新型コロナウィルス感染拡大の状況により、
イベントが延期や中止になる場合があります。
また、事前のお申込が必要なイベントが多くあります。
本校のホームページで、最新の情報をご確認ください。

■ 説明会・イベント
◆中学ＧＳ・高校ＧＬ説明会
4/23（土）午前

松蔭高等学校
高校から「英語に強くなる松蔭」へ

中学GS・高校GLに限定した説明会です。他のコースの説明は行いま
せん。「来校型」「オンライン型」のいずれか選択可。

◆

◆高校授業見学会
6/11（土）午前

高校説明会

◆

■ 多様なニーズに応える高校３コース制スタート！

第1回 9/24（土）10:00～12:30

学校説明の後、通常土曜日の授業を、教員が普段の学校生活も
紹介しながらご案内いたします。

◆兵庫女子教育セッション（神戸三宮東急REIﾎﾃﾙ）
7/17（日）

第2回 11/5（土）10:00～12:30

2023年度高校入学生より、募集人員約50名に拡大。
創立以来、キリスト教主義にもとづく個性を大切にする教育を実践し
てきた松蔭が、多様な個性をさらに伸ばす３つのコースを設置します。
各コースの詳細は中面をご覧ください。

兵庫県内の女子中高一貫校が集まるイベントです。

◆兵庫私学 小学校・中学校・高等学校説明会
（旧私学ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ）
◆西宮会場（ﾎﾃﾙﾋｭｰｲｯﾄ甲子園）
7/31（日）10:00～16:00
◆姫路会場（アクリエ姫路）
8/7（日）10:00～16：00
◆神戸会場（神戸ｻﾝﾎﾞｰﾎｰﾙ）
8/20（土）21（日）10:00～16:00
兵庫県内の私学が一同に集まるイベントです。各校のブースで
個別相談も予定しています。

◆オープンハイスクール
8/27（土）午前

第4回 12/11（日）10:00～12:30
学校説明、制服試着、施設見学（授業見学）、個別相談（希望者）
を予定。少人数のアットホームな説明会です。
お気軽にご参加ください。

◆

校外ミニ説明会

◆

明石 10/2（日）9:30～12:00

Language
&
Science
Course

Athlete
&
Artist
Course

Global
Leader

多様な
学び

Course

・ｱｽﾘｰﾄ･ｱｰﾃｨｽﾄと
・高い英語力
しての活動を支援 ・日英両言語での
・ｾｶﾝﾄﾞｷｬﾘｱﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
表現力
栄養学や心理学等、 ・GL探究による
幅広い講座を予定
課題解決力の育成

探究学習では、興味のあるテーマ
について、生徒同士協力しながら、
調べる、発表する、レポート作成な
どに取り組みます。探究学習で身
に付ける思考力・表現力・協働力
は、これからの世界で求められる
大事な力です。またこれらの力は、
総合型選抜（ＡＯ入試）にもいかさ
れます。

英語力

会場：三田市商工会館 4階会議室

阪神西宮 10/23（日）9:30～12:00
会場：西宮市民会館 303会議室

宝塚 10/30（日）9:30～12:00

ICT

会場：宝塚ソリオ１ 306会議室

◆個別相談会
12/24（土）午前

西神南 11/3（木祝）10:00～12:00
会場：セリオホール（西神南セリオ２階）

入試前の最後の個別相談会です。学校のこと、入試のこと、
ご心配なことは何でもご質問ください。

“Open Heart, Open Mind”がスクールモットー

■ 松蔭での学びの特徴

三田 10/10（月祝）9:30～12:00

第１部 クリスマス礼拝、第２部 祝会。
祝会では、本校文化部による楽しい舞台をご覧いただきます。

国語力

ICT活用・課題解決力(探究の学び)

課題解決力

コースによって目標・アプローチは異なりますが、この４つ
のキーワードを軸にそれぞれのコースで学びを深めていきま
す。入学時に一人一台ICTデバイスを購入していただきます。
（LSコース・AAコースはiPad、 GLコースはSurface Go）

（2021入試までは専願入試のみ、出願資格に成績基準あり）

募集人員

志願者数

受験者数

合格者数

入学者数

2020入試

約20名(専願のみ)

24名

24名

24名

24名

2021入試

約20名(専願のみ)

22名

22名

22名

22名

約40名(専併合計)

専願21名
併願 4名

専願21名
併願 4名

専願21名
併願 4名

21名

2022入試

ＧＬ
コース

会場：ウィズ明石（アスピア明石北館）8階801B

◆クリスマスの集い
12/17（土）午前

■ 入試結果

ＡＡ
コース

・幅広い進路選択
に対応
・言語探究による
課題解決力の育成
・特進クラス設置

各会場にてミニ説明会を行います。少人数の説明会ですので、
お気軽にご参加ください。

授業体験・部活動見学等を予定。
在校生も多数参加予定です。
松蔭の空気を肌で感じてください。

ＬＳ
コース

第3回 12/3（土）10:00～12:30

Online英会話(ICT Englishの授業)

■ 多様な進路の選択肢
◆豊富な指定校推薦（下表は2021年度 主な指定校推薦枠）
伝統女子校である松蔭は、理系・文系それぞれに、たくさんの有名私立大学の指定校
推薦枠があります。2021年度は約40％の卒業生が指定校推薦で進学を決定しました。
※コースによって指定校推薦利用に制限があります。
（AAコースは利用不可。GLコースは一部のみ利用可。）

関西学院大学

関西大学

立命館大学
https://shoin-jhs.ac.jp/
●阪急「王子公園駅」下車、徒歩15分。JR「灘駅」下車、徒歩18分。
阪神「岩屋駅」下車、徒歩20分。
●市バス②⑱系統、「三宮」または「阪急六甲」乗車、「青谷（松蔭女子学院前）」下車。

立教大学
国際基督教大学

2022年4月制作版

LSコースは週１回、GLコー
スは週5回、ＩＣＴ機器を
使用した「ICT English」
の授業を設定。実践的な英
語力を身につけることがで
きます。インターネットを
介して、海外の人とリアル
タイムの英会話を行います。

明治学院大学

文学部３、商学部１、
社会学部１、神学部１
建築学部１、理学部３、
工学部４、
生命環境学部１
法学部２、文学部１、
社会学部２、
政策創造学部３、
総合情報学部２
理工学部１
理系・文系 各学部
合わせて８

甲南大学

文学部２、法学部３、
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造学部１、
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生物理工学部5

神戸女学院大学

◆内部進学を保証
神戸大学のすぐ側に位置する併設の神戸松
蔭女子学院大学への内部進学も保証。
（AAコースは、英検等の条件有り）
比較的小規模の女子大で、非常に面倒見の
良い大学です。その結果、毎年高い就職率
を記録しています。
例年約30%の卒業生が内部進学しています。
松蔭高校出身者のみの奨学金制度もありま
す。（資格条件あり）

文学部６、
人間科学部６

神戸薬科大学

薬学部１

神戸学院大学

薬学部２、他６

同志社女子大学

生活科学部１

聖路加国際大学

看護学部１

教養学部１
全学部 合わせて２名

併設の神戸松蔭女子学院大学

ＬＳ(Language & Science) Course

■ 主な学校行事（予定）

■英語力の目標
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LSコースは週１回、GLコー
スは週5回、ＩＣＴ機器を
使用した「ICT English」
の授業を設定。実践的な英
語力を身につけることがで
きます。インターネットを
介して、海外の人とリアル
タイムの英会話を行います。

明治学院大学

文学部３、商学部１、
社会学部１、神学部１
建築学部１、理学部３、
工学部４、
生命環境学部１
法学部２、文学部１、
社会学部２、
政策創造学部３、
総合情報学部２
理工学部１
理系・文系 各学部
合わせて８

甲南大学

文学部２、法学部３、
ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ創造学部１、
ﾌﾛﾝﾃｨｱｻｲｴﾝｽ学部１

近畿大学

国際学部１
生物理工学部5

神戸女学院大学

◆内部進学を保証
神戸大学のすぐ側に位置する併設の神戸松
蔭女子学院大学への内部進学も保証。
（AAコースは、英検等の条件有り）
比較的小規模の女子大で、非常に面倒見の
良い大学です。その結果、毎年高い就職率
を記録しています。
例年約30%の卒業生が内部進学しています。
松蔭高校出身者のみの奨学金制度もありま
す。（資格条件あり）

文学部６、
人間科学部６

神戸薬科大学

薬学部１

神戸学院大学

薬学部２、他６

同志社女子大学

生活科学部１

聖路加国際大学

看護学部１

教養学部１
全学部 合わせて２名

併設の神戸松蔭女子学院大学

