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茗溪学園中学校高等学校
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茗溪で学ぶ、
「自ら学び、成長していく能力」
「人類ならびに国家に貢献しうる『世界的日本人』を育成すべく、
知・徳・体の調和した人格の形成を図り、特に創造的思考力に富む人材をつくる」
茗溪学園の教育活動は、この建学の理念に基づいて行われています。
そして『世界的日本人』の基礎をつくるための学習の場が、茗溪学園なのです。
今、世界はグローバル化と技術革新が急速に進んでいます。そのような変化の中でも、
茗溪学園は建学の理念を見失うことなく、柔軟に対応して真の教育を実践してきました。
2016 年には、国際バカロレア機構（IB）が提供する国際的な教育プログラム、
ディプロマプログラム（DP）の認定校となりました。
右に挙げた IB が価値を置く人間性を表す「IB の学習者像」は、
建学の理念とぴったりと重なります。
茗溪学園で過ごす 6 年間は、この 10 の学習姿勢を身につける期間だとも言えます。
目的は良い大学や会社に入るためだけにあるのではない。
社会の状況が変化しても決してあきらめずに立ち向かい、
自分が本当にやりたいことを見つけ、将来大きな舞台で思い切り活躍するために必要な力、
「自ら学び、成長していく能力」を学び、身につける。
それが茗溪学園の 6 年間です。
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● Inquirers
探究する

● Knowledgeable
知識を身につける

● Thinkers
考える

● Communicators
伝えあう

● Principled
信念をもつ

● Open-minded
心を開く

● Caring
思いやる

● Risk-takers
挑戦する

● Balanced
バランスをとる

● Reflective
振り返る
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Inquirers

探究する
茗溪学園の生徒は、つねに好奇心をもち、
探究と調査のための技術を身につけて、自主的に学ぶことができます。
学ぶことを積極的に楽しみ、その姿勢を生涯もち続けることができます。
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Knowledgeable

知識を身につける
茗溪学園の生徒は、地域社会や国際社会での重要な問題や課題について、
つねに考えをめぐらせ、かたよりのない幅広い分野の知識と
深い理解を身につけていきます。
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Thinkers

考える
茗溪学園の生徒は、複雑な問題にきちんと取り組むために、
批判的に考えたり、創造的に考えたりしながら、
理性的で倫理的な判断を導き出すことができます。
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Communicators

伝えあう
茗溪学園の生徒は、複数の言語やコミュニケーションの手段を用いて、
自分自身の考えを自信を持って創造的に表現し、
周囲の人たちと進んで協力し合うことができます。
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Principled

信念をもつ
茗溪学園の生徒は、誠実かつ正直であり、公正な考えと正義感を持って
行動します。周囲の人々や地域社会を尊重して行動することができ、
自分の行動とその結果に責任をもつことができます。
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Open-minded

心を開く
茗溪学園の生徒は、他の人々や地域社会がもつ伝統、価値観、
考え方に対して心を開くことができます。
さまざまな意見に耳をかたむけ、内容を判断しながら成長していきます。
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Caring

思いやる
茗溪学園の生徒は、他の人の気持ちや必要としていることに
思いを寄せ、共感し、尊重することができます。周囲の人々の生活や環境を
よくするために、個人として積極的にかかわり、力を尽くします。
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Risk-takers

挑戦する
茗溪学園の生徒は、不慣れな状況や不確実なことに、勇気と思慮をもって
臨みます。新たな考えや役割、方法を試そうとする自立した精神をもち、
勇気をもって自分の信念を貫きとおすことができます。
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Balanced

バランスをとる
茗溪学園の生徒は、
自分や周囲の人々が幸せであるためには、知性、身体、
心のバランスが大切であることを理解しています。
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Reflective

振り返る
茗溪学園の生徒は、自分自身の学習や経験についてしっかりと振り返る
ことができます。自分の長所と短所を客観的にみつめ直し、学びと成長
につなげていくことができます。

13

生徒たちの未来の花を咲かせる
本校教育課程の概念図
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茗溪学園の
特色ある教育プログラム

茗溪学園 6 年間の学びのフェーズ
茗溪学園では、中学・高校の 6 年間を一体的にとらえ、
大きく 3 つの期間に分けて段階的に学びを深化させていきます。
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国際教育｜ Education for International Understanding

帰国生をきめ細やかに支援

国生は約 250 名在籍しています。在留先も

生徒の心の準備を見極めた留学制度

外に送り出すということはせず、留学を希望
する生徒に対して、事前の校内選考を行い、

茗溪学園は創立以来、帰国生を積極的に

アメリカやヨーロッパをはじめ、アジア、

茗溪学園は、開校以来 40 年間、留学生の

留学の志望動機を作文にまとめさせます。さ

受け入れ、きめ細やかに支援してきました。

中東、中南米、北欧など 43 カ国に及びます。

受け入れも積極的に行ってきました。また、

らに面接で留学への心構えや準備がきちんと

短期留学生が日本の文化を学びながら学校体

整っているかを確認します。この過程で生徒

毎年、世界中から帰国した生徒たちが入学

世界各国の文化を体験した帰国生たちは、

しており、それぞれが在留先の学校生活で、

それぞれの個性を存分に発揮しながら、躍

験のために訪れることも多く、学園には世界

が外国の文化の中で生活することの意義や困

積極性や多様なものの見方を身につけてい

動感あふれる茗溪学園での日々を送ってい

との交流が日常的にあります。

難さを、十分認識しているかどうかを見極め

ます。それが、茗溪学園の独自の校風を培

ます。

そのような環境の中で、茗溪学園はより

ます。茗溪学園がこのような段階を経る理由

う原動力になっているといっても過言では

強く外国の文化や歴史に興味を抱いた生徒

は、生徒自身に留学することに対して、しっ

ありません。そのため、茗溪学園では、外

に は、 そ の 機 会 を 持 て る よ う に AFS、EIL、

かりとした目的意識と覚悟が整ってこそ、初

国で育んだ個性を十分に活かして、より充

YFU、JFIE などの、歴史があり信頼のおける

めて充実した留学生活が実現すると考えてい

実した学園生活を送ることができるように

公的な留学プログラムを通じて、世界各地へ

るからです。

サポートしています。

送り出す留学制度も整えています。

具体的には、少人数制による国語や数学

さらに、イギリスの私立学校への 1 年間留

の特別クラス、放課後の補習などの学習支

学プログラムや、ニュージーランド、オース

援の実施。また定期的にカウンセリングを行

トラリアへの独自の中・短期留学プログラム

い、学習や生活上の問題があれば生徒、教員、

もあり、生徒たちが外国の文化を体験できる

保護者で共有して解決に努めています。

機会を多く設けています。

2018 年現在、茗溪学園の全校生徒 1527
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名のうち、外国での就学歴が 1 年以上の帰

茗溪学園の留学制度では、単に希望者を海

日常的に国際感覚が磨かれる、
世界に開かれた多彩な教育プログラム

中学から英語を極めるグローバルコース

世界の大学を目指す国際教育プログラム

IBDP は、大学進学用の学習だけではなく、

茗溪学園の IBDP コースの募集定員は 20

その後の人生に必要な力を養う、高度でバ

名（最大 25 名）です。受講生の選抜は、中

中学校グローバルコースは、高い英語力を

茗溪学園は、2016 年 7 月 20 日に、国際

ランスの取れたプログラムになっています。

学 2 年後期と中学 3 年前期の国語・数学・

維持発展させることを希望する生徒、高等学

的な大学入学資格を得られる、国際バカロレ

内容は、TOK（知の理論）、EE（課題論文）、

英語の通知表の評定と、提出物の提出状況な

校での国際バカロレア・ディプロマプログラ

ア・ディプロマプログラム（IBDP）の認定

CAS（創造性・活動・奉仕）の 3 つのコア科

ども考慮に入れた上で、基準を満たした生徒

ム（IBDP）の取得に意欲のある生徒を対象

校となりました。IBDP とは、スイス・ジュネー

目と、6 つの教科群で構成されており、きめ

を対象に、英語によるテストと本人面接、保

としています。

ブに本部を置く、国際バカロレア機構（IB）

細かく幅広い学習経験を提供しています。

護者同伴面接などを経て決定します。また、

このコースの生徒は通常の学級に在籍しま
すが、IBDP 受講も視野に入れ、中学校 3 年
間の英語授業は特別クラスを受講します。

が認定する国際的な教育プログラムです。

また IBDP は、原則として英語の授業でし

IB の目的は、世界の複雑さを理解し、その

たが、2013 年から多くの科目を日本語で実

ことに対処できる生徒を育成して、未来へ責

施できる、日本語 DP が導入されており、茗

特別クラスの授業は、週 6 時間（中 1 は

任ある行動をとるための態度とスキルを身に

溪学園はこの日本語 DP 校の認定を受けてい

週 5 時間）の外国人教員による授業と、週

つけさせることです。そのような資質を持っ

ます。

1 時間の日本人教員による授業で組まれてお

た人材を育成するため、IB では 3 歳から 19

茗溪学園の IBDP コースでは、まず高校 1

り、次の 2 つのクラスに分かれています。

歳までの生徒の年齢に応じて、4 つの教育プ

年で日本の高校教育課程を中心に学びます。

ログラムを提供しており、IBDP は 16 歳か

次の高校 2、3 年の 2 年間で、IBDP の国際

ら 19 歳の大学入学前の生徒を対象にした 2

統一カリキュラムを修了し、最終試験に合格

年間のプログラムで、茗溪学園では、2018

すると、日本の高校卒業資格と、世界 100

年度より IBDP コースの 1 期生が国際統一カ

カ国以上、2 万校以上の大学入学資格や受験

リキュラムを受講開始しました。

資格を得ることができます。

G1 クラス：中学入学時、英検 2 級程度以上
の英語力がある生徒対象
G2 クラス：中学入学時、英検 3 級から準 2
級程度の英語力のある生徒対象

高校からの新入生を対象にした選抜も実施し
ています。
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スーパーサイエンスハイスクール ｜ SSH

科学の未来の担い手を育てる理数教育
スーパーサイエンスハイスクール（SSH）は、
文部科学省が設けた制度です。先進的な科学

SSH 指定第 1 期では、独自のプロジェクト

て、論理的思考力や探究に必要なスキルを学

（GET プロジェクト）を立ち上げ、大きく3 つ

年段階に合わせた育成プログラムを開発。中

のプログラムを実施し、次のような活動を行い

学 1 年から高校 1 年までの科学研究に必要な

ました。

技術、理科・数学教育を通じて、生徒の科学
的能力や科学的思考力等を培い、将来の社会
を牽引する科学技術人材の育成を目的として

能力を一通り身につけるカリキュラムを実施し

定を受け、研究開発課題として「世界に提案
できる、探究力育成を目指した茗溪学園式中
高一貫カリキュラムの開発」を掲げ、オリジ

高大連携・高研連携による最先端科学の体験
（Tsukuba Program）

います。また、
「科学への夢」、
「科学を楽しむ心」

を活かして、英語教育によって培われた語学

を育み、生徒の個性と能力を一層伸ばしていく

力を科学に応用する取り組みを行いました。英

筑波研究学園都市に位置する地の利を活か

ことを目指しています。SSH に指定された中学

語の科学論文・雑誌の読解力向上、外国の学

して、筑波大学を中心としたこれまでの高大連

ナルな教育プログラムの開発を進めています。
第 2 期 SSH では、次の 3 つをプログラムの柱
として展開しています。

校・高等学校は、文部科学省や関係する機関

校と共同で実施する英語での科学研究プレゼ

携・高研連携をさらに広げ、国内外の優れた

１．中高一貫を活かした探究スキルの育成

の支援を受けながら、科学技術、理数系教育

ンテーション・ディスカッション、選抜者を対

最先端の研究に触れるカリキュラムを実施。科

２．ハイレベルかつ主体的な学びを実現する

の充実を図ります。

象にした科学関連の海外研修等を実施しまし

学の奥深さについて実感を持って認識するとと

た。

もに、科学の諸分野に対する進路意識やキャ

茗溪学園は 2011 年に SSH 指定校となりま
した。経過措置期間を含む 2016 年までの 6
年間の指定期間中に、独自のカリキュラムによ
る授業、大学・研究機関との連携による授業、
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2017 年には再び文部科学省から SSH の指

ました。
国際的科学教育（Global Program）
創立以来、取り組んできた国際教育の実績

第 2 期 SSH

リア意識の向上を図りました。

理数カリキュラムの開発
３．深い思考につながるクロスカリキュラムの
実践

6 年一貫理数系教育（Explore Program）
茗溪学園の「実物に触れる」
、
「フィールドワー

茗溪学園では、高校２年の必修科目「個人

地域の特色を活かした課題研究などに積極的

クを重視する」教育をさらに拡充し、様々な現

課題研究」を探究活動の集大成として位置づ

に取り組み、着実に成果を挙げてきました。

場での実験・観察等の調査研究に重きをおい

け、中高一貫のメリットを活かして研究に必要

「科学への夢」、「科学を楽しむ心」を育み、
生徒の個性と能力を一層伸ばす理数教育

な探究スキルを、段階的に習得させることを目
標にしています。
探究能力が指し示す力として「問題発見力」、

学会、コンテストでの発表や多彩なフィールドワーク
SSH 活動の成果は、国内の学会での発表や

「論理的思考力」、
「多面的に分析する力」、
「協

科学研究の世界コンテストへの出場など、多く

働で取り組む力」、「表現力」を掲げ、中学 3

の場所で表れました。主な成果には次のような

年間において各学年で重点的に育てる能力を

ものがあります。

決め、日常の授業、教科の内容を超えた学習
等の中で、それらの能力の向上を目指します。
高校 2、3 年時では、国際バカロレア
（IB）
コー

読売新聞社）で、高 1 男子 2 名・高 1 女子 2
名の科学部生物班の研究「根の触覚」が、高
校の部「優秀賞」他、多数の賞を受賞しました。

SS Geo Tour
屋久島をフィールドに、多様な植物や固有
種の観察を通じ、生物多様性や生態系を捉え
る科学的視点、環境保護に関する優れた認識

茗溪学園の SSH では、学年行事として行っ
ているフィールドワークや国内外の多くの研修

を習得することを目標に毎年研修を行ってい
ます。

など、科学に対する興味関心を深め、科学の
高校生科学技術チャレンジ（JSEC）

最先端に触れる機会を数多く提供します。

2013 年の JSEC（主催：朝日新聞社等）で、
SSH 海外研修

茗溪学園の SSH

スではない総合コースにおいて、双方向型・

男子 3 名の「タマネギの体細胞分裂にリズム

協働型の学習で、探究活動を重視した学習者

はあるか」が「花王特別奨励賞」を、男子 1

タイでの研修では、現地の大学の先生に案

度からスタート。2017 年（平成 29 年）度

中心の深い学びを実現するため、
「数学探究 I・

名の「発光バクテリアの照明への応用におけ

内していただき、中生代の地層とその地層か

現在で 203 校が指定されています。指定期

II」、「物理探究 I・II」、「化学探究 I・II」、「生

る可能性の考察」が「審査委員奨励賞」を

ら産出する恐竜化石について研修を行います。

間は原則 5 年です。2011 年、2017 年と続

物探究 I・II」を設置しています。

受賞しました。後者の生徒は 2014 年 5 月に、

中国上海研修では、現地の高校生と研究発表

けて指定を受けた茗溪学園の活動について

アメリカで開催された国際学生科学技術フェア

交流会を行います。これらの海外研修では、

は、毎年度報告書にまとめられて学校ホーム

研修の内容について英語で議論したり、課題

ページ（HP）から詳細をご覧いただけます。

クロスカリキュラムの授業では、1 つの事象
を文化的・歴史的な背景を踏まえながら、多

（Intel ISEF）に派遣され、発表しました。

面的角度から見つめ、そこから発生する課題
を抽出し、持っている手法を十分に活用して、
問題解決できる生徒を育成します。

文部科学省 SSH は、2002 年（平成 14 年）

研究の発表を英語で行ったりと、国際性を高め
日本学生科学賞

る有意義な体験をすることができます。

2017 年の第 60 回日本学生科学賞（主催：
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大切なのは「合格してから何を学ぶのか」。

大学合格実績 ｜Graduates’ Destinations

立教大学

27 名

富山大（医）

１名

中央大学

14 名

徳島大（医）

１名

法政大学

20 名

東京医大（医）

１名

昨年までの主な実績

１名

東京理科大

16 名

北里大（医）

３名

UWC

京都大

１名

学習院大

11 名

独協医大（医）

１名

北海道大

２名

国際基督教大

2名

杏林大（医）

１名

東北大

２名

津田塾大

4名

聖マリアンナ医科大（医）

東京工業大

１名

東京女子大

4名

岩手医大（医）

名古屋大

１名

日本女子大

6名

千葉大

１名

聖心女子大

1名

東京農工大

１名

成蹊大

14 名

東京外国語大

２名

成城大

4名

総合格者数

明治学院大

5名

薬学部（国公立・私立）

2018 年度大学合格実績
国公立大学
東京大

筑波大学

23 名

国内

留学制度利用者

東京大（大学院）

14 名

54 名

筑波大

2名

YFU

66 名

横浜国立大

1名

AFS

79 名

慶應義塾大

6名

１名

ロータリー

27 名

上智大

1名

１名

EIL

9名

中央大

1名

医学部医学科（国公立・私立）

その他

9名

総合格者数

留学制度利用者総数

12 名

244 名

歯学部（国公立・私立）
９名

UWC 留学者の大学進学実績

２名

日本大学

信州大

１名

専修大

8名

帯広畜産大

１名

東洋大

14 名

富山大

１名

駒澤大

3名

茨城大

６名

芝浦工大

12 名

アメリカ

大阪教育大

１名

東京農業大

17 名

シエラ大

高知大

１名

北里大

12 名

琉球大

１名

順天堂大

6名

レイクフォレスト大
１名
ニューヨーク州立大学ビンガムトン校

国際教養大

１名

東邦大

13 名

１名

茨城県立医療大

２名

学習院女子大

2名

ベロイット大

１名

都留文科大

１名

武蔵野美術大

8名

ウースター大

１名

イギリス

明治薬科大

4名

ノックス大

１名

ケンブリッジ大

2名

同志社大

2名

ドゥルー大

１名

オックスフォード大

1名

立命館大

4名

アーサイナス大

１名

ロンドン大

5名

テンプル大

１名

エジンバラ大

1名

セントアンドリュース大

1名

国公立大学総合格者数

56 名

私立大学

29 名

他

早稲田大

24 名

慶應義塾大

14 名

上智大

22 名

明治大学

22 名

青山学院大

15 名

私立大学総合格者数

総合格者数

46 名

昨年までの主な実績
アメリカ

2018 年度海外大学合格実績
２名

612 名

ハーバード大

1名

MIT

1名

コーネル大

1名

ペンシルバニア大

1名

カーネギーメロン大

1名

バーナード大

1名

アールハム大

1名

オーストラリア
医学部医学科

クイーンズランド大

（国公立大学・私立大学）
筑波大（医）

マッコリー大
１名

1名

京都大

埼玉大

他
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一人ひとりの可能性を最大限に高める進路指導

海外大学総合格者数

１名

カナダ

１名

マギール大

3名

12 名

トレント大

1名

全生徒の約９割が所属。

クラブ活動実績｜ Club Activities

運動部

活発な活動でさらに充実した学園生活に

文化部

同好会

約 6 割の生徒が所属。ラグビーと剣道は、校技として授業でも行う。中学、

約 4 割の生徒が所属。100 名を超える部もあり、科学部、美術部、書道部な

高校共に全国レベルで活躍する部が多い。

どは全国レベルのコンテスト、コンクールで高い評価を得て入賞している。

■ラグビー

■科学部

中学：全国中学大会優勝 1 回、関東大会優勝 13 回／高校：全国総

物理班等の計 7 班、総勢 170 名以上で活動。生物班：自然科学観察

体優勝 1 回・3 位 2 回、関東大会優勝 2 回
■剣道部

中学：全国大会出場 団体 7 回・個人 9 回、関東大会出場
個人 14 回／高校：インターハイ出場
会出場団体 14 回・個人 4 回

団体 25 回・

団体 1 回 ･ 個人 1 回、関東大

■柔道部

中学：全国大会出場 5 回、関東大会出場 6 回／高校：全国総体出場
2 回、全国選抜出場 1 回

■体操部

中学：全国大会出場 2 回／高校：全国総体出場 18 回、全国選抜大
会出場 1 回

■バドミントン部

コンクール佳作 2 回、JSEC 花王特別奨励賞、日本学生科学賞中央審
査優秀賞／無線工学班：6m AND DOWN 関東大会通算 19 回 1 位、
フィールドデーコンテスト全国 17 年連続優勝、ALL JA コンテスト全国
優勝 4 回、全市全郡コンテスト全国優勝 1 回、ARDF 世界選手権出場
3 回、全日本 ARDF 大会（中学個人・団体）個人 1 位・団体 2 位
■美術部

全日本学生美術展団体最高賞 29 回受賞、全日本イラストコンクール通
産大臣賞他受賞、旺文社学芸科学コンクール日本美術院賞他受賞

■書道部

大東文化大学主催全国書道展文部科学大臣賞・優秀団体賞 21 年
連続受賞、東京学芸大学主催学芸書道全国展優秀団体賞 13 年連

中学：全国大会出場 6 回、関東大会出場 10 回／高校：全国総体出
中学：関東大会優勝 1 回／高校：全国総体出場 25 回、関東大会出
場 26 回

■吹奏楽部

アンサンブルコンテスト関東大会銀賞 2 回、アンサンブルコンテスト東
関東大会銀賞 2 回、定期演奏会（7 月）開催
全国総合文化祭出場、定期演奏会（11 月）開催

■バスケットボール部

中学・高校：県大会出場を目指し活動

■室内楽部

■バレーボール部

中学・高校：女子／高校：男子が活動

■合唱部

声楽専門の先生の指導のもとで活動、クリスマス・コンサート開催

■卓球部

中学：全日本選手権カデットの部出場 3 回／高校：全国選抜大会出場
2 回、関東大会出場 3 回

■ギター部

ギター演奏を楽しみながら活動

■水泳部

中学：全国大会出場 5 回、関東大会出場 11 回／高校：全国総体出
場 8 回、関東大会出場 18 回

■演劇部

関東演劇研究大会出場 2 回、はいすく〜るドラマすぺしゃる IN 俳優座

■サッカー部

中学・高校：専用サッカー場で活動

■軟式野球部

高校：春季関東大会優勝 2 回・準優勝 1 回、秋季関東大会優勝 2 回・
準優勝 1 回、全国総体準優勝 1 回、国民体育大会優勝 1 回

■ダンス部

■落語研究会

日々、落語の腕を磨きつつ活動

■茶道同好会

文化祭、季節の茶会などを開催

■イラスト同好会

イラスト集発行

■ボランティア同好会

校内行事、校外にて活動

■コンピューターシステム研究会

U22プログラミングコンテスト参加

続受賞、成田山全国競書大会読売賞・成田山賞、全日本高校大学生
書道展書道展賞、毎日学生書道展文部科学大臣賞 2 回

場 10 回、関東大会 17 年連続出場
■テニス部

小規模ながら、同好の士が集い、日々楽しく活動中。

参加
■文芸部

冊子「みずどりの羽」発行

■写真部

関東高等学校芸術祭出場 2 回、全国高校総合文化祭出場 3 回

■語学部

学年を越えて協力し合って活動

中学：日本中学校ダンス部選手権全国決勝大会出場 2 回／高校：日
本高校ダンス部選手権全国決勝大会出場 2 回、日本高校ダンス部選
手権新人戦特別賞 3 回

ラグビー部

野球部

体操部

美術部

吹奏楽部
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寮生活｜ Dormitory Life

切磋琢磨し、自他を尊重する精神を育む
茗溪学園の寮は、様々な国や地域から集
まった生徒たちが規律ある共同生活を営んで
います。
寮では 18 時以降の外出を禁止しています。
また携帯電話や漫画も禁止です。テレビもあ
りません。意図的に不便さを残しています。
不自由ともいえる寮生活ですが、だからこそ

自ら学ぶ習慣を身につける
「沈黙の時間」
朝の過ごし方
寮生活の朝は 6 時 15 分の起床から始まり

ていくことができます。そして、お互いに切

寮では塾に通うことが制限されています。
しかし、茗溪学園を卒業した筑波大生・大学

部分の清掃や、週 1 回の寮の草刈りや落ち葉

院生が、「沈黙の時間」に週数回指導に訪れ

掃きなどの朝の作業を行います。

ます。中学生は科目を問わず無料で、高校生

そして、朝の作業後に身支度、登校準備を

は数学と英語を希望者に有料で指導します。

整えて、朝食をしっかりとって登校します。

勉強以外にも、定期テストや進路相談など、
身近な先輩としてアドバイスを受けることも

夜の過ごし方：「沈黙の時間」

できます。

寮棟は校舎と併設されていますから通学時

また、学校の「音楽教室」も有料で受講で

磋琢磨し、自他を尊重する精神が育まれます。

間がかかりません。ですから学習にも部活に

きます。ピアノ、バイオリン、フルート、ギ

この 6 年間の寮生活を通して、寝食をとも

も全力で取り組むことができます。また門限

ター、声楽などを専門の先生に指導していた

の 18 時までは外出も自由です。

だけます。練習には寮内の防音室が使用でき

にする仲間たちとのかけがえのない絆や、た
くましさと旺盛な自立心を身につけて、旅

そして、夕食・入浴後の毎日 19 時 30 分

立っていきます。現在、約 150 名の寮生が

からは「沈黙の時間」になります。中学生は

生活しています。

2 時間、高校生は 3 時間、その名の通り静か
に個人学習に励みます。毎晩決められた時間
内でしっかりと学習に取り組むことは、学力

■主な施設概要
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夜の過ごし方：学習サポート

ます。点呼後は各寮棟のハウスごとに、共用

生徒たちが、お互いに協力することによって
不便さを克服し、充実した寮生活へと変わっ

をつける上で大きな強みになります。

■寮での 1 日

ます。

さまざまな国や地域から集まる仲間たちと、
「同じ釜の飯を食う」6 年間の共同生活

通学生も短期入寮で、得がたい体験を
通学生も短期間全員が入寮して寮生活を
体験します。この目的は寮生と通学生の精

寮独自の楽しいイベントが目白押し
茗溪学園は行事が多いことも特徴の一つで
すが、寮独自の行事もたくさんあります。

どのパフォーマンスもあり、毎年学年の仲間
たちと試行錯誤しながら一所懸命に練習した
成果を発表します。
「クリスマス会」が行われるのは 12 月。

寮生活は教職員による指導のもとで
茗溪学園の寮は、東西棟、南棟、北棟の３
棟を「ハウス」という単位とし、「ハウスマ

神的、生活的交流を深めるためで、入寮中

まず、入寮したての頃に親睦を深めるため

は普段の授業では得られない、総合的・体

に行う「筑波山ハイキング」。学年の先生と

験的学習の場として学年・学級行事が行わ

おやつを食べながら語り合う「お茶会」。寮

6 年生への感謝の気持ちを込めて、有志が

ど、生活のあらゆる面できめ細かい助言と指

この行事は退寮する 6 年生（高校 3 年）を

スター」と呼ばれる教職員がそれぞれ在寮し

送り出す意味合いもあります。

て、各棟の寮生たちの生活指導や健康管理な

生全員で親睦を深める、前期後期各 1 回行う

パフォーマンスを披露したり、スペシャルメ

導にあたります。また、各棟のフロアごとに

この短期入寮は、中学 1、3 年、高校 2 年

「スポーツ大会」。アンケートで希望の多かっ

ニューの食事や毎年豪華商品が当たるビンゴ

運営管理する「フロアマスター」が、ハウス

を対象に実施します。中学 1 年は入学 1 カ

た映画を鑑賞する「ビデオ会」。テスト後や

などを楽しみます。後輩からの送辞、6 年生

マスターと協働して、より細やかな視点で生

月後の 5 月に入寮し、寮生とともに「沈黙

帰省前などの節目に各寮棟のフロアごとに催

からの答辞、そして最後のキャンドルサービ

徒たちの健康状態や精神状態を観察・管理し

の時間」を体験して、ここで学習習慣を身

す「フロア会」など。他にも数え切れないほ

スは、寮生活を通じて頼もしく成長した 6 年

ます。時には学園の担当とも連携を取りなが

に つ け ま す。 中 学 3 年 は 10 月 に 入 寮 し、

どの楽しい行事が目白押しです。

生との別れの時間となり、毎年の行事の中で

ら、生徒一人ひとりが健康で充実した寮生活

も一番感動に包まれるものになります。

が送れるように、細心の注意を払っています。

れます。

12 月の国内研修旅行に向けた、座談体験や
旅行活動準備を実施。高校 2 年の 2 月の入
寮では、心身を鍛えることを目的に寒稽古

特に寮生の一番の楽しみは「寮祭」と「ク
リスマス会」です。
「寮祭」は 7 月初旬に行われる行事です。

2018 年度からは、冬期休暇を除く、春の
連休や夏休み等の長期休暇の期間中に、理由

を体験します。男子はラグビー、女子は剣

この日は夕方から学園の中庭でバーベキュー

によって学寮に残留できる制度がスタートし

道を早朝から行い、気力、体力を養います。

や冷たいアイスなどを堪能し、日が暮れてか

ました。併せて、快適で充実した寮生活が送

らは花火などで夏を満喫します。また、フロ

れるよう、環境整備を進めています。

アごとの有志によるダンスやコント、演劇な
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卒業生が語る学園生活 ｜Graduates Look Back on Meikei Life

茗溪では具体的な自分の未来を
考えることができた。

準優勝の思い出を胸に
イチローが導いた通訳の道へ。

東京大学 文科三類在学中

東京外国語大学 スペイン語学科在学中

近藤 晏誉

安形 和真

（37 回生）

慶應義塾大学 商学部在学中

大貫 麗

（36 回生）

以前から国際協力機構（JICA）に興味があり、国際的な活動

米国で生活していた時に、イチロー選手の活躍を見てメ

に参加したいと思っていました。そこで高校 1 年次に、茗溪学

ジャーリーグが大好きになり、将来は野球の仕事に携わりたい

力を入れて、高校 1 年次に帰国生と一緒に英語を学ぶ「EEC

園主催の「模擬国連（MEMUN）」の運営に携わり、国際関係

と思いました。その後、メジャーリーグ選手の 3 割がラテン

クラス」の試験に挑戦し、合格することができました。そして、

や国際協力について、それぞれの立場になって参加者全員で考

系でスペイン語を話し、その通訳も多く存在することを知り、

ECC クラスの生徒たちに刺激を受け、もっと英語力を上げたい

え討論しました。また、SSH の「屋久島研修」に参加し、島固

スペイン語にも興味を持ち学びたいと思うようになりました。

と、英国・ウェールズに 2 週間の短期留学をしました。また高

私は小さい時から海外に興味があったので、中学から英語に

有の植物系に関する現地調査や研究を行いました。併せて、高

茗溪学園在学中は文武両道を目指し、軟式野球部に所属して

校 2 年次には、ロータリーの留学制度を利用して 1 年間、米国・

校 3 年間は、東日本大震災で被災した宮城県石巻市でのボラン

日々練習に励みました。そして、高校 3 年生の時に念願の全

フィラデルフィアのユニオンビル高校に留学。現地の高校生たち

ティアや地域の方々と交流する「石巻プロジェクト」の副会長と

国大会に出場し、準優勝することができたのは、最高の素晴ら

と一緒に授業を受けるだけでなく、日本の良さを広めるために、

して、現地の復興支援や、同年代の学生との交流、現地レポー

しい思い出です。また、在学中に仲間と一緒に諸活動、多くの

パーティーや様々な集まりの場で書道を披露するなど、日本に

ト等に最後まで積極的に取り組んだことも、貴重な経験となって

行事に参加したことも、本当に楽しかったです。

ついてのプレゼンテーションを積極的に行いました。

います。部活動は卓球部に所属して、先輩や同期の仲間たちと、
引退まで練習や試合でがんばったことは、とても良い思い出です。
より複雑になってきている世界の問題を解決するためには、こ
れまでの学問分野を越えた学際的な学習が必要だと思います。

茗溪学園は帰国生だけでなく、留学生も多く在籍しており、

帰国後は、留学経験を活かした個人課題研究を行い、成果

世界中に友人、人脈作りができるのは、とても茗溪らしい部分

が認められ、筑波大学の研究発表会で口頭発表を行う機会を得

だと思います。

ました。そのことも契機となり、将来は女性も活躍できる資格を

現在は、東京外国語大学・スペイン語学科に進学し、3 カ国

取りたいと、大学は商学部に進学し、公認会計士になるための

茗溪学園では様々なプログラムや行事があります。自分から進ん

語を話せる通訳を目指してがんばっています。米国での経験も

勉強をしています。また、日米両国で活躍できるよう、米国公

で、興味のある分野や活動に参加することで、自分のやりたいこ

活かし、日米両国の架け橋としても活躍していきたいです。

認会計士資格も併せて取得するためにがんばっています。

と、将来について具体的に考えることができると思います。忙し
い毎日でしたが、とても楽しい 6 年間でした。
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（37 回生）

積極的なチャレンジ、
その経験が今に活きている。

皆さんも友人や出会いを大切にして、様々なことに挑戦しな
がら、毎日を有意義に過ごしてほしいと思います。

茗溪在学中には、チャンスがあれば様々なことに積極的にチャ
レンジしました。その経験が今に活きていると思っています。

大学や社会で夢に邁進する卒業生が、
茗溪ならではの学園生活を語る

人を喜ばせる仕事のヒントは
学園生活で見つけた。

Google LLC Brand Studio
APAC UX Engineer
工学博士

飯塚 修平

（27 回生）

「好きなこと」を見つける
6 年間が待っている。

将来の夢、現在の仕事を
意識していった 6 年間。

株式会社電通
第４クリエーティブプランニング局
アートディレクター

田中 せり

（25 回生）

株式会社 AIRDO
技術本部乗員部
B737 運行乗員グループ
パイロット（副操縦士）

松延 純司

（12 回生）

私は現在、グーグル合同会社で UX エンジニアとして働いて

「自分の好きなことは？」。この歳になっても時折、それを問

私にとって茗溪学園での 6 年間は、本当に貴重で、卒業後

います。聞き慣れない仕事の名前だと思いますが、UX とはユー

い質し、道しるべにして生きています。今はたくさんの情報を

ザー体験 (User Experience）のことで、機械学習やバーチャル

簡単に知ることができる環境だから、「自分の好きなこと」が

リアリティなどの技術を使って、ユーザーにとって馴染みやす

埋もれて分からなくなります。ですから、それが一番正しくて、

女たちに驚いたことを今でも覚えています。また、茗溪の周辺

く、楽しんで頂けるような製品をウェブサイトにしてお届けす

裏切らないですね。今日の答えは「自分が感動するものを作る

は公園や緑が多く、自然環境に恵まれていることに加え、キャ

る仕事をしています。今は私の作ったウェブサイトを利用して

こと、欲を言えば、それに誰かが感動してくれること」だと思

ラクターの濃い個性的な先生方がいらっしゃるので、人間関係

くれるユーザーの反応を見ることが、一番の楽しみです。

います。カルタ、ゲームのルール、紙製の服、ホテルの設計図と、

もとても刺激のある素晴らしい環境だったと思います。

の人生にも大きく影響するものでした。
入学当初、ペラペラと流ちょうな英語を話す、多くの帰国子

このウェブサイトを作る作業は、文化祭の準備によく似てい

幼い頃から何かを作っていた私は、現在、広告代理店のアート

小さい頃から飛行機に興味があり、高校 2 年の個人課題研

ると思います。茗溪学園在学中は、クラスの演劇用動画や、バ

ディレクターとして、企業のブランディング、ロゴやポスター

究では、「航空機の翼」について 1 年間研究を行いました。そ

ンド演奏に使う音楽をパソコンで作っていました。クラスの友

の制作、プロジェクトの企画・監修を仕事にしています。

のことがきっかけとなり、大学では航空宇宙工学科に進学し、

人はもちろん、文化祭に来校して下さるお客さんに喜んでもら

茗溪学園の最後の文化祭では、クラス全員で 10 ｍもの大き

現在は航空会社で旅客機のパイロットとして勤務しています。

うことが嬉しく、夢中で作業したのを覚えています。本質的に

な紙に「ライブ・ペインティング」を行いました。１人ではで

将来何になりたいか、どういう仕事に就きたいかを、6 年間

やっていることは、今もあの頃と変わらないと思います。

きない大作を作り上げた感動を鮮明に覚えています。この経験

の学園生活を通して、意識していったように思います。私もそ

が、今の仕事にも繋がっている気がします。そして何よりも、

うですが、同級生たちの現在の姿や仕事を見ても、学生時代の

変忙しい日々ですが、こういった活動の中に自分が得意なこと

茗溪で共に過ごした美術部の友人たちは、今でも刺激をもらえ

様子とリンクしている OB・OG たちが多いと感じています。

や、楽しいと感じることを見つけるヒントが隠れています。自

る大切な存在です。みんな「好きなこと」に素直な人たちだか

個性豊かな同級生たちと先生方に囲まれ、様々な行事がある

分がどんなところに惹かれるのか、ぜひアンテナを張って学園

らでしょうか。後輩の皆さんは、「好きなこと」を見つける人

茗溪学園での生活は、本当に刺激的で楽しかったと、卒業後

生活を過ごしてほしいと思います。

生がこれから待っているなんて、とっても羨ましいです。

25 年を経過して改めて感じています。

茗溪学園の生活は、勉強や部活、たくさんの年間行事と、大

25

年間を通したユニークで多彩な行事が

おもな年間行事 ｜ School Events
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4

・入学式

5

・中 1 短期入寮

6

・オープンキャンパス

7

・芸術鑑賞会

8

・夏期補習（後期）

9

・中 1 里見キャンプ

・施設見学（筑波研究学園都市他）
・クラブオリエンテーション
・寮生ハイキング

・生徒総会
・父母総会
・教育実習（3 週間）

・プール開き
・桐創祭（文化祭）

・サマースタディ
・夏期補習（前期）
・水泳特別指導

・中 2 筑波山キャンプ
・生徒会選挙

茗溪アイデンティティを確実に培う

10

・高１農業巡検

11

・中 2 英語劇

12

・中 1 英語劇

・ステップアップ研修

・高 2 海外研修旅行
・中 3 短期入寮
・中 3 理科巡倹

・生徒総会
・茗溪学園美術展

・寮クリスマス会

・中 3 国内研修旅行
・ウィンタースタディ
・北風祭（球技大会）

1

・中 1 〜中 3 書き初め

2

・中 1・中 2 合唱コンクール

3

・校技大会（ラグビー、剣道）

・個人課題研究 SS 研究発表会

高 1・2 年かるた大会
・凧あげ大会
・中学校・高等学校入学試験

・中 3 クロスカルチュラルトーク
・高 2 短期入寮／寒稽古

・六送会
・卒業式

施設案内｜ Facilities

寮（西棟）
寮（東棟）

寮（南棟）

寮（北棟）

第１食堂

第２食堂

駐車場

駐車場

駐輪場

高校棟

正門

ラグビーグラウンド

アゴラ棟

アゴラホール

図書館

生物実験室

第 2 体育館

第 1、第 2 食堂

テニスコート

アゴラ棟
高校
管理棟
芸術棟
中学棟
駐輪場

ラグビーグラウンド
中庭

玄関

中学
管理棟

プール
第1体育館

バスロータリー

駐車場

第2体育館

剣道場
柔道場

駐車場

●上図敷地から南に約 500 メートルのところに第 2 グラウンド（野球場・サッカー場）があります。
■筑波研究学園都市内の近隣施設

筑波大学

宇宙航空研究開発機構（JAXA）
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校章のデザインについて

校名ロゴについて

スクールモットーについて

スーパーサイエンスハイスクール指定校
茗溪学園が独自に制作した
オリジナルロゴマーク

MEIKEI ー
MAKING THE DIFFERENCE
校章は学園設立以来「五三の桐葉型」ですが、2015

学園の名は、設立主体である筑波大学同窓会「茗渓会」

茗溪学園の教育方針を端的に示すスクールモットー

年 4 月から筑波大学の校章と同一のデザインになり、

にちなんでいます。茗溪とは、筑波大学の前身、東

を 2015 年 4 月に制定しました。茗溪学園では、生

筑波大学同窓会によって設立されたという本校の出

京師範学校の誕生の地である東京都お茶の水付近を

徒一人ひとりの個性を尊重しながら、その素質と能

自や筑波大学との関係性を明確に表すものとなりま

指す雅称（風流な呼び名）です。2015 年 4 月、学園

力を発展させる独自の教育プログラムを行っていま

した。色は若々しい印象のブルーとし、呼称を「Meikei

の教育の大きな特徴である国際性を明快に表現する

す。そのプログラムによってもたらされる、他では

Blue」と定めています。

ため、新たに英文表記のロゴを定めました。

体験できない特別な 6 年間を簡潔に表現しています。

学校見学・オープンキャンパス 日程

交通アクセス

※詳細はホームページにてご確認下さい

オープンキャンパス

6月2日（土） 小学6年生対象

海外生・帰国生説明会

6月23日（土） 海外生・帰国生対象

高校学園説明会

7月7日（土） 中学生対象

※要予約

高校入試説明会

9月8日（土） 中学生対象

※要予約

学園説明会（中学高校入試説明会）

10月20日（土） 主に父母向け

茗溪学園文化祭

6月9日（土）
・10日（日） 10：00〜16：00

吹奏楽部定期演奏会

7月31日（火） 開場16：30、
開演17：00

茗溪学園美術展（会場：つくば美術館）

11月6日（火）〜11日（日） 9：30〜17：00（最終日は14：00）※予約不要

国際バカロレア・ディプロマプログラム
（IBDP）
コース説明会

スーパーグローバルハイスクール・アソシエイト
指定校

国際バカロレア・ディプロマプログラム認定校

〒 305-8502 茨城県つくば市稲荷前 1-1

※要予約
※要予約

※要予約

※予約不要

※予約不要

6月23日
（土）
、 10月20日
（土）

茗溪学園中学校高等学校
お問い合わせは広報企画部へ

TEL.029-851-6611
■ FAX：029-851-5455
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■ E-mail：［説明会・学校イベント］kouhou@meikei.ac.jp

■ E-mail：
［入試問い合わせ・学校見学など］entry@meikei.ac.jp

■ WEB：http://www.meikei.ac.jp

