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芝浦工業大学附属中学高等学校
に校名変更予定
2017年4月

第3の地 “豊洲 ”へ

● 現校長から卒業生へのご挨拶
● 豊洲移転計画の概要
● 移転に伴う同窓生アンケート



構成 / 図版 / 撮影 小林優多郎（板橋 55 回生）

卒業生の皆様へ

“ 第 4 の創立 ”……
豊洲移転に伴う校名変更等について

芝浦工業大学中学高等学校

校長　大坪 隆明

拝啓
　卒業生の皆様におきましては日頃
より本校の教育にご理解ご協力をい
ただき、誠にありがとうございます。
　本校は中学募集において都内で唯
一、4 年連続志願者増となるなど、
今や都内の私立中高で最も注目され
ている学校のひとつとなっていま
す。これは既に『芝雄』（2014 年
1 月発行、第 46 号）にてお伝えし
たとおり、本校は 2017 年 4 月に
江東区豊洲地区へ移転しますが、こ
の移転が本校への注目度向上に大い
に影響していることは言うまでも

ありません。豊洲地区には芝浦工業
大学のメインキャンパスがありま
す。また築地市場の移転だけでなく、
2020 年東京オリンピック・パラリ
ンピックの各種施設が周囲に建設さ
れるなど、日本で最も活気ある街と
なっています。この地区に移転でき
ることは本当に幸運なことです。
　さて豊洲移転に際して、私たちは
現在の学校をそのまま移動させるの
ではなく、これを機に全ての教育プ
ログラムを見直し、新しい校地校舎
にふさわしい中身を作っていく覚悟
で、現在全校挙げて検討を進めてい

ます。いわばこれは、東京鐡道中学
の創設、東京育英高校から芝浦工業
大学高校への発展、板橋移転と中学
校の併設に次ぐ “ 第 4 の創立 ” に当
たります。本校は大学との連携をま
すます強め、中高大一貫で科学技術
人材を輩出できるオンリーワンの学
園として、日本と世界に貢献してい
く所存です。つきましてはこれを機
に校名を以下のように変更したいと
考えております。

　現校名に “ 附属 ” をつけただけの
小変更ですが、これにより大学との
教育の連続性を強調することができ
ます。また兄弟校の柏中学高等学校
との法人内での位置付けが明確にな
ります。名称自体は小さな変更です
が、新生する本校にとっては意味あ
る校名変更です。
　また、2017 年 4 月より、高校募
集において 30 名（1 クラス）程度
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新校舎概要
校名 芝浦工業大学附属中学高等学校
計画敷地 東京都江東区豊洲 6 丁目
交通機関 東京メトロ有楽町線豊洲駅
 東京臨海新交通臨海線「ゆりかもめ」新豊洲駅
敷地面積 1 万 4500 平方メートル
開校時期 2017 年 4 月（予定）



※ 本誌の豊洲校舎イメージ図はいずれも 2014 年 2 月現在のものであり、今後の検討・行政協議によって変更する可能性があります。

● ゲート棟外観

の女子を募集する予定です。これは
理系、中でも工学に関心を示す女子
を集め、芝浦工業大学との連携教育
を通して女性技術者 ･ 研究者を育成
しようとするものです。これも日本
で初めての試みとなる大いなるチャ
レンジです。しかしながら中学では
男女別学が教育上望ましいと考え、
男子校を維持していきます。
　本校の前身である東京育英高校で
は女性も学んでいました。東京鐵道
中学の創設以来、本校のルーツは職
業人教育であり、それは現在も脈々
と息づいています。
　最後に、卒業生の皆様に誇らしく
思っていただける母校を建設してい
くことが、校長としての私の使命で
す。そのために本校は校地校舎だけ
でなく、校名も教育内容も変化して
いくことを決意いたしました。ぜひ
今後とも卒業生の皆様の熱いご支援
を頂戴できますよう、何卒よろしく
お願い申し上げます。

敬具

←今年 7 月の建設予定地。
周囲は白い工事用の壁で
囲まれており、一定間隔
で現学校名入りのロゴが
プリントされている。

↑学校HPでは周辺環境の紹介や新校舎の
コンセプト、運営方針が掲載されている。

↑現高 1 までは板橋で卒業を迎えるが、
現中 3 からは “ 豊洲生 ” として卒業する。 http://www.ijh.shibaura-it.ac.jp/info/toyosu/

学校HPで詳細情報を掲載現中学3年から豊洲卒業生
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卒業予定2014 年 10 月在学時

新校舎のチェックポイント
大学校舎まで徒歩 15 分。
中高大一貫教育をより強い連係で実施する。

30 名程度の女子クラスを高校に設置。
男女別学は維持しつつ、女性技術者 ･ 研究者を育成。

理系教育を身近に感じられるよう、ガラス張りの
実験室 ･コンピューター室を同一フロアーに配置。



豊洲移転に関する同窓生アンケート
芝雄会広報誌『芝雄 豊洲移転特別号』をお読みいただきありがとうございます。豊
洲移転に関するご意見、芝雄のご感想などをお寄せください。なお、本アンケートは
ウェブフォームでご回答いただけます。

Web http://goo.gl/Hy2eTg

からのお知らせ

発行 芝雄会　　制作 芝雄会広報部　　お問い合わせ kouhou@shiyuukai.com
icon designed by http://www.defaulticon.com/

●第 47号芝雄は 2014 年 12 月発行予定
　2014 年度広報誌『芝雄』および年会費の振込
用紙は 2014 年 12月中にお届け予定です。住所
変更などは広報部までご連絡ください。
●年会費の納入にご協力ください
　第 47号芝雄の発送前に 2014 年度ぶん年会費を
　支払われる方はお手数ですが、下記お問い合わせ
　か学校までお問い合わせください。

● 15名以上参加の同期会補助は随時受付中
　同窓生（別学年も含む）15名以上が集まる食事
会や集会などには3万円の補助金が受け取れます。
申請方法などは芝雄会HPをご覧ください。
●芝雄会ホームページについて
　　芝雄会ホームページでは最新の
　活動情報などがご覧になれます。

http://shiyuukai.com/

※ スマートフォン、タブレットでもご回答いただけます。
※ 郵送した誌面には FAX 送信用の電話番号と回答用紙が印刷されています。


