、近年重要視
されている初対面でのコミュニケーション力を高める面談にも力を
入れています。

◎進路指導
専門学校の体験学習や卒業生の体験談・アドバイスを聞ける機会
を設け、より具体的な将来像を自らで描けるようにサポート。適性
を尊重し、希望に添った職に就けるよう、具体的な求人票を参考に
しながら職場見学なども実施します。

学業に、スポーツに、誠心誠意打ち込める高校時代。
拓殖大学紅陵高等学校では、入学時より選択できる2つのコースが用意されています。

主な進学先
明治大学／青山学院大学／立教
大学／法政大学／日本大学／東
洋大学／駒澤大学／専修大学／
國學院大学／大東文化大学／東
海大学／帝京大学／国士舘大学
／東邦大学／武蔵野大学／東京
家政大学／桜美林大学／埼玉医
科大学／他多数

▶ 詳細は11・12ページ

主な進学先
4年制大学／短期大学／専門学校

主な進路先
AGC／出光プランテック千葉／カ
インズ／勝浦ホテル三日月／京浜急
行電鉄／JFEスチール／日本製鉄
／千葉製粉／トヨタカローラ千葉／
ダウ・東レ／高田工業所／日鉄物流
／日鉄機能材製造／日鉄テックス
エンジ／日本板硝子ビルディング／
日本空港サービス／東日本旅客鉄
道／古河電気工業／メガテック／安
房広域消防／木更津市職員／警視
庁／千葉県警察／自衛官／他

▶ 詳細は11・12ページ

94.5%

75.4%

現役合格

75.4%

他大学・短期大学
進学

75.4%34名

拓殖大学への
優先入学
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進学コース カリキュラム（2020年実施）
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（　）は、いずれかを選択。※＝物理基礎演習・生物基礎演習の内いずれか選択

国語演習Ⅲ
）3（ Ⅱ習演会社

数学ⅠA

英語演習
）3（ Ⅰ習演会社

簿記

世界史演習
日本史演習
地理演習　  （3）
政治経済

進学コース

代々木ゼミナールの授業を取り入れ、
4年制大学と系列の拓殖大学への現役合格をめざします
通常授業時間内で代々木ゼミナールの授業をテキスト代のみで受講ができます。
様々な分野の大学進学に向けた学習環境を考え、
2年次より文理どちらの科目選択にも対応できるカリキュラムを設定。
より難易度の高い大学への現役合格をめざします。

進学コース

Teacher's Voice Student's Voice

＼生徒一人ひとりにあった進路を指導していきます／ ＼周囲のおかげで、楽しく笑顔で過ごせています／
進学コースでは1年次から進路ガイダンスや面談を通して将来のことを考えていく場を設け、教員がサポート
をしながら生徒一人ひとりにあった進路の指導をしていきます。また、系列校の拓殖大学をはじめ、様々な大
学への進学を目指しそれぞれの進路にあった科目を選択することが可能です。英語科ではグローバル化が進
む現代に対応できるように、中学校で学んだことの定着を図り、実践的な英語力へとつなげていきます。
高校3年間はとても大切な時期です。みなさんの3年間が素晴らしいものになるように教員一同、全力でサポート
をしていきます。拓大紅陵高校で充実した3年間を共に過ごしましょう。

拓大紅陵高校に入学して感じたことは、校則をしっかり守ることはもちろんのこと、挨拶をきちんとするなど、
当たり前のことがちゃんとできる生徒が多くて規律が正しい印象を受けました。また、部活をやるにも、勉強
をやるにも設備が充実しているので、不自由なことは一切ありません。先生方も丁寧に細かいところもまで
指導してくださいますし、毎日、笑顔で楽しく学校生活を過ごせています。私の在籍している進学コースでは、
大学進学に向けて勉強を頑張っている生徒が周囲に多く、私も励みになっています。自分の夢や目標に向
かってこれからも楽しく過ごしていきたいです。

英語科／天野由平先生 進学コース／高梨彩華さん（富津市立富津中学校出身）

代々木ゼミナールの人気講師による英語・数学・
国語（現代文）の各教科の授業を週１回ずつ実
施。通常の授業時間内でテキスト代のみで受講
できるため、予備校へ通う時間、経費等の負担を
軽減できます。また、長期休業中の学力維持・向
上に役立つ夏期ゼミの開講、さらに集中力を養
う宿泊学習も夏期、冬期に計画。１年次から受講
か、２年次以降にするか、ゼミか合宿にするか、ま
た、教員による個別指導を放課後に受けることも
でき、いずれも希望者が対象です。

代ゼミの講師陣による直接指導も
放課後の個別指導もすべて希望次第

得意科目の強化・弱点の克服を
図るための充実したカリキュラム

大学見学や進路ガイダンスなど
多彩で充実した進路指導行事

多様化している大学入試に向け学力を養うこと
ができるカリキュラムに加え、部活動と両立しな
がら1年次の基礎的な学習から3年次の受験に
即した学習まで徐々に向上していくことで、進路
を実現するための力を身に付けます。1年次より
模擬試験を実施、生徒一人ひとりの学力を担任
と進学指導部が把握し、データをもとに分析、各
自の状況に合った最適な学習方法をアドバイス
します。また、各種入試に必要な面接・小論文など
様々な面に対する指導にも力を入れています。

自分に合ったより良い進路を選択する上で欠か
せないのは、各学校の多様化・複雑化した情報を
しっかりと収集し、吟味することです。その一つ
の機会として、専門の講師による模擬授業や各
校の担当者との面談機会を設けた進路ガイダン
ス、また実際のキャンパスや仕事場を訪問する大
学見学会・企業見学会などを実施しています。進
路を検討するための様々な情報を提供し、選択
の幅を広げることで具体的な目標を持たせ、実
現への意欲を高めています。

POINTPOINT 1 POINTPOINT 2 POINTPOINT 3

宿泊学習

進学年間スケジュール

▼卒業式3月

▼一般選抜2月

▼大学入学共通テスト1月

▼拓殖大学合格発表（予定）

▼宿泊学習（希望者）
12月

▼宿泊学習（希望者）12月

▼面接指導　 ▼進学選抜試験

▼指定校・拓大校内選考

▼総合型選抜出願（各校）

9月

▼進路ガイダンス　 ▼面接指導

▼進学選抜試験
6月

▼夏期ゼミ（希望者）　 ▼三者面談②7月

▼宿泊学習（希望者）8月

▼大学見学会（拓大・他大）

▼三者面談①
5月

▼模擬試験　 ▼三者面談2月

▼模擬試験　 ▼進学選抜試験4月

▼進路ガイダンス　 ▼模擬試験11月

▼面接指導

▼学校推薦型選抜出願（各校）
10月

2年次

3年次
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普通コース カリキュラム（2020年実施）

コミュニケーション
英語Ⅱ
3

（　）は、いずれかを選択

普通コース

あらゆる分野のスペシャリストをめざして
各種資格取得など実務教育を推進
スペシャリストとして活躍する生徒のために用意されたコースです。
公務員試験の準備として公務員模試、対策講座を実施。
漢検・英検や数検をはじめ、簿記、情報処理などの実務的な教科にも力を入れ、将来に役立つ資格の取得をサポート。
進学や就職活動を有利なものにしていき、活躍の場が広がっていきます。

普通コース

Teacher's Voice Student's Voice

＼自分の未来像や目標を見つけ出し、希望の人生へ／ ＼文武両道にとても良い学校だと実感しています／
普通コースは、社会で活躍する人材育成のため、進学や就職で必要な基礎学力を向上させ充実した進路へ
のサポートを行います。進学はもちろん就職に有利な英検、数検や簿記など卒業後すぐに社会で活躍するた
めの資格取得や技能取得ができるカリキュラム編成が普通コースの特徴です。様々な学習を理解する喜び
を知り、学ぶことの楽しさを身に付けられるサポートをしています。また社会人としてのマナーや立ち振舞いな
ど、生徒一人ひとりの将来を考え細やかな指導を行なっています。わたしたちは、拓大紅陵高校で知性を磨
き、自分の未来像や目標を見つけ出して、希望の人生を切り拓くみなさんを全力で応援します。

拓大紅陵高校で、ずっと続けてきたサッカーをこれからもやりたくて受験することを決めました。普通コース
は、教科書の内容をベースに基礎学力の定着をめざすとともに、将来、社会に出てから役立つことを学べ、
実践力を養うことができます。学校全体の印象としては、生徒全員、挨拶がとてもしっかりしていて、明るく、活
気に満ちています。また、一生懸命な生徒が多く、勉強にも部活動にも行事にも前向きで真剣に取り組んで
います。先生や先輩方も全力でサポートしてくれるので、楽しく安心して学校生活を送れています。文武両道
にとても良い学校だと実感しています。

社会科／岡本奈菜先生 普通コース／長島　匠さん（袖ヶ浦市立平川中学校出身）

進学や就職で必要な基礎学力
を身に付けていくため、丁寧で
わかりやすい授業を展開。いか
なる疑問点にも教科担当が理
解できるまでバックアップして
いき次のステップへ進んでい
きます。自分自身の向上が確
認できます。

基礎学力を充実させ、
進路決定を後押し

POINTPOINT 1

簿記や電卓検定、パソコン、社
会常識、文書処理、IT活用検定
など、就職活動で有利になる
資格取得を目指し、社会から必
要とされる人材の育成に取り
組みます。受験にあたっては、
教科担当が細かな部分まで指
導、資格取得の合格率アップに
もつながります。

資格取得を
サポート

POINTPOINT 2

進路ガイダンスを行い、各種の
専門学校を招いて体験学習を
したり、卒業生の話を直接聞く
などして、将来を考えるうえで
あらゆる可能性を確認しなが
ら進路を選択しています。クラ
スにおいても担任との面談や
ホームルームを利用して自分
に合った進路の選択を一緒に
考えていきます。

自分に合った
進路選択

POINTPOINT 3

生徒一人ひとりが適職につけ
るように事業所からの求人票
を参考に、生徒の希望や適性
を尊重しながら個人面談を実
施し、きめ細かい指導を行い
ます。地元の事業所数社に分
かれて職場見学を実施、最終
的には本人の希望にあった仕
事に就職できるよう全力でサ
ポートをしていきます。

きめ細かい
就職サポート

POINTPOINT 4

進路ガイダンス

企業見学会

進路年間スケジュール

▼卒業式3月

▼公務員試験合格発表12月

▼三者面談　 ▼公務員模試2月

▼面接指導　 ▼入社試験

▼公務員試験（一次）
9月

▼進路ガイダンス　 ▼面接指導

▼就職選抜試験
6月

▼求人票受付開始　 ▼三者面談②

▼校内選考
7月

▼企業見学　 ▼履歴書作成指導8月

▼企業見学会　 ▼三者面談①5月

▼適性検査　 ▼公務員模試4月

▼進路ガイダンス　 ▼公務員模試11月

▼面接指導　 ▼公務員試験（二次）10月

2年次

3年次
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サポート体制 進路状況

進路指導

サポート体制 進路状況

進路指導

将来の進路に向けた様々なバックアップサポート

夢をかたちにするための確かな進路指導

志望大学への現役合格を目指す特別学習指導を実施、代々木ゼミナールとの提携
大学進学希望者に対して、どんな入試に対しても対応できる学力を身に付けるための充実したカリ
キュラムを用意し、また希望者に対して代々木ゼミナールの授業受講が可能です。長期休業中には
応用力を深める学習に取り組める「特別講習」を開講しています。志望分野に応じた文系・理系の選
択授業による的確な指導は、現役合格への道をより確かなものにします。

学業特別奨学生制度・スポーツ特別奨学生制度
本校では、入学試験の結果、成績優秀な受験生に対して、入学金など３年間の授業料を免除する制
度があります。また、スポーツでは、県大会などで好成績をおさめた生徒、または特に優れた運動能
力を備えた生徒で、本校を第一志望とし、中学校長の推薦のある受験生（単願のみ）に対して、入学
金と3年間の授業料を免除する制度を用意しています。万一、入学後に事故などによってスポーツが
できなくなった場合にも、授業料の免除は継続されます。
※野球部における特待生条件。
・人数は5名以内とする。
・中学校校長の推薦があり、技能優秀、学業が同学年の一般生徒と同じ水準であること。
・生活態度に関して他の生徒の模範となっていること。　
以上の条件を満たしている生徒とする。

拓殖大学への優先入学制度を実施
各コースの進学希望者で、校内の推薦基
準を満たし、拓殖大学や拓殖大学北海道
短期大学への進学を希望する生徒には、
系列校としての優先入学制度を活用する
ことができます。毎年50名程度の生徒が
進学可能です。

学び直し・朝学習を実施
学習習慣を定着させながら、主要教科の
基礎学力を向上させる。また、授業に向か
う姿勢や学習意欲を向上させ、集中力を
養うことを目的としています。始業前の時
間を利用し独自に作成したプリント、副教
材を利用し朝学習を実施しています。

本校では、独自の進路指導プログラムを構築、熱意あふれる指導スタッフのきめ細かいサポートによって、
生徒一人ひとりの確実な進路と夢の実現に向けて全力で取り組みます。

Teachers' Voices

コミュニケーション能力を高めることを意識して欲しい
就職指導部主任　櫻井 一雄 先生
今年度は公務員試験において、12 名の合格者を出すことができました。例年よりも多くの生
徒が合格し、警察官、自衛官、消防、市役所職員など、幅広い分野において良い成果が得られ
ました。近年、生徒が第一志望の就職先に対して重視する傾向として、将来の安定性（給料や
福利厚生なども）もしっかり考える生徒が多くなりましたし、試験対策への勉強もよく励んで
います。ですが、社会に出てから重要視されるのはコミュニケーション能力と言えますので、
普段からの学校生活や担任との面談の中で、意識してもらいたいと考えています。

生徒一人ひとりが納得のいく結果が出る進路指導を図りたい
進学指導部主任　鈴木 康治 先生
将来、就きたい職業を見据えて、その実現のために必要な知識やスキルが身に付けられる大学
を生徒は求めているようです。そのために、私たちは、全体指導だけではなく、担任が中心と
なって生徒一人ひとりに個別指導を手厚く行い、私たちと生徒が共に将来の進路を共有し、納
得のいく結果が出せるように進路指導にあたっています。今年度も拓殖大学も含めて、多くの
大学や難関大学への合格の実績を出すことができましたので、引き続き、進路指導の充実を図っ
ていきたいです。

進学状況 ▼ 年々、着実に伸ばしている合格実績!!

個別相談、進路相談を通し
て、生徒一人ひとりの得意分
野を伸ばし、弱点を克服して、
入試に備えた学力を的確に
向上させることで、現役合格
率を高めています。

個々の進学希望に沿った、学
習指導と進学へ向けてのさ
まざまなバックアップ体制に
より、他大学への進学率も高
まっています。

校内の推薦基準を満たす生
徒に対して、拓殖大学／北海
道短期大学ヘの優先入学制
度があり、毎年50名程度進
学できます。

94.5%

75.4%

現役合格

75.4%

他大学・短期大学
進学

75.4%34名

拓殖大学への
優先入学

■ 2020年 他大学合格実績
明治大学／青山学院大学／立教大学／法政大学／日本大学／東洋大学／駒
澤大学／専修大学／國學院大学／大東文化大学／東海大学／帝京大学／国
士舘大学／東邦大学／武蔵野大学／東京家政大学／桜美林大学／埼玉医科
大学／他多数

■ 近年の他大学・短大合格実績 （2020年含む）
千葉大学／茨城大学／千葉県立保健医療大学／早稲田大学／明治大学／青
山学院大学／立教大学／法政大学／日本大学／東洋大学／駒澤大学／専修
大学／國學院大学／大東文化大学／東海大学／亜細亜大学／帝京大学／国
士舘大学／順天堂大学／東邦大学／獨協大学／杏林大学／神奈川大学／立
正大学／大正大学／東京理科大学／東京農業大学／二松學舍大学／大妻女
子大学／実践女子大学／神田外語大学／東京薬科大学／横浜薬科大学／日
本体育大学／中京大学／天理大学／立教女学院短期大学／青山学院女子短
期大学／共立女子短期大学／鶴見大学短期大学部／東京歯科大学短期大学
／国立清水海上技術短期大学校／他多数

2020年 卒業後の進路
その他
7.2%

専門学校
27.7%

就職
28.3%

大学
短期大学
36.8%

2020年 進学先構成
短期大学
5.8%

拓殖大学
24.6%

他大学
69.6%

君たちの力が、各企業の原動力となり、
将来を担う若人として、未来に繋がる人材となる。
若い力が必要な各企業から期待される人材となれるよう、有意義な学校
生活を贈り、しっかりと自己を見つめます。
また、これからの社会に対応できる人間形成を、常に心がけ考える力を養
います。
高校3年間で培った力を存分に発揮できるように、生徒一人ひとりのスキ
ルを高め、将来を担う若人として各分野のプロフェッショナルを目指し、
様々な状況の中でもプライドを持って働くことを意識します。

就職状況 ▼ 君たちの力が、未来の原動力に繋がる。

求人数1300件。就職を希望する生徒1人対13社の求人数がある。

2020年 卒業後の進路
その他
7.2%

専門学校
27.7%

就職
28.3%

大学
短期大学
36.8%

公務
11.0%

事務
10.0%

製造
34.0%

サービス
15.0%

販売
13.0%

運輸
16.0%

2020年 職種別推移

■ 2020年 就職実績
AGC／出光プランテック千葉／カインズ／勝浦ホテル三日月／京
浜急行電鉄／JFEスチール／日本製鉄／千葉製粉／トヨタカロー
ラ千葉／ダウ・東レ／高田工業所／日鉄物流／日鉄機能材製造／
日鉄テックスエンジ／日本板硝子ビルディング／日本空港サービ
ス／東日本旅客鉄道／古河電気工業／メガテック／安房広域消防
／木更津市職員／警視庁／千葉県警察／自衛官／他

■ 近年の就職実績 （2020年含む）
AGC／オリエンタルホテル／勝浦ホテル三日月／かずさアカデミ
ア／亀田総合病院／君津共同火力／君津住宅／君津市農業協同組
合／銀座アスター／黒崎播磨／京浜急行電鉄／京葉プランキング
工業／木更津ビューホテル／佐川急便／三陽商会／JFEスチール
／JALカーゴハンドリング／新浦安ホテルマネージメント／山九
／ジョイフル本田／住友化学／袖ヶ浦自動車教習所／高田工業所
／千葉製粉／千葉綜合警備保障／千葉日産自動車／千葉神社／東
邦化学工業／東京地下鉄／東京ガス／東京綜合警備保障／東京電
力／日本板硝子ビルディング／日本工業検査／日本製鉄／日本郵
便／はとバス／濱田重工／羽田空港サービス／日野自動車／ファ
イブ・フォックス／古河電気工業／三島光産／三菱製鋼／三井造
船特機エンジニアリング／木更津市職員／安房消防／君津市消防
／千葉県警察／自衛官／警視庁／他
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卒業生メッセージ大学合格実績・就職実績 卒業生メッセージ大学合格実績・就職実績
各方面で活躍している卒業生のみなさんからのメッセージ

一生大切になるたくさんの出会いがありました
拓大紅陵には、こういう大人になりたいと思える先生、嬉しい時も悲しい時も一緒に分かり合えるクラス
メイト、将来の自分につながる授業など、私にとって一生大切になるものにたくさん出会えました。行事、
部活、授業、すべてにおいて仲間と切磋琢磨できる環境がここにはありました。また、先生方の手厚いサポー
トも日々の学校生活から感じられとても良かったです。私は、女子バスケットボール部に所属していたの
ですが、練習のつらさや緊張、それを乗り越えた時の達成感は忘れることができません。チームで一つに
なって頑張り乗り越えて得られた仲間は最高の宝物です。拓大紅陵での3年間は本当に幸せでした。

土橋 波奈さん

黒崎播磨株式会社 君津事業部（君津市立八重原中学校出身）

苦手な英語を大好きに変えてくれた先生に感謝
拓大紅陵での3年間を振り返ってみると、部活も勉強もたくさんの良い思い出ばかりですが、一つあげると
すると、英語担当の先生が、私がいま通っている大学を志望したきっかけを作っていただき、中学の頃は苦
手意識のあった英語を大好きな教科へ変えてくださった恩人でもある先生です。本当に感謝しかありません。
現在通っている大学は外国人の先生もたくさんいらして、より多くの英語や外国文化に触れることができる
のですが、拓大紅陵入学当時は、まさか数年後にこんな外国語を学習している環境に身を置いているなん
て想像もしていませんでしたし、新しい発見をする機会を与えてくれた拓大紅陵で過ごした日々は宝物です。

鈴木 萌々春さん

神田外語大学 外国語学部英米語学科（木更津市立波岡中学校出身）

「拓大紅陵でよかった」と胸を張って言えます
3年間を拓大紅陵で過ごし、かけがえのない仲間たち、先生方に出会うことが出来ました。友人たちと過
ごした他愛もなく、とても貴重な時間は忘れられません。拓大紅陵には活発な生徒が多く、何事において
も高めあう環境があるのが非常に良いところです。また、生徒と先生の距離はとても近く、快適な学校生
活を過ごすことができました。そして、3年間を通じて、基本的なあいさつはもちろん、礼儀やマナーがしっ
かり身に付き、普段の生活でもしっかり役立っています。自分は「本当に拓大紅陵でよかった」と胸を張っ
て言うことができます。ここで出会った仲間たち、先生方とは一生の付き合いになりそうです。

仲本 雄市さん

日本製鉄株式会社 東日本製鉄所君津地区（君津市立君津中学校出身）

たくさんの先生のおかげで大学合格を実現できた
法政大学への進学は2年生の夏ごろから意識し始めましたが、受験をする決め手となったのは、勉強とゴ
ルフ（部活動）が両立できる環境が法政大学には整っていたことです。高校在学時もゴルフ部に所属して
おり、日々の練習や試合の時には、監督の先生に大変お世話になりました。受験の時期には、部活動の先
生だけではなく、進路指導の先生をはじめ、多くの先生方に、面接の練習を何回もしていただきました。
おかげで本番は緊張することなくスムーズに受け答えすることができました。親身あふれる指導をしてい
ただき、とても感謝しています。

勝俣 翔さん

法政大学 文学部心理学科（市原市立ちはら台南中学校出身） 大 学 生

大 学 生

社 会 人

社 会 人

大　学　名 学　部　学　科 出身中学校
拓殖大学 商学部経営学科 佐原

商学部経営学科 二宮
商学部経営学科 国分寺台
商学部経営学科 昭和
商学部経営学科 館山第三
商学部経営学科 八幡
商学部経営学科 昭和
商学部経営学科 有吉
商学部経営学科 轟町
商学部経営学科 轟町
商学部経営学科 ちはら台西
商学部経営学科 木更津第二
商学部国際ビジネス学科 市東
商学部国際ビジネス学科 国分寺台
商学部国際ビジネス学科 五井
商学部会計学科 五井
政経学部法律政治学科 松戸第二
政経学部法律政治学科 木更津第一
政経学部法律政治学科 蔵波
政経学部法律政治学科 坪井
政経学部法律政治学科 国分寺台西
政経学部経済学科 ちはら台南
政経学部経済学科 館山第二
政経学部経済学科 君津
政経学部経済学科 天羽
政経学部経済学科 波岡
政経学部経済学科 南部
政経学部経済学科 畑沢
政経学部経済学科 三和
政経学部経済学科 五井
政経学部経済学科 椿森
政経学部経済学科 ちはら台南
外国語学部英米語学科 昭和
外国語学部スペイン語学科 神奈川・田島
工学部情報工学科 根形
国際学部国際学科 木更津第二
国際学部国際学科 埼玉・大谷口
国際学部国際学科 富津

明治大学 法学部法律学科 埼玉・戸塚
法政大学 デザイン工学部建築学科 茨城・明野

文学部心理学科 ちはら台南
日本大学 理工学部機械工学科 君津

生産工学部数理情報工学科 木更津第二
生産工学部電気電子工学科 白子
生産工学部建築工学科 土気
生産工学部応用分子化学科 周西南
生産工学部土木工学科 小櫃

大　学　名 学　部　学　科 出身中学校
日本大学 生産工学部土木工学科 臼井南

法学部政治経済学科 山形・山形第六
国際関係学部国際総合政策学科 神奈川・海老名
商学部商業学科 山梨・市川
文理学部心理学科 兵庫・甲陵

駒澤大学 法学部政治学科 富津
グローバル・メディア・スタディーズ学部グローバル・メディア学科 小櫃
医療健康科学部診療放射線技術科学科 周南

明治学院大学 文学部芸術学科 兵庫・甲陵
国士舘大学 理工学部機械工学科 富来田

政経学部経済学科 東京・駒形
21世紀アジア学部21世紀アジア学科 木更津第二
体育学部武道学科 みつわ台
体育学部武道学科 房南
体育学部武道学科 鴨川

植草学園大学 発達教育学部発達支援教育学科 木更津第一
発達教育学部発達支援教育学科 富津
保健医療学部リハビリテーション学科 平川
保健医療学部リハビリテーション学科 波岡

江戸川大学 社会学部人間心理学科 小林
亀田医療大学 看護学部看護学科 木更津第二
神田外語大学 外国語学部英米語学科 波岡

外国語学部イベロアメリカ言語学科 富津
敬愛大学 経済学部経済学科 鴨川

経済学部経済学科 東京・府中第三
経済学部経営学科 八重原
国際学部こども教育学科 周西
国際学部こども教育学科 周西

国際武道大学 体育学部体育学科 太田
体育学部体育学科 鴨川
体育学部体育学科 翔凜

淑徳大学 看護栄養学部栄養学科 八重原
総合福祉学部実践心理学科 富津
総合福祉学部実践心理学科 富来田

城西国際大学 看護学部看護学科 姉崎
経営情報学部総合経営学科 富津
観光学部観光学科 清川

聖徳大学 看護学部看護学科 東京・足立第十二
清和大学 法学部法律学科 辰巳台

法学部法律学科 八重原
千葉経済大学 経済学部経営学科 館山第一

経済学部経営学科 周南
千葉工業大学 情報科学部情報ネットワーク学科 木更津第二

情報科学部情報工学科 波岡
社会システム科学部経営情報科学科 桜台
社会システム科学部プロジェクトマネジメント学科 富来田
社会システム科学部プロジェクトマネジメント学科 茨城・笠間

大　学　名 学　部　学　科 出身中学校
千葉商科大学 商経学部経済学科 国分寺台西

商経学部商学科 富津
商経学部経営学科 八木が谷
政策情報学部政策情報学科 清和

中央学院大学 商学部商学科 土
帝京平成大学 健康医療スポーツ学部柔道整復学科 冨士見

健康医療スポーツ学部医療スポーツ学科 清川
健康メディカル学部臨床心理学科 栄

東京情報大学 総合情報学部総合情報学科 稲毛
総合情報学部総合情報学科 東京・荻窪

明海大学 経済学部経済学科 松戸第二
経済学部経済学科 姉崎
経済学部経済学科 波岡

流通経済大学 法学部自治行政学科 昭和
経済学部経営学科 君津

麗澤大学 経済学部経済学科 木更津第二
和洋女子大学 人文学部心理学科 小糸

人文学部心理学科 南総
家政学部家政福祉学科 姉崎
国際学部英語コミュニケーション学科 君津

桜美林大学 健康福祉学群 栄
大正大学 社会共生学部公共政策学科 大阪・交野第二

仏教学部仏教学科 周南
東京家政大学 人文学部英語コミュニケーション学科 木更津第一
東京聖栄大学 健康栄養学部管理栄養学科 誉田

健康栄養学部管理栄養学科 葛城
健康栄養学部食品学科 富来田

東洋学園大学 人間科学部人間科学科 埼玉・三郷北
二松學舍大学 文学部国文学科 清和
目白大学 社会学部地域社会学科 周西南
立正大学 経営学部経営学科 畑沢

社会福祉学部社会福祉学科 平川
常磐大学 人間科学部現代社会学科 茨城・下根
つくば国際大学 医療保健学部診療放射線学科 周南
群馬パース大学 保健科学部臨床工学科 周南

保健科学部放射線学科 周南
埼玉工業大学 工学部情報システム学科 大貫
神奈川大学 理学部化学科 南総
関東学院大学 経済学部経済学科 周西南

社会学部現代社会学科 周西南
フェリス女学院大学 国際交流学部国際交流学科 木更津第一
横浜商科大学 商学部商学科 鋸南
新潟青陵大学 福祉心理学部社会福祉学科 栄
金沢学院大学 人間健康学部スポーツ健康学科 兵庫・飾磨東

人間健康学部スポーツ健康学科 東京・両国
福井工業大学 工学部建築土木工学科 稲毛
日本福祉大学 社会福祉学部社会福祉学科 東京・桜橋

■ 4年制大学

短　期　大　学　名 学　　　　　科 出身中学校
有明教育芸術短期大学 子ども教育学科 富津
実践女子大学短期大学部 英語コミュニケーション学科 轟町
聖徳大学短期大学部 保育科 鴨川
拓殖大学北海道短期大学 農学ビジネス学科 太田

短　期　大　学　名 学　　　　　科 出身中学校
拓殖大学北海道短期大学 農学ビジネス学科 稲毛

農学ビジネス学科 清川
千葉経済大学短期大学部 こども学科 国分寺台西
戸板女子短期大学 服飾芸術科 根形

■ 短期大学

2020年 大学合格実績

事　業　所　名 出身中学校
安房広域消防 館山第三
自衛隊 茨城・那珂第二

葛城
ちはら台南
加茂
館山第一
青森・三沢第五

千葉県警察 館山第三
久留里
幕張本郷

栃木県下野市消防 茨城・下館
(株)玄々堂君津病院 八重原
(株)G-7・オートサービス関東カンパニー 周西南

蔵波
木更津第二

(株)JALカーゴハンドリング 畑沢
(株)JFEメカテクノ ちはら台南
(株)アークスキングフィールズゴルフクラブ 市原
(株)おどや 富来田
(株)オンデーズ 畑沢
(株)カインズ 三和
(株)コメリ 三和

君津
八幡

(株)シミズオクト 平川
(株)にしけい 大貫
(株)ビックワンオート 木更津第三
(株)ホリウチ 木更津第二
(株)マルエイホテルズ 有秋
(株)メガテック 菊間
(株)横河システム建築 昭和
(株)公和設備 八幡東
(株)高田工業所 平川

清川
(株)三和テレム 木更津第二

事　業　所　名 出身中学校
(株)山九海陸 姉崎
(株)出光プランテック千葉 四街道西

千種
三和

(株)勝浦ホテル三日月 木更津第三
(株)川島コーポレーション 清川
(株)大和フーズ 周西
(株)津田屋 辰巳台
(株)天狗 木更津第二
(株)東京機械製作所 太田
(株)不二精工 波岡
(株)濱田工業 生浜
(社)ミットナイトミッション 八重原
(有)監物電設 太田
AGC(株) 辰巳台
AS・FINE 五井
JFEスチール(株) 茂原
JFE物流(株) 五井
NK 南総
エイコウ製菓(株) 昭和
カメリアヒルズ・カントリークラブ 富来田

平川
コトブキテクレックス(株) 平川
ダウ・東レ(株)千葉工場 千種

南総
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(株) 五井
デンカポリマー(株) 辰巳台
ネクスト・ゴルフ・マネジメント(株) 清川
プロボクサー希望 若葉
一般財団法人航空保安事業センター ちはら台南
(株)極水 東京・田無第一
鴨川ホテル三日月 太田
丸善石油化学(株) 加茂
京浜急行電鉄(株) 三和
京葉臨海鉄道(株) 蘇我

事　業　所　名 出身中学校
共栄運輸(株) 木更津第三
玄々堂君津病院 八重原
古河電気工業(株) 辰巳台
恒久会　山口医院 蔵波
黒崎播磨(株) 畑沢

八重原
平川

三愛プラント工業(株) 姉崎
三井造船特機エンジニアリング(株)マリン・メンテ事業 幸町第二

辰巳台
山九(株)君津支店 双葉

富津
山九(株)千葉支店 昭和

姉崎
八幡

住化ロジスティクス(株) 周西
住友建機(株) 八幡
西濃運輸(株) 野栄
千葉製粉(株) ちはら台西
大相撲　立浪部屋 兵庫・飾磨東
東日本旅客鉄道(株) 木更津第三
東邦化学工業(株)千葉工場 平川
特別養護老人ホーム四街道苑 四街道西
日産プリンス千葉販売(株) 周西南
日鉄テックスエンジ(株) 昭和
日鉄機能材製造(株) 八重原
日鉄物流君津(株) 大貫
日本空港サービス(株) 轟町
日本工業検査(株) 周西南
日本製鉄(株)東日本製鉄所君津地区 君津
日本板硝子ビルディングプロダクッ(株) 加茂
平野養豚場 富来田
両総通運(株) 清和
六月総研 八幡
濱田重工(株) 昭和

2020年 就職実績

1312



全国大会出場クラブやコンクールへの参加クラブも多く、
卒業後はトップアスリート、資格試験合格などの道が開かれています。

楽しみながら、育み、自分を磨く
クラブ活動

Club 
Activities

■ダンス同好会

■コンピュータ部

■吹奏楽部

■自然科学部

■軽音楽部

■書道部

■剣道部
■バスケットボール部
■陸上競技部
■硬式野球部
■サッカー部

■柔道部
■硬式テニス部
■バドミントン部
■空手道部
■スキー競技部

■卓球部
■ゴルフ部
■相撲部
■軟式野球部
■ソフトテニス部

■ボクシング部
■アーチェリー部
■自転車競技部
■ラグビー部
■バレーボール部

■水泳部
■ダンス同好会

Sports Clubs

■軽音楽部
■吹奏楽部
■写真部
■マンガアニメーション部

■囲碁・将棋部
■書道部
■自然科学部
■コンピュータ部

■演劇部
■放送部
■家庭科同好会
■茶道同好会

■英語同好会
■合唱同好会Cultural Clubs

■ラグビー部 ■スキー競技部 ■相撲部■硬式野球部 ■サッカー部

■空手道部 ■ボクシング部 ■軟式野球部■ソフトテニス部■バスケットボール部（男子） ■卓球部

■バスケットボール部（女子） ■バドミントン部 ■バレーボール部■硬式テニス部 ■ゴルフ部 ■剣道部 ■陸上競技部

■柔道部■アーチェリー部 ■自転車競技部

※各部活動により、練習時間や休息は生徒の健康面などに配慮して行っています。
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通常の授業の中では得ることのできない貴重な体験や、
クラスメイトとの友情を深める機会に溢れています。

思い出に残る貴重な体験の数々
年間行事

School 
Events

■ 4月 オリエンテーション

■ 9月 修学旅行

■ 10月 体育祭

■ 4月 校外学習

■ 7月 野球応援

■ 11月 文化祭 ■ 11月 文化祭

■ 5月 大学見学

■ 7月 カナダ短期留学

■ 7・12・3月 カルチャー講座

4 April

●始業式　●入学式
●オリエンテーション　●校外学習
●防災避難訓練
●カナダ短期留学説明会
●進学模試　●二者面談　

10 October

●創立記念日　●体育祭
●中間考査　●拓大面接
●進学模試　●生徒会役員選挙
●防災避難訓練

7 July

●進学模試　●期末考査　●終業式
●三者面談　●進学ゼミ
●カナダ短期留学出発　●野球応援
●カルチャー講座

1 January

●始業式　●前期入学試験
●卒業試験　●進学模試

5 May

●中間考査　●三者面談
●生徒指導講話　●大学・企業見学
●校外ボランティア活動

11 November

●文化祭　●文化講演
●拓大合格内定発表
●進路ガイダンス　●進学模試

8 August

●カナダ短期留学帰国　●進学ゼミ
●夏期宿泊学習

2 February

●予餞会　●進学模試
●進路ガイダンス　●三者面談

6 June

●生徒総会　●面接指導
●進路ガイダンス　●進学模試
●後援会総会

12 December

●期末考査　●終業式
●冬期宿泊学習　●カルチャー講座

9 September

●始業式　●修学旅行　●面接指導
●進学模試　●校外ボランティア活動
●スポーツ大会　●二者面談

3 March

●卒業式　●学年末考査
●修了式　●カルチャー講座
●校外ボランティア活動

紅陵高校の体育祭でオープニングを飾るのは吹奏
楽部「スピリット・オブ・メイプル」のマーチン
グショーです。このマーチングショーを見ること
により、観客の皆さんや選手である生徒たちに気
持ちの高揚をうみスピーディーでエキサイティン
グな体育祭が毎年展開されています。もう一つ紅
陵高校の体育祭で毎年行われている名物が3年生
による集団演技「紅陵木更津甚句」です。「やっ
さいもっさい・おっさおっさ」の合いの手も入り、
覚えやすく踊れるように編曲されています。

紅陵高校の体育祭でオープニングを飾るのは吹奏

Topic
紅陵高校の一大イベント。
スポーツの祭典
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丘の上にそびえる11階建の校舎は、
生徒がのびのびと成長できる明るく開放的な環境と充実した設備

充実の施設を備える地域のランドマーク
施設・設備

School
Facilities

■時習寮（男子寮）
モダンな外観で、シャープな印象の男子寮

■化学室　実験中の有毒ガスを自動で処理できます。

■総合体育館　200人収容可能なギャラリー席も完備しています。

■グラウンド　プロ野球も採用する最新人工芝を採用しています。

■カフェテリア　高い天井と大型窓で開放的な空間です。

■トレーニングルーム　最新施設を揃えています。 ■クラブハウス　33のクラブの部室が入っています。

■大会議室　300人収容できる多目的ホールです。

■コンピュータ室　最新ハードとソフトを揃えています。

■テニスコート　全天候型オムニコート4面とクラブハウスです。

■図書館　ビデオやCDなど自由に閲覧できます。

■ K.G.Flat（女子寮）
リゾートホテルのような、デザインの女子寮

■賢成寮（硬式野球部寮）
昨年新設された硬式野球部寮
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制服　毎日身につける制服だからこそ、こだわりたい。 学校情報　学校見学会・入試説明会／授業公開
School
Uniform

School
Information

冬服は濃紺のブレザーと胸元のネクタイ＆リボンが印象的。トラッ
ドな色合いで、気品あるデザイン。素敵なキャンパスライフを演
出するオシャレな制服です。

夏服はクールなブルーカラーのシャツがポイント。女子の胸元に
は、水色のリボンをアレンジ。サマーベストとの組み合わせが、
清楚でオシャレな雰囲気を醸し出しています

男子　●冬服一式（ブレザー、スラックス、長袖シャツ、セーター、ネクタイ、ベルト、ソックス）合計53,810円　●通学用品（通学靴、通学バッグ）合計22,870円
　　　●生活用品（上履、トレーニングシャツ、トレーニングパンツ、半袖シャツ、ハーフパンツ、運動靴）合計26,110円
　　　●夏服一式（半袖シャツ、夏スラックス）合計14,510円　●男子全合計 117,300円
　　　・夏服一式は途中からでも購入できます。　・ダッフルコート（24,910円）は希望購入
女子　●冬服一式（ブレザー、スカート、長袖シャツ、セーター、リボン、ソックス）合計50,130円　●通学用品（通学靴、通学バッグ）合計20,770円
　　　●生活用品（上履、トレーニングシャツ、トレーニングパンツ、半袖体操着、ハーフパンツ、運動靴）合計26,110円
　　　●夏服一式（半袖シャツ、夏スカート、ニットベスト、夏リボン）合計24,890円　●女子全合計 121,900円
　　　・夏服一式は途中からでも購入できます。　・Pコート（23,760円）は希望購入
※表示価格には、消費税が含まれております。　※表示価格は2020年のものです。　※各単品の価格詳細については、お問い合わせください。

カバン
軽くて丈夫なナイロン素材でできています。
オリジナル「K」のロゴマークが入ってい
ます。紺が男子、茶が女子です。

ネクタイ＆リボン
ネクタイとリボンは、制服とコー
ディネイトされた紺と水色の2種類
のストライプ柄です。 令和3年度　前期選抜試験募集要項（第Ⅰ・Ⅱ回推薦）

［志願者資格］

［ 志 願 条 件 ］

［特別奨学生制度］

中学校を令和3年3月までに卒業または卒業見込みの者。

● 進学コース／学業成績が優秀で将来大学進学を希望し、

中学校長の推薦のある者。（単願・併願）

● 普通コース／本校の普通コースを希望し、中学校長の

推薦のある者。（単願・併願）

前期選抜試験の結果により、成績優秀者は特別奨学生と

して認定いたします。

スポーツ及び芸術活動において、技能優秀で且つ学業・

人物優秀な者は特別奨学生として認定いたします。

［ 試 験 日 ］

［ コ ー ス ］

［ 募 集 人 員 ］

［ 合 格 発 表 ］

前期第Ⅰ回（単願・併願）令和3年1月17日（日）

前期第Ⅱ回（単願・併願）令和3年1月18日（月）

進学（単願・併願）　普通（単願・併願）

進学コース・普通コース・

前期選抜（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）男女合計360名

令和3年1月26日（火）合否結果は本人宛に発表日必着で

郵送いたします。

選 抜 試 験 日 程

令和3年度　前期選抜試験募集要項（第Ⅲ回）

［志願者資格］

［ 志 願 条 件 ］

［特別奨学生制度］

中学校を令和3年3月までに卒業または卒

業見込みの者。※校長先生の推薦はいりま

せん。

進学コース、普通コースの特色を理解し、

基本的な生活習慣と学習習慣を身に付けて

いる者。

特別奨学生の認定はいたしません。

［ 試 験 日 ］

［ コ ー ス ］

［ 募 集 人 員 ］

［ 合 格 発 表 ］

前期第Ⅲ回（単願・併願）

令和3年1月19日（火）

進学（単願・併願）　普通（単願・併願）

進学コース・普通コース

前期選抜（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）男女合計360名

令和3年1月26日（火）合否結果は本人宛に

発表日必着で郵送いたします。

選 抜 試 験 日 程

まずは、自分の顔写真を用意して、スマートフォン・タブレットで「COCOAR2」を起動。
スマートフォン・タブレットで「COCOAR2（パンダマークのアプリ）」アプリをタップして起動させます。

①女子冬服画像にスマートフォン・タブレットをかざす。
スマートフォン・タブレットを女子冬制服にかざし、「　　」をタップするとダウンロードされます。

②ダウンロードされたら自分の顔写真にかざす。
ダウンロードされたら用意した自分の顔写真にかざします。
顔や制服の大きさをマルチスワイプやピンチイン・ピンチアウトで調整してください。
写真保存ボタン「　　」をタップすると端末内に画像として保存されます。

③インカメラで自撮りも可能。
カメラ反転ボタン「　　」で、インカメラ（いわゆる自撮り状態）にすることができます。

④スワイプすると４種類の制服画像に変わります。
スワイプすると女子・男子の冬服と夏服の画像に変えることができます。

ARアプリのダウンロード方法は3ページ参照

まずは、自分の顔写真を用意して、スマートフォン・タブレットで「COCOAR2」を起動。

ARアプリのダウンロード方法は3ページ参照
制服バーチャル試着

①

② ③ ④

9:00～ 11:00

8/2（日）   8/8（土）   8/9（日）   8/22（土）   8/23（日）
9/12（土）    9/26（土）
8:30～9:00／受付（吹奏楽演奏ほか）　9:00～10:00／学校紹介・進路概況　10:00～11:00／施設見学・クラブ活動見学・個別相談
当日は、木更津駅東口本校バスターミナルからスクールバスで送迎します。（8：00～9：00、スクールバスのりばは裏表紙をご参照ください。）

学校見学会

9:00～ 11:30

10/3（土）   10/17（土）   10/31（土）   11/28（土） 
8:30～9:00／受付　9:00～10:30／学校紹介・入試説明・入試対策（過去問題解説等）　10:30～11:30／施設見学・個別相談
当日は、木更津駅東口本校バスターミナルからスクールバスで送迎します。（8：00～9：00、スクールバスのりばは裏表紙をご参照ください。）

入試説明会

10:00～ 12:00

11/21（土）
9:30～10:00／受付　10:00～11:00／学校紹介・入試説明・入試対策（過去問題解説等）　11:00～12:00／授業公開・施設見学・個別相談
当日は、木更津駅東口本校バスターミナルからスクールバスで送迎します。（9：00～10：00、スクールバスのりばは裏表紙をご参照ください。）

入試説明会/授業公開

※当日は上履きをご持参ください。　※学校参観は随時受け付けます。（要電話連絡）

新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、日程を変更する場合があります。
開催日前に本校のホームページにおいてご確認の上、ご来場くださいます様お願いします。

バーチャルで
制服体験！

歩きスマホや
ながらスマホは
危険です。
絶対にやめよう!
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