
   令和元年７月 2７日

各位

                                東京家政学院高等学校

                            高校バドミントン部顧問 時田浩行

  

高校バドミントン部クラブ特待生募集について
  

◇受付期間  ７月２７日（土）～１２月７日（土）        

◇申込方法  以下の必要事項をＥメールにてお知らせください。       

Ｅメール：tokita@chuko.kasei-gakuin.ac.jp

折り返し確認のメールをお送りします。

◎必要事項

1．受験生氏名 2．保護者氏名 3．自宅住所 4．連絡先電話番号

5．在籍学校名

  

◇選考手順

①本校のクラブ練習に参加していただき、顧問・コーチが判断いたします。

＊クラブ練習は上記Ｅメールまたは、本校ＨＰのブログにてご確認ください。

＊8 月 10 日（土）にバドミントン部主催のクラブ説明会がございます。ご都合がよろし

ければご参加ください。

◇条件                           

＊本校バドミントン部に強い興味関心があること。

＊入学後はバドミントン部に在籍し、活動すること。

  

                           

高校バドミントン部 実績

2016 年度  関東高等学校バドミントン大会出場

全国私立高等学校選抜バドミントン大会出場

2018 年度 関東高等学校バドミントン大会出場

     全国私立高等学校選抜バドミントン大会出場



   令和元年７月 2７日

各位

                                東京家政学院高等学校

                                ソングリーダー部顧問

                                   吉野和子・髙橋祥乃  

高校ソングリーダー部クラブ特待生募集について
チアダンス経験者だけでなく、バレエ、新体操、その他ダンス経験者も対象となります

  

◇受付期間  ７月２７日（土）～１２月７日（土）        

◇申込方法  以下の必要事項をＥメールにてお知らせください。       

Ｅメール：yoshino@chuko.kasei-gakuin.ac.jp

折り返し確認のメールをお送りします。

◎必要事項

1．受験生氏名 2．保護者氏名 3．自宅住所 4．連絡先電話番号

5．在籍学校名 6．活動実績（所属クラブ名等）

  

◇課題

テクニック審査（ジャンプ・リープ等、自分の出来るテクニックを見せて下さい）

                                                                 

◇選考手順

①本校開催の説明会にて、担当者と面談。（クラブ方針の確認など）

②本校クラブに参加する。（日時は、ご相談に応じます。）

③８月 24 日（土）～1２月７日（土）までに実技審査を受ける。

（コーチ練習は月に３～４日なので、コーチ練習の日に合わせて頂きます。）

◇条件                           

＊推薦基準を満たしていること。

＊入学後はソングリーダー部に在籍し、活動すること。

                              

高校ソングリーダー部 実績(概要)

現在部員 １０名（スモール編成もしくはミディアム編成で出場）

ダンスドリル選手権大会関東大会出場（2018,2019）

Usa regionals 出場（2018）

ダンスドリル選手権大会全国大会出場（2017）

Winter cup 出場（2017）

Usa nationals 出場（2017）

コーチ ＷＩＮＧ ＤＡＮＣＥ ＰＲＯＭＯＴＩＯＮ 取締役 神邉恭子先生



                                                                  

   令和元年 7 月 27 日

各位

                                   東京家政学院高等学校

                                      ソフトテニス部顧問

                                  山形  純一郎・鶴田  崇

高校ソフトテニス部クラブ特待生募集について
  

◇受付期間 7 月 27 日（土）～12 月 7 日（土）        

◇申込方法 以下の必要事項をＥメールにてお知らせください。       

Ｅメール：yamagata@chuko.kasei-gakuin.ac.jp

折り返し確認のメールをお送りします。

◎必要事項

1．受験生氏名  2．保護者氏名  3．自宅住所  4．連絡先電話番号

5．在籍学校名 6．ポジション（ 前衛 or 後衛 ）

7．主な大会実績（ 年度・大会名 ）

◇選考手順

＊本校のクラブ練習に参加していただき、顧問が判断いたします。

＊クラブ練習については、上記 E メールまたは電話（03-3262-2256）にてご確認    

ください。

◇条件                           

＊推薦基準を満たしていること。

＊入学後はソフトテニス部に在籍し、活動すること。

                       

    

高校ソフトテニス部  2018 年度実績

□団体戦

東京私立高等学校学校対抗戦･･4 部準優勝→3 部昇格、全勝賞１ペア

第一支部球技大会････････････準優勝

□個人戦

関東大会個人･････ ベスト 128（組決勝進出、２ペア）

インハイ個人･････ ベスト 128（組決勝進出、２ペア）

          東京都私学大会･･･ ベスト 64（組決勝進出、１ペア）

城東地区大会･････ ベスト 16（１ペア）、ベスト 32（１ペア）

          新人大会･････････ ベスト 64（決勝大会進出、１ペア）

ベスト 128（組決勝進出、１ペア）

新進大会･････････ ベスト 128（組決勝進出、２ペア）



   令和元年７月 2７日

各位

                                    東京家政学院高等学校

                                  バスケットボール部

                                    顧問 長尾 大介  

高校バスケットボール部 クラブ特待生募集について
  

◇受付期間  ７月２７日（土）～１２月７日（土）        

◇申込方法  以下の必要事項をＥメールにてお知らせください。       

Ｅメール：nagaoda@chuko.kasei-gakuin.ac.jp

折り返し確認のメールをお送りします。

◎必要事項

1．受験生氏名 2．保護者氏名 3．自宅住所 4．連絡先電話番号

5．在籍学校名 6．ポジション ７．身長

８．主な大会実績（年度・大会名）

  

◇課題（実技テスト）                                                                   

①走力・敏捷性テスト

②基本技術テスト（シュート・パス・ドリブル）

③本校生徒との１on１

〈持ちもの〉

運動できる服装・バスケットシューズ・タオル・飲物

◇選考手順

①本校開催の説明会に参加し、担当者（長尾）から課題等についての説明を受ける。

②８月 24 日（土）～1２月７日（土）までに課題（実技テスト）を受ける。

                        （日時は、ご相談に応じます）

◇条件                           

＊推薦基準を満たしていること。

＊入学後はバスケットボール部に在籍し、活動すること。

                              



                                                                  

   令和元年６月 23 日

各位

                               東京家政学院中学高等学校

                                校長・吹奏楽部常任指揮者

                                        長尾 宏  

中学吹奏楽部クラブ特待生募集について
  

◇受付期間 ６月２３日（日）～１1 月２４日（日）        

◇申込方法 以下の必要事項をＥメールにてお知らせください。       

Ｅメール：nagao@chuko.kasei-gakuin.ac.jp

折り返し確認のメールをお送りします。

◎必要事項

1．受験生氏名 2．保護者氏名 3．自宅住所 4．連絡先電話番号

5．在籍学校名 6．担当楽器名

  

◇課題                                                                   

３Ｄバンドブック（ヤマハ）より （音階等の基本的な技能）

    ＊楽器ごとに課題内容が異なります。個別にご相談ください。

◇選考手順

①本校開催の説明会に参加し、担当者（長尾）から課題等についての説明を受ける。

②練習会に参加し、レッスンを受ける。（日時は、ご相談に応じます）

③９月 23 日（祝）～1２月 22 日（日）までに実技試験を受ける。

                    （日時は、ご相談に応じます）

◇条件                           

＊入学後は吹奏楽部に在籍し、活動すること。

                              

                         

高校吹奏楽部 コンクール実績(概要)

1983 年 創部。

1994 年 東京都コンクール中編成部門において都代表２校に選出される。

1997 年より大編成部門へ参加(大編成での金賞は４回)。

管楽合奏コンテスト全国大会９回出場(1998 年～2010 年)。

現在は、部員数減少のため中・小編成に出場（2012 年より６年連続金賞受賞）。

2009 年～201８年の 10 年間の実績は、金賞８回、銀賞 2 回受賞。



   令和元年７月 2７日

各位

                                東京家政学院中学高等学校

                                校長・吹奏楽部常任指揮者

                                        長尾 宏  

高校吹奏楽部クラブ特待生募集について
  

◇受付期間  ７月２７日（土）～１２月７日（土）        

◇申込方法  以下の必要事項をＥメールにてお知らせください。       

Ｅメール：nagao@chuko.kasei-gakuin.ac.jp

折り返し確認のメールをお送りします。

◎必要事項

1．受験生氏名 2．保護者氏名 3．自宅住所 4．連絡先電話番号

5．在籍学校名 6．担当楽器名

  

◇課題                                                                   

３Ｄバンドブック（ヤマハ）より （音階等の基本的な技能）

    ＊楽器ごとに課題内容が異なります。個別にご相談ください。

◇選考手順

①本校開催の説明会に参加し、担当者（長尾）から課題等についての説明を受ける。

②練習会に参加し、レッスンを受ける。（日時は、ご相談に応じます）

③８月 24 日（土）～1２月７日（土）までに実技試験を受ける。

                    （日時は、ご相談に応じます）

◇条件                           

＊推薦基準を満たしていること。

＊入学後は吹奏楽部に在籍し、活動すること。

                              

高校吹奏楽部 コンクール実績(概要)

1983 年 創部。

1994 年 東京都コンクール中編成部門において都代表２校に選出される。

1997 年より大編成部門へ参加(大編成での金賞は４回)。

管楽合奏コンテスト全国大会９回出場(1998 年～2010 年)。

現在は、部員数減少のため中・小編成に出場（2012 年より６年連続金賞受賞）。

2009 年～201８年の 10 年間の実績は、金賞８回、銀賞 2 回受賞。


