
つながる心。ひろがる知。



他者の喜びを自らの喜びとし、やがて他者に愛され、
感謝され、信頼される生き方が幸せな人生と考えます。
そのために必要な、強くてしなやかな心と身体の
ための「学び」を提供します。

人間力1

語彙力、読解力、対話力、文章力の4つを言語力と
捉え、しっかりと読む力や書く力を高めます。国語の
授業以外にも独自科目として『言語の授業』を設け、
重点的に指導していきます。

言語力2

『探究の授業』を中心に、結果ではなく、探究する
過程に価値をおきます。生涯にわたり「なぜ？」と
いう問いを持ち続けること。そして、その問いに対
する答えの見つけ方の基礎を体験的に学びます。

探究力3

独自の『英語プログラム』を開始しました。
「グローバルセッション」、「オーストラリア研修」など、
中学校の各学年で授業とリンクした研修を行い、
英語力を高めます。

英語力4

1人1台の『iPad』を持ちます。授業の活性化と共に、
一人ひとりの学習活動を見届けます。
思考をまとめ、深めるツールとして利用しています。

ICT活用力5
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これからの社会で
求められる“力”を育てる！

いつも手元に
『自分のiPad』

　iPadは、とても便利です。
ひとつめは、家からわからな
いことを質問できます。家庭
学習をとてもすすめやすいです。
ふたつめは、授業で使うプリ
ントは主にiPadに配られるの
で整理しやすく、紛失するこ
ともありません。また、理科の
実験では、結果を写真や動画
で残すので後で何度も見直す
ことができます。まだまだ、
あります。数え切れないです。
今年も様々な場面で活用した
いです。

iPadのおかげで、
効率的に勉強がすすめられます。

中2  松本 大輝 さん

土岐市立妻木小学校  出身

在校生メッセージ Student message

ホーム > 多治見西中iPad動画
ホーム > 西中ニュース > ICT教育の取り組み

WEB

本校は岐阜県で唯一の4年連続
学校教育情報化推進を評価する
「学校情報化優良校（日本教育
工学協会(JAET)）」の認定校です

ICT対応教室
中学校の全教室にプロ
ジェクターを設置し、
Wi-Fi環境を整備していま
す。50インチプラズマモニ
ターも設置しています。

シンキングツールは、
「自分の考えを作り出す」ことを
助けてくれる道具です。

生徒と先生や生徒と生徒の
『コミュニケーション』 の間に

iPadがあります。

iPadは、授 業や学 校での様々な活動で、自分の想いや考えを分かりやすく発 信する、仲間と協働してより良いものを
創造するなど、先生そして仲間とのコミュニケーションを支えるツールとして役立っています。

ommunicationCC
echnologyTT

nformation  &II
多治見西中の
「ICT」は

図や写真を提示
教室の前面のホワイト
ボードにすぐに図や写真
を映写できます。生徒の
理解度も増します。

動画を見る
すぐに、動画を見ることも
できます。生徒の興味・関
心を引き、深く考えさせる
手助けとなります。

双方向ノート
教師から生徒へ課題を
送ったり、生徒から教師へ
回答を送ったりできます。

プレゼンテーション
自分のiPadで、図や表、写
真などを使ったプレゼン
テーションが簡単に早く
作れます。
プレゼン能力の向上に役
立っています。

プログラミング
情報技術の発展により、
プログラミングスキルの
重要性が高まっています。
生徒にプログラミングを
体験してもらう機会を設
けます。

英語のオンライン研修
オンラインで、ニュージー
ランドやフィリピンなどに
つなぎます。現地の講師の
方と英語で交流しました。

遠隔授業
新型コロナウイルスによる
休校期間中はいち早く教
室と生徒の自宅をむすん
で遠隔授業を行いました。

ICT教育

シンキングツールの活用
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あたたかなまなざしで新入生を迎える
野外オリエンテーション
　新入生と上級生が混在する縦割りグループで臨む、初めての活動です。リーダーを務める
３年生とその補佐をする２年生が、入学して間もない１年生を温かく包みます。共に１年を
過ごす仲間が心を通い合わす１日です。

１年の理科ウォーク １年の異文化研修 2年の動物学研修

理科探究論文集

ホーム > 初めての方へ
ホーム > 西中ニュース > 探究力育成に関わる取り組み

WEB
ホーム > 初めての方へ
ホーム > 西中ニュース > 人間力育成に関わる取り組み

WEB

他者に信頼され、感謝され、
愛される人を育てる！

個性をのばす
 『行事活動』

一人ひとりの個性が生きる西華祭
　ステージ発表をはじめとする４つの企画で『モノ』作
りが始まります。やがて各々の個性が欠くことのできな
い力であることに気づきます。その後に残る財産は、成
し遂げた充実感と、互いを認め合える仲間関係です。

リーダーシップが磨かれ、受け継がれる体育祭
　全校を動かす執行部、団を動かす応援団、各係の活動。
大きな集団を動かす経験は、自分たちの計画の甘さを
痛感することから始まります。それを受けとめ、話し合いを
重ねる中でリーダー同士の絆も強くなり、限られた時間で
懸命に働くその姿が、集団の絆を強くしていきます。３年生
のリーダーシップは下級生に受け継がれていきます。

　中学2年生では理科探究、中学3年生では社会探究の授業があります。
個人でまたはグループで一つのテーマについて探究します。

自ら問いをもち、
未知に立ち向かう力を育てる！

知識を使い考える
  『探究の授業』

理科探究、社会探究の授業

　入学早々に理科ウォークに出発。森の中で植物や河川動物、そして鉱物探しに夢中に
なります。まず自然にワクワクすることが学びのスタート。秋には異文化研修に出かけ、
異文化理解の研修を通じて、「他」と「異」を「なぜ？」にするトレーニング。他、「動物学
研修」、「河川実習」など、様々な学びのプログラムが待っています。

好奇心と探究心を刺激する仕かけ－フィールドワーク

在校生メッセージ Student message 在校生メッセージ Student message

「ペットボトルロケット～液体によって飛行距離は変わるのか～」
「骨が溶ける⁉」
「忙しい現代人のためのカップ麵時短法」
「布の浸透と繊維の違い」
「オレンジの香りの入浴剤を作る」

理科探究
テーマ（例）

「自動運転を普及させるには」
「コロナウイルスによる商品不足はなぜ起きた？」
「被告人はコナン～刑法・裁判について知ろう」

社会探求
テーマ（例）

中3  蓑田 光 さん

多治見市立市之倉小学校  出身

　多くある行事の中で一番
好きなのはやはり、西華祭（学園
祭）です。昨年は、コロナ禍で
実施できずとても残念でした。
西華祭は、学年を問わず一緒
に活動するので、たくさんの
交流を持つことでき、とても
仲良くなります。みんなとひと
つのものを作り上げことは、
楽しく、充実感を味わうこと
ができます。今年は是非とも
実施しみんなで満足できるも
のをつくっていきたいです。

西華祭をとおして
充実感、達成感を味わうことができます。

中3  三宅 みはる さん

美濃加茂市立古井小学校  出身

　私の理科探究のテーマは
「カップラーメンの時短法」で
す。お腹が空いたとき、もっと
早く出来ないかな？と思いま
した。そこで、麺を早く柔らか
くするためにはどうしたらよ
いか考えました。お湯の量を
多くしたり、いろいろと考え
実験しました。それで、一番い
い結果だったのは麺をバラバ
ラにする、つまり麵がお湯に
触れる表面積を増やすことで
した。自分の疑問が解決され
嬉しかったです。

自ら研究テーマを決めて
いろいろな疑問を解決していきます。
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ホーム > 多治見西中iPad動画
ホーム > 西中ニュース > 英語教育の取り組み

WEB
ホーム > 初めての方へ
ホーム > 西中ニュース > 言語力育成に関わる取り組み

WEB

きちんと読む力と、
きちんと表現する力を育てる！

読解力、表現力を高める
 『言語の授業』

授業や研修などを通して文化背景の異なる外国人と相互理解を深め、
協働するためのコミュニケーション能力を身につけます。言語の授業

社会で求められる
“英語力”を育成！

授業と研修がリンクした
  『英語プログラム』

在校生メッセージ Student message 在校生メッセージ Student message

　オーストラリアで自然や文化、市内散策、学校
訪問、ホームステイに挑戦します。これまで高め
た英語力を様々な場面で発揮し、達成感を味わ
います。

中3 オーストラリア研修オーストラリア研修

　中学1年生後半から中学 2年生にかけて
約2ヶ月に1回（1回の研修時間は3時間）の
ペースで、ネイティブ講師による英語研修を
行います。
　1年生では、iPadを用いたオンラインレッスン
で「聞く力」「話す力」を育成していきます。
マンツーマンレッスンにも挑戦します。
　2年生では、ネイティブ講師による対面レッスン
でディスカッションやプレゼンテーションを
取り入れていきます。学んだ表現を駆使して自
分の考えや意見を表現できるようになります。
　講師とのやりとりを通して異文化に対する
理解も深めます。

中1～2 グローバルセッショングローバルセッション

聞き手を意識して、自分の考えを
よりよく伝えるスピーチ
　毎日の朝の会や、集会で、スピーチを行います。よりよ
く伝えるために、主張点や考えの根拠、話す順序を整理
するなど、発表までに様々な準備をして臨みます。また
ディベート学習も行います。

情報から伝えたい内容をきちんと
まとめ書く力を育む
　「PREP法」「箇条書き法」「時系列法」などの構成法を
学びます。「水の作文」や「新聞の投稿欄」などへ応募し
力を試しています。学校紹介の新聞を作り母校訪問もし
ています。

　1年生、2年生、3年生の各学年で言語の授業がありま
す。わかりやすく説明することや、納得してもらうように
伝えることは、簡単ではありません。どの教科でも、そし
て将来社会で活動する場面でも不可欠な力です。言語
の授業ではそのために必要なスキルを段階的に学習
し、表現する力を高めます。

中3  竹原 美優 さん

可児市立広見小学校  出身

　私は、文章を書くことが苦手
でした。しかし、言語の授業
を通して、相手に伝わりやすく
するには、どの順序で書き、
どんな言葉を選んだらよい
かを考えるようになりました。
また、仲間の良い表現の仕
方を参考にしていきました。
すると、文章力が向上し、作文
で賞をいただくことが出来
ました。これからも、がん
ばっていきたいです。

文章作成が苦手でしたが、
賞をいただくまでに成長することができました。

中2  野尻 祐衣 さん

多治見市立根本小学校  出身

　入学して本格的に英語の
授業が始まることにとても
不安を抱いていましたが、と
ても丁寧に細かく教えてい
ただいたので今では英語が
大好きです。iPadに自分の
音読を録音し提出すると、
先生から細かい評価が送ら
れてきます。それにより、自
分の課題がわかりとても良
い学習になります。今後は、
どんどん英検にチャレンジ
していきたいです。

丁寧な授業のおかげで、
不安だった英語が大好きになりました。
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人生で一番大切な６年間だからこそ、
　　　　　　　　 　　　確かな学力と  学ぶ喜びを育む環境で。

ホーム > 学校紹介 建学の精神と目指す生徒像 > 教育の特色WEB

中1 中2 中3 高1 高2 高3

・ 数学は中学では週５時間あり、中３では発展・標準の
２段階で習熟度別授業を実施しています。

・ 英語は中学では週６時間あり、 「聞く・話す・読む・
書く」の４技能をバランスよく伸 ばしていきます。

・ 理科では、実験を重視し、また社会では背景となる事柄と結びつけ
ながら暗記だけに頼らない理解を深める授業を展開しています。

豊富な授業数で基礎基 本から思考力まで育成

・ 中学1年生後半から中学2年生にかけて約2ヶ月に1回（1回の研修時間は3時間）のペースで、ネイティブ講 師による英語研修を行います。
中学3年では、オーストラリア研修、高校1年2年では、ニュージーランド研修（希望者）を行います。

英語プログラムの実施

・ 言語は全ての教科の基礎です。中学1年から3年まで週に1時間～2時間国語の授業とは別に言語に
特化した授業を行います。

言語の授業の実施

・ 体験重視。中学1年では理科ウォーク・異文化研修、中学2年では
動物学研修、中学3年では河川実習を行います。

多くのフィールドワークの実施

・ 思考力・興味関心を高めます。中学2年では理科探究、中学3年では 社会探究、高校1年ではクエスト
エデュケーションに参加します。

探究の授業の実施

多治見西高校の 普通科  商業科  被服科  へ進学していきます。

「大学からの出張授業」
「オープンキャンパスへの参加」

「大学ガイダンス」
「東大金曜特別講座」  など
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Message メッセージメッセージ

2021年合 格実績

北海道大学
一橋大学
国際教養大学
東京都立大学
大阪大学
岐阜大学
静岡大学
金沢大学
信州大学
愛知県立大学

国公立大学

法政大学
中央大学
明治大学
東京理科大学
立命館大学
南山大学
名城大学 など

私立大学

国公立大学
平均合格率

（1999年～2021年）

これまでの進路実績

東京大学
京都大学
名古屋大学
北海道大学
東北大学
旭川医科大学
東京外語大学
東京農工大学
東京藝術大学
横浜国立大学
山梨大学
富山大学
金沢大学
信州大学
岐阜大学
静岡大学
名古屋工業大学
三重大学
福井大学
大阪府立大学

大阪教育大学
神戸大学
奈良女子大学
奈良教育大学
鳥取大学
長崎大学
宮崎大学
鹿児島大学
琉球大学
国際教養大学
東京都立大学
都留文科大学
福井県立大学
静岡県立大学
愛知県立大学
京都府立大学
兵庫県立大学
県立広島大学
山口県立大学
高知工科大学

国公立大学

早稲田大学
慶應義塾大学
上智大学
東京理科大学
明治大学
青山学院大学
立教大学
中央大学
法政大学
同志社大学
立命館大学
関西大学
関西学院大学
国際基督教大学

駒沢大学
東洋大学
國學院大学
芝浦工業大学
多摩美術大学
東京農業大学
武蔵野美術大学
金沢工業大学
藤田医科大学
京都女子大学
同志社女子大学
近畿大学 など

私立大学

国公立大学 医学部 医学科

岐阜大学 旭川医科大学

その他

防衛大学校 防衛医科大学

　私は本中学校の1期生として入学し、

高校卒業後は大学院を経て、市役所に

勤務しておりましたが、縁あって母校

の職員として戻ることができました。

　私が在籍していたころと比べICT、国

際化、探究など時代に即した先端のカ

リキュラムを取り入れていることに驚

きました。一方で15年たっても先生方

の指導の熱さと笑顔は変わっていませ

んでした。

これからは、先生方と一緒に学校を盛

り立てていきます。

三和 義幸 さん

2005年度 卒業生

〈多治見市立養正小学校 出身〉

岐阜大学
工学部

　私は、大学のオープンキャンパスで

CFRP（炭素繊維強化プラスチック）と

いうものを知りました。これは、単純

に、「硬くて軽い素材を作りたい」とい

う思いから開発された素材です。私

は、このCFPRにとても感激して材料に

ついて興味を持ちはじめ、大学でも学

びたいと思うようになりました。東北

大学の工学部の材料科学総合学科は

研究施設がとても整っていて、すばら

しい研究成果あげています。私は現

在、この大学で深く材料について学ん

でいます。

工藤 哲平 さん

2018年度 卒業生

〈土岐市立土岐津小学校 出身〉

東北大学
工学部

　私は現在、南山の国際教養学部で、

英語だけではなく、例えば「グローバ

ル化がもたらす影響」など国際的なこ

とを幅広く学んでいます。多治見西中

学校では、探究をはじめとする授業で

プレゼンテーションをする機会が多い

ので、そこで培った力が入試のときに

とても役立ちました。また、ネイティブ

講師による英会話の授業では、異文化

に興味を持つきっかけになりました。

どんなことが将来の興味に繋がるか

今はわからないと思います。体験する

様々なことに意欲をもって取り組んで

みるといいと思います。

勝股 舞 さん

2019年度 卒業生

〈土岐市立下石小学校 出身〉

南山大学
国際教養学部

　私は、小さい頃から天文が好きで大

学では天体の研究をしたいと思ってい

ましたが、生物の授業での光合成つま

り水と二酸化炭素にエネルギーが加

わり糖ができるという化学反応にも興

味が出てきました。大学ではどちらを

専攻しようかとても迷っています。この

1年間でじっくり考えようと思っていま

す。将来は、どちらかの分野で研究者

になりたいです。

糸井 柊詠 さん

2020年度 卒業生

〈中津川市立西小学校 出身〉

北海道大学
総合理系

　私は、進路ガイダンスで大学の先生

からビジネスについてのお話を聞き、

とても興味を持つようになりました。

その後、池上彰さんの著書も読み、よ

り関心が深まり、大学でも勉強したい

と思うようになりました。ただ、ノウハ

ウを学ぶだけでなく、企業で起こって

いる問題についても考えていけるよう

にしたいです。もっと、女性が活躍でき

る世の中になるといいなあと思ってい

ます。

福當 こま希 さん

2020年度 卒業生

〈多治見市立根本小学校 出身〉

一橋大学
商学部

　私は、中高で行った探究学習、特に

クエストエデュケーションの体験から、

将来、何か自分で商品を企画し売り出

したいと考えています。そのため、大学

では経営について学びたいと思いまし

た。立命館大学は、全国から学生が集

まり、留学生も多くの国から来日して

様々な人の考え方や各地の文化や背景

も知れて経営に活かせるのではないか

と思っています。また、留学制度も充実

しているのも魅力です。

これから、様々なことを吸収していき

たいです。

池田 渉悟 さん

2020年度 卒業生

〈多治見市立昭和小学校 出身〉

立命館大学
経営学部

ホーム > 学校紹介 > 進路実績WEB
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　本校は中高6年教育ですから、
生徒同士の絆は強く、教職員とも
打ち解けた関係が継続します。さ
らに、個人の力、クラス単位の結束
力を高める様々な行事を通して、
体験と感動を共有しながら一人ひ
とりの「人間力」を高めていきます。

多彩な行事活動

・入学式
・運動能力テスト
・授業参観
・野外オリエンテーション

4
Apr i l

・1年生理科ウォーク
・第1回学力推移模試
・河川実習

5
May

◎前期中間テスト
・漢字検定、英語検定
・命を守る訓練

6
June

・中体連出場
・保護者懇談会
・夏期特別授業

7
Ju ly

・本物一流見学
  （3年生希望者）
・夏期特別授業
・第2回学力推移模試

8
August

◎前期期末試験
・西華祭（学校祭）
・3年生幼稚園実習

9
September

・英語検定

1
Januar y

・第3回学力推移模試
・学習発表会
・漢字検定

2
Februar y

◎後期期末試験
・生徒会選挙
・3年生を送る会
・志学式

3
March

・体育祭
・漢字検定、  英語検定

10
October

・3年オーストラリア
　研修
・1年生異文化研修
・2年生動物学研修
・学力総合調査

11
November

◎後期中間テスト
・冬期特別授業

12
December

　本校は中学3学年で140人程度の
コンパクトな学校です。そのためクラス
の仲間はもちろん、教職員との距離も
近く、様々な行事を通して先輩・後輩
たちとも交流することで、家族的なつな
がりを大切にしています。

世代を超えた交流

教職員、先輩・後輩たちと
心ふれあう毎日です。

　中高合同で開催される学校
祭です。中学全体でステージ、
パフォーマンス、展示鑑賞、
体験の4部門に参加するため、
１年から３年の縦割り班組織
で活動。上級生と下級生の絆が
一気に深まるイベントです。

西華祭（学校祭）

　「全員参加・一人一役」を合
言葉に、全校生徒の手づくり
による体育祭。責任をもって
役割を果たせた時の達成感、
というかけがえのない財産が
残ります。

体育祭

　本校における諸活動を発表
します。「理科探究」や「社会探究」
の報告、「言語」の授業を通して
書いた作文の朗読、英語授業で
行われている朗読や英語スピーチ
など、Active Learningを推進する
本校教育のラインナップです。

学習発表会

　授業で学んだこと、グローバル
セッションで体験したことを生か
して、現地生徒との交流や一人
一家庭のホームステイを体験し
ます。高校課程の英語に向かう
モチベーションが高まる研修と
なります。

オーストラリア
研修旅行

年間行事
School  Even t

前期
中間テスト

全力で力を
合わせて

真剣勝負!

感動の
志学式

英語力を
更に高める！

　各務原市に行き、１年から
３年の縦割り班でカレーを
つくったり、レクリエーション
をしたりします。先輩後輩の
仲が深まる楽しい行事です。

野外
オリエンテーション

September

Apr i l

October

Februar y

November

ホーム > 学校生活 多治見西中生の一日の生活 > 年間行事WEB
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中学校舎

技術室

中庭

中学図書室

ICT対応教室（全教室）

第１実験室

第１体育館

iPad授業

LL教室

高校図書室多目的ホール 昭栄グラウンド

2 通用門
3 １号館

1 正門
14 弓道場
13 第２体育館

8 バスケットコート
9 テニスコート

7 ６号館
5 ３号館
6 ５号館

4 ２号館
11 クラブハウス
12 第１体育館

10 グラウンド

N

2

3

4
5

8

1

7

9

11

10

12

13

14

6

　部活動に打ち込むことは、あきらめない気持ち、目標の実現を目指して取り組む姿勢を育み、
人間力を高める上で大きな力となります。また、仲間との絆、健康な心身を形成する場となります。

「競い合い・学び合い・支え合い」

　男・女とも上品で落ち着いた色合いの制服です。
　冬服のジャケットや夏服のブラウスは、高校に入学してから
も着用できます。

3年間を共にする
大切な制服

　校舎は中学専用で、全教室にエアコン、
50インチプラズマモニターを設置。全て
の教室がプロジェクターの備わったICT
対応教室となっています。特別教室は
2つの理科実験室、ＬＬ教室をはじめ授業
に必要な学習設備、グラウンドや体育館
など実技指導設備は高校の設備も利用
します。また、中学図書室（蔵書800冊）
に加え、高校図書室（蔵書36,000冊）も
自由に使えます。

一人ひとりの
意欲に応える
充実の施設・設備

運動系 文化系

※1
この他、放送部は高校の部活動に中学生が入部して活動しています。
※2
部活動として学校では活動していない種目でも、西中生徒として中体連大会に出場することは
可能です。これまでにも水泳・陸上・スケート・柔道等に出場し活躍した生徒がいます。

部活動は、基本的に

部によっては土・日曜日も活動します。
です。月・水・金曜日15:45～17:00

・ バレー（男）・ ソフトテニス（男・女） ・ 卓球（男・女） ・ ギター

　「ミツバチプロジェクト」は養蜂に携わる中で、ミツバチの
生態、自然との共生、環境への関心が高まり、さらなる学び
へと発展する特別活動です。

ミツバチ
プロジェクト

「サマートライアル」で
試食と活動報告を行います。
  ぜひ、お申し込みください。

・ 中学生から高校生まで学年の垣根を越えた希望者で

活動しています

・ 最盛期はハチミツの収穫や瓶詰めまで行います

・ 搾りたてのハチミツの味は、努力の結晶というスパイス

も加わって格別です。

・ 生徒が採ったハチミツが実際の商品として販売しま

した。

部活動
Club

自主活動
Ac t iv i t i e s

制　服
Uni fo rm

施設・設備
Fac i l i t i e s

ホーム > 学校生活 多治見西中生の一日の生活 > 施設・設備WEB
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名鉄犬山線

名鉄広見線
JR高山本線

JR中央本線

JR中央本線快速を利用の場合
（乗り換えの時間は含まれません）

駅 名
所要時間

小泉

多治見西
中 学 校

新可児
15分

春日井
18分大曽根

27分千 種
30分名古屋

39分
金山
35分

多治見
4分

土岐市
10分

瑞 浪
16分

恵 那
32分

中津川
44分

至岐阜 至飯田

至高山

主な駅からJR小泉駅までの所要時間

スクールバス

徒歩5分程度可 児
15分

御 嵩
26分

西可児
24分

美濃太田
23分

鵜 沼
39分

新鵜沼

犬 山
35分

JR太多線小泉駅から

分程度徒歩 ！

JR多治見駅から 分！

本校では、入学時の成績により４種類の奨学金制度を用意しています。
毎年年度末に再審査があります。増額・減額・取り消しになる場合があります。
また、高校進学時には再度審査を行い、高校３年間の選奨生を決定します。

多
治
見
西
中
学
校

Ａ
バス停15箇所

市之倉笠　原 脇之島 多治見市内→ → → → →

B
バス停26箇所

妻木 滝呂台駄知瑞浪 多治見市内→ → → → →→

バス停20箇所

C

笠 原

瑞浪・土岐

御嵩・桜ヶ丘

コース

コース

コース 桂ヶ丘伏　見御　嵩 桜ヶ丘→ → → → 小名田 →→

　公共交通機関への接続が厳しい地域を中心に、スクールバスを3つのコースで1日1往復の運行。
より多くの生徒が利用できるよう、毎月の利用料金も公共交通機関に比べて割安な設定となって
います。

※成績選奨生は11月13日（土）実施のプレテストで候補者の選抜を行います。
※第Ⅰ期入学試験成績上位者も選奨生の対象となります。

2022年度

奨学金制度のご案内

授業料全額給与
＋ 施設設備費14万円免除

S
多治見西高等学校附属中学校
Ｓ成績選奨生

授業料全額給与
A

多治見西高等学校附属中学校
Ａ成績選奨生

授業料半額給与
B

多治見西高等学校附属中学校
Ｂ成績選奨生

月額6,000円給与
C

多治見西高等学校附属中学校
C成績選奨生

高蔵寺
13分

瀬戸市
19分

　本校はJR太多線小泉駅から徒歩5分という便利さもあって、多治見市内
はもちろん、愛知県、岐阜県中濃・東濃地域の広範囲からたくさんの生徒
が通学しています。また、スクールバスも3コース用意しています。充実した
通学環境は、補習や自習、部活動など下校時間が遅くなっても安心感が
あり、中学生活を満喫するために欠かせないポイントです。

つのコースで運行3 !

公共交通機関＋スクールバス
便利で安心な通学環境。

本校によくある質問を
まとめてみました。通学・アクセス

Access

入学試験のレベルについて
教えてください。
　本校の入学試験は、全教科小学校教科書準拠の問題となっています。
私立中学校入試のための特別な準備をしていただく必要はありません。
例年、どの教科も受験者の平均点が60％前後になるように作成して
います。ただし、本校での授業や今後必要となる学力として、思考力や
説明する力を問う問題が増加しつつあります。

西中では、授業スピードが速いと聞いています。
ついていけるでしょうか？
　公立中学校に比べると、主要3教科については中学修了時点では
高校内容に入っていますから、進度は速いと言えます。しかし、それ
以上に週あたりの授業数が多い上に、長期休暇には特別授業も行い
ます。1回の授業で比べれば決して進度が速いわけではありません。
復習などにも時間をかけて、確実に基礎力がつくようにしています。

Q2

A

Q6

A

兄弟姉妹の入学特典はありますか。

・兄弟がバスを利用した場合、長子の料金が半額になります。
  育友会も長子が免除になります。

・保護者または兄姉のいずれかが、高校の卒業生もしくは中学・高校の
在校生である場合は入学金が免除されます。（第Ⅰ期試験単願者に限る）

・双子以上で二人以上同時に入学する場合二人目以降の生徒の施設
整備費が免除されます。（第Ⅰ期試験単願者に限る）

通学の連絡用に携帯電話を持たせたいと思います。
携帯電話の使用はできますか？

　携帯電話（スマートフォン）の学校への持ち込みは禁止しています。
家庭との連絡にはiPad、または校内の公衆電話を使うように指示して
います。緊急時には学校へ直接連絡してください。また、警報発令時など
緊急下校の連絡は、保護者宛の一斉メールで連絡します。

A

Q3 Q7

A

土曜日の授業について教えてください。

　本校では、土曜日は、原則として第1・3・5土曜日に4限目まで授業を
行います。授業は通常の授業と同じです。下校は午後12時50分頃に
なります。通学バスで登下校できます。第2・4土曜日は休日となります。

西中は給食がないと聞きました。
仕事の都合で弁当が作れない日があり不安です。
　本校には給食はありませんので、原則としてお弁当を持参する必要が
あります。授業日はパンや軽食（カレーライス等）の販売もありますので、
利用することができます。お弁当は、本人の食欲に応じて大きさも内容も
生徒によって様々です。皆楽しそうに談笑しながら食べています。

Q1

A

Q5

A

タマホーム
多治見店

トヨタ
カローラ岐阜

エディオン

エネオス

小泉駅
JR太多線

248

248
83

多治見西
高校前

明和町1

多 治 見 西
高 等 学 校
附属中学校

N

多
治
見
北
バ
イ
パ
ス

西中Q&A
Ques t ion

ホーム > 学校生活 > アクセスWEB
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学校法人 溪泉学園 〒507-0072 岐阜県多治見市明和町1丁目18
TEL 0572-20-1266　FAX 0572-29-4390
［E-mail］junior@tajiminishi.ed.jp

最新情報や資料請求は公式サイトを
ご利用ください。

TOPICS

2021年度  生徒募集行事

お知らせや生徒募集行事、生徒の学校生活、
行事など皆さんに知ってほしい最新情報を
お届けします。

西中ニュース

本校をいろいろな方が紹介します。
生の声を聞いて学校選択の参考にして
ください。

西中VOICE

ご質問や疑問などをメールで受け付けて
います。また、学校案内や入試のご案内を
無料でお届けします。

お問い合わせ・資料請求

本校の教育５つの特色「人間力」「言語力」
「探究力」「英語力」「ICT活用力」の最新の
取り組みを中心に紹介しています。

教育の特色

一日の生活、年間行事、部活動など本校の
学校生活に関する情報を紹介しています。

学校生活

学校見学・説明会情報やオープンスクール、
入学試験の募集要項を紹介しています。

入学案内

本校の特色をダイジェストにまとめた
ページです。ぜひ、ご覧ください。

初めての方へ
公式サイト
多治見西中学校
http://www.tajiminishi.ed.jp/junior/

平日個別相談会
本校の授業日に実施します。日時は、ご相談させていただきます。

第1回 学校見学会Ａ・Ｂ
「英語体験授業」 30組限定（1組3名まで） 《要申込》
時間 ： 9:00～11:305/15（土）

5/22（土）

2021

授業見学・学校説明・体験授業(英語)
個別相談(希望者)

第2回 学校見学会Ａ・Ｂ
「iPad体験」 30組限定（1組3名まで） 《要申込》
時間 ： 9:00～11:306/ 5（土）

6/19（土）

2021

授業見学・学校説明・体験授業(iPad)
個別相談(希望者)

第4回 学校見学会Ａ・Ｂ
「プレ入試対策・行事紹介」 30組限定（1組3名まで） 《要申込》
時間 ： 9:00～11:3010/ 9（土）

10/16（土）

2021

授業見学・学校説明・プレ入試対策
行事紹介・個別相談(希望者)

サマートライアル
対象 ： 小4～小6　無料 《要申込》

8/21（土）
2021

i-Pad体験・入試対策コーナー
ミツバチプロジェクトなど
※上履きまたはスリッパをご持参ください

プレテスト
対象：5～6年生　2科目型・4科目型　無料 《要申込》
時間 ： 8:00～11:4511/13（土）

2021

入試に合わせた学力診断・選奨生（奨学生）候補者選定試験

入試講習会
対象：6年生　無料 《要申込》
時間 ： 9:30～11:0012/11（土）

2021

入試対策・個別相談

第3回 学校見学会
「理科体験授業」 30組限定（1組3名まで） 《要申込》
時間 ： 9:00～11:309/18（土）

2021
授業見学・学校説明・体験授業(理科)
個別相談(希望者)

第Ⅰ期入試1/ 8（土）
2022

2科目型・4科目型／グループ面接

第Ⅱ期入試2/ 6（日）
2022

国語／算数／個別面接

申し込みは本校、ホームページから

◎ 募集行事に参加を希望される方は、事前にお申込みください。
◎ 学校見学会のAとBはどちらも同じ内容です。ご都合の良い方をお選びください。
◎ 新型コロナウイルス感染症対策などのため、予定が変更される場合があります。そのときは、ホームページにてご連絡いたします。
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