城北中学校・高等学校

創立75周年の節目に
国内有数の大学進学教育を進化させた！
21世紀に必要な「逞しく生きる力」を養う
「城北ICT化計画」がスタート！
今年で創立 75 周年を迎えた城北中学校・高等学校。
これまで教育目標である 「人間形成と大学進学」 を柱に、「逞しく
生きる力」 を養うための教育に取り組んできました。
今春 2016 年の大学入試では東大 11（うち現役 9）名をはじめ、
国公立医学部 16（うち現役 5）名、東北大 13（うち現役 8）名、
早稲田 157（うち現役 105）名と、合格実績をさらに伸ばしました。
そんな同校が、 昨年スタートした 「城北 ICT 化計画」 を皮切りに
「21 世紀における進学校」として新たなステージを迎えます。
この急速に変化する 21 世紀において、 城北学園の 「変えぬ力」
と「変える力」とは何か、 校長の小俣力先生からお話を伺いました。
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新宿区市ヶ谷左内町城北高等補習学校を仮校舎として開校。
仮校舎より東新町 ( 旧上板橋村 ) の現在地に移転。
第 1 回卒業式挙行。空襲により校舎被爆。
新学制実施、新制城北中学校設置。
新制城北高等学校設置、以後校舎の増築を行う。
城北大町山荘建築。
中学新校舎落成。
新校舎完成 ( 共通棟落成 )。
6 ヵ年一貫教育体制計画完成。
新指導体制として、第Ⅰ期・第Ⅱ期指導体制確立。
新指導体制として、第Ⅲ期指導体制確立。
城北 ICT 化計画開始。

所在地

〒 174 － 8711 東京都板橋区東新町 2-28-1
TEL：03（3956）3157
http://www.johoku.ac.jp/

交

東武東上線「上板橋駅」より徒歩 10 分、東京メトロ有楽町線・副都心線「小竹向原駅」より
徒歩 20 分

通

21 世紀を「変える力」
個性豊かな人材を育む城北学園の教育

形成の人間力に求められる内容を再確認しました。
①優れたコミュニケーション能力と豊かな教養、グロー
バルな視野を持ち、世界を舞台に活躍できる人間の
育成

城北中学校・高等学校は今から 75 年前、深井鑑一

②問題解決能力に秀で、
『逞しく生きる力』を備えた人

郎氏とその教え子である井上源之丞氏によって創設さ
れました。創立者である深井氏の「礼法を重んじ、人
格の完成をめざす」教育理念は、城北学園にしっかり
と根を張り、今でも「着実・勤勉・自主」という校訓
として受け継がれています。同校は 1993 年から中高
一貫教育に取り組んでおり、
その 6 年間を 2 年ずつ『基
礎期』
『錬成期』
『習熟期』の 3 期に分けて連携させる
教育プログラムを展開しています。生徒の発達段階に
応じたカリキュラムを用意し、一人一人が努力と成長
を遂げられるよう丁寧に指導。さらには少人数制・グ
レード別の授業形態や大学受験を意識した先取り学習、
進学塾顔負けの夏期講習会などなど。このような細や
かなサポート体制が、同校の堅実な進学実績を支えて
きました。

間の育成
③他者との共存意識、思いやりと優しさ、価値の多様
化を受け入れられる広い心を持つ人間の育成
そして本校では、これらの新しい力を養っていくた
めに、次のような教育改革を進めています。
A 英語によるコミュニケーション能力育成の強化のた
め、学内外を通じてネイティブと接する機会を増や
しました。
B 科学技術分野で活躍する人材を育む教育の強化のた
め、ICT 化に対応する知識技能を養っています。
C 教育をより高度で多様性や柔軟性に富むものにする
ためにも、外部人材の積極的活用をします。
これらは、国が進めている高大接続改革（※ 1）と
2020 年大学入試改革が行おうとしているアクティブ・
ラーニングに対しても、今まで以上に十分な対応力と
なります。そして、スーパーグローバル大学をはじめ
とした大学側が求めている『個性豊かでグローバル力
に秀でた人間』を育成することにも繋がっているので
す」
脚注
（※ 1）
文部科学省が進めている教育改革の名称。
「高大」
とは「高校と大学」のこと。つまり高大接続改革とは、高校と
大学の教育を一体で改革していこうとする試みになります。

今春 2/2 の城北中第２回入試の様子。根強い人気を集め
ている。

このように進学校のイメージが強い城北中・高です
が、75 周年を機に、今、大きく変わっていこうとして
います。
「21 世紀の社会はグローバル化の進展と少子
化、人工知能の進化による経済の変化、そして個人の
意識や価値の多様化が進んでいきます」と語るのは校
長の小俣力先生。
「本校は教育目標の『人間形成と大
学進学』を柱に、これまで『社会に有為な人間の育成』
『社会を支え、社会を導くリーダーとして活躍する人間
の育成』に取り組んできました。しかし、
『社会に有為』
の内容は、時代や社会状況に応じて大きく変わってき
ます。時代や社会状況が大きく変われば、それに伴っ
て教育の内容も変えていく必要があるでしょう」と言
う小俣校長。
「21 世紀の社会の変化に応じて、本校の掲げる人間

城北 ICT 化計画がスタート！
セルラー型 iPad 採用の教育配慮
21 世紀の社会の変化を見極め、教育改革を進める
城北中・高。最初に、昨年からスタートした城北 ICT
化計画（DATA2 参照）についてお話を伺いました。
「21 世紀の社会において、ICT を使いこなせること
は非常に重要です。授業に ICT を導入・活用していく
ためには、まず教員が ICT を日常的に使いこなせなく
てはいけません。そこで本校では、専任教師 90 名と
講師 60 名に iPad を配布し、ICT に慣れ親しんでも
らうことから始めました」と小俣校長。
「先生方には
iPad を常に携帯してもらうことで、授業に還元できる
ことを考えてもらうようお願いしました。そして ICT
に関心の高い教員を集めて勉強会を開催し、iPad を
使ってどのような授業ができるのか、他校はどのよう

まで多くの私立学校ではセルラー型ではなく Wi-Fi 型
の iPad が採用されてきました。
なぜ城北学園では、コストの高いセルラー型 iPad を
採用したのでしょうか。しかもこの春、校内無線 LAN

校内全ての普通教室に設置された大型液晶ディスプレイ。特
殊なマーカーを使って文字を書き込むこともできます。

に実践しているのかについて研究しています。また外
部研修にも積極的に参加してもらい、そこで学んだ内
容を校内の勉強会を通して共有していく。このように
して ICT 活用のノウハウを学内に蓄えていく仕組みを
1 年かけて作り上げました」
ここでひとつ注目すべきは、城北学園が採用して
いる iPad がセルラー型のものであることです。通常
iPad には、セルラー型の iPad と Wi-Fi 型の iPad の
2 種類あります。両者の違いはインターネットの接続
方法で、Wi-Fi 型の iPad は名前の通り無線 LAN（WiFi）を使ってインターネットに接続します。しかし、言
い換えると無線 LAN（Wi-Fi）環境がなかったり、ト
ラブルで無線 LAN が止まったりしてしまうと、Wi-Fi
型の iPad はインターネットに接続することができなく
なってしまうのです。一方、城北学園が採用している
セルラー型の iPad は、スマートフォンのように 4G 回
線を使っているため、どんな場所・どんな時でもイン
ターネットに接続することが可能なのです。セルラー
型の iPad の方が Wi-Fi 型の iPad に比べ優れています
が、毎月の電話回線の使用料金がかかるため、学校側
の負担が大きくなります。そういった理由から、これ
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（Wi-Fi）アクセスポイントを 100 ヶ所設置したのにも
かかわらずです。その理由は「生徒と先生が安心して
授業に集中できる環境」を用意するためです。
ICT を活用した授業において、インターネットの
接続トラブルは即授業の中断を意味します。Wi-Fi 型
iPad を使用する場合、校内無線 LAN には数百台、場
合によっては数千台がインターネットにアクセスする
ため、回線に大きな負荷がかかります。もし、何らか
のトラブルで無線 LAN が使えなくなってしまったら
どうなるでしょう？当然、全教室で授業が中断し、ICT
を活用することが一切できなくなります。こういった
最悪の事態を避けるために、城北学園ではセルラー型
iPad を採用しているのです。

爆進する ICT 化計画！
生徒 1 人 1 台タブレットを見据えた
ICT エバンジェリスト制度に注目
「昨年からスタートした城北 ICT 化計画ですが、今年
に入ってから急激に改革が加速しました」と小俣校長。
まず今年の 8 月、校内にある 50 教室全てに大型液晶
ディスプレイ・Apple TV・ブルーレイディスク /DVD
レコーダーを設置しました。これまでは大型液晶ディ
スプレイの数が限られていたため、ICT を活用した授
業をする際には機器の予約が必要でしたが、これから
は全教員が自由に「いつでも」
「どの教室でも」ICT を
活用した授業の実践が可能になります。
大型液晶ディスプレイの設置と同時に開始した「教
員の ICT エバンジェリスト制度」も見逃せないポイン
トです。エバンジェリスト（Evangelist）とはキリス
ト教における伝道師を意味します。つまり ICT エバン

城北 ICT 化計画
2015（平成27）年
2016（平成28）年

4月
7月
3月
7月
8月
9月

2017（平成29）年

10月

城北ICT化計画スタート。
専任の教職員100名にセルラー型iPad Air2を配布。
校内の100ヶ所に無線LANのアクセスポイントを設置。
全ての講師60名にセルラー型iPad Proを1人1台配布。
（カバー、キーボード、Apple Pencil含む）
教師4名をICTエバンジェリストに任命。
校内全50教室に大型液晶ディスプレイ・Apple TV・
ブルーレイディスク/DVDレコーダーを設置。
セルラー型iPad Pro160台を通常授業に導入。
（カバー、キーボード、Apple Pencil含む）
城北ホームページをリニューアル（予定）
学内の映像ネットワークの整備（予定）

城北中学校・高等学校

大型液晶ディスプレイと iPad を活用した授業の様子。黒板
の板書とディスプレイを用途に応じて使い分けています。

総合学習の授業で iPad を使ってプレゼンをする生徒。

40 台の iPad を「いつでも」
「どこでも」自由に使用
することができるという制度です。

ジェリストとは、ICT 活用の伝道師となって「ICT の魅
力」を他の先生や生徒たちに伝える役割を担うことに
なります。
「先生が ICT を使っている様子を、日常的に
生徒たちに見せることが大事だと考えています。生徒
たちを惹きつけるような、生徒たちにとって興味がわ
くような、ワクワクするようなキッカケになる使い方
を、ICT エバンジェリストの先生方にはしてもらいたい
とお願いしています」と小俣校長。
「21 世紀の社会で
は、ICT は当たり前のように使われていきます。さら
に 2020 年大学入試改革では、入学試験にタブレット
が使われるという話もありますので、これからの生徒
たちはタブレットの操作にも慣れてもらう必要があり
ます」
近い将来、生徒 1 人 1 台タブレットを検討している
という城北中・高。その予行演習と検証のために、こ
の夏 160 台のセルラー型 iPad Pro（iPad シリーズ
の中でもっとも高性能な端末）を、生徒の共有機とし
て新たに購入しました。この 160 台の iPad は、4 人
の ICT エバンジェリストにそれぞれ 40 台ずつ貸し出
します。そして、ICT エバンジェリストの先生は、この

エバンジェリスト制度はまだ始まったばかりですが、
既に様々な活用報告が出始めています。例えば iPad を
生徒に 1 人 1 台渡してアクティブ・ラーニング型の授業
を行ったもの、例えば総合学習のプレゼンテーションを
iPad × Apple TV で実施したものなどがあります。城
北 ICT 化計画の進展に大きな期待をしたいと思います。

城北中・高が取り組んでいる教育改革は、ICT だけ
ではありません。
「英語によるコミュニケーション能力
の強化は、今やどこの学校においても真剣に取り組ま
れているでしょう。もちろん、本校も遅れることなく、
英語への取り組みを強化してきました」と語る小俣校
長。城北中・高では夏休みを利用して、オーストラリ
ア西海岸のパースにて、15 日間の語学研修とホーム
ステイを毎年行っています。対象は中学 3 年生と高校
1 年生で、今年度は 70 名以上の生徒が参加しました。
オーストラリア滞在中は、カーティン大学で行われる

1 人 1 台 iPad を使ったアクティブ・ラーニング型授業の様子。

オーストラリアの小学生に「福笑い」の遊び方を教えている様子。

社会のグローバル化にいち早く対応
どこにでも英語があふれるような環境づくり

少人数グループの語学研修に参加するほか、現地の企

もう一度確認してもらったり、将来の夢や仕事につい

業を訪問したり、小学校を訪問して現地の小学生との

て真剣に考えてもらったりすることだと考えています。

文化交流を図ったりしています。
「本校にはネイティブの先生が 4 名、外国語指導助

高校受験がない分、生徒たちには立ち止まって考える
時間があるのですから。

手（※ 2）が 2 名います」と小俣校長。
「英語によるコ

そこで本校では、そのためのきっかけ作りとして『将

ミュニケーション能力育成の強化のためにも、学校内
のどこにでも英語があふれるような環境づくりに取り
組んでいます。具体的には、校内放送を英語で流して
もらったり、期末試験休みを利用して『ネイティブの
先生が英語のみを使って教えるオールイングリッシュ
の授業』
、通称『城北イングリッシュ・シャワー』を開
講したり、さらにはネイティブの先生と一緒に昼食を
食べながら英語で話す『イングリッシュ・テーブル』
を開催したりしています」

来を考えるための講演会』を開催しています。この講
演会では本校の卒業生や保護者に協力してもらい、ご
自身の体験談を生徒たちに話してもらっています。
『自
分は中学 3 年生の頃、こんなことを考えていたよ』
、
『文
系理系に進むうえで、こういうことを考えて選択した
よ』といった感じです。特に貴重なのは、成功談では
なく失敗談の方になります。
『自分はこういうところで
失敗したから、後輩のみんなはここに気をつけて欲し
い』とアドバイスを交えて話をしてもらえるようお願
いしています」
城北中・高の外部人材の活用は、何も卒業生や保護
者に限ったことではありません。
「著名人の方にお願
いして、生徒たちのために講演をしてもらっています。
過去には大江健三郎先生や重松清先生、石田衣良先生
といった方々にご協力して頂きました」と小俣校長。
今年は創立 75 周年ということで、脳科学者の茂木健
一郎先生と数学者の秋山仁先生が講演をしてくださる
そうです。
「男子生徒の場合、目標や目的が定まると非常に伸び

月・水・金の週 3 日、ネイティブの先生と昼食を食べなが
ら英語で話すイングリッシュ・テーブルの様子。
脚注（※ 2）外国語指導助手、通称 ALT。日本人教師を補
佐し、生きた英語を生徒たちに伝える英語を母語とする外国
人スタッフ。

中高一貫校ならではのキャリア教育
〜外部人材の積極的活用〜
城北 ICT 化計画や英語の環境づくりに並んで、城北
中・高が力を入れているのがキャリア教育です。同校
は 1993 年から中高一貫教育に取り組んできましたが、
中学 3 年生から高校 1 年にかけての時期は、中高 6
年間の中で一番伸び悩んでしまう時期なのだと小俣校
長は言います。
「本校に限らず中高一貫校では、高校受験がないため
中学 3 年生で目標・目的を見失ってしまう生徒が出て
きます。クラブ活動をしている生徒であっても、この
時期には中学の大会がありませんので、
『自分は今、何
をするべきなのか』と悩みこんでしまうのです。
この時期に大切なことは、生徒たちに目標や目的を

ラジオ部の活動風景。アマチュア無線のための簡易アンテナを
屋上に設置している。

城北学園の図書館

パソコン教室の放課後開放の様子。

ると思っています。逆の言い方をすると、目的や目標
が定まらないと、いつまでたっても『やる気スイッチ
が入らない』状態なのです。できるだけ生徒たちには、
中学 3 年生から高 1 年生の時期に『自分は将来こうな
りたい』という方向性を見つけてもらいたいと思って
います。卒業生をはじめとする外部人材を積極的に活
用することで、一人でも多くの生徒のきっかけになれ
ばと期待しています」

には「アマチュア無線」
、
「電子工作」を基軸に活動を
しているラジオ部があります。ともすると体育会系の
クラブに軽視されがちなラジオ部ですが、城北中・高
ではちょっと違います。ラジオ部の生徒が屋上にアン
テナを運んでいると、通りかかった運動部の生徒はお
ずおずと道を開け、感心した視線を彼らに向けるので
す！
城北中・高の魅力は多々ありますが、最後にお伝え
したいのは「どんなに個性的な生徒であっても、学校
内に自分の居場所を見つけることができるだろう」と
いう点です。彼の居場所は、運動部・文化部合わせて
50 もあるクラブ活動の 1 つだったり、クラスの教室
だったり、または放課後解放をしている図書館やパソ
コン教室だったりするでしょう。彼は自分自身でみつ
けたその場所で、価値観の多様性を柔軟に受け入れる
友人達とともに人間形成をしていくのです。そのよう
にして過ごす中高 6 年の学校生活は、生徒達の人生に
おける大きな財産になると言えるでしょう。

「変えぬ力」と「変える力」
人間形成を目標とする文武両道の精神
ここまで本紙をお読みになられた方は「城北は大き
く変わった」という印象を持たれたかもしれません。
しかし、城北学園の根幹には、創立時から変わらない
教育目標があります。
「城北中・高の教育目標は『人間
形成と大学進学』であり、具体的には『社会に有為な
人間の育成』するということ。これこそが城北の『変
えぬ力』なのです」と語る小俣校長。
「城北学園での 6 年間、もしくは 3 年間の生活が生
徒一人一人の人間形成に直結します。具体的には普段
の学校生活、数々の行事、そして何と言ってもクラブ
活動。これらを通じて人間形成をしていくことは創立
当初から変わっていません」
城北学園では、50 ものクラブ活動があることにまず
驚かされますが、さらに驚くことに、これらクラブの
多くに部室や活動場所が確保されているのです。中学
ではほぼ全員、高校でも約 8 割の生徒が卒業までクラ
ブ活動を続けているということからも、クラブ活動が
生徒にとって重要な「人間形成の場」となっているこ
とが分かります。
城北中・高の校風は、まず「文武両道の精神」が挙
げられますが、その他にも「価値観の多様性を柔軟に
受け入れる」といった特徴があります。例えば、同校

授業開始時の「静座（せいざ）」の様子。目を閉じ、気持ちを
落ち着かせ、30 秒間の黙想。「変えぬ力」のひとつである城北
学園伝統の精神修養法は、ICT を活用した授業でも例外ではあ
りません。

