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高校募集イベント

※社会情勢によって開催や参加人数等を変更する場合が

あります。詳しくは本校ホームページをご覧ください。

※参加申し込みは、本校ホームページより行ってください。

※イベントの参加人数につきましては、学校見学会は各回

中学校３年生とその保護者、あわせて150名まで、授業

体験会はあわせて200名までとさせていただきます。

保護者の参加は、生徒1名につき1名までとさせていた

だきます。

※参加される場合は、検温とマスク着用をお願いします。

体調不良の場合は、参加を御遠慮ください。

第１回 11月 13日（土）
第2回 11月 20日（土）

個別相談会

10月 16日（土）

授業体験会

8月 28日（土）

第2回 学校見学会

8月 21日（土）

9：00～11：30

9：00～13：30

9：00～12：00

14：00～15：30

午前の部 　　   9：30～11：00

午後の部 　　 13：00～14：30

第１回 学校見学会

※午後の部終了後、部活動見学ができます。

※見学終了後、部活動見学ができます。

9月 25日（土）

第3回 学校見学会
14：00～15：30

10月 23日（土）

第4回 学校見学会
14：00～15：30

※見学終了後、部活動見学ができます。

※見学終了後、部活動見学ができます。

10月 30日（土）

第5回 学校見学会
14：00～15：30

※見学終了後、部活動見学ができます。

※個別相談会は電話にてお申し込みください。
0574-64-3211 広報部（伊藤・松垣）まで。

➡大学
 帝京大学

  医学部 

  薬学部 

  経済学部

  法学部 

  文学部

  外国語学部

  教育学部

  理工学部 

  医療技術学部

  福岡医療技術学部

➡短期大学
 帝京大学短期大学

➡専門学校
 帝京高等看護学院

 帝京山梨看護専門学校

➡高等学校
 帝京大学高等学校

 帝京大学可児高等学校

➡中学校
 帝京大学中学校

 帝京大学可児中学校

➡小学校
 帝京大学小学校

 帝京大学可児小学校

学校法人帝京大学

直系教育機関
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Gateway to the FUTURE

　 加 藤 昭 二

公立、私立多くの高等学校・学科があり、学びの選択肢が

様々にある中で、本校の特色や教育内容に興味・関心を持

ち、毎年多くの生徒諸君が県内外の中学校から入学していま

す。国公立大学や難関私立大学へ現役合格を目指す人、寮生

活や部活動を通して自己の能力を最大限に伸ばし、チャンス

があればプロスポーツの世界で活躍したい人など、帝京大学

可児高等学校で学びたいと願う皆さんが集まり、それぞれの

進路実現を図っています。

入学者のほとんどが専願であることは、本校が生徒一人一

人の個性や能力を十分に発揮できる学びの場であると感じて

くれている証(あかし)であると思います。少人数制授業によ

る学力の向上、主体性を伸ばす教育を大切にし｢自分を磨くこ

とができる学校｣として、今日に至っています。

また、ICT機器や学習支援クラウドサービスを効果的に利

用し、生徒自らが｢いつでも、どこでも学べる｣環境を整えてい

ます。これからの時代、急速に進むテクノロジーと世界の人々

との共生ができるよう、自ら課題を発見し、他者と協力して解

決していくための資質や能力を身に付けることが求められて

います。だれもが人生の主人公としての未来を拓くためにも、

高等学校はただ単に卒業することが目的ではなく、自ら学ぶ

所です。皆さんが各学校の教育環境を自分の目や耳でしっか

り確かめ、悔いのない進路選択ができるよう願っています。

21世紀のグローバル社会を
生き抜く人材を育てる

豊かな自然に囲まれた丘陵地で、
一人ひとりの目標に向けて「育て」「伸ばす」

帝京大学可児高等学校
校 長

建 学 の 精 神
努力をすべての基とし 偏見を排し
幅広い知識を身につけ
国際的視野に立って判断ができ
実学を通して創造力および人間味豊かな
専門性ある人材の養成を目的とする

教 育 方 針
自分で問題意識を持ち、考え、判断し、行動し、
それによってもたらされた結果に対して責任を持つ、
21世紀のグローバル社会に通用しうる人材の育成に向けた
基礎作りを行います。

全員大学進学
2020年度卒業生4年制大学現役合格率 89.6％！
➡ 能力・適性・個性を生かし、発揮できる普通科３コース
➡ 圧倒的な授業数で実力アップ

恵まれた教育環境
きめ細かな指導と充実した施設・設備
➡ 一人ひとりに目が届く少人数クラス編成
➡ ICT環境の充実と活用（2019年度全教室に導入完了）

充実した英語教育
豊富な授業数　4技能の育成
➡ 「生きた英語」を学べる複数のネイティブ教員体制
➡ 外部検定試験へのサポートの充実

質の高い文武両道
トッププレーヤー(選手)はトップラーナー(学習者)
➡ 全国レベルの部活動から個性を生かせる部活動まで

医学部・医療系学部への近道
今までの指導ノウハウの蓄積
➡ 帝京大学の全面的なバックアップ

歴 史 を し の ぐ 未 来 へ

4年制大学現役合格率
県内トップレベル
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未来を拓く。
 ひ ら

めざす大学を母 校にする  ―
そのためには、一人ひとりの努力が必要不可欠です。
帝京大学可児高等学校は、その努力を強力に支える教育環境を提供します。

Educational System

中堅私立大学への進学コース

国公立大学および有名私立大学への進学コース

難関国立大学および難関私立大学への進学コース

特進 Ⅱ類 コース

S T コース

特進 Ⅰ類 コース

高校1年生 高校2年生 高校3年生

　 能力 ・ 適性 ・ 個性を発揮できる普通科３コース

学校法人「帝京 大学」の全面的なバックアップ   オール帝京特別選抜
　帝京大学グループ校への入学資格を保持したまま、国公  立大学および難関私立大学への受験が認められています。 入学資格は2年間保持することができます。（6ページ参照）　

基礎を固める

「東京キャリア研修」
◆ 企業・大学を知る。
◆ 自己理解を図る。

応用力をつける

「海外修学旅行」
◆ 国際的に活躍する企業を知る。
◆ 国際文化に触れる。

目標に向け発展させる

「希望進路を実現させる」
◆ 目標に向けて情報を管理する。
◆ 受験を通して自己伸長を図る。

キャリア教育

学　習

キャリア教育

学　習

キャリア教育

学　習

全
員
大
学
進
学

＊2020年度は社会情勢により
　実施を見送りました。

＊2020年度は社会情勢により
　実施を見送りました。

緊急事態宣言中のオンライン授業
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そのための「学習環境の整備」と「生徒個々の学習支援」に、
帝京大学可児高等学校は、時間と力を惜しみません。

どのコースも3年後は全員大学進学。 そのために授業時数を確保します。

同じ事柄を身につけるにも、その方法は人によって様々です。しかし、方法が異なっていても、じっくりと時間をかけ落ち着いて取り組む
ことで身につく力は確実に大きくなります。そのために多くの学習時間を確保することが必要です。
帝京大学可児高等学校では、他校より多くの授業時間を確保し、じっくり落ち着いて学習に取り組み、高い学力を身につけています。

能力・適性・個性を大切にする学習指導・進路指導が、生徒一人ひとりの高い学力を育て、可能性を広げます。

　主要教科の週時間数

　学習サポート

　オール帝京特別選抜

　大学出前講義

特進 Ⅱ類コースS T コース

1年生

2年生

3年生

6

7

5

9

6

国語

4

7

3

9

3

地公

7

7

8

5

9

数学

4

4

9

4

9

理科

9

7

7

8

8

英語

39

39

39

39

39

週単位主要教科

文系

理系

文系

理系

1年生

2年生

3年生

文系

理系

文系

理系

5

6

6

8

3

国語

4

6

6

6

6

地公

5

6

6

4

6

数学

4

2

2

3

6

理科

7

7

7

8

8

英語

35

35

35

35

35

週単位主要教科

特進 Ⅰ類コース

早 朝 講 座

始業前から担当教員が特別教室で指導に当たります。特
に問題演習が必要な理数系の科目を中心に、希望する生
徒を対象に年間を通して行っています。

●ＳＴコースと特進Ⅱ類コースのカリキュラムは同じです。  ●強化指定部の〔サッカー部（男女）・硬式野球部〕は原則特進Ⅱ類コースと特進Ⅰ類コースに在籍します。

朝 学 習
毎朝の10分間を利用して、英単語・数学ドリル・ミニ小論
文などをテスト形式で実施し、基礎学力アップにつなげ
ています。３年間の積み重ねが大きな力になります。

少人数教育
（クラス編成）

少人数だから生徒一人ひとりに合わせたきめ細かな教育
が実践できます。教師と生徒の距離を埋め、大きな信頼
関係をつくります。

７ 限 授 業

STコースと特進Ⅱ類コースは、月曜から木曜まで毎日７
時間をしっかり確保しています。学校行事を削ることな
く、じっくり学習に取り組みます。

放課後補習

授業内容の充実やより深い理解など、積極的に個々の分
野を克服するための補習指導です。授業担当者以外で
も気軽に指導が受けられます。

夏季特別授業
全館全室冷暖房完備の学習環境を活かし、主要教科を中心
に多くの講座を開講しています。10日間の集中授業です。
＊特進Ⅰ類コースは希望者対象

学 習 合 宿
夏季休業中に行われるこの合宿は、大学入試に向けての
受験勉強をスタートさせる意味でも貴重な体験になります。
＊特進Ⅰ類コースは希望者対象

様々な分野で活躍されている大学の先生方をお招きし
て、大学の講義（授業）を行っていただきます。
進路決定に向かう自分の可能性・適性を広げる有意義な
プログラムです。
2019年度は、高校2年生を対象として6月に行いました。

➡ 名古屋工業大学　大学院工学研究科
テーマ：『暮らしを支えるモーターと制御技術』

➡ 愛知教育大学　教育学部
テーマ：『トポロジーとは？柔らかい幾何学の考え方』

➡ 愛知県立大学　看護学部
テーマ：『健康づくりは、まず食生活から』

➡ 南山大学　外国語学部
テーマ：『これからの外国語（英語）学習』

➡ 立命館大学　総合心理学部
テーマ：『正義とは何か』

➡ 中部大学　応用生物学部
テーマ：『生命活動と暮らしを支えるアミノ酸』

➡ 帝京大学　医療技術学部
テーマ：『テーピングを巻くコツを学ぼう!!』

➡ 帝京大学　経済学部
テーマ：『CMと比べて企業のターゲットを探れ
 PS4とNINTENDO SWITCHのマーケティング戦略』

CURRICULUM SUPPORT

S T 特進 Ⅱ類

S T 特進 Ⅱ類

S T 特進 Ⅱ類

Challenge!

帝京大学グループ校への
合格・入学権利を維持したまま

オール帝京特別選抜
◆帝京大学グループ校の合格・入学資格を確保し
ます（希望者のみ）。

◆帝京大学グループ校の合格・入学資格を維持し
たまま、国公立大学受験や帝京大学以外の難関
私立大学受験に挑戦できます。

◆帝京大学グループ校の合格・入学資格は入学金
等の費用を支払うことなく2年間保持できます。

※帝京大学グループ校へ実際に入学する場合のみ
入学金等の費用を支払います。

2020年度は社会情勢により実施を見送りました。

指定校推薦入試

2020年度は社会情勢により
実施を見送りました。

帝 京 大 学 ●医学部　●薬学部　●経済学部　●法学部　●文学部　●教育学部　●外国語学部　●理工学部　●医療技術学部　●福岡医療技術学部
《 帝京大学グループ校 》

帝 京 平 成 大 学 ●薬学部　●人文社会学部　●ヒューマンケア学部　●健康医療スポーツ学部　●健康メディカル学部

帝 京 科 学 大 学 ●生命環境学部　●医療科学部　●教育人間科学部

ここが他校と違う！ 大学直系附属校の大きなメリット！
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帝
京
大
学
可
児
高
等
学
校

全
員
大
学
進
学

約90大学・約480名分の
指定校推薦枠

一般入試
国公立大学、私立大学

公募推薦入試
国公立大学、私立大学

一般入試
国公立大学、(難関)私立大学

そのまま帝京大学グループ校
への入学もできます。



ICTで仲間と成長する

ICTを日常生活で使いこなす

ICTで学習を深める

ICTで今日的課題にも対応

ICTで英語学習も深める

英語や国際文化に興味を持ち、短期間のホームステイを経験してみ
たいという人には、夏休みを利用したニュージーランドへの２～3週間
の英語研修を用意しています。

海外で活動している企業を訪ね、そこで働く日本人の様子を見聞
きすることで、世界を舞台として仕事をすることを身近なイメージと
して捉え、国際的な視野から自分の将来を考える機会にします。

短期英語研修 in New Zealand

海外キャリア研修 （2019年度はベトナムで行いました）

〈希望者対象〉

〈 2019年度 参考 〉 ＊2019年度は4名の生徒が参加しました。

＊必要に応じて語学力等の
　試験・語学力養成講座有

生徒会主催「オンライン対面式」（2021年4月）

高校２年生修学旅行〈全員対象〉

海外研修 Studying Abroad

［研修場所］ ニュージーランド　オークランド近郊 　17日間

［募集対象］ 高校1・2年生の希望者

［参加資格］ 英語の学習や異文化交流に興味・関心があり、海外研修に耐えられる 
 心身ともに健康な生徒

［参加費用］ 2019年度　約470,000円　航空運賃、ニュージーランドでの諸費用 
 （現地校での授業料、ホームステイ費用、アクティビティ費用）を含む

イギリス北部ヨークシャー州に位置する学校創立1812年の歴史と伝統ある中高一貫校。 
多くの留学生が寮に滞在しながら学んでいる。

●2019年3月16日～24日の9日間、本校の高校生12名と中学生6名が親善使節団として「ウッド
ハウス・グローブ・スクール」を訪問し、様々なイベントへの参加や交流活動を行ってきました。

英国 ウッドハウス・グローブ・スクール 研修

1 短期・中期（3ヶ月～半年）、長期（1年）の留学
2 イギリス教育文化施設訪問、学校訪問相互交流（1週間～10日）

〈希望者対象〉

Information & Communication
Technology

2021年4月から全国の高等学校で「一人一台の個人端末（タブレットPC）」が導入されました。
帝京大学可児高等学校では、それ以前より校内のWi-Fi環境を整え、2019年度には普通教室、特別教室ともICT機器との接続が可能なプロジェク

ターと常設のパソコンを完備しました。また、普通教室と大部分の特別教室では黒板をホワイトボードに取り換え、スクリーンとしても活用できるように
しました。情報を得たり、人とつながったりすることはもちろん、学力やコミュニケーション能力、情報発信能力を高めるツールとしてICT機器を活用し
ています。ICT機器を扱うスキルの向上とともに、情報モラル教育の徹底も含め「質の高いICT教育」を行っています。

ICTで未来を切り拓く

本校では、ICT機器を活用して「学んだことを確認する」「学んで身に
つけたことを仲間に発信する」「仲間が発信したことを受け取る」「受け
取った情報やデータを自分でさらに深める」などの活動を行っています。
さらに、学習活動の成果を生徒自らが記録したり、生徒同士で交流した
りするなどの活動でも活用し、ICTによって仲間とつながることで、より
多くの情報やデータを共有し、仲間と共に成長しています。

本校では、学級での活動や学校行事においても、企画や記録、仲間へ
の提案などでICT機器を活用しています。このように日常生活で使用
し、慣れていくことで使いこなす能力を磨いています。
また、日々の振り返りや次への課題の設定を、Classi（インターネット

環境下で学校 ICT化を多目的にサポートする教育プラットフォーム）で
行っています。その活用は生徒の現状を教師がいち早く把握し、素早く
対応することができるなどのメリットも生み出しています。

授業では、パソコンと全教室に完備されたプロジェクターによって教
材や資料の提示を行っています。教員が提示した資料を生徒個々の手
元にあるタブレットPCにも送信したり、説明するだけでは理解しにくい
図やモデルを提示したりすることで一層深い理解につなげ、学力の向上
を図っています。

新型コロナウイルス感染症拡大防止にもICT機器を活用しています。
始業式や終業式、修了式等の行事をはじめとして、2021年4月に生徒
会主催で行った新入生との対面式は、完備されたオンライン会議システ
ムを用い、「密」を避ける形で行いました。

本校では、グローバル社会を生き抜くためのコミュニケーション・
ツールとしての英語教育に力を入れています。英語学習をより分かりや
すいものにするために、ネイティブの先生と日本人の英語の先生による
授業を行っています。さらに、授業外でも生きた英語に触れる機会を増
やすために、英語を母国語とする海外在住の人とICTでつながり、リア
ルタイムで交流をしています。

◉ 帝京大学可児高等学校中学校ホームページ➡ 教育システム➡ 国際理解教育

Woodhouse Grove School

帝京大学可児のホームページ内で「ウッドハウス・グローブ・スクール」を紹介しています。

▶「ウッドハウス・グローブ・スクール」 Webサイト　▶「ウッドハウス・グローブ・スクール」 動画サイト

＊2020年度は新型コロナウイルスの影響により海外研修の実施を見送りました。 社会情勢により、時期や行先等を変更する場合があります。
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将来の進路実現に向けて。

卒業生からの

メッセージ
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信州大学
工学部 合格

名古屋工業大学
工学部第一部 合格

　先生方が色々と工夫をしてくださる授業は本当に分かりやすかったです。さ
らに、朝や放課後の補習では、授業では時間が足りなくて取り組むことができ
ないような発展的な学習や、大学入試でも出そうな応用問題に取り組むことが
できました。分からないことがあっても、朝や昼休みや放課後に聞きに行けば
分かるまで教えてくださる個別指導で、自分のレベルを何段階も上げることが
できました。そのおかげで、大学受験本番を迎えても、不安になったり、焦った
りすることはありませんでした。

　大学受験というものは自分が頑張らないと望む結果を出すことはできませ
ん。しかし、たった一人で立ち向かうにはなかなか手ごわい相手です。帝京大
学可児高等学校は、入学してくる全員が大学をめざして入学してくる学校です
から、高校1年生の4月から「大学へ入るぞ！」という雰囲気が学校内に満ちて
います。その雰囲気が随分と自分の背中を押してくれました。また、学習面で
分からないことがあったり、生活面で迷ったりすることがあると、分かるまで、
心の迷いを解決できるまで先生方が徹底的に寄り添ってくださいました。目指
す大学に合格しようと思ったら、そういう環境が本当に大切だと感じました。

横山  湧さん〔多治見市立平和中学校出身〕 児玉尋士さん〔多治見市立北陵中学校出身〕後藤廉太さん〔多治見市立小泉中学校出身〕

森　彩翔さん〔可児市立中部中学校出身〕青山奈ノ葉さん〔土岐市立土岐津中学校出身
〕

渡邉柚月さん〔可児市立蘇南中学校出身〕 吉村萌百花さん〔多治見市立多治見中学校出身
〕

谷岡栄治さん〔多治見市立北陵中学校出身〕鍵谷咲綺さん〔可児市御嵩町中学校組合立共和中学
校出身〕

名城大学
人文学部 合格

立命館大学
文学部 合格

　自分の進路を実現するために私は進路指導室をよく利用しました。進路指
導室内にある自習スペースは、個々の座席がパーテーションで仕切られ、集中
して学習に取り組むことができます。進路指導室に行けば多くの仲間が学習し
ている姿を見ることができましたし、先生方が「分からないことは聞きにおい
で。」と声をかけてくださるので、「自分も頑張ろう！」という気持ちになりま
す。また、進度指導室内には5教科の先生が常駐してみえる職員室があり、分
からないことがあればすぐに聞きに行くことができます。塾へ行かなくても進
路指導室での自習と、すぐ隣の職員室で教えていただけたことで、大学入試へ
の対応が十分にできました。

　私は継続して取り組み続けることが苦手でしたが、仲間が頑張る姿を見るこ
とで、自分のモチベーションを上げていました。帝京大学可児高等学校は、全
員が大学進学をめざして入学してくる高校ですから、最初からその雰囲気の中
で学習に取り組めたことは大きなエネルギーになりました。中学校の時まで
やっていた音楽を聴きながらの勉強やSNSも止めたことも大きかったと思い
ます。入試科目の一つとして日本史を選択していましたが、放課後の補習には
必ず参加していました。授業中に学習したことを、さらに深く掘り下げること
ができました。

南山大学
外国語学部 合格

愛知県立大学
看護学部 合格

　帝京大学可児高等学校の魅力に優れた英語教育があります。ネイティブの
先生も複数みえるので、常時、生きた英語で学ぶことができ、受験に向けて大
きな力をつけることができたのはもちろんのこと、英語そのものや英語圏の人
たちの文化にも深く触れることができました。それは高校2年生の春に姉妹校
として提携しているイギリスのウッドハウス・グローブ・スクールを訪問し、交
流活動を行ったことでさらに深まり、大学もその方面へ進学することになりま
した。

佐川美卯さん〔可児市立東可児中学校出身〕 国際教養大学国際教養学部 合格
　私は、自分の進路決定に向けて「3つのC」を大切にしていました。1つ目は、「choose（選ぶ）」です。勉強の内容も志望
大学も自分で選んだからこそ、辛い受験勉強に対しても責任を持って取り組むことができました。2つ目は、「continue（続
ける）」です。辛いことも苦手なこともやり続けることで、大学受験を勝ち抜く学力と、心の強さを身につけることができま
した。3つ目は、「confidence（自信）」です。できる限りの努力をしたら後は自分を信じるということです。この3つを後
押ししてくださったのは帝京大学可児高等学校の先生や仲間たちでした。自分がどれだけ頑張ってもうまくいかないことや
分からないことがあります。そんな時は、先生方がとことん寄り添って教えてくださいました。そして、学級や学年の同級
生たちの存在です。同級生は、時にはライバルになりますが、支え合うかけがえのない仲間でもありました。そのような環
境の中で私は塾へ行くことなく、好きな習い事や部活動を続けながら第1志望の学校に合格することができました。

京都大学理学部 合格
　自分は、オープンキャンパスへ行ったことで京都大学にどうしても入りたいという気持ちを持つようになりました。そ
のために授業に集中して取り組み、授業以外の補習に積極的に参加しました。分からないことがあれば、自分が理解し、
納得するまで取り組みました。帝京大学可児高等学校にはそれを可能にし、後押ししてもらえる環境が揃っていました。
先生方の熱心な指導、仲間との切磋琢磨、整ったICT環境を活用した先進的な授業など、自分が納得するまで取り組む
ことができる環境が整っており、その中で学習できたことが本当に大きかったと思います。英作文では、毎日のように
英語の先生に添削をしていただけたし、物理では、教科担任の先生が個別の演習問題を準備してくださってそれに取り
組みました。そのような環境があって、第1志望の京都大学に合格することができました。

　帝京大学可児高等学校の良さは、先生方が親身になってサポートしてくださ
ることや、ICTなどの環境が充実しているところです。2020年度は新型コロ
ナウイルスの影響で学校での授業ができない時期がありましたが、4月最初か
らオンライン授業が実施され、学習を止めることなく進めることができたこと
も大きかったと思います。学習面だけでなく、部活動や学級・学年の素敵な仲
間たちと楽しい高校生活を送ることができたことも、受験に向かう大きなエネ
ルギーになりました。そんな面も帝京大学可児高等学校の魅力の一つです。

福井大学
医学部（看護） 合格

信州大学
工学部 合格

　高校2年生までは「将来は看護師に」と考え、自分なりの努力は続けていまし
た。学校で先生から大学についていろいろ教えていただく中で「災害看護」とい
う分野があることを知り、それを学べる環境が福井大学にあることも教えていた
だきました。目標が決まり、受験態勢も本格的にスタート。教科担任の先生が毎
日のように国語の小論文や英作文の添削をしてくださり、苦手だった数学も教科
担任の先生が分かるまで徹底的に教えてくださいました。帝京大学可児高等学
校の進路指導室には大学入試の過去問が多くストックされていて、それを徹底的
に解いたことも大きな自信になりました。進路決定の方向は、自分がその時点で
やりたいと思うことに伴ってどんどんと変わっていくものですし、変わっていって
も良いと思います。でも、その考え方の変化を十分に受け止め、対応できる帝京
大学可児高等学校を選択したことは、自分にとっては大正解だったと思います。

　自分は帝京大学可児高等学校だからこそ第1志望の大学に合格できたと
思っています。1日7時間の授業以外に、自主参加の朝や放課後の補習授業や
個別指導が充実しています。時間的には苦しい時もありましたが、自分はこの
補習授業にできる限り参加しました。授業だけでも学力をつけることはできま
すが、自分は補習授業で繰り返し学習したことで大学受験に対して自信をつけ
ることができました。授業や補習以外にも聞きに行けば分かるまで教えてもら
える個別指導でも確実に力をつけることができました。

2020年度
卒業生の声

帝京大学可児高等学校を選んで良かった！

卒業生の90％が現役で4年制大学へ進学！

卒業生192名2021年度 大学入試 合格実績
国 公 立 大 学 ・ 大 学 校

私 立 大 学

中 部 地 区関東地区

帝京大学グループ校

★京都大学 1名
★岐阜大学 4名
★北海道教育大学 1名
★宮崎大学 1名
★静岡県立大学 1名
★公立諏訪東京理科大学 1名

★名古屋大学 2名
★静岡大学 3名
★山形大学 1名
★国際教養大学 1名
★富山県立大学 1名
★県立広島大学 1名

★名古屋工業大学 4名
★信州大学 3名
★大阪教育大学 1名
★愛知県立大学 4名
★長野大学 1名
★防衛大学校 7名

★愛知教育大学 1名
★福井大学 3名
★高知大学 1名
★名古屋市立大学 1名
★長野県立大学 1名

★早稲田大学 2名
★青山学院大学 1名
★中央大学 15名
★日本大学 1名
★芝浦工業大学 1名
★明治学院大学 7名
★聖心女子大学 1名
★神奈川大学 2名
★関東学院大学 1名
★桐蔭横浜大学 1名
★湘南鎌倉医療大学 1名

★東京理科大学 1名
★立教大学 1名
★法政大学 1名
★駒澤大学 2名
★順天堂大学 2名
★東京女子大学 1名
★日本体育大学 1名
★東海大学 6名
★神奈川工科大学 1名
★横浜創英大学 1名

関西地区
★同志社大学 5名
★関西学院大学 5名
★京都産業大学 1名
★龍谷大学 1名
★大阪学院大学 2名
★追手門学院大学 1名

★立命館大学 19名
★関西大学 3名
★近畿大学 9名
★大阪体育大学 1名
★阪南大学 1名
★大阪芸術大学 3名

★南山大学 31名
★中京大学 30名
★愛知医科大学 2名
★愛知学院大学 16名
★金城学院大学 14名
★日本福祉大学 4名
★名古屋学院大学 7名
★修文大学 2名
★名古屋造形大学 1名
★岐阜聖徳学園大学 10名
★東海学院大学 1名
★鈴鹿医療科学大学 2名
★福井工業大学 1名

★愛知大学 15名
★豊田工業大学 4名
★名古屋外国語大学 5名
★椙山女学園大学 6名
★愛知工業大学 7名
★名古屋女子大学 1名
★名古屋商科大学 3名
★大同大学 13名
★名古屋文理大学 1名
★朝日大学 ５名
★中京学院大学 1名
★四日市看護医療大学 1名
★北陸大学 1名

★名城大学 44名
★藤田医科大学 3名
★名古屋学芸大学 8名
★愛知淑徳大学 13名
★中部大学 16名
★東海学園大学 3名
★同朋大学 1名
★愛知産業大学 2名
★岐阜医療科学大学 10名
★岐阜協立大学 5名
★岐阜保健大学 1名
★金沢工業大学 2名

438名 合格

45名 合格

★帝京大学
 薬学部　1名
 経済学部　8名
 法学部　2名
 文学部　5名
 外国語学部　2名

 教育学部　5名
 理工学部　2名
 医療技術学部　5名
 福岡医療技術学部　1名

★帝京平成大学
 現代ライフ学部　3名
 健康メディカル学部　4名
 健康医療スポーツ学部　1名



★ 入学式
★ 対面式
★ 新入生ガイダンス
★ 授業参観
★ 球技大会

★ 部活動登録
★ 芸術鑑賞

4
April

5
May

6
June

7
July

8
August

9
September

10
October

11
November

12
December

1
January

2
February

3
March

学習も行事も、全校生徒で一緒に取り組みます。生徒一人ひとりの未来のために、個性を大切にし、自ら「考え」、「表現する」という基本的な力と
豊かな人間性を育てます。学力の向上はもちろん、なりたい自分を見つけ、自分らしい生き方を見つけて、目指す未来を手にして欲しいのです。

社会情勢により、開催や時期等を
変更する場合があります。

★ バス遠足
★ 英語検定
★ 数学検定
★ 大学出前講義
★ 期末テスト

★ 漢字検定
★ 個人懇談 
★ 終業式
★ 夏季特別授業（前期）
★ 学習合宿

★ 夏季特別授業（後期）
★ 第1回 学校見学会
　  21日 午前の部／午後の部

★ 始業式
★ 第2回 学校見学会 28日

★ 帝京祭（文化祭・体育祭）
★ 英語スピーチコンテスト
★ 第3回 学校見学会 25日
★ 進学講演会

★ 授業体験会 16日
★ 第4回 学校見学会 23日
★ 第5回 学校見学会 30日
★ 英語検定
★ 中間テスト
★ 弁論大会
★ キャリア講演

★ 漢字検定
★ 東京キャリア研修
★ 英語プレゼンテーション
★ 海外キャリア研修(修学旅行)
★ 個別相談会 13日・20日

★ 期末テスト
★ 個人懇談
★ 終業式

★ 始業式
★ クラス弁論会
★ 英語検定
★ 願書出願〔推薦・一般〕
　  17日～20日正午まで

★ 推薦入試 29日

★ 一般入試 5日
★ 漢字検定
★ 数学検定

★ 卒業式
★ 学年末テスト
★ 修了式

SCHOOL EVENT
多彩な行事での経験が、豊かな感性と広い視野を育む

Tokyo

Career Program

School Trip

Speech Contest

Congratulations!

English Speech

          
    Contest

Teikyo Sai

Sports Fest
ival

Teikyo Sai

Cultural Festi
val
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      CLUB ACTIVITIES
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質の高い「文武両道」の実現。 部活動は全国大会レベルから個性的な内容のクラブまで。 
新しい仲間や先輩と過ごす時間が宝物になる。

ゴルフ部

女子サッカー部

ESS放送部

パソコン・写真部

総合芸術研究部

料理・茶道部

吹奏楽部

サイエンス部

文化系部活 動

サッカー部 水泳部硬式野球部 テニス部

バドミントン部 卓球部バスケットボール部 チアリーディング部

体 育系部活動

Soccer Baseball
 Teikyo Fight!

Wind Ensemble

Women’s Soccer

Cheer Leading

Tennis

Basketball

Golf

 Fantastic!

Swimming

Badminton

Table Tennis  YES!
Teikyoooo

 Nice!

Great!



TEIKYO けやきフィールド

野球場のフィールド面積はナゴヤドームとほぼ同じ
という大変大きなグラウンドとなっています。

サッカーグラウンドは全面人工芝で高校サッカーの
公式戦も行われています。

テニスコートはオムニコート（砂入り人工芝）で、高校の
テニス部が主に練習しています。

硬 式 野 球 場 1面（外野人工芝）

サッカーグラウンド 1面（全面人工芝）

硬式テニスコート 3面（オムニコート）

UNIFORM and SAFETYFACILITY

制服も学校の  “顔” 
帝京大学可児高等学校の制服のジャケットは、男女ともツーボタンで濃緑色のブレザーです。

襟に入ったグレーのラインは、シンプルでありながら見た目を引き締めアクセントになっている

だけでなく、目標に向かう意志の強さを表現しています。男子のネクタイと女子のリボンは、

紺を基調とした落ち着いた色合いで、規律正しさと上品さを表現しています。女子のスカートは、

飾りベルトでかわいらしさをプラスしています。

2021年4月から、女子はスカートとスラックスを選択できるようになりました。

感染症対策
新型コロナウイルス感染症をはじめとして、集団生活の中における感染症拡大を未然に防ぐため、

帝京大学可児高等学校では、校内での予防対策の徹底を図っています。

◉全教室入り口に消毒用アルコールと使い捨てペーパータオルを設置。

◉校内各所に足踏み式アルコール消毒噴霧器を設置。

◉生徒、職員の毎日の検温と健康観察の徹底。

◉全員マスク着用、手洗い、うがい、手指のアルコール消毒の徹底。

◉一日数回、職員による校舎各所の消毒を徹底。

感 染 と 感 染 拡 大 の 阻 止

女子スラ
ックス

夏 服

冬 服

◉冷暖房使用時においても窓開けを徹底。

◉窓を開けることで室温が過度に低下・上昇することを避けるために、
冬季は暖房温度を高めに、夏季は冷房温度を低めに設定。

◉短時間で教室の換気ができるよう、全教室にサーキュレーターを設置。

換 気 の 徹 底

◉儀式的行事（始業式、終業式など）、生徒会行事（生徒集会、対面式な
ど）をICT機器（オンラインシステム）で開催。

◉学食の使用を寮生だけに限り、通学生には自宅から昼食（弁当）を持
参することを奨励。昼休みに学食で「密」の状態が起こらないように
指導、徹底。

◉本校では、学習効果を高めるためにもともと少人数学級編成を行って
きましたが、そのことが密を避けることにもつながっています。

「密」の 回 避 を 徹 底

◉週1回、職員の校内保健委員会を開催し、生徒や職員の健康に関する
情報の共有。

◉体調不良者が発生した場合の対応のマニュアル化。

情 報 の 共 有と 迅 速 な 対 応
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3

7

8

5

2

4

6

1

御嵩

坂巻公民館

野上

上飯田公民館

美濃加茂市
福祉会館

ホワイトタウン 総合体育館 市之倉

総合グランド 下石貢 コパン瑞浪車庫

弁天町

笠原役場

多治見駅（北 口）

多治見郵便局

名鉄緑台

明和団地

羽生ケ丘 伏見 泉ケ丘

土岐市駅

土岐市役所

陶栄橋

瀬田 上之郷顔戸

虎渓山

住吉町

小名田町

桜ケ丘

皐ケ丘

新可児駅

田白室原愛岐ケ丘長坂口

四季の丘

バロー大口店東

橋爪中

清水ケ丘 帰り

みずきケ丘

下切

根本

小泉駅 池田町

縣神社 市之倉ハイランド

徳野

中部中学校

美濃太田駅

関口駅

中川辺駅

鳴子公民館

羽黒駅

椿明神社 塔野地

関文化会館 加茂野

プラザちゅうたい

可児住吉

可児川合

濃成病院

関・可児 ルート

大口・可児 ルート

川辺・御嵩 ルート

土岐・御嵩 ルート

土岐・多治見 ルート

犬山・可児 ルート

市之倉 ルート

多治見 ルート

朝  6：58 帰り  ○終 20：02

帰り   ①18：02

朝  7：07 帰り  ○終 19：52

帰り   ①17：52

朝  7：00

帰り  ①17：47

帰り ○終 19：47

帰り ○終 19：58

帰り  ①17：58

朝  6：57

帰り ○終 20：02

帰り  ①18：02

朝  6：51

帰り ○終 19：53

帰り  ①17：53

帰り  ①17：36

朝  6：51

帰り ○終 19：36

帰り ○終 19：23

朝  7：08

朝  7：17

帰り ○終 19：08朝  7：32

朝  7：21

1　便 16：45発
最終便 18：45発

（❽ルート以外）

帰り

最終便 18：30発

帰り に多治見駅下車の場合は

❶多治見ルートのバスに乗車

（❽ルートのみ）

帰り  ①17：25

帰り ○終 19：25

帰り  ①17：11

朝  7：44

朝  7：00

帰り  ①17：54

帰り  ○終 19：54

朝  6：53

帰り ①17：54

帰り ○終 19：54

朝  7：35

帰り  ①17：24

帰り  ○終 19：24

朝  7：51

帰り  ①17：03

帰り  ○終 19：03

朝  7：06

帰り  ①17：48

帰り  ○終 19：48

犬山駅（東口）
朝  7：09

帰り  ①17：38

帰り ○終 19：38

8：10 着

8：10 着

8：10 着
8：02 着

8：02 着

8：09 着

8：08 着

7：59 着

朝  7：39
行き

帰り

帰り ○終 19：11
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帝京大学
志望大学行
可児経由

ACCESS  Teikyo School Bus Route

安全第一 安　心 快　適

◉中高 6 年間利用できます。

◉朝1便・帰り2便運行
　※❽（川辺・御嵩）ルートの帰りは最終便のみ

◉スクールバス代金は、乗降場所によって

異なります。



TEIKYO
2021年度

高校募集イベント

※社会情勢によって開催や参加人数等を変更する場合が

あります。詳しくは本校ホームページをご覧ください。

※参加申し込みは、本校ホームページより行ってください。

※イベントの参加人数につきましては、学校見学会は各回

中学校３年生とその保護者、あわせて150名まで、授業

体験会はあわせて200名までとさせていただきます。

保護者の参加は、生徒1名につき1名までとさせていた

だきます。

※参加される場合は、検温とマスク着用をお願いします。

体調不良の場合は、参加を御遠慮ください。

第１回 11月 13日（土）
第2回 11月 20日（土）

個別相談会

10月 16日（土）

授業体験会

8月 28日（土）

第2回 学校見学会

8月 21日（土）

9：00～11：30

9：00～13：30

9：00～12：00

14：00～15：30

午前の部 　　   9：30～11：00

午後の部 　　 13：00～14：30

第１回 学校見学会

※午後の部終了後、部活動見学ができます。

※見学終了後、部活動見学ができます。

9月 25日（土）

第3回 学校見学会
14：00～15：30

10月 23日（土）

第4回 学校見学会
14：00～15：30

※見学終了後、部活動見学ができます。

※見学終了後、部活動見学ができます。

10月 30日（土）

第5回 学校見学会
14：00～15：30

※見学終了後、部活動見学ができます。

※個別相談会は電話にてお申し込みください。
0574-64-3211 広報部（伊藤・松垣）まで。

➡大学
 帝京大学

  医学部 

  薬学部 

  経済学部

  法学部 

  文学部

  外国語学部

  教育学部

  理工学部 

  医療技術学部

  福岡医療技術学部

➡短期大学
 帝京大学短期大学

➡専門学校
 帝京高等看護学院

 帝京山梨看護専門学校

➡高等学校
 帝京大学高等学校

 帝京大学可児高等学校

➡中学校
 帝京大学中学校

 帝京大学可児中学校

➡小学校
 帝京大学小学校

 帝京大学可児小学校

学校法人帝京大学

直系教育機関
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TEIKYO UNIVERSITY KANI  SENIOR HIGH SCHOOL

帝京大学可児高等学校

School Guide 2022

TEIKYO UNIVERSITY KANI  SENIOR HIGH SCHOOL帝京大学可児高等学校
〒509-0237 岐阜県可児市桂ケ丘一丁目1番地   TEL 0574-64-3211  FAX 0574-64-3214

【E-mail アドレス】 info@teikyo-kani.ed.jp   【HPアドレス】 https://www.teikyo-kani.ed.jp/

イベント参加申し込みは
本校ホームページから

https://www.teikyo-kani.ed.jp/

帝京大学可児高等学校ホームページ

QRコードからも申し込めます。


