
Guidebook for girls

女子受験生のための芝浦ガイド



森山 中学女子は、運動部で活発に活動する子、読書好きで静

かに休み時間を過ごす子など、さまざまなタイプの「リケジョ」が

います。

共通しているのは、それぞれ気の合う友達と楽しそうに過ごし

ていることです。

女子生徒はどんなタイプが多いですか？ 苅屋 全体的に男女の差なく、仲がいい雰囲

気です。探究学習の発表を見ると、男

女関係なく役割を分担して、それぞれが

力を発揮していると感じました。

のびのびと学校生活を満喫しているよう

に見えます。

女子が増えてきて、学校はどんな雰囲気ですか？

宮﨑 卓球、バレーボール、バドミントンなどの

ネット型のスポーツを中心に、ソフトボール

やフットサル、ダンスの授業もあります。高

校の男女は別々に活動しますが、カリ

キュラムは基本的に同じです。

体育の授業ではどんなことをやりますか？苅屋 今年の中学１年生は、活発で好奇心旺盛な生徒が多

いと感じています。

高校女子も色々なタイプがいますが、基本的にみんな

素直だと思います。それから、自分の頭で考えて思考

できる女子が多いです。

宮﨑

センセイ
質問が

あります
！

宮﨑 早苗
［体育］

苅屋 紀子
［社会］



女子受験生の皆さんへ

森山 芝浦は「理工系」の学校ですが、理系こそ国語力！

理工系以外の教科も、楽しく興味を引き出す授業がたくさんあ

ります。ぜひ一緒に学びましょう！

森山 男子・女子ときっぱり分かれることな

く、“仲間”として男女ともに切磋琢

磨しながら融合しています。彼女た

ちの存在感は、“女子生徒が少な

い”というイメージを持たせません。

男子生徒の方が多いなか、
女子生徒はどのように過ごしていますか？

苅屋 人、もの、環境に触れて「ここがいい！」と思える学校にこそ全力で

挑戦できると思います。

本校にそのような魅力を感じてもらえると嬉しいです。

体験授業などの機会に、ぜひ来校して、実物を見てください。

最近からだを動かしていますか？ 勉強で手いっぱい、からだを動

かす機会が少ないでしょうか。

軽い運動は、気分転換やストレス解消、集中力や判断力が高ま

り、やる気も出る！ と良いことづくめです。1日5分くらい、ストレッチ

をしてみてください。そして受験を乗り切った後は、本校で楽しくか

らだを動かしましょう！

宮﨑

芝浦工業大学附属中学高等学校　校長 佐藤 元哉

森山 伸子
［英語］

受験を考えている女子生徒へメッセージをお願いします！

世界中がジェンダーフリーに向かう中で未だに日本では

〈女性エンジニア〉という言い方が普通に存在します。本

来エンジニアに女性も男性もないわけで、この〈女性エ

ンジ二ア〉という言い方が聞かれなくなったとき、日本

の科学技術は必ずや新しいステージに入っていること

でしょう。ただ、現状は〈エンジニア界〉を挙げて女

性の〈エンジニア界〉への進出を切望しています。

      さあ、「カワイイ」より「カッコイイ」仕事、

エンジニア！ シバウラでエンジニアへの

スタートを切ってみませんか！



授業の面白さを
アピールしてください！03

●探究の時間は、芝浦らしい楽しい授業です（中1）　●ITの授業が楽しいです。みんなと意見交換し
てアイデアを出すからです（中1）　●数学の先生の教え方がわかりやすい！（中1）　●GCの町歩きは、
豊洲の街のいろいろな様子がわかります（中1）　●技術の授業です。PowerPointやExcel、Wordの今
まで知らなかった使い方を学べるからです。P検のタイピングで打てる文字数が増えると、とても嬉
しいです（中1）　●ランゲージアワーの授業のおかげで、読みやすい文章が作れるようになりました

（中2）　●ドローンを飛ばす授業がある（中2）　●技術の授業では教科書を見るだけじゃなくて実際
に木を削る体験ができます（中2）　●IT・GCのグループワークが楽しいです（中2）

理工系の学校を
志望した理由を
教えてください！
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ました

センパイの

●制服が可愛かったから（中1）　●ITの授業
が楽しそうだったし、理系科目が得意だから（中1）

●算数が得意なので、理系の学校ってカッコいいなと
思っていたからです！（中1）　●鉄道研究部があったから（中2）

●校舎が綺麗で他の学校ではできないことができるから（中2）
●Arts and Teachなど、授業内容が楽しそうだったからです（高1）
●自分の進みたい道で、ここで学べることは将来に役立つと思った

から（高1）　●プログラマーになるために高校生のうちから
学びたいと思ったから（高2）　●デザインに興味が
あったから（高2）　●大学で建築や機械に進みた

いと思っているから（高3）

●最初のオリエンテーション合宿。とても楽
しかったし、友達と仲良くなれるきっかけに
なりました。　●葛西臨海水族園の校外学習。
自由に館内を巡ることができたし、班の人と
も仲良くなれた。　●部活。活動自体楽しい
から。また、先輩や他のクラスの同級生が優
しいから。　●クラスメイトが優しいので、
日常生活すべてが楽しいです！

中1編

中2編芝浦に入学して
楽しかったことを
教えてください！
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●趣味が合う子が多く、パソコン関係に詳しい
人が多いので何かあった時に頼れる。趣味がオ
タクっぽい人が多いので話が弾む。　●自分の
意見をはっきりと言えるようになった。ITや
GCなどで小学校の時よりも発表する機会が増
えて、緊張することが減ったから。　●男子の
先輩がとてもやさしいし面白くて楽しい。
●体験学習が多い。校舎がキレイ。階数が数式
になっていて工夫されていると思いました。

Let’s Go!



※高校バスケットボール部・高校バレーボール部・高校野球部はマネージャーの人数になります。
＊加入率・部員数は2021年度のデータです。

女子部活動加入状況
弓道部
ゴルフ部
水泳部
卓球部
バスケットボール部
バドミントン部
バレーボール部
野球部
テニス部

中学生
5名
2名
1名

2名
3名

2名

高校生
12名

1名
4名
2名※
8名
1名※
1名※
2名

2020年
3月卒業生

2021年
3月卒業生

2022年
3月卒業生

中1
◉建築士になりたいです。なぜなら自分で作った家に住んで

いる人が幸せに暮らしてくれたら嬉しいと思ったからです

◉医療機器の開発者です！ 人の命や生活を支えるお医者さ

んの仕事と、機械を使う仕事を両方やりたいと思っています

◉ゲーム・アプリクリエイター。プログラミングが好きだから。

それを生かして仕事をしてみたいからです

高1
◉建築関係  ◉ゲームクリエイター  ◉数学か理科の先生

◉プログラミング系  ◉機械設計  ◉光と音の演出を考える仕事

◉便利なものの開発や国際的に活躍できるような仕事

中2
◉インテリアデザイナー（欲を言えば動物と建築にかかわる

仕事を見つけてその仕事に就けるように勉強していきたい）

◉イラストレーター→絵をかくのが好きで、職業に活かしたい

◉書店員、司書、その他本に関係する仕事

高2
◉今は一番デザイン工学系に興味があります

◉建築士・施工管理  ◉プログラマー、システムエンジニア

◉ソフトウェア関係  ◉素材開発者  ◉機械系かAI系・情報系

高3
◉歴史的建造物の修繕  ◉ロボットを作るエンジニア

◉建設系（建築）・機械系（整備士）  ◉食品開発  ◉デザイン

2019年度4名、2020年度2名、2021年度3名が
早期推薦で芝浦工業大学へ進学。
早期推薦制度とは芝浦工大へ内部進学を希望する高3
の成績優秀者が、アメリカ、カナダ、ニュージーランドの
現地校などに3ケ月の留学機会が与えられる制度です。

《中学生加入率》

97.5%

《高校生加入率》

93.9%

部活動に入っていますか？
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将来の夢はなんですか？
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女子部活動加入状況
ESS部
音楽部
工作技術研究部
吹奏楽部
鉄道研究部
電子技術研究部
美術部
理科部
ダンス同好会

中学生

2名
5名
4名
2名

3名
4名
4名

高校生
3名
5名

10名

1名
9名

3名

女子卒業生の進路状況

芝浦工業大学
13名

他大理系
2名

他大文系
2名

専門学校
1名

芝浦工業大学
11名

他大理系
4名

芸術系
2名

芝浦工業大学
11名

他大理系
7名

他大文系
2名

進学準備
2名



◉苦手だった数学や理科ができるようになってきた　◉コミュニケーション能力　◉勉強する習慣が身についた

◉時間を守るようになったし、朝早く起きれるようになったし、あいさつできるようになった　◉パソコン技術

◉考え方が広がった・世の中の見方が少し変わった　◉自分で予定をしっかり管理するようになった

入学して、自分が成長したなと思うことはなんですか？

もっと聞いてみた

中2・高2・高3の

センパイに

◉普通の授業で勉強するプログラミングがハイレベル　◉理系進学へのサポートが手厚い　◉充実した設備

◉Arts & Techでさまざまな種類の工学に触れられ、興味を広げられる　◉理系科目のコマ数が多くて天国

◉大学の教授の授業を受けられる　◉理科の先生方の授業が面白いし自分の専攻教科への情熱がすごい

◉電技研や工技研があること。外部のコンペティションに参加するなど、企業との関わりももてる　◉生徒思い

◉実技での学習ができること　◉いろんな機材が揃っているのでやりたいことができる

理工系の学校としての芝浦の魅力は？

◉先生たちも一貫生も優しい　◉施設が十分にそろっていてきれい。芝浦ならではのプログラムがたくさんある

◉アリーナの設備が良い　◉広い女子トイレがある　◉豊洲の景観がきれい　◉制服がかわいい

◉理系科目が好きな生徒には天国のような空間　◉アクティブラーニングが多いので授業が楽しい

◉図書室が綺麗で机といす、ソファーもある。自習室が3部屋もあり、全部で120席近くある　◉男子が優しい

◉ファクトリーや鉄道ギャラリーなどがある　◉愉快な先輩が多い学校です　◉先生も生徒も個性的

学校をPRしてください！

◉一番つらい時期かもしれないけど、想像以上に楽しい学校生活だから頑張れ！

◉合格発表までの道のりは長いですが、頑張ってください。同じ校舎で学べることを楽しみにしています

◉受験は大変だと思いますが、入学したら楽しいことがたくさんあるので頑張ってください

◉愉快な先輩や面白い先生のいる楽しい学校です。パソコンなどに興味のある方はぜひ一度来てみてください

◉受験頑張ってください。もしめでたく芝浦に入れた時は学年は違うけど、積極的に声をかけるようにするので
仲良くしてくれると嬉しいです（*^^*）

後輩にメッセージをお願いします！



校則Q&A
これも気になる

中学生用 リボン＆赤ネクタイ

高校生用

青ネクタイ

本校では、自転車通学を認めていません。公共交通機関を利用し通学してください。 

自転車通学はできますか？01

本校指定のバッグ・リュックがありますので、そちらを使用してください。 

正装は黒のローファーです。略装時は、条件を満たした黒のスニーカーや運動靴で通学可能です。

通学バッグや靴は自由ですか？02

Ｙシャツの中に着るインナーなど色の指定がありますので、ガイダンスを受けてから購入することを勧めます。

スラックスも着用可ですが、ベルトは男子生徒に準じて黒革・単色で装飾のないものとしています。靴下は指

定で紺ハイソックスですが、夏用靴下（5月～10月着用可）も購入することができます。

服装について注意することはありますか？03

頭髪や服装などの身だしなみと遅刻などの生活習慣について厳しく指導しています。前髪が目にかかるような

らピンで留める、後髪が肩にかかるようなら指示された場面では髪ゴムで結ぶなどです。マニキュアや口紅

等の化粧やピアスやネックレス等も禁止です。遅刻については、年間7回・10回・15回とそれぞれ指導がありま

す。特に高校生においては年間遅刻10回で推薦権がなくなりますので、規則正しい生活を送ってください。

校則について教えてください。04

中学1年生は各HRで一緒に昼食をとりますが、中学2年生からはカフェテリアでとることもできます。でも、先

輩たちはお弁当が多いようです。

また中学1・2年生は年に5回カフェテリアで定食を食べる一斉昼食（ランチデー）があります。

昼食はどうしていますか？05

カフェテリアに「デイリーヤマザキ」が入っています。休み時間、昼休みや放課後に利用できます。

制服などの注文もできます。

売店はありますか？06

自習室やカフェテリアに残ることができます。原則教室には残れません。　

放課後に残れる場所はありますか？07

通学路や校内での使用は禁止です。持ち込みは認めていますが、校内では電源OFFの状態で、鍵付きロッ

カー内に管理することになります。違反があった場合は、没収となり保護者の方に来校いただき返却すること

になります。

携帯・スマホは使用できますか？08

グループ設定（閲覧できる人の制限）のある・なしにかかわらず、他人の写真や動画を掲載してはいけません。

また、本校の制服を着用しての写真や動画の掲載は禁止です。

インターネットやSNSの利用に関してルールはありますか？09

原則禁止しています。

アルバイトはできますか？10



Check out our website! 

中学共学2年目、高校共学6年目を迎え、全校で150名以上の女子生徒が集まりました。

食堂のメニューや更衣室、それに女子トイレなど、女子の皆さんの「あったらいいな」を早く

叶えられるように、これからも共学校としての学校づくりを進めていきます。学校選びのポ

イントは勉強や部活動だけじゃありませんよね。

ボリュームたっぷりのお弁当、カレーなどの丼や麺類ばかり
ではなく、野菜やフルーツがたくさん入ったヘルシーなラン
チボックスを販売しています。好みに合わせてお好きな弁当
を選んでみてください。

▲ オムライス（ホワイトソース）

▼ サンドイッチ

明るい日差しの入る保健室には男女計４台のベッドを設置。
女子ならではの悩み相談もしやすいカウンセラーが常駐し
ています。

広々とした清潔感のある空間です。洗面台は4つあり、大き
な鏡が設置してあります。そのため、身だしなみもきちんと整
えることができます。シャワールームも設置しています。

2022.６作成

トイレの個室の数を4室から11室に増やし、使い勝手が良
い空間になりました。洗面台は6つ、鏡は5枚あるので、身
だしなみもしっかり整えられます。また、壁紙は雲と青空を
イメージした爽やかなものとなっています。

清潔感のあるデザインと空間！

ベッドは男女別に用意されています！

彩り豊かなメニューが人気！

広々としたロッカールーム！

“あったらいいな”
があります


