
明徳義塾中学・高等学校
www.meitoku-gijuku.ed.jp

堂ノ浦キャンパス（本校）

竜キャンパス

※高知自動車道でお越しの場合は「土佐 IC」出口をご利用ください。
　アクセス時間は目安です。

※高知・須崎・高岡・南国方面へ
　スクールバスを運行しています。
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明徳義塾
Meitoku Gijuku

学校案内

明徳から世界へ
世界から明徳へ



塾長
吉田圭一 

みなさんは、将来どんな人になりたいと思っていますか？ 

みなさんが胸に抱くその夢を叶えるために、

明徳義塾中学・高等学校は存在しています。

自分の夢や目標に向かって精いっぱい努力をする

――そこに人生の値打ちがあります。

努力を将来につなげられる環境、

一人ひとりが伸びやかに自分の個性を発揮できるチャンスは、

みなさんをより輝かせてくれるでしょう。

Aim for the Top!（頂点をめざせ！）

Aim for the Independence !（自主、独立をめざせ！）

Aim for the World !（世界をめざせ！）

壮大な太平洋を臨むキャンパスで、

ぜひ自分の夢をつかみ取ってください。

君
の
夢
は
、

何
で
す
か
？

理事長
石元徳太郎 

校長
㟢本宏明 



憧れを具体的な目標に変え、望む未来を手にするために――。

真の人間教育をめざす独自の教育で、一人ひとりの成長を支えます。

教育の基盤

「学校教育」+「クラブ活動」+「寮教育」で大きく成長！
中高一貫の利点を活かした高品質で柔軟な「学校教育カリキュラム」、全生徒
がスポーツや文化活動に参加する「全員クラブ制度」、全国でも数少ない中高・
男女共学の「寮制度」。その相乗効果で生徒の力をぐんぐん伸ばします。

なりたい自分になる

次世代リーダー
グローバル人材
トップアスリート
プロスポーツ選手

寮教育の積み重ね

クラブ活動の積み重ね

学校教育の積み重ね

▶ 難関大学や
　 海外の大学へ
▶ 大学スポーツや
　 企業スポーツへ

中1 中2 中3 高1 高2 高3

土台を作る3年間 能力を高める3年間

教育の特色

毎日が“留学”！ 真の国際人を育む
国際的視野を持った人材を育成し、国際交流の礎を築くことを教育目標に
掲げる本校では、世界7ヶ国73校と姉妹校提携を結び、グローバルな学び
を展開しています。海外留学は、中学・高校それぞれの目的や到達レベル
に応じた多彩なプログラムを用意。また同時に世界各国から多くの留学生
を受け入れ、キャンパスそのものが国際交流の場となっています。

在校生の3分の1が、
外国人留学生！

1年の半分は、姉妹校から留学生が来校！

いくつもの留学制度がある！

1

寮生活で自立！ 人間力を高める
明徳の建学の精神は、『徳・体・知』三位一体の情理円満な人格の育成。こ
の精神が最も凝縮されているのが、生徒の9割が生活する寮における教育
です。寮教育では、教職員と生徒が同じ空間でともに生活をする「師弟同行」
を実践し、挨拶や掃除、時間厳守な
ど日々の習慣を高いレベルで身につ
け、感謝の気持ちや自立の心を養っ
ています。
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一流の指導！ スポーツで頂点をめざす
活発なクラブ活動も本校の特徴のひとつです。特にスポーツに対する取り
組みと実績は、全国トップレベルだと自負しています。それを支えるのが、
充実した練習設備と専門性・人間性を備えた一流の指導者たち。さらに、
柔軟なカリキュラムで練習時間を十分に確保し、競技力向上をはかってい
ます。これまで多くのトップアスリートやプロ選手を輩出しています。

明徳では、「スポーツを通して道を学ぶ」とい
う精神のもと、すべての練習施設を「道場」
と名付けています。

佐藤利香 
中・高女子卓球部監督　
（アトランタ、バルセロナ、
両オリンピック出場）

 “スポーツ道”を学ぶ場世界を知る先生と、
世界に挑む！目標は全国制覇。しかし、

勝つことだけを唯一の目標
とせず、日々の練習を大切
に、人間性を磨いていきます

2

中3

高1
高2

3週間のオーストラリア留学

1年または短期の
オーストラリア留学
カナダ留学・中国留学

10～ 12月：オーストラリア姉妹校
1～ 2月：カナダ姉妹校

日本人
生徒

留学生



国際分野への進学を意
識した学びを行います

国際クラス
竜キャンパス

多様な進路に対応した
学びを行います

普通クラス
堂ノ浦キャンパス

中 学 校

中学3年間は、「人間性」「体力」「学力」の基盤を

固め、「生き抜く力」の基礎をつくる大切な期間。

将来に向けて個々の潜在能力を最大限引き出し

ていけるよう、徳・体・知のバランスのとれた教

育でその土台づくりを行います。

夢に向かって
飛躍するための土台をつくる 月　語学学校授業

火　語学学校授業、アボリジニアート鑑賞
水　語学学校授業、遠足
木　語学学校授業
金　語学学校授業、観光
土　ホストファミリーと交流
日　ホストファミリーと交流
月　語学学校授業
火　協定校で交流会、コンサート鑑賞
水　語学学校授業、観光
木　サーフィン体験
金　語学学校授業
土　ホストファミリーと交流

中高6年間を見通した、効果的なカリキュラム
中学校・高等学校の全教育課程を系統的に分析・整理することで、
より効果的なカリキュラムを構築しました。国が定めた義務教育の
要件を満たしながら、柔軟性を持った学びが可能になっています。

全員がクラブ活動に参加し、
勉強との両立をめざす
中学校の生徒全員が体育系または文化系のクラブに所属し、毎日
練習に励んでいます。勉強と部活動の両立は、心身を鍛えるだけで
なく、集中力や時間効率の向上といった相乗効果ももたらしてく
れます。

自信を持たせ、やる気を引き出す人間教育
何かに優れていること（個性）、夢と希望にあふれていること（活
力）を大切に、子どもたちの自尊心を高め、意欲を引き出してい
ます。スクールカウンセラーによる特別授業「いのちのレッスン」
も定期的に行い「いのち」の大切さを学んでいます。

中学3年で行く!  
オーストラリア短期留学プログラム
中学3年の2学期に、希望者を対象とした約3週間のオーストラリ
ア短期留学プログラムがあります。中学生という早い段階から国
際経験を積むことは、子どもたちの視野を大きく広げ、学習や活
動への意欲によい影響を与えてくれるだけでなく、次のステップ
に向けた転機となることも少なくありません。
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※プログラムは毎年変更されます



海外姉妹校との連携で、希望者全員が留学可能
国際コースでは、希望があれば誰でも留学が可能です。明徳は世
界7つの国と地域の73校※と姉妹校提携を結んでおり、特別進学
コース・英語コースではカナダやオーストラリア、中国語コース
では中国が主な留学先となっています。単位互換制度により、長
期留学しても3年で卒業できます。※2018年3月現在

海外からの留学生受け入れで、毎日が国際交流
明徳では、世界のさまざまな国から留学生を受け入れています。
毎日机を並べるクラスメイトだけでなく、2学期にはオーストラリ
アから、3学期にはカナダから毎回10名前後の外国人生徒が短期
留学（約2～ 3ヶ月）に来ており、キャンパスでの毎日が国際交流
の場となっています。

高大連携プロジェクト
国内外の大学との連携プログラムを推進し、高校教育の高度化を
はかるとともに難関大学や海外の大学への進学を支援しています。

中国語圏での連携
中国屈指の名門、大連理工大学の国際文化交流学院に進学が可能
です。

立命館大学（情報理工学部）との連携
立命館大学の特別協定校として、週1回のWEB授業とレポート提
出、スクーリングを行っています。特別推薦入試制度を利用して、
情報理工学部に入学できます。

Dual Certificate Program
（デュアル・サーティフィケート・プログラム）

1年間の留学で、日本とカナダ両方の高校卒業資格を取得
高校2年次にルイ・リエル学校区（ダコタカレッジ・JHブラン・
グレンロンカレッジ・ネルソンマッキンタイヤー・ウィンザーパー
ク／カナダマニトバ州）に1年間留学し、卒業時に明徳義塾高校
とカナダの高校の卒業資格を同時に取得します。資格取得後は、
カナダを含めた北米の大学に進学できます。

1

2

1

2

特別進学コース 日本語コース中国語コース英語コース
海外からの留学生や帰
国子女に対応しています

本格的な中国語を一か
ら学びます

高度な英語教育と国際
教育を行います

国公立大学、難関私立
大学進学をめざします

これまで育んできた個性や特長をさらに伸ばし、

それぞれの目標や進路につなげていくための高校

3年間。「国際」では、文理選択や外国語選択な

どカリキュラムの違う4つのコースが用意されて

おり、自分の学びたい学びを通して望む未来を引

き寄せます。

難関大学進学や海外留学など
次のステップを定め、邁進する

高等学校

国際
竜キャンパス
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普通クラス

漢字・計算・英単語による基礎学力の定着
漢字、計算、英単語のテストを、朝のホームルームの時間を利用して全学年で取
り組んでいます。生徒たちは「コツコツと真面目に」を合言葉に、80点以上の合
格をめざします。連続合格者も多数おり、学年末には全体集会で表彰されます。

特色ピックアップ

国際クラス

「体育系クラブで活躍し、プロになる夢を
叶えたい」「文化系クラブの活動に取り組
みながら、大学進学をめざしたい」といっ
た、さまざまな目標、進路に対応します。

ネイティブ講師による、週3時間の英会話授業
週5回の英語授業に加え、ネイティブ講師による少人数での英語会話を週3時間
取り入れています。会話のレッスンにはOxford大学出版のテキストを用い、スピー
キングを第一に、リスニング、リーディング、ライティングの力を高めるほか、身
体の動きを通した実践的な英語も学びます。

特色ピックアップ

「語学力を磨き、将来は海外で活躍したい」
「世界的なアスリートになるため、国際感
覚を身につけたい」など、国際分野への進
学・進出を意識した学びを行っています。

初めて体験入学で明徳に来た時、僕は野球
部の練習に参加させてもらい、レベルの高さ
と迫力に圧倒されました。今はその野球部
で、キャプテンとして野球と勉強の両立にが
んばっています。ここには北海道から沖縄ま
で全国から夢を持った仲間が集まってきて
います。個性豊かなチームメイトとともに切
磋琢磨し、団結して、目先の勝利ではなく人
間性も含めて成長するのが僕の目標。明徳
で、より高みを目指したいと考えています。

自分の可能性を
広げたい
安住元輝さん
京都府出身

私が明徳に来たのは、大好きなゴルフと英
語の勉強の両方をがんばりたいと思ったか
らです。私の夢は、5歳の時からやっている
ゴルフをもっと上手になって、将来、世界的
なプロゴルファーになること。そのためにも
英語を学ぶことは大事だし、中学3年生に
なったらオーストラリアへの海外留学にも行
きたいと考えています。明徳の大先輩である
松山英樹さんや横峯さくらさんのように、国
際的に活躍できるよう成長したいです。

英語を学び、国際的な
プロゴルファーに
藤田藍さん
大阪府出身

センパイVoice センパイVoice



特別進学コース

国公立大学合格に照準を合わせ、文系、理
系、医学系まで幅広い進路選択に対応して
います。高校2年次に大学入学共通テスト
レベルまで到達、3年次は受験対策に充て
られるよう学習進度が組まれており、補習
や合宿などのサポートも充実しています。

新しい「大学入学共通テスト」対策を徹底
国公立大学受験では、2020年度から新たに国語と数学において記述式が加わっ
た「大学入学共通テスト」が導入されます。さらに2024年度には英語は国が認
定した民間試験に替わり、新たに「話す」「書く」も評価される見通しです。本校
では、以前から力を入れていたエッセイやネイティブ講師による英語会話の授業
をさらに強化し、受験改革に対応した授業を展開しています。

きめ細やかな進路指導で、学力を伸ばす
担当教員が生徒一人ひとりの個性や能力、学習到達度をよく把握したうえで、進
路指導にあたっています。学習は自学自習が基本ですが、きめ細やかな配慮や支
えがあることで、意欲も学力もさらに向上します。

塾に頼らない、学習支援のしくみがある
寮生がほとんどを占める明徳では、外部の塾に頼るのではなく、学校教員が責任
を持って生徒の学力を担保しています。寮での学習支援はもちろん、放課後の補
習や長期休みに行う勉強合宿や試験直前特訓など、さまざまな取り組みを行って
います。

特色ピックアップ

3年間の流れ

1

2

3

•英語圏短期留学
　（希望者）
•全国模試への
　挑戦開始

•文理選択
• 2学期末には
　大学入学共通テスト
　レベル到達

•受験に特化した学習
•大学入学共通テスト
　直前特訓（3週間）
•二次試験対策

年次 年次 年次

英語コース

これからのグローバル社会において必要不
可欠な実用的英語力、国際理解力を身につ
けるため、英語に重点を置いたカリキュラ
ムを学びます。高校1年次3学期から2年
次にかけての1年間は海外の姉妹校に留学
し、帰国後は国内外の大学への進学をめざ
します。

カナダ、オーストラリアに1年間留学
高校1年次3学期から2年次にかけての1年間、全員がカナダとオーストラリアの
姉妹校に留学します。海外での体験は語学力を高めるだけでなく、異文化理解や
国際的視野の獲得にもつながる大きな成長のチャンス。また、現地では姉妹校の
スタッフが生徒たちを全面的にサポートしてくれるので、安心して留学に臨むこ
とができます。

受験でも社会でも通用する、実践的な語学教育
日本人英語科教諭とネイティブ講師による英語授業は、週10時間。この英語コー
スの授業と1年間の留学体験で身につけた高度な英語力を武器に、これまでほと
んどの生徒が国公立・難関私立大学や海外の大学に現役合格を果たしています。

「TOEIC」「英語検定」に強い
ますます重要度が高まっている「TOEIC」「英語検定」の受験指導に力を入れて
います。週2時間のTOEIC特別授業では、全国的にも有名なTOEIC専門のカリス
マ講師、早川幸治氏が学期に一度、生徒に直接指導します。

特色ピックアップ

3年間の流れ

1

2

3

•英語を重点的に学ぶ
•学期より海外の姉妹校
　に留学（全員、1年間）

•留学先の姉妹校で学ぶ
• 2学期に帰国

•留学体験を活かし、
　さらに英語力を高める
•受験対策

年次 年次 年次

明徳にはさまざまな夢や目標を持った人が
学んでいますが、私がめざしているのは難関
国立大学への進学です。特進コースの約7割
が所属する「学習部」に私も入っており、放
課後は毎日、英数国の補習や自習に取り組
んでいます。また寮生活のおかげで、苦手
だった人とのコミュニケーションも積極的に
とれるようになりました。ここでの日々に感
謝しています。

難関大学への
合格を目指して
東里映さん
高知県出身

センパイVoice

僕は明徳の卒業生だった父の影響で、自分
のためになる場所で学ぼうと思い明徳に来
ました。高校1年の2月から約10ヵ月間、オー
ストラリアのイマニュエル・アングリカン・
カレッジに留学。語学の勉強はもちろん、い
ろいろな体験をしながら文化や考え方の違
いを学び、友達もたくさんできました。将来
は英語力を活かし、経営の道に進みたいと
考えています。

自分次第、いくらでも
成長できる
伊藤碩法さん
愛媛県出身

センパイVoice

990～900点＝6人
899～800点＝5人
799～700点＝16人
699～600点＝20人

英語検定2017年度の実績

※2017年度のTOEIC受験者の平均
スコアは、高校3年生 422、大学4年
生513（資料元：一般財団法人国際
ビジネスコミュニケーション協会）

TOEIC過去5年間の実績
（990点満点） 

1級＝4人
準1級＝12人
2級＝44人
準2級＝32人

TOEIC専門指導教師　
早川幸治                                                                     



中国語コース

今や国際社会の中で大きな存在感を放つ中
国。英語だけでなく、第二外国語として中
国語を習得することは、国際人材としての
可能性を大きく広げます。ネイティブ講師
による授業で生きた中国語を学び、それを
武器に難関私立大学などへの進学をめざす
コースです。

全国でも類を見ない、本格的な中国語学習
日本人教諭とネイティブ講師による週6回の中国語授業をカリキュラムの
核にすえ、基礎から実用会話まで高い語学力を身につけます。また、研修
旅行では中国を訪れ、姉妹校の生徒との交流や中国の歴史や文化に触れる
機会も設けています。

大連理工大学附属高校に1年間留学
高校 2年次の1年間、希望者は中国屈指の名門校である大連理工大学附属
高校に留学します。長年、姉妹校提携で培ってきた信頼関係を活かし、生
徒は大学関係者の家庭でのホームステイを中心に現地で暮らし、語学の習
得や異文化理解に励みます。

中国語検定での実績が、大学進学につながる
高校 1年次で中国語検定4級取得を目標とし、その後卒業までに留学経験
者は中国語検定2級、留学に行かなかった生徒も中国語検定3級の取得を
めざします。中国語という他にない能力は生徒たちの大きな武器となり、
難関大学への進学やその後の国際的な活躍につながっています。

特色ピックアップ

3年間の流れ

1

2

3

•中国語を第二
　外国語として学ぶ
•中国語検定試験
　4級取得目標

•中国の姉妹校に長期留学
　（希望者、1年間）
　※姉妹校と単位互換

•留学には行かず、明徳の
　カリキュラムで中国語を学ぶ

•中国語検定試験3級
　取得目標

•中国語検定試験2級
　取得目標
• HSK4級取得目標

年次 年次 年次（習熟度別クラス編成）

日本語コース

諸外国や海外姉妹校からの留学生、日本語
指導が必要な帰国子女を受け入れていま
す。日本語の習熟度やニーズに応じてきめ
細やかな少人数指導、個別指導を行いなが
ら、それぞれの目標達成をサポートします。

　習熟度やニーズに応じて、2コースを編成

3年間コース
留学生や帰国子女を対象としたクラスです。1学期はまず日本語を中心に
学習し、2学期以降は日本語で各教科教育を受けていく中で、学年相応の
学力の定着をめざします。

1年間コース
日本での大学合格をめざし、短期間で確実な日本語力を身につけるための
クラスです。志望校にあわせた個別入試対策や、日本語留学試験対策、日
本語能力試験対策も行っています。

留学生も多い環境の中、さまざまな交流が得られる
本コース以外にも留学生が多く在籍する明徳では、学校生活や寮生活のす
べてが国際交流の場。生徒たちは多くの友人や先生に囲まれ、無理なく環
境になじみ、力を発揮することができます。

特色ピックアップ

3年間の流れ

1

2

3

• 1学期は日本語学習中心
• 2学期以降は教科教育

•日本語による教科教育
•入試対策

•日本語特訓
•入試対策

年次 年次 年次

僕は中国語を学ぶのは初めてでしたが、語
学が好きなこと、またこれからの国際社会で
役に立つと考え、このコースに入学しました。
週6回の授業で中国語の基本を学んだ後、
高校1年の終わりから大連理工大学の附属
高校に留学。約10か月間、ホームステイし
ながら語学や文化を学びました。今は大連
理工大学への進学を目標に、日々勉強に励
んでいます。

国際社会で、
中国語を活かしたい
藤井陽向さん
京都府出身

日本語コースに在籍しているのは、日本の大
学に進学を希望する外国人留学生や、海外
からの帰国子女です。授業は基本クラス単
位で行われるため、日本語コースの生徒と日
本人の生徒との交流は、学校よりもむしろ寮
生活が中心。寮では24時間生活をともにす
るので、さまざまな国の留学生と言語だけで
なく文化や価値観などいろいろな面で交流
することができます。また、留学生の中には
とても高い志を持って日本に来ている生徒
や能力の高い生徒も多く、彼らと触れ合うこ
とは大きな刺激にもなります。他校ではでき
ない経験を得るチャンスがたくさんあるの
で、国際交流に興味のある人はぜひ明徳に
来てほしいと思います。留学生と一緒に、ア
クティブな6年間を過しましょう！

言語、異文化、
国際感覚を学べる
宮本健太

センセイMessage

センパイVoice

1年間
コース

•日本語による
　教科教育



高等学校 総合コース

進度別クラス編成で、クラブ活動と勉強を両立
勉強への意欲と学習効果を高めるため、学年ごとに進度別のクラス編成を
行います。授業は個々の習熟度をよく把握しながら、きめ細やかに進めら
れます。夏期集中講義や補習なども取り入れながら、基礎学力の充実と応
用力の強化をはかります。

個々の特性にあわせた進路指導
生徒一人ひとりが自分の特性を活かし、これまでの努力と実績を望む未来
にしっかりつなげていけるよう、経験豊富な教員が進路の指導を行います。
特にスポーツ分野では、プロだけでなく、推薦入試やAO入試で早稲田、
法政、明治、専修大学などに入学し、活躍する先輩も多くいます。

特色ピックアップ

2

1

「総合」では、スポーツや音楽、芸術など自分の

得意とする分野でナンバーワン、オンリーワン

の人材となることをめざします。個々の能力と

可能性を最大限高める高校3年間となるよう、

クラブ活動とカリキュラムが連携し、自由度の

高い学びを提供しています。

一流の指導者のもと
トップアスリートなど、高みをめざす

私は中学校のバレーボール部の先生の勧め
で明徳に入学しました。周りの友達はみんな
意識や競技へのモチベーションがとても高
く、取り組むスポーツは違っても切磋琢磨し
合える関係があります。練習の成果もあっ
て、「全日本ジュニアオールスタードリーム
マッチ」に参加することができました。これ
からも、より高みをめざしてがんばります。

頂点をめざし、
自分を高める日々
釡元香奈江さん
兵庫県出身

センパイVoice

無理・無駄のないカリキュラムで勉強とク
ラブ活動を両立します。また、トップをめ
ざす人材に必要な国際感覚を身につけるた
め、ハワイ、グアム、中国など複数の国へ
の研修旅行プログラムを組み、姉妹校との
交流や各競技の交流試合などにも取り組ん
でいます。

プロゴルファー
松山英樹（第32期卒業）

プロ野球選手
横浜DeNAベイスターズ
伊藤光（第30期卒業）

大相撲・佐渡ヶ嶽部屋
琴奨菊和弘（第24期卒業）

大相撲・春日野部屋
栃煌山雄一郎（第27期卒業）

総合
堂ノ浦キャンパス

©YOKOHAMA DeNA BAYSTARS



Club 

Activities

野球部
「社会に貢献できる人間づくり」を
念頭に、全国制覇を目標として日々
練習に励んでいます。感謝の気持ち
を忘れず、明徳のよき伝統を受け継
いで、情熱を持って努力を積み重ね
ています。
●高校実績：全国高等学校野球選
手権大会優勝、選抜高校野球大会
ベスト4、明治神宮野球大会優勝など
●中学実績：全国中学校軟式野球
大会優勝（17回最多出場、史上初2
連覇達成）、全日本少年春季軟式野
球大会優勝、全日本少年軟式野球
大会準優勝など
●卒業生：森岡良介、伊藤光

相撲部
全国制覇という目標に向かって、一
人ひとりが高い意識を持ち、稽古に
励んでいます。日本の国技“相撲”を
通した人格形成を念頭に置き、礼儀
作法、心と技、協調性を養います。
●高校実績：インターハイ優勝、全
国高校相撲選抜大会準優勝、全国
金沢大会優勝、全国宇佐大会優勝、
全国弘前大会優勝、全国新人選手
権大会団体優勝など
●中学実績：全国中学校相撲選手
権大会優勝、全国中学校体育大会
団体優勝など　
●卒業生：朝青龍、琴奨菊、栃煌山、
朝赤龍、東龍、徳勝龍、千代翔馬、志
摩の海

ゴルフ部
部員全員が全国制覇を目標に掲げ、
世界で活躍できる技と心を鍛える
べく日々練習に励んでいます。技術
の向上だけでなく、ゴルフを通して
マナーや思いやりの心を養ってい
ます。
●高校実績：全国高等学校ゴルフ
選手権大会団体優勝・個人優勝、ア
ジアジュニア個人優勝、日本ジュニ
ア個人優勝、世界ジュニア個人優
勝、国民体育大会男子団体優勝、女
子団体優勝、少年の部団体優勝など
●中学実績：全国中学校ゴルフ選
手権男子団体優勝など
●卒業生：横峰さくら、松山英樹

卓球部 
ただ単に卓球が上手くなることだ
けでなく、人間性を高めることを目
的とし、全員が目標に向かって切磋
琢磨しています。一緒に、「心」と
「技」の日本一をめざしませんか？
●高校実績：インターハイ女子団体
優勝、全日本卓球選手権（カデット）
女子個人優勝、全国高校選抜男子3
位・女子団体準優勝、全日本選手権
女子単3位、国民体育大会少年女子
優勝など
●中学実績：全国中学校卓球大会
男子団体準優勝・女子団体優勝・男
子単優勝、全国中学選抜大会男子
団体準優勝・女子団体優勝、全日本
選手権大会（カデット）男子複準優
勝・男子単優勝・女子複準優勝・女子
単3位など

サッカー部
中高一貫の指導のもと「日本一」を
目標に、毎日厳しくも楽しい練習に
励んでいます。部活・寮生活を通じ
て、挨拶、掃除など生活の基本や感
謝の心など道徳心を育んでいます。
●高校実績：インターハイベスト
16、全国高校サッカー選手権ベスト
8、高円宮杯U-18サッカーリーグ
（プリンスリーグ四国）優勝など
●中学実績：全国中学校大会出場、
四国中学校大会優勝、高知県中学校
サッカー選手権大会優勝など
●卒業生：三都主アレサンドロ

剣道部
剣道を通した人間形成を念頭に置
き、中高生が一緒に毎日厳しい練習
に励んでいます。己に打ち克つ「克
己心」を養い、強い意志を持って行
動できる人間づくりをめざしてい
ます。
●高校実績：インターハイ男子個
人優勝、全国高等学校剣道選抜大
会男子団体準優勝、玉竜旗高校剣
道大会男子優勝など
●中学実績：全国中学校剣道大会
優勝、四国中学校剣道大会男子団
体優勝・女子優勝、全日本少年剣道
道場連盟大会団体3位など

空手道部
「稽古で泣いて、試合で笑う」をモッ
トーに、全国制覇を達成するため、
日本一の稽古と努力を積み重ねて
います。相手の立場に立って考え行
動できる人間づくりをめざしてい
ます。
●高校実績：JKA全国大会優勝、イ
ンターハイ学校総合優勝、団体組手
優勝、団体形優勝、個人型優勝など
●中学実績：全国中学総合体育大
会女子団体組手2位など

男子ソフトボール部
「一流」に近づくため、「ソフトボール
が好き」という気持ちを育むことを
念頭に、指導しています。一生懸命
取り組む姿勢を身につけ、人の役に
立つ人間になることをめざします。
●実績：インターハイ出場、世界男
子ジュニア選手権出場（選抜選手1
名）、国民体育大会出場（選抜選手
14名）、全国私学ソフトボール大会
優勝など

女子バレーボール部
全国大会出場という目標に向かっ
て、一人ひとりが高い意識を持って
練習に励んでいます。仲間を信頼す
ること、感謝の心を持つことなど心
の教育も大切にしています。
●実績：「春の高校バレー」全国大
会出場、インターハイ出場、国民体
育大会出場、四国大会出場（11年連
続）など

陸上部 
経験者から初心者まで、人間教育
を根本に、文武両道をめざし日々
努力しています。
●実績：四国高校総体出場

硬式テニス部
竜キャンパスの生徒を中心に、毎日
練習に励んでいます。テニスコート
はオムニ2面あり、練習環境は恵ま
れています。部員はテニスの上達と
学習の両立をめざしています。

ウエイトリフティング部
ウエイトリフティングはスナッチと
ジャークの合計重量で順位を決め
る競技。自分の取り組み次第でオリ
ンピックにつながる夢のあるス
ポーツです。

合氣道部
合氣道は合理的な体の運用・体捌
きを用いて、性別・体格体力に関係
なく相手を制する武道。あわせて礼
儀作法や相手を重んじる心も養い
ます。

コンピュータ部
映像制作とロボットを活用したプロ
グラム制作をしています。考える・作
る・見直しまた考える。授業よりもさ
らに高度な活動をしています。

マンガ部
正式名はマンガ・コンテンツ研究
部で、マンガやアニメ制作を研究し
ています。1週間に3日、学外から講
師を招いて活動するなど全国でも
例のない本格的な活動が自慢です。
●進学実績：京都精華大（マンガ・
デザイン）、東京工芸大（芸）、神戸芸
工大（芸工）など

学習部
大学受験に必要な学習姿勢を身に
つけ、学力向上をめざします。
●進学実績：東京大、京都大、大阪
大、九州大、名古屋大、一橋大、横浜
国大、高知大（医）、早稲田大、慶應義
塾大、上智大、青山学院大、明治大、
中央大、立教大、法政大、東京理科
大、同志社大、立命館大、関西学院
大、関西大、金沢医科大（医）、藤田保
健衛生大（医）など　　　　

美術部
高校美術展や県展・女流展等への
出品を目標に活動を行います。県内
外の美術館・ギャラリーの観賞やプ
ロの作家を招いてのワークショップ、
美大訪問も行っています。
●実績：高校美術展奨励賞・特別賞、
高知県展山六郎賞、高知県女流展青
潮賞、全国中学校美術部展入選、全
国高等学校総合文化祭出場など
●進学実績：高知大（教）、女子美大、
京都精華大、名古屋芸大ほか　　
　　　　　　　　　　

自然科学部
めざすのは、製作活動や自然体験を
通して探究心や発想力、思考力を伸
ばすこと。農園活動では地域のお手
伝いなどを通じ、収穫の喜びを知る
とともに心の交流も深めています。 

ソフトテニス部 
部活を通した人間性の向上を目的
に、日々練習に励んでいます。『守』
『破』『離』をスローガンに掲げ、基本
を守りながらも独自の工夫で現状
を打破する独創性の獲得をめざし
ます。
●高校実績：インターハイ、全日本
選抜男子団体・女子団体出場など
●中学実績：全国中学校体育大会、
都道府県選抜出場

吹奏楽部 
3年ごとに海外姉妹校との合同演
奏会などもあり、国際感覚を養うこ
とができるのも魅力です。
●実績：全日本高等学校吹奏楽大
会実行委員会賞・審査委員長賞、全
国高等学校総合文化祭文化連盟
賞、マーチングバンド全国大会四国
予選金賞

和太鼓部 
和太鼓の演奏に取り組んでいます。
学内行事や地域のイベント、高等学
校総合文化祭、海外でのチャリティ
演奏会など幅広く活動しています。
●実績：全国高等学校総合文化祭
出場、全国高校生太鼓甲子園出場、
オーストラリア公演、インドネシア公
演など

文化部
写真を中心に活動しています。作品
は高等学校総合文化祭や県展・女
流展などに応募しています。また、
校内清掃や運動、学習の時間も取り
入れ、幅広く活動しています。
●実績：全日本フォトコンテスト
（入選）、高知県高等学校総合文化
祭（最優秀賞、優秀賞）高知県女
流展（青潮賞）など入選多数

男子バスケットボール部
物の考え方、見方、対応、応用を身に
つけ、目配り・気配り・心配りの出
来る人間形成を目的としています。
学業とスポーツの両立をめざして
います。
●実績：インターハイベスト8（得
点王・リバウンド王）、ウィンター
カップベスト8など

柔道部 
嘉納師範の教え「精力善用」「自他共
栄」の理念のもと、基礎体力の充実
と礼儀作法を重視し、実社会に出て
も挫けない精神力を養い、豊かな人
間性を目指します。
●高校実績：インターハイ出場
●中学実績：全国中学校大会個人
出場

NIPPONクラブ
NIPPONクラブは、日本語の勉強と、
日本文化の体験を目的としたクラブ
です。「詩吟」「ペン習字」など、専門の
先生を呼んで、活動しています。

JAPANクラブ
JAPANクラブは、6年日本語の留学
生のクラブで、毎日、留学試験や能
力試験の対策授業に参加していま
す。自分の目標に向かって努力する
クラブです。

国際演劇部
英語劇をシェイクスピアの作品を
中心に公演しています。世界の有名
なお話もあります。高知市の劇場で
今までに50回以上の公演を行いま
した。プロ顔負けのレベルの高い演
劇を目指しています。

バドミントン部
バドミントンを通して心技体を鍛
え、心身ともに成長することを目指
しています。バドミントンの上達と
大会出場に向けて、日々懸命かつ楽
しく練習に励んでいます。

英語表現力を伸ばすためのクラブ。プレゼンテーション、ディスカッショ
ンを中心に活動しています。コンクール出場を目指して頑張っています。ESC（English Speaking Club）

2019年4月

スター
ト



本校は、「徳・体・知」三位一体の情理円満な人格の育成を
目的として創立されました。一般的に言われる「知・徳・体」
と順番が違うのは、何よりもまず「徳」を大切にしているから。
大いなる自然への畏敬の念やそこから生まれる感謝、思いや
りの心など、豊かな人格形成の上に「体」と「知」を育むこ
とをめざしています。

大学の道は明徳を明らかにするにあり
学校名の「明徳」は、中国の古典、四書の
ひとつ「大学」の一節からとられました。
明徳とは、天地自然の法則や先人の教
えを明らかにすること。その上で自己の
精神を高め、道徳を実行するのだとい
う学びの道の起点を表した言葉です。

踏まれても  咲くタンポポの  笑顔かな
明徳の校章は、たんぽぽの花からデザ
インされました。踏まれてもなお咲き誇
る生命力、自由にどこにでも飛んでいっ
て根を張る適応力を、めざす人材像に

重ねています。外の三
枚の葉は「徳・体・知」を、
中央の台は「協力」を
表しています。

師弟同行の教育

生徒が主体的にマナーや生活習慣を
身につけていくために、師弟同行で
粘り強く指導する教育現場、それが
明徳義塾の寮の位置づけです。明徳
では多くの教職員が学校敷地内で生
活しており、早朝の朝礼から夜の学
習時間まで可能な限り生徒と時間を
共有しています。

本校の原点は、吉田幸雄先生が経営した私塾「明徳塾」に
あります。その志は、明徳義塾中学・高等学校となった現
在まで、脈々と受け継がれています。

明徳の
Our Policy

明徳人であれ！
国際的視野を持った人材を育成し、
世界平和に貢献する

「徳・体・知」三位一体による
真の人間教育
「徳」育の上に立った「体」育であり、「知」育であれ

1972年 学校法人明徳中学校 認可
1973 明徳中学校 開校
1976 明徳高等学校 開校
1978 オーストラリア／バンバリー校
 第1号姉妹校提携
1984 明徳義塾中学校・明徳義塾
 高等学校と校名改称
1986 特別進学コース設置
1987 英語コース設置
1991 日本語コース設置
1997 中国語コース設置
2001 竜国際キャンパス開校
2002 高円宮殿下御来校
2004 スーパー・イングリッシュ
 ランゲージ・ハイスクールに指定
2013 創立40周年 

沿革

かつて日本の夜明けの時代、日米の架け橋としとなったジョ
ン万次郎が船出したのが「竜の浜」、竜国際キャンパスのあ
る場所です。グローバル時代を迎えた今、国際的な視野を持っ
た人材を育成し、国際交流の礎を築くという本校の教育は、
ますます大きな意義を持つようになってきました。国境を越
え、言葉を越え、文化を越えて生徒が集まる明徳のキャンパ
スで、「明徳人（＝地球市民）」となってくれることを期待し
ています。

校名の由来 校章の由来

建学の精神 教育の目的

心

初代理事長

石元鉄造
二代目校長

上田茂男
初代校長

吉田幸雄

あいさつ、身だしなみ、そうじ　
「あいさつ」「身だしなみ」「そうじ」の
指導には特に力を入れています。あい
さつは心の架け橋であり、人間関係を
円滑にしてくれます。生徒としてふさわ
しい身だしなみは、他人に不快感を与
えないために大切です。そうじは、心を
みがく教育の場となっています。

不便から学ぶ、感謝の心
寮は自宅とは異なり、テレビやゲームを
自由に楽しむことはできません。洗濯も
自分でやらなければなりません。その
不便さによって生徒たちは親のありが
たみを知り、感謝の心を持つようになり
ます。そして、集団の中でのルールやマ
ナーの大切さに気づき、自分を律する
力を身につけていきます。

自分と異なる、他を認める心
寮は基本、相部屋で、学年や部活など
ふだん所属する集団を越え、いろいろな
相手と同室になります。海外からの留学
生がパートナーになることも。国内・海
外、多様な背景を持つ仲間と生活する中
で、自分とは異なる他を認める心を育み、
多文化共生社会に必要なフレキシブル
な感性を養います。

これから新生活に挑もうとしているみなさん、寮生活においては、私
たちがみなさんのお父さん、お母さん役となります。私たちと一緒に、
明徳での3年、あるいは6年間を将来につながる、意義ある時間にして

いきましょう。
寮生活は、決して楽なことばかりではありません。
でも、だからこそ乗り越える力も生きる力も身に
つきます。そして日々の積み重ねの中で、「時間を
守ること」、「人の話をしっかり聴くこと」、「きれい
にそうじをすること」など、あたりまえのことをあ
たりまえに、より高いレベルでできるようになるは
ずです。明徳の寮で、人間の基礎を一緒につくっ
ていきましょう！

寮教育には、明徳の建学の精神や教育の特徴が凝縮されて
います。寮生活を通じた「徳・体・知」の教育で、ゆるぎな
い人格の基盤を築きます。

寮教育
Dormitory Guidelines

センセイMessage

「あたりまえ」のレベルを上げよう！
寮教頭　松浦三五司

朝礼では校旗、国旗と共に
国連旗を掲揚しています

POINT

POINT

POINT

1 2 3

先生と生徒が同じように「行」に取り組
むのが「師弟同行」。互いに成長するこ
とを目標にしています。

大石宗伯

尾崎文彦 岡山文男

畔地恵子

私たち
も

見守っ
て

います

出典「大学」



乾  蓮太郎さん（高知県出身）
高野  翼彩さん（岐阜県出身）
乾：男子寮では同じ部活の仲間同士で同室
になることが多く、僕も所属している空手道
部の先輩・後輩とともに寮生活を送っていま
す。留学生と同室になることもあり、互いに言
葉を教え合ったりしながら交流しています。
高野：先輩たちはみんな優しくて、部屋では
よく一緒に話したり遊んだりします。先生は
厳しいけれど、何かあれば相談に乗ってくれ
るし、家族のよう。土佐弁にも慣れました（笑）。
乾：この5年間で、時間の使い方や整理整頓
は身につきました。大変なこともありますが、
寮生活が自分の自信になっていると感じま
す。
高野：僕は寮に入って初めて親のありがたさ
がわかりました。いつか自分も家族の力にな
れるよう、部活と勉強をがんばります。

水野富貴さん（高知県出身）
クシートン・ピヤパウィーさん（タイ国出身）
水野：寮に入って一番よかったのは、みんな
で一緒にいられることです。留学生も一緒な
ので、言葉や文化、価値観の違いを知るこ
とができるのも楽しいです。
ピヤパウィー：私は寮のおかげで、すぐに日
本に慣れることができました。今は休み時間
にインターネットを使って、母国の家族と連
絡を取ったりしています。
水野：私が中1の頃、さみしかった時に先輩
がよく励ましてくれました。今は自分がそれ
を後輩たちに返す番。それが明徳の寮の伝
統でもあります。
ピヤパウィー：目標を強く持てば、友達と一
緒に乗り越え、夢を叶えることができます。だ
から今、私はとても充実しています。

大浴場
それぞれの寮には大浴場を完
備。勉強やクラブ活動で疲れ
た心と身体をほぐしてくれま
す。お風呂で先輩、同輩、後
輩たちとはしゃぐのも、寮生
活のよい思い出?!

売店
文房具をはじめ、寮生活に必
要なものは何でもそろいます。
明徳Tシャツやストラップなど、
お土産として購入する生徒も。
このほか飲料や軽食の自動販
売機も設置されています。

病気やけがの時は
日中だけでなく夜間も、保健
室教員や担当スタッフが急な
病気に対応できる体制を整え
ています。また、スクールカ
ウンセラーと連携し、心のケ
アにも対応しています。

明徳の一日は、毎朝6時30分に寮内に
流れる起床の音楽から始まります。当
番制の朝食の配膳を手早く整えたら、
15ある寮ごとにグラウンドに集合！  全
員で朝礼とラジオ体操を行います。

朝・昼・夕、3食の食事は元気の源。育ち盛り
の生徒たちに十分な栄養価とボリュームのあ
る食事を提供しています。昼食と夕食はA・
Bのメニューから選択できます。

目の前に広がる太平洋、周囲には緑豊かな山々。
大自然のエネルギーが満ちあふれる環境のもと、
今日も明徳の一日が始まります。

寮での一日
Daily Life

自学自習の力をつけることを基本とし
た取り組みを行っています。寮では毎
日2時間の自習時間をもうけており、
学習習慣の定着をはかっています。

朝礼・夕礼でかかせないのが、各々が
自分の故郷の方角に向いてお礼をする
「ふるさと遥拝」。本校独自の徳育の取
り組みのひとつです。

センパイVoice

　　　

四季折々の寮イベント
寮最大のイベントは、7月に行われる「蛍祭り」。1学期の“お疲れさま”の気持ちをこ
めて教職員がいろいろな食べ物の出店をして、生徒たちをねぎらいます。生徒は寮
ごとに工夫をこらした出し物を舞台で発表し、互いに楽しみます。体育祭後の「秋
祭り」ではクラブ単位での催しが行われ、きれいな花火も上がります。 養徳寮（竜キャンパス） 女子寮（堂ノ浦キャンパス）

種智院寮（堂ノ浦キャンパス）

起床

 朝礼
6:30

6:50
朝食

7:15
登校

8:15 13:15

授業開始

8:40
 昼食 ホームルール

8:30 12:15 15:30
授業開始

17:00

夕食・入浴
19:30

夕礼・そうじ

22:30

消灯 部活開始

20:00

自習



「徳・体・知」の「徳育」を担う授業です。道徳教育、職業
教育、環境教育といった幅広いテーマのもと、「感じる」
「考える」「やってみる」を基本に生徒一人ひとりの心に
働きかけ、心の成長を促します。「いのちのしくみ」「い
のちの動き」「いのちの力」を学び、生きる力を身につけ
ることをめざしています。

地震や風水害など、いざという時に生徒や教職員の命や
健康を守ることは、学校として第一の使命です。本校で
は、建物の耐震化や災害時の避難ルート整備、備蓄といっ
たハード面はもちろん、避難訓練や救急救命講習、防災
教育などソフト面に特に力を入れ、防災対策に取り組ん
でいます。

専任のスクールカウンセラーを配置し、思春期の生徒た
ちが抱えるさまざまな悩みや不安に対応しています。学
校教員とは違った「心の専門家」としての視点から、生
徒たちの心身の健康を支えます。

保護者会
日本全国から生徒が集まっ
てくる明徳では、保護者
会も全国各地で開催して
います。会では、学校の
近況報告や教育講演会な
どが行われています。

8月
•中学四国大会
•全国中学校体育大会
•全国高等学校体育大会

9月
• 2学期始業式
•寮替
•第2回オープンキャンパス
•総合防災訓練（竜キャンパス）
•体育祭
•校内実力テスト
•小学生外国語暗唱大会

10月
•中間テスト
•秋季国体

11月
•第3回オープンキャンパス
•総合防災訓練（堂ノ浦キャンパス）
•中学修学旅行
•中3短期留学

12月
•県外中高入試
•期末テスト
•終業式

1月
• 3学期始業式
•高校推薦入試
•大学入試センター試験
•第4回オープンキャンパス
•開校記念日
•開校記念遠歩き大会
•高校一般入試

2月
•文化祭
•校内実力テスト
•英語・中国語コース留学出発
•中学一般入試
•高校修学旅行

3月
•高校卒業式
•寮替
•学年末考査
•ジョイントコンサート（3年毎）
•中学卒業式
•終業式

4月
• 1学期始業式
•入学式
•一泊研修（中1）

•一日研修（中2・中3）

•校内実力テスト
•墓参帰省（中1）

5月
•津波・地震防災訓練（中高）
•明徳祭
•高校県体

6月
•中間テスト
•防災訓練（寮）
•中学地区体
•高校四国総体（前期）
•保護者学級

7月
•期末テスト
•終業式
•中学県体
•蛍祭（寮祭）
•第1回オープンキャンパス

年間を通じて晴れの日が多く温暖な高知の大自然の中、
豊かな環境を活かして多彩な行事や活動が行われています。

年間行事
School Events

生徒たちの伸びやかな成長を見守り、支えるために、
本校で特に力を入れている取り組みをご紹介します。

成長を支えるしくみ
Support System

学外（高知市・牧野植物園）での「いのちのレッスン」 スクールカウンセラー（臨床心理士） 

竜キャンパスでの避難訓練の様子

いのちのレッスン
スクールカウンセラーによる特別授業

メンタルケア
一人ひとりの心に寄り添い、支える

防災対策
ソフト・ハード両面からの取り組み

保護者との連携
安心と信頼の関係を育む

1 2

3 4

上河扶紀枝

3月／ジョイントコンサート（3年毎）

9月／体育祭

学報は年3回
学報「たんぽぽ」を、年に3
回程度発行しています。ク
ラブ活動や学校行事の様
子を写真と記事でレポー
トしています。



北海道・東北3%

九州・沖縄 4%

地域別
出身者数の
割合

進学実績
University Acceptance

生徒の状況
Student Profile

海外の大学

ネブラスカ大学（米）
ノースアラバマ大学（米）
シドニー大学（豪）
高雄餐旅学院（台湾）
大連理工大学（中国）
ジョージ・ブラウンカレッジ（加）

国公立大学

東京大学
京都大学 
北海道大学 
大阪大学 
九州大学 
一橋大学 
広島大学 
三重大学（医） 
鳥取大学（医） 
高知大学（医） 
浜松医科大学（看護）
北見工業大学 
室蘭工業大学
茨城大学 
筑波大学 
宇都宮大学 
千葉大学 
東京学芸大学 
電気通信大学
東京農工大学 
お茶の水女子大学 
横浜国立大学 
富山大学 
山梨大学 
信州大学 
岐阜大学
京都教育大学 
大阪外国語大学 
大阪教育大学 
神戸大学 
奈良教育大学 
和歌山大学 
島根大学 
岡山大学 
山口大学 
静岡大学 
富山大学 
宇都宮大学 
名古屋工業大学
徳島大学
香川大学

東洋大学
駒澤大学
専修大学
京都女子大学
同志社女子大学
神戸女学院大学
関西外国語大学 
京都外国語大学 
関西福祉科学大学
京都産業大学 
甲南大学 
龍谷大学 
藤女子大学 
北海道薬科大学 
酪農学園大学
東北福祉大学 
東北芸術工科大学 
国際武道大学 
淑徳大学 
千葉工業大学 
千葉商科大学 
麗澤大学 
和洋女子大学 
城西大学 
尚美学園大学 
東京国際大学 
文教大学 
亜細亜大学
麻布大学 
玉川大学 
国士舘大学 
桜美林大学 
杏林大学 
芝浦工業大学 
昭和大学 
多摩美術大学 
大妻女子大学
大正大学 
大東文化大学 
拓殖大学 
帝京大学 
東海大学 
東京家政大学 
東京工芸大学 
東京女子体育大学
東京農業大学 
東京電気大学 
日本獣医畜産大学
日本体育大学 
武蔵工業大学 
武蔵大学 
武蔵野美術大学 
フェリス女学院大学
文化女子大学 
麻布大学 
明海大学

明治学院大学 
明星大学 
立正大学 
和光大学 
順天堂大学 
横浜商科大学 
神奈川大学 
金沢工業大学 
聖徳学園岐阜教育大学 
福井工業大学 
北陸大学 
愛知工業大学
愛知学院大学 
愛知大学 
中京大学 
日本福祉大学 
名古屋学院大学 
大同工業大学 
名古屋芸術大学 
名古屋商科大学 
名城大学 
奈良大学 
天理大学 
帝塚山大学 
大谷大学 
佛教大学 
明治鍼灸大学 
京都造形芸術大学
京都橘女子大学 
花園大学 
阪南大学 
大阪学院大学 
大阪経済大学 
大阪経済法科大学 
大阪芸術大学 
大坂工業大学 
大阪産業大学 
大阪歯科大学 
大阪商業大学 
大阪樟蔭女子大学
大阪電気通信大学 
帝塚山学院大学 
桃山学院大学
神戸女子大学 
甲南女子大学 
神戸学院大学 
神戸国際大学 
神戸松蔭女子学院大学 
姫路獨協大学 

神戸親和女子大学 
神戸海星女子学院大学 
園田学園女子大学 
吉備国際大学 
岡山理科大学 
倉敷芸術科学大学
環太平洋大学 
広島経済大学 
広島工業大学 
広島修道大学 
くらしき作陽大学 
環太平洋大学 
広島文教女子大学 
美作女子大学 
福山大学 
徳山大学 
四国学院大学 
松山大学 
徳島文理大学 
西南学院大学 
立命館アジア太平洋大学 
第一薬科大学 
第一福祉大学 
福岡大学 
崇城大学
松本歯科大学
星薬科大学

短期大学

滋賀県立短期大学 
東京都立短期大学 
川崎市立看護短期大学 
桜美林短期大学
川村短期大学
駒沢短期大学
昭和女子大学短期大学 
杉野女子大学短期大学
東京農業大学短期大学
京都外国語短期大学 
関西外国語短期大学 
神戸女子短期大学
夙川学院短期大学 
園田学園女子短期大学 
武庫川女子短期大学 
高知学園短期大学

愛媛大学 
高知大学 
佐賀大学 
大分大学 
鹿屋体育大学 
釧路公立大学 
青森公立大学 
高崎経済大学 
石川県立看護大学 
都留文科大学 
前橋工科大学 
静岡県立大学 
大阪市立大学 
神戸市外国語大学 
神戸市立看護大学 
奈良県立大学 
島根県立大学 
山口県立大学 
下関市立大学 
高知県立大
高知工科大学 
北九州市立大学 
長崎県立大学 
神戸商科大学 
神戸市立看護大学
防衛大学

私立大学

早稲田大学
慶應義塾大学
上智大学
杏林大学（医）
北里大学（医）
東邦大学（医） 
埼玉医科大学（医） 
愛知医科大学（医） 
藤田保健衛生大学（医） 
近畿大学（医）
関西医科大学（医） 
同志社大学
関西学院大学
立命館大学 
関西大学
明治大学
青山学院大学
東京理科大学
立教大学
中央大学
法政大学
日本大学
獨協大学
國學院大学
日本女子大学

生徒出身地／国外　英語圏やアジア、アフリカから生徒が集まっています。

生徒出身地／国内　中学・高校ともに、日本全国から生徒が集まっています。

海外姉妹校　7つの国と地域の73校と姉妹校提携を結んでいます。

ミャンマー
ベトナム

アメリカ

ブラジル

パラグアイ

メキシコ

モンゴル

中国

韓国

台湾
イラン

マレーシア
インドネシア

南スーダン

ケニア

オーストラリア

ニュージーランド

デンマーク

アンゴラ

セネガル シンガポール

ロシア

タイ

カナダ

33

12

13

3

3

4

5

カナダ

中国

ベトナム
タイ

オーストラリア

ニュージーランド

韓国

関東
9%

中部
6%

近畿
 32%

四国
 42%

中国
4%



グラウンド

体育館

たんぽぽシアター

プール

1

2

3
4

5

正門

守衛室

男子寮

男子寮

男子寮

剣道場

男子寮

事務局

校舎

食堂

女子寮

野球道場
グラウンド

体育館

たんぽぽシアター

プール

1

2

3
4

6

正門

守衛室

男子寮

男子寮

男子寮

剣道場

男子寮

事務局

校舎

食堂

女子寮

野球道場

5

グラウンド

1

2

3

職員室
特別教室

蟹ケ池

正門

広々とした堂ノ浦キャンパスには、校舎や体育館、グラウンド、
各競技道場のほか、寮や教員住宅が立ち並び、学校というよ
りはひとつの町のような大らかな雰囲気があります。主に中学
普通クラス、高校総合コースの生徒が学んでいます。

緑の山に抱かれた
堂ノ浦キャンパス

主に中学国際クラス、高校国際コースの生徒が学んでいます。
周辺には港やマリンスポーツ施設、四国88ヶ所の青龍寺などが
あり、潮風を受けて建つ白い校舎と開放感あふれる中庭の芝生
が美しく対比しています。

青い海を望む
竜キャンパス

1 校舎

1 サッカー道場

3 テニス道場 5 空手道場

6 卓球道場

2 ゴルフ道場

2 食堂

3 竜キャンパス全景

1 サッカー道場

1 校舎（内部）

4 グラウンド

キャンパス紹介
Our Campus

養徳寮




