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●校訓は「心を清め、人に仕えよ」

1880年に、アメリカの婦人宣教師Ｈ．
Ｇ．ブリテンにより横浜山手居留地にブ
リテン女学校として創立されました。創
設者は聖書の真理に基礎をおき、創造的
に生きることができる自立した人間の育
成を意図しました。
教育方針としては、次の ３本の柱を大
切にしています。
１ ．神を畏れる。
神から創造され愛されているかけが
えのない自分の命を大切にし、他者も
また同じように認め、愛し合うことを
教えます。毎朝の礼拝、聖書の授業、
修養会（奉仕活動含む）、日々の教科
学習、クラブ活動などを通して自分を
見つめ、生き方を学びます。
２ ．自立する。
芯のあるしっかりとした自己を形成
し、困難に直面してもそれから逃げず、
勇気と希望をもって歩き続けることを
教えます。 ６年一貫の進路指導を行い、
自分の目標に向けて着実に学習を積み
重ね、自ら選んだことには責任を持っ
て進む姿勢を重んじます。教師も学力
面、精神面の両面からサポートし、熱
心に応援します。
３ ．隣人と共に生きる
グローバルな視野に立ち、世界の
人々を隣人と考え、共に生きることを
教えます。姉妹校交流や福祉施設訪問
などを通して、他者を理解し、お互い
に支え合い成長することを学びます。

●�充実した教科指導で�
一人ひとりの希望進路に対応

６ 年間一貫教育カリキュラムによる
中・高の連続した教育を行っています。
中 1から高 1までは基礎学力の定着、充
実を目標とし、主要教科に重点をおいて
授業時間を配分。オリジナル教材などを
効果的に利用し、習熟度別授業、指導項
目の先取り、学力テスト、土曜セミナー、
指名制補習や補講を通して学力向上をめ
ざしています。
〔英語教育〕
中 1前半は 1クラスを ２分割し、少人
数編成を配置、中 1後半から高 ３までは
グレード別少人数制の編成で、きめ細や
かな指導をしています。
〔数学教育〕
高 1からグレード別授業を行い、高 ２

まで数学が全員必修授業であります。
〔青山学院大学への進学〕
大学が定める進学条件を満たした生徒

は、青山学院大学へ推薦されます。

【学校説明会】
●10月15日㈭ …10:00～11:30

●11月21日㈯ …10:00～11:30、14:00～15:30

●12月22日㈫ …10:00～11:30※6年生対象

【キャンパス体験�礼拝・クラブ体験】
● 9月26日㈯ …9:30～11:30※5・6年生対象

【文化祭・学園祭】
●今年度は中止となりました

【モーニングティーツアー】
● 9月11日㈮
●10月30日㈮　

9:00～10:30
●11月27日㈮
● 1月15日㈮

※文化祭以外はすべてWebでの予約が必要となります。詳細に
つきましては本校のHPをご覧ください。
※状況によっては中止となる場合があります。
　事前にホームページで確認をお願いします。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

多彩な国際交流プログラムがあります

●保護者の皆さまへ…

オーストラリア・メルボルンにフィントナ校、タスマニアにファー
ン校、韓国・ソウルに保聖女子校、アメリカにカリフォルニア・バプ
テスト大学という ４つの姉妹校をもち、さらにニュージーランドにセ
ントバーナードカレッジとセイク
リッド・ハートカレッジの ２つの
提携校があります。短期留学制度
やホームステイ、海外研修旅行な
どさまざまな形で、活発な交流を
行っています。キリスト教を基盤
としたグローバル教育、キャリア
教育、コミュニケーション教育、
ICT教育に力を入れています。

自然に囲まれた蒔田の丘に建つ青学英和は、学び
舎という言葉にふさわしい環境の中高一貫校です。
本校はキリスト教の教えを大切にしており、毎朝
の礼拝や聖書の授業を通して、自分自身と向き合う
時間を持ちます。
長期休業の間に希望制で行われる短期留学は、充
実したプログラムで本場の英語に触れることができ
るとてもよい機会です。
年間にはたくさんの行事があり、それぞれ生徒が
主体となって企画、運営するため、毎年違った内容
で私たちの楽しみの一つです。
また、行事の運営に携わる「ファミリー」は学年
関係なく一緒に活動するので、他学年との交流を深
めることができます。
２018年からの共学化にともない、ますます活気の
ある学校になっています。140年間という歴史を誇る
青学英和はこれからもさらに進歩し続けます。

幼 小 中 高 短 大 専
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●なし

●土曜休日52
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【ACCESS】
●横浜市営地下鉄「蒔田駅」…徒歩 ８分

〒232-8580　横浜市南区蒔田町124番地
☎045-731-2861~2　FAX045-721-5340
URL　https://www.yokohama-eiwa.ac.jp
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幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●なし

63

●浅野中学校の教育方針

自主独立の精神、義務と責任の自覚、
高い品位と豊かな情操とを具えた、心身
共に健康で創造的な能力をもつ逞しい人
間の育成に努む。

●〈確かな自分を〉ということ

学校は「学び舎」ですから勉強するこ
とは言うまでもありません。浅野では十
全と組まれたカリキュラムによる授業と
各教科の工夫された教材によってしっか
りと支えていきます。むしろ、中学・高
校時代の多感な ６ 年間をただ大学受験の
ための勉強だけに終始するのではなく、
部活動や学校行事に参加して、多くの仲
間や先輩や先生たちと語らい、その充実
した時間の中で確かな自分を、自分の進
むべき道を見つけてもらいたいのです。

中学・高校時代の ６ 年間はたった一度
の人生の若い一時期であり、社会へ出る
までに、何度も失敗を繰り返し、悩み迷
いながら、未熟な自分を確かな自分へと
成長させてゆく大切な時期なのです。教
室での勉強と併せて、いろいろなことを
体験しながら、自分の頭で考え、自分の
目で物を見、判断する力をつけてほしい
と考えています。

●〈一人一人〉ということ

本校には毎年、すばらしい能力を秘め
た1２歳の「男の子」が入学してきます。 
そして、その能力を、勉強で発揮する人
もいれば部活動で発揮する人もいますし、
早く発揮する人もいれば遅く発揮する人
もいます。そうしたすべての生徒諸君一
人一人を認めるところに、本校の伸びや
かで自由闊達な校風ができあがっている
ものと確信しています。生徒諸君も互い
にその能力を認め合い、互いの不足する
点を補いながらの充実した ６ 年間を通じ
て、「男の子」は心身ともに逞しい「男」
に成長してゆくのです。つまり、学校で
すから勉強がその中心に来ることは当然
ですが、勉強も生徒諸君にとっての多様
な価値の一つであると考えるのです。

●本校は２0２0年 １月２0日に� �
創立１00周年を迎えます。

【学校説明会】　�要予約�
学校HPより申込み受付中

● 5月16日㈯
● 5月19日㈫
● 7月 4日㈯
● 7月 8日㈬
● 9月19日㈯
●10月10日㈯
説明会後に学校施設見学があります。
詳細は学校HP参照

【神奈川私立男子中学校フェア】 ※会場校

● 6月21日㈰

【入試説明会】　�要予約�
学校HPより申込み

●10月16日㈮ PM
●10月17日㈯ AM・PM
計3回
詳細は学校HP参照

【部活動見学体験会】
● 3月13日㈯
詳細は学校HP参照

【文化祭】打越祭第一部
● 9月12日㈯
● 9月13日㈰
詳細は学校HP参照

【体育祭】�打越祭第二部／雨天の場合は25日・28日・
30日に順延

● 9月24日㈭
詳細は学校HP参照

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

行事や部活動のもつ大切な役割

校外研修・中学スポーツ大会・文化
祭・体育祭など、本校の学校行事の多
くは生徒が主体的に行っています。各
行事の計画立案から実施まで、積極的
に生徒が参加する中で培われる自主性
や安定した人間関係は、その後の生徒
の学習活動にもポジティブな影響をも
たらすと考えるからです。生徒一人一
人も、学校行事や部活動と勉強とのバ
ランスを考えながら、毎日元気に学校
生活を送っています。

Ａくん・「授業や勉強について」
宿題やテストも大変ですが、授業をちゃん

と聞いて中間や期末で平均点を取れば問題あ
りません。先生方も面白く、興味深い授業を
してくれます。そして、そこまで気難しい先
生もいないので気軽に質問等が出来ます。

浅野は楽しいよ～

Ｂくん・「友達や部活動について」
友達とは様々な学校行事によって、とても

良い友好関係を築くことが出来ます。
さらに、学年のほとんどが部活動に参加す

るため、文武両道の充実した学校生活が楽し
めます。

●在校生の声
　（中学 ２年）

男子校

浅野
中学校

国道1号線

国道15号線

【ACCESS】
●JR京浜東北線「新子安駅」…徒歩 ８分
●京浜急行線「京急新子安駅」…徒歩 ８分

〒221-0012　横浜市神奈川区子安台1-3-1
☎045-421-3281　FAX045-421-4080
URL　http://www.asano.ed.jp/
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●3期制

●あり

●土曜休日53

●建学の精神と教育方針
創立者賀川豊彦は「真の平和をつくる、
まことの人を世に送り出すこと」をビ
ジョンとして学園を築きました。
校名の「アレセイア（真理）」はギリ
シャ語で、『真理（アレセイア）はあな
たたちを自由にする』という聖書の言葉
からつけられたものです。聖書の教える
真の自由のもと、一人ひとりの個性や能
力を活かす教育を行っていきます。

●�新しい「学び」はアレセイアで！！
学園創立70周年を迎えた２01６年度より、

建学の精神を土台に、現代に育つ中学、
高校生に必要な力を育てるグローバル教
育カリキュラムを実施しています。
様々な体験学習にワークショップを組
み合わせた「体験」と「学習スキル」を
連動させたカリキュラムです。

●「言語力」「思考力」「たくましさ」を
育てるカリキュラム
中学では『日本を知り、アイデンティ
ティーを確立すること』を目標に、 1年
生では社会福祉体験、平和学習と紙芝居
プレゼンテーション。 ２年生では一人で
行う職業体験、鎌倉研修と日本文化体験。
３年生では横浜研修、国内研修、平和学
習などを行います。
高等学校ではSDGsをターゲットに、国

際協力NGO訪問や特別講座、研修旅行で
の調査など、自分たちに何ができるかを
探求し、レポートにまとめて発表します。
外部の専門家の協力を得ての体験学習と

ワークショップをスパイラル状に繰り返す中
で、人としての力を育てます。

●英語力を育てるカリキュラム
コミュニケーションツールとしての英

語力を大切にしています。中学の英語で
は週 ３回はネイティブ教師が授業をしま
す。さらに放課後にもネイティブ教師に
よる講座の英語プラスが開催され、英語
に関心がある生徒が集まって学びます。
中 ３になると、高校生対象に放課後行わ
れている国際英語塾に入塾することも可
能です。国際英語塾は国際大学連合と提
携したプログラムで、英国のファウン
デーションコース（大学基礎課程）の一
部を授業の中に取り入れています。

●多様なコース選択
高校からは、特進選抜、特進、進学の
３コースから各自の希望と学力に合わせ
たコースの選択が可能になります。
高校 ２年生からは文理選択となり、自

分の進路希望に沿った学びを深めます。

●充実した部活動
中学生が所属できる部活動は14あり、

どの部も活気ある活動を行っています。
特にバスケットボール部やアーチェリー
部は実績を上げています。

【学校説明会】〈HP申込み〉

第1回 7月18日㈯
第2回 9月24日㈭　10:00～11:30第3回10月17日㈯
第4回11月14日㈯
【入試説明会】〈HP申込み〉
● 1月 9日㈯ …10:00～11:30

【学校体験】〈HP申込み〉
●10月17日㈯ …10:00～12:00

【入試体験】〈HP申込み〉

●11月14日㈯ …10:00～12:30

【入試体験問題解説会】〈HP申込み〉

●12月 5日㈯ …10:00～12:00

【学校体験＆ミニ説明】〈HP申込み〉

● 5月23日㈯・ 6月 6日㈯
  8月19日㈬・10月31日㈯
…各日10:00～11:20

【授業参観＆ミニ説明】〈HP申込み〉

● 6月25日㈭・11月26日㈭
…各日10:00～11:00

【ポテンシャル、グローバル入試説明＆ミニ説明】
● 1月16日㈯ …10:00～11:00

【平和祭】（一般公開）

● 9月12日㈯  一般公開 …9:30～14:30
※学校紹介ブース・個別相談コーナー開設

【パイプオルガンコンサート】（一般公開）

●12月12日㈯ …13:30～

＊すべて上履は必要ありません。＊お車での来校はご遠慮ください。
アレセイア湘南をご検討される方は，ホームページでご登録ください。
http://www.aletheia.ac.jp/jr/
※上記は2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もあ

りますので、必ずＨＰにてご確認ください。

HP〈申込み〉

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制

「部活動を通して人間形成を」

●保護者の皆さまへ…

中学バスケットボール部では、
神奈川県大会優勝を目指して活動
しています。部活の方針は、強靱
な体力作りや高い技術力を身につ
ける指導だけでなく、礼儀や挨拶、
学校生活の姿勢など社会に必要な
人間力を育成しています。その成
果もあり、クラスや学年でリー
ダーシップを発揮し活躍しています。今後も男女部員が協力して学校
を引っ張って行くことを期待しています。

２019年度女子新人戦県大会準優勝、県総体 ５ 位。男子は 1 年生チー
ムで新人戦市大会 ３ 位。

先日、近隣の方がおっしゃいました。「昔も今
も先生方は、常に真剣に生徒と向き合い、一人
ひとりを受け入れてくれていますね。」嬉しい一
言でした。生徒一人ひとりが、神の愛によって
生かされていることが土台にあります。その上
で生徒たちが、自立した人格を育み、学業は勿
論、部活や行事などを通して、日々の学校生活
を生き生きと送れるように全教員でサポートを
していきます。
創立の74年前も現在もそして未来も「平和を実

現する人々は、幸いである、その人たちは神の
子と呼ばれる。」が原点です。平和は愛があって
こそ実現されるものです。
これからも神の愛を知る人を育てるキリスト

教主義学校として歩み続けていきます。
学校長　山田信幸

共学校

アレセイア湘南
中 学 校

海岸

【ACCESS】
●JR東海道線「辻堂駅」…バス ８ 分、スクールバス有り
　　　　　　 「茅ケ崎駅」…バス10分

〒253-0031　茅ヶ崎市富士見町5-2
☎0467-87-7760　FAX0467-87-0496
URL　http://www.aletheia.ac.jp/jr/
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●あり

●土曜休日53

●建学の精神と教育方針
創立者賀川豊彦は「真の平和をつくる、
まことの人を世に送り出すこと」をビ
ジョンとして学園を築きました。
校名の「アレセイア（真理）」はギリ
シャ語で、『真理（アレセイア）はあな
たたちを自由にする』という聖書の言葉
からつけられたものです。聖書の教える
真の自由のもと、一人ひとりの個性や能
力を活かす教育を行っていきます。

●�新しい「学び」はアレセイアで！！
学園創立70周年を迎えた２01６年度より、
建学の精神を土台に、現代に育つ中学、
高校生に必要な力を育てるグローバル教
育カリキュラムを実施しています。
様々な体験学習にワークショップを組
み合わせた「体験」と「学習スキル」を
連動させたカリキュラムです。

●「言語力」「思考力」「たくましさ」を
育てるカリキュラム
中学では『日本を知り、アイデンティ
ティーを確立すること』を目標に、 1年
生では社会福祉体験、平和学習と紙芝居
プレゼンテーション。 ２年生では一人で
行う職業体験、鎌倉研修と日本文化体験。
３年生では横浜研修、国内研修、平和学
習などを行います。
高等学校ではSDGsをターゲットに、国

際協力NGO訪問や特別講座、研修旅行で
の調査など、自分たちに何ができるかを
探求し、レポートにまとめて発表します。
外部の専門家の協力を得ての体験学習と

ワークショップをスパイラル状に繰り返す中
で、人としての力を育てます。

●英語力を育てるカリキュラム
コミュニケーションツールとしての英
語力を大切にしています。中学の英語で
は週 ３回はネイティブ教師が授業をしま
す。さらに放課後にもネイティブ教師に
よる講座の英語プラスが開催され、英語
に関心がある生徒が集まって学びます。
中 ３になると、高校生対象に放課後行わ
れている国際英語塾に入塾することも可
能です。国際英語塾は国際大学連合と提
携したプログラムで、英国のファウン
デーションコース（大学基礎課程）の一
部を授業の中に取り入れています。

●多様なコース選択
高校からは、特進選抜、特進、進学の
３コースから各自の希望と学力に合わせ
たコースの選択が可能になります。
高校 ２年生からは文理選択となり、自
分の進路希望に沿った学びを深めます。

●充実した部活動
中学生が所属できる部活動は14あり、
どの部も活気ある活動を行っています。
特にバスケットボール部やアーチェリー
部は実績を上げています。

【学校説明会】〈HP申込み〉

第1回 7月18日㈯
第2回 9月24日㈭　10:00～11:30第3回10月17日㈯
第4回11月14日㈯
【入試説明会】〈HP申込み〉
● 1月 9日㈯ …10:00～11:30

【学校体験】〈HP申込み〉
●10月17日㈯ …10:00～12:00

【入試体験】〈HP申込み〉

●11月14日㈯ …10:00～12:30

【入試体験問題解説会】〈HP申込み〉

●12月 5日㈯ …10:00～12:00

【学校体験＆ミニ説明】〈HP申込み〉

● 5月23日㈯・ 6月 6日㈯
  8月19日㈬・10月31日㈯
…各日10:00～11:20

【授業参観＆ミニ説明】〈HP申込み〉

● 6月25日㈭・11月26日㈭
…各日10:00～11:00

【ポテンシャル、グローバル入試説明＆ミニ説明】
● 1月16日㈯ …10:00～11:00

【平和祭】（一般公開）

● 9月12日㈯  一般公開 …9:30～14:30
※学校紹介ブース・個別相談コーナー開設

【パイプオルガンコンサート】（一般公開）

●12月12日㈯ …13:30～

＊すべて上履は必要ありません。＊お車での来校はご遠慮ください。
アレセイア湘南をご検討される方は，ホームページでご登録ください。
http://www.aletheia.ac.jp/jr/
※上記は2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もあ

りますので、必ずＨＰにてご確認ください。

HP〈申込み〉

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制

「部活動を通して人間形成を」

●保護者の皆さまへ…

中学バスケットボール部では、
神奈川県大会優勝を目指して活動
しています。部活の方針は、強靱
な体力作りや高い技術力を身につ
ける指導だけでなく、礼儀や挨拶、
学校生活の姿勢など社会に必要な
人間力を育成しています。その成
果もあり、クラスや学年でリー
ダーシップを発揮し活躍しています。今後も男女部員が協力して学校
を引っ張って行くことを期待しています。

２019年度女子新人戦県大会準優勝、県総体 ５ 位。男子は 1 年生チー
ムで新人戦市大会 ３ 位。

先日、近隣の方がおっしゃいました。「昔も今
も先生方は、常に真剣に生徒と向き合い、一人
ひとりを受け入れてくれていますね。」嬉しい一
言でした。生徒一人ひとりが、神の愛によって
生かされていることが土台にあります。その上
で生徒たちが、自立した人格を育み、学業は勿
論、部活や行事などを通して、日々の学校生活
を生き生きと送れるように全教員でサポートを
していきます。
創立の74年前も現在もそして未来も「平和を実

現する人々は、幸いである、その人たちは神の
子と呼ばれる。」が原点です。平和は愛があって
こそ実現されるものです。
これからも神の愛を知る人を育てるキリスト

教主義学校として歩み続けていきます。
学校長　山田信幸

共学校

アレセイア湘南
中 学 校

海岸

【ACCESS】
●JR東海道線「辻堂駅」…バス ８ 分、スクールバス有り
　　　　　　 「茅ケ崎駅」…バス10分

〒253-0031　茅ヶ崎市富士見町5-2
☎0467-87-7760　FAX0467-87-0496
URL　http://www.aletheia.ac.jp/jr/
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●学園の沿革と環境

本学園は、カトリック教会の修道会の
一つイエズス会を設立母体として、1947
年横須賀市田浦に開校しました。創設期、
戦後まもない日本社会の中で、ドイツ人
神父の初代校長グスタフ・フォス師は、
混乱した戦後社会に希望の光を投ずべく、
これからの日本を担う立派な青少年の育
成を目指し、現在に生き続ける本学園の
精神と独自の教育のあり方を形づくりま
した。そして19６4年、より良い教育環境
を求めて鎌倉市の現在地に移転しました。
現校地は大船駅から徒歩15分、大船観音
の後方、遠く富士・丹沢を望む丘陵地に
あります。総面積およそ11万平方メート
ルの広大な敷地で、自然環境に恵まれて
います。創立70周年事業として、２017年
4 月に新校舎が竣工しました。

●教育理念

栄光学園の教育は、創立当初から、
「真の人間を育てる」ということを目指
してきました。単に個人が社会に適応で
きるようにするというに止まらず、人々
に奉仕しながら、社会をより人間的なも
のに変えていくことができるリーダーを
育てようとしてきたのです。その姿を端
的に表現したのが、「他者のために他者
と共に生きる人」（men for others, with 
others）です。このねらいは時代の変遷
を経ても変わらず、次のような教育理念
の中に継承されています。

『本学園の教育は、キリスト教的価値
観に基礎を置き、生徒一人ひとりが人生
の意味を深く探り、人間社会の一員とし
て神から与えられた天分を十全に発達さ
せ、より人間的な社会の建設に貢献する
人間に成長するよう助成することを目的
とする。』

●学習指導と生活指導

人間教育を教育の基本に据える本学園
にとって、学習と生活を切り離して考え
ることはできません。学習の実りをあげ
るためには、その基盤である生活の秩序
づけが不可欠で、学習への真摯な取組み
は生活をおのずと律することになります。
勉学の中心は言うまでもなく授業ですが、
授業参加をより効果的なものとするため
に、時間厳守、授業前後の瞑目、二・三
校時の間になされる中間体操等を通して
集中力とけじめを養い、さらに毎日最低
２ 時間の家庭学習を習慣化することに
よって、学習内容の消化・定着をはかり、
同時に、経験を通して自ら学ぶことを学
ぶ「自学自習の精神」を涵養することに
努めています。楽を求め、安きに流れる
時代風潮の中で、しっかりした勉学の基
礎をつくるためには、よい習慣を早期に
身につけることが肝要で、それは同時に、
人格形成のうえでも大切な要素をなすも
のです。

【学校説明会】
●10月10日㈯
●10月12日㈪
●11月28日㈯

…個別相談あり
※詳細は7月下旬にHPにて発信予定

【オープンスクール】
●10月24日㈯

※詳細は7月下旬にHPにて発信予定

【文化祭・学園祭】第73回栄光祭

●2020年度は中止

【体育祭】第70回体育祭

●10月 3日㈯ …9:00～15:30

【個別相談・学校見学】
● 6月 6日㈯
● 6月 7日㈰

…第73回栄光祭の中に個別相談コーナーを設定予定

※予定は大幅に変更される可能性あり。イベントごとにHPで確認
してください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

本校の倫理・宗教教育

本学園の人間教育はキリスト教的価値観を基盤に据えています。す
べての教育活動、また、教師と生徒のふれあいは、広義での宗教教育
の場で、キリストが大切にされたものを互いに学び、分かち合うため
の機会です。なかでも、毎週 1 時間ずつ行われる倫理の授業は、キリ
スト教的人間観に基づいて、生徒が人間について幅広い理解を得、正
しい判断力を養うための機会として、創立当初より大切にされていま
す。しかし、信仰はあくまで個人の内面と自由に深くかかわることな
ので、伝統的に、礼拝を強要したり、聖書の勉強を正課として課すこ
とはしていません。とはいえ、朝礼、式典等、折にふれて宗教心や聖
書の教えにふれることは言うまでもなく､さらにより深い理解を得る
ため、課外活動としての聖書研究会への積極的な参加を促しています。

中学生になるまでに身につけてもらいたい
と思っていることが二つあります。

一つは、人の話が聞けるようになること。
人の話には、表情があります。話す声の大き
さや速さ、そして強弱のなかに話し手の感情
が込められています。単なる情報の伝達には
ない、人と人との間に生じる機微を読み取る
には、まず相手の話に耳を傾けることが必要
です。もう一つは、字を丁寧に書くこと。相
手が読みやすいように書くという気配りがで
きるようになってほしいものです。この二つ
をぜひ心がけてください。

国語科　Ｓ．Ｋ.

男子校

栄光学園
中 学 校

【ACCESS】
● JR東海道線・横須賀線・根岸線「大船駅」…西口徒歩1５分

〒247-0071　鎌倉市玉縄4-1-1
☎0467-46-7711　FAX0467-44-4008
URL　http://ekh.jp
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●3期制

●あり（面接・学科試験・書類選考）

●隔週土曜休日5/63

●建学の精神と教育目標

本校では、“人間教育”の実践を建学
の精神とし、学校生活を通して、人間性
を磨き、自分の意志で行動し、社会のた
めに役に立つことのできる“人づくり”
を目標とした中・高一貫教育を行ってい
ます。学力を上げることはもちろんのこ
と、広い視野と豊かな心をもった“人”
を育てることを教育目標としています。
そのため、本校には真面目で優しく、何
事にも真剣に取り組む生徒が多く集まっ
てきており、家族的な雰囲気のなか、一
人ひとりの生徒が生き生きと楽しい学校
生活をおくっています。

●環境と施設

本校は、東急東横線と目黒線、及びJR 
南武線が交差する武蔵小杉駅から徒歩 4
分の閑静な住宅街にあり、絶好の教育環
境にあります。武蔵小杉は、現在、川崎
市による大規模な開発計画が進んでおり、
将来に向けても大きく発展することが見
込まれている街です。本校も、 ６ 階建て
で安心・安全な免震構造の新校舎とグラ
ウンドが完成しました。 ２ 階のアリーナ
から 5 階まで吹き抜けを囲むようにホー
ムルームや特別教室が並び、生徒のアク
ティビティと連動した特徴的な施設計画
を実現しました。また、自然換気システ
ムや照明制御システムなど最先端の技術
を導入し、学習環境の一層の充実を図り
ます。校舎から徒歩1２分程度の多摩川近

くの緑多い環境の中には、本校の“多摩
川グラウンド”があり、サッカーやテニ
スなど、授業やクラブ活動で利用してい
ます。その他、長野県の蓼科高原に体育
館・グランド・テニスコートなどを併設
する学園寮があり、毎年夏休みにクラブ
活動や体験学習などの校外指導を行って
います。

●クラブ活動

楽しく豊かな学園生活を送るために、
本校のほとんどの生徒がクラブ活動に所
属しています。運動部の中では、コンテ
ストでも上位入賞を果たしているダンス
部などが盛んです。文化系クラブの中で
はブラスバンド部の活躍が際立っており、
毎年、神奈川県を代表して東関東大会や
東日本大会に出場し優秀な成績をおさめ
ています。どのクラブにおいても、先輩
や後輩たちとともに、楽しく充実した活
動を続けており、豊かな人間形成にも役
立っています。

【学校説明会】
● 8月21日㈮
●10月31日㈯　

10:00～
●11月21日㈯
●12月 5日㈯
※12/5は個別相談のみ

【学園祭】
●11月 7日㈯
※入試相談会…9:00～12:00随時受付

※上記日程につきましては変更になる場合がありますのでHPにて
ご確認ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

みんなで楽しく学校行事

●保護者の皆さまへ…

いくつかの学校行事の中には、“球技大会”があります。クラスメイ
トと力を合わせて、ドッヂボールやテニス、卓球、バドミントンなど
の球技を高校の先輩たちといっしょにします。試合に勝ったときには、
とてもうれしくてみんな飛び上がって喜びます。また、秋に行われる
体育祭では、さまざまな競技やダンスが繰り広げられ、生徒も先生も
一緒に楽しみます。11月の学園祭では、一年間の本校生徒の文化活動
を発表、紹介します。講堂では演劇・合唱・ダンスなどの発表を、教
室では、絵画や書道作品・家庭科作品の展示、また、研究発表などを
行います。

「ゆとり教育」による弊害が語られている
今日、わが校では確かな実力をつけるため、
漢字検定・英語検定・数学検定等を受検し、
また検定前には補習をそれぞれの教科の担当
者が行い、中学終了時までに ３ 級および準 ２
級を全員に取得させることをめざしています。
また、本校では始業前に“読書の時間”を設
けています。落ち着いて本を読むことにより、
授業に向けての正しい姿勢と集中力が養われ、
学習面の効果も上がっています。

共学校

大西学園
中学校

【ACCESS】
●JR南武線、東急東横線・目黒線「武蔵小杉駅」…徒歩 ４分
●東急東横線「新丸子駅」…徒歩 ５分
●JR横須賀線・湘南新宿ライン「武蔵小杉駅」…徒歩1２分

〒211-0063　川崎市中原区小杉町2-284
☎044-722-2332　FAX044-711-2500
URL　http://www.ohnishigakuen.ac.jp
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DAYS

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり（面接・学科試験・書類選考）

●隔週土曜休日5/63

●建学の精神と教育目標

本校では、“人間教育”の実践を建学
の精神とし、学校生活を通して、人間性
を磨き、自分の意志で行動し、社会のた
めに役に立つことのできる“人づくり”
を目標とした中・高一貫教育を行ってい
ます。学力を上げることはもちろんのこ
と、広い視野と豊かな心をもった“人”
を育てることを教育目標としています。
そのため、本校には真面目で優しく、何
事にも真剣に取り組む生徒が多く集まっ
てきており、家族的な雰囲気のなか、一
人ひとりの生徒が生き生きと楽しい学校
生活をおくっています。

●環境と施設

本校は、東急東横線と目黒線、及びJR 
南武線が交差する武蔵小杉駅から徒歩 4
分の閑静な住宅街にあり、絶好の教育環
境にあります。武蔵小杉は、現在、川崎
市による大規模な開発計画が進んでおり、
将来に向けても大きく発展することが見
込まれている街です。本校も、 ６ 階建て
で安心・安全な免震構造の新校舎とグラ
ウンドが完成しました。 ２ 階のアリーナ
から 5 階まで吹き抜けを囲むようにホー
ムルームや特別教室が並び、生徒のアク
ティビティと連動した特徴的な施設計画
を実現しました。また、自然換気システ
ムや照明制御システムなど最先端の技術
を導入し、学習環境の一層の充実を図り
ます。校舎から徒歩1２分程度の多摩川近

くの緑多い環境の中には、本校の“多摩
川グラウンド”があり、サッカーやテニ
スなど、授業やクラブ活動で利用してい
ます。その他、長野県の蓼科高原に体育
館・グランド・テニスコートなどを併設
する学園寮があり、毎年夏休みにクラブ
活動や体験学習などの校外指導を行って
います。

●クラブ活動

楽しく豊かな学園生活を送るために、
本校のほとんどの生徒がクラブ活動に所
属しています。運動部の中では、コンテ
ストでも上位入賞を果たしているダンス
部などが盛んです。文化系クラブの中で
はブラスバンド部の活躍が際立っており、
毎年、神奈川県を代表して東関東大会や
東日本大会に出場し優秀な成績をおさめ
ています。どのクラブにおいても、先輩
や後輩たちとともに、楽しく充実した活
動を続けており、豊かな人間形成にも役
立っています。

【学校説明会】
● 8月21日㈮
●10月31日㈯　

10:00～
●11月21日㈯
●12月 5日㈯
※12/5は個別相談のみ

【学園祭】
●11月 7日㈯
※入試相談会…9:00～12:00随時受付

※上記日程につきましては変更になる場合がありますのでHPにて
ご確認ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

みんなで楽しく学校行事

●保護者の皆さまへ…

いくつかの学校行事の中には、“球技大会”があります。クラスメイ
トと力を合わせて、ドッヂボールやテニス、卓球、バドミントンなど
の球技を高校の先輩たちといっしょにします。試合に勝ったときには、
とてもうれしくてみんな飛び上がって喜びます。また、秋に行われる
体育祭では、さまざまな競技やダンスが繰り広げられ、生徒も先生も
一緒に楽しみます。11月の学園祭では、一年間の本校生徒の文化活動
を発表、紹介します。講堂では演劇・合唱・ダンスなどの発表を、教
室では、絵画や書道作品・家庭科作品の展示、また、研究発表などを
行います。

「ゆとり教育」による弊害が語られている
今日、わが校では確かな実力をつけるため、
漢字検定・英語検定・数学検定等を受検し、
また検定前には補習をそれぞれの教科の担当
者が行い、中学終了時までに ３ 級および準 ２
級を全員に取得させることをめざしています。
また、本校では始業前に“読書の時間”を設
けています。落ち着いて本を読むことにより、
授業に向けての正しい姿勢と集中力が養われ、
学習面の効果も上がっています。

共学校

大西学園
中学校

【ACCESS】
●JR南武線、東急東横線・目黒線「武蔵小杉駅」…徒歩 ４分
●東急東横線「新丸子駅」…徒歩 ５分
●JR横須賀線・湘南新宿ライン「武蔵小杉駅」…徒歩1２分

〒211-0063　川崎市中原区小杉町2-284
☎044-722-2332　FAX044-711-2500
URL　http://www.ohnishigakuen.ac.jp
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DAYS

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●なし

63

●「生きる力」と「判断力」

神奈川学園は２0２0年、創立10６年をむ
かえました。創立者の佐藤善治郎は女性
に「生きる力と判断力」を育てるという
建学の精神の下、神奈川学園を創立しま
した。その理念は100年間、神奈川学園
に連綿と受け継がれています。そして、
この理念を今日的に読み替え、「教科教
育の充実」と「人と出会い社会と出会う
経験を通して土台を築く人間教育の充
実」を柱とした教育を行ってきました。
現在この柱をもとに「学ぶ力の強化」に
重点を置いた、「２1世紀教育プラン」と
いう独自カリキュラムを実施しています。

●確かな学力をつけるために

教科カリキュラムは、「基本的内容は全
員にしっかりと」、そして「より高度で専門
的な内容は、個々の進路と習熟に合わせ
て」という基本姿勢で作られています。
本校は６日制の併設型完全中高一貫教

育校です。中高の連携をより強め、多く
の教科で中学 ３ 年から高校の内容を生徒
に無理のない形で学べるようになっていま
す。また、ティームティーチング、少人数
授業などを通したきめ細やかな授業態勢
や、生徒の理解度に合わせた習熟度別授
業などより充実した環境で生徒一人ひと
りが学習に取り組めるようになっています。
そして、高 ２ からは個々の進路や必要に
応じて大幅な選択制を導入しており、高
３ では授業の多くが選択授業となります。
そういった取り組みから、最近では理系
大学への進学も増えており、毎年度卒業
生の３割前後が理系に進学します。２01６年
度から２0２0年の大学入試改革を見据え、
週に1日、7 時間目を設けています。神
奈川学園では一人ひとりの夢を実現させ

るための多くの仕掛けを用意しています。

●一人ひとりの夢を実現させる�
Kanagawaプロジェクト

“Kanagawaプロジェクト”は、一人ひと
りが自らの夢を見つけるために「社会」と
「国際舞台」に出ていくプログラムです。
学年ごとにテーマが設けられていますが、
最大の柱は中３の「多文化共生」と高1の
「日本の課題」。中３ では、1 週間あまり
の期間、学年全員がホームステイを含む
海外研修（オーストラリア、ニュージーラ
ンドから選択）を体験します。高1 では
沖縄、水俣、四万十川、奈良京都、岩手
宮城から1 方面を選び、参加する「国内
FW」を実施。現地では、第一線で活躍
する方々、大学の先生、大学生等と交流
する中で、現代の日本が抱える課題につ
いて学び、考え、自らの行動に移してい
きます。また、夢を支える下地として、安
心して過ごせる学校づくりも進めています。
中学の２ 人担任制、カウンセラーの常駐
などに加え、生徒全員が毎日提出し、担
任がコメントして返すダイアリーや、PA研
修、エンカウンターなど、生徒をきめ細や
かに指導するこれまでの良さを活かしな
がら、生徒の学力、そして人間力をさら
に伸長します。全員の夢の実現を目指し
神奈川学園は進化し続けます。

【学校説明会】　�要予約�
● 5月 2日㈯　

10:30～12:00
● 5月30日㈯
● 7月10日㈮　

19:00～20:00
● 8月21日㈮
● 9月 5日㈯
●10月 9日㈮　10:30～12:00

●10月31日㈯
●12月18日㈮ …19:00～20:00

● 1月16日㈯ …10:30～12:00

【オープンキャンパス】　�要予約�
● 6月27日㈯　

10:00～12:30
●11月21日㈯

【文化祭】
● 9月19日㈯　

9:00～16:00
● 9月20日㈰
…個別相談コーナー開設

【入試問題体験会】　�要予約� （6年生限定）

●12月12日㈯ …8:30～12:30

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

●保護者の皆さまへ…

神奈川学園の理科の授業では、「理
科100実験」として中学 ３ 年間を通し
ておよそ「100」の観察・実験を行って
います。これは、教科書に載っている
理論を自分で確かめた上で、体験的に
理解することが目的です。単に机の上
で知識を詰め込むだけではなく、体験
型の授業を通し、理科の奥深さを体験
し、学習への意欲や関心を高めていき
ます。神奈川学園では、理科が好きに
なる生徒がたくさんいます！

「 ６年間部活動をやりとげたことが、今の私の
自信になっています。いっしょに部活に取り組ん
だ仲間は、一生の友だちです」「私にとって海外で
の出会いがほんとうに大きなものでした。海の向
こうにもう一つの家族ができました」「国内フィー
ルドワークで平和や人の幸福など、さまざまなこ
とを考えました。そして、これからも考えつづけ
ていきたい、そう思うようになりました」……。
これらは、卒業生たちの言葉です。神奈川学

園は数多くの豊かな出会いにあふれた学校です。
その一つひとつが、一人ひとりにとってかけがえ
のない宝物となっています。ぜひあなたも、神奈
川学園でいっしょに出会いを経験しませんか。

校長　大石圭子

女子校

神奈川学園
中学校

【ACCESS】
●JR線・東急・京急・相鉄線・地下鉄「横浜駅」…徒歩10分
●東急東横線「反町駅」…徒歩10分

〒221-0844　横浜市神奈川区沢渡18
☎045-311-2961　FAX045-311-2474
URL　https://www.kanagawa-kgs.ac.jp/
e-mail address　kanagawa@kanagawa-kgs.ac.jp
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DAYS

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●なし

62

●建学の精神【質実剛健・積極進取・
中正堅実】

□質実剛健：伝統・古典を尊重し、良識
を重んじ、正義を貫くこと。
□積極進取：困難なことに対して積極的
に挑戦し、進歩・進化を求めていくこと。
□中正堅実：上記二つの価値観を深く自
覚し、自律の精神と共生の視点から
「探求・調和・融合」することにより、
真理・本質を見極め、自主的主体性を
持って新たな価値を創造していくこと。

●常に学び続け、社会的に評価される
教育の実践

「真剣な学習をしよう・健康な心と体
をつくろう・親愛の心をもとう」の校訓
のもと、授業、スポーツ、芸術などさま
ざまな文化的活動を通して ６年間を過ご
し、たくましく現在を生きる人を育てま
す。バランスのとれた学習で第一志望の
進路が叶うようにカリキュラムを設定し、
社会に要請される人物を輩出します。

●地域で一番の中高一貫共学校

男女共修の立場で、カリキュラム上男
女の差をつけず共に学び合い教え合う学
習環境を作っています。その中で、自由
と個性と多様性を尊重し、他者を理解し
配慮する心を持ち、自らの成長を促し自
立できるように一人一人をサポートして
いきます。

●「主体的に考え、判断し、行動でき
る人」の育成

自律的な学びからたくましく現代を生
きる生徒を育成することに重点を置き、
各種コンクールなど外部のさまざまな活
動に主体的に参加できるような環境を整
えています。このような活動や経験を通
じて、自分自身で将来のキャリアをより
深く考えることができるようになります。
それが本校の進路教育の基礎となってい
ます。
２0２0年度は中学 ２年生から高校 ２年生

に対しタブレットPCを実践的に活用し
たより高いレベルでの教育を実施し、
ICT教育をさらに充実させます。
神奈川大学との高大連携を強化し、研

究室の訪問、大学教員による授業などの
大学体験、宇宙エレベーターロボット事
業、遺伝子組み換え実験をはじめとした、
より高度なSTEAM教育を一層充実させ
ます。
グローバル教育の充実については、イ

ングリッシュラウンジの活用や、中学 1
年生から ３年生までを対象とする外国人
講師英語研修（BEC）による英語漬け
の研修（ 4日間）を実施するほか、課題
解決型学習を取り入れた海外研修により
豊かな教養を育む教育を推進します。

【入試説明会】　�要Web予約� 
●10月10日㈯ …13:00～14:30

●10月17日㈯ …13:00～14:30、15:00～16:30

●10月24日㈯ …13:00～14:30、15:00～16:30

●11月 4日㈬ …14:30～16:00

●11月11日㈬ …14:30～16:00

●12月 5日㈯ …13:00～14:30

【文化祭・学園祭】くすのき祭
● 9月26日㈯
● 9月27日㈰
…個別相談コーナー開設

【学校説明会】　�要Web予約� 
●土曜日年4回
 11月 7日㈯・11月14日㈯
  1月16日㈯・ 1月23日㈯
…13:30～15:00

※詳細については本校ホームページをご覧ください。
※2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もありますの
で、必ずHPにてご確認ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

お子様を安心して通わせられる学校です。

●保護者の皆さまへ…

首都圏の私学では ３ 番目の広さ、生徒一人あたり４４坪の広大な敷地に
は、たくさんの種類の野鳥や動・植物が見られ、知性に富む明るくのび
のびとした生徒が育ちます。もちろん施設や教育内容も充実しており、
上位者ばかりでなく
すべての生徒の学力
・進学保証に努めて
います。耐震構造の
校舎、食糧備蓄など
非常時対策を含め、
６ 年間保護者の方に
も安心してお子様を通
わせられる学校です。

都内に多くの大学が高層ビルをキャンパス
として建てていますが、四季折々の表情を
持った自然環境の中でこそ子どもの心は育つ
と考えています。建学の精神を受け継ぎ、本
校のシンボルであるくすのきのように、「足
を大地に手を大空に」という高い志を持って、
皆さんも私たちと一緒に新たな歴史を歩んで
いきましょう。
まずは、緑豊かな環境の下、 5月からの学
校説明会、青空が透き通るくすのき祭、そし
て紅葉の入試説明会にいらしてみませんか？
市街地に在りながら緑に囲まれ、さまざま

な動植物の声が聞こえる貴重な環境を是非ご
自身の目でお確かめください。

広報部

共学校

神奈川大学附属
中学校

【ACCESS】
●JR横浜線・市営地下鉄「中山駅」南口…徒歩1５分
●相鉄線「鶴ヶ峰駅」相鉄バス「ひかりが丘団地」終点…徒歩 ３分

〒226-0014　横浜市緑区台村町800
☎045-934-6211　FAX045-934-6509
URL　http://www.fhs.kanagawa-u.ac.jp/
e-mail address　highschool@kanagawa-u.ac.jp
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幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●なし
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●建学の精神【質実剛健・積極進取・
中正堅実】

□質実剛健：伝統・古典を尊重し、良識
を重んじ、正義を貫くこと。
□積極進取：困難なことに対して積極的
に挑戦し、進歩・進化を求めていくこと。
□中正堅実：上記二つの価値観を深く自
覚し、自律の精神と共生の視点から
「探求・調和・融合」することにより、
真理・本質を見極め、自主的主体性を
持って新たな価値を創造していくこと。

●常に学び続け、社会的に評価される
教育の実践

「真剣な学習をしよう・健康な心と体
をつくろう・親愛の心をもとう」の校訓
のもと、授業、スポーツ、芸術などさま
ざまな文化的活動を通して ６年間を過ご
し、たくましく現在を生きる人を育てま
す。バランスのとれた学習で第一志望の
進路が叶うようにカリキュラムを設定し、
社会に要請される人物を輩出します。

●地域で一番の中高一貫共学校

男女共修の立場で、カリキュラム上男
女の差をつけず共に学び合い教え合う学
習環境を作っています。その中で、自由
と個性と多様性を尊重し、他者を理解し
配慮する心を持ち、自らの成長を促し自
立できるように一人一人をサポートして
いきます。

●「主体的に考え、判断し、行動でき
る人」の育成

自律的な学びからたくましく現代を生
きる生徒を育成することに重点を置き、
各種コンクールなど外部のさまざまな活
動に主体的に参加できるような環境を整
えています。このような活動や経験を通
じて、自分自身で将来のキャリアをより
深く考えることができるようになります。
それが本校の進路教育の基礎となってい
ます。
２0２0年度は中学 ２年生から高校 ２年生
に対しタブレットPCを実践的に活用し
たより高いレベルでの教育を実施し、
ICT教育をさらに充実させます。
神奈川大学との高大連携を強化し、研
究室の訪問、大学教員による授業などの
大学体験、宇宙エレベーターロボット事
業、遺伝子組み換え実験をはじめとした、
より高度なSTEAM教育を一層充実させ
ます。
グローバル教育の充実については、イ
ングリッシュラウンジの活用や、中学 1
年生から ３年生までを対象とする外国人
講師英語研修（BEC）による英語漬け
の研修（ 4日間）を実施するほか、課題
解決型学習を取り入れた海外研修により
豊かな教養を育む教育を推進します。

【入試説明会】　�要Web予約� 
●10月10日㈯ …13:00～14:30

●10月17日㈯ …13:00～14:30、15:00～16:30

●10月24日㈯ …13:00～14:30、15:00～16:30

●11月 4日㈬ …14:30～16:00

●11月11日㈬ …14:30～16:00

●12月 5日㈯ …13:00～14:30

【文化祭・学園祭】くすのき祭
● 9月26日㈯
● 9月27日㈰
…個別相談コーナー開設

【学校説明会】　�要Web予約� 
●土曜日年4回
 11月 7日㈯・11月14日㈯
  1月16日㈯・ 1月23日㈯
…13:30～15:00

※詳細については本校ホームページをご覧ください。
※2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もありますの
で、必ずHPにてご確認ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

お子様を安心して通わせられる学校です。

●保護者の皆さまへ…

首都圏の私学では ３ 番目の広さ、生徒一人あたり４４坪の広大な敷地に
は、たくさんの種類の野鳥や動・植物が見られ、知性に富む明るくのび
のびとした生徒が育ちます。もちろん施設や教育内容も充実しており、
上位者ばかりでなく
すべての生徒の学力
・進学保証に努めて
います。耐震構造の
校舎、食糧備蓄など
非常時対策を含め、
６ 年間保護者の方に
も安心してお子様を通
わせられる学校です。

都内に多くの大学が高層ビルをキャンパス
として建てていますが、四季折々の表情を
持った自然環境の中でこそ子どもの心は育つ
と考えています。建学の精神を受け継ぎ、本
校のシンボルであるくすのきのように、「足
を大地に手を大空に」という高い志を持って、
皆さんも私たちと一緒に新たな歴史を歩んで
いきましょう。
まずは、緑豊かな環境の下、 5月からの学
校説明会、青空が透き通るくすのき祭、そし
て紅葉の入試説明会にいらしてみませんか？
市街地に在りながら緑に囲まれ、さまざま
な動植物の声が聞こえる貴重な環境を是非ご
自身の目でお確かめください。

広報部

共学校

神奈川大学附属
中学校

【ACCESS】
●JR横浜線・市営地下鉄「中山駅」南口…徒歩1５分
●相鉄線「鶴ヶ峰駅」相鉄バス「ひかりが丘団地」終点…徒歩 ３分

〒226-0014　横浜市緑区台村町800
☎045-934-6211　FAX045-934-6509
URL　http://www.fhs.kanagawa-u.ac.jp/
e-mail address　highschool@kanagawa-u.ac.jp
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DAYS

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

● 土曜日は鎌学セミナー
（英数国の特別授業） 
3時間＋通常授業1時
間実施

63

●建学の精神と教育方針

鎌倉五山の第一刹である建長寺が子弟
教育のために、明治18年に設立した宗学
林が前身。大正11年、一般社会の教育への
関心が高まったため広く門戸を開放し、鎌
倉中学校として発足しました。古都保存
法によって大切に守られてきた鎌倉の自
然や歴史的建造物に囲まれて、移りゆく
時代の変化に適応して新しいものを進ん
で取り入れながらも、周囲に迎合するこ
となく独自の校風を守り続けてきました。

本校は「礼義廉恥」を校訓とし「知・
徳・体」一体となった教育を目指してい
ます。「礼義」とは人として身につけな
ければならない社会の正しい道理であり、

「廉恥」とは心清くして悪を恥じ、不正
をしないことです。「知・徳・体」のバ
ランスの取れた人間形成のために、授業
の充実はもちろんのこと、生徒会活動や
クラブ活動などの放課後の学校生活の充
実を目指しています。

●真の「文武両道」を目指して

禅の教えである自律の精神が学校生活
の中で生かされ、生徒の自主性に任され
た生徒会活動やクラブ活動が活発に行わ
れています。

本校では在学中に学業以外に何か自分
が打ち込めるものを持って欲しいと強く
願っています。何事であっても、本気で
物事に取り組むところから喜びや楽しさ
が生まれてきます。クラスを越えた横の
つながり、学年を越えた縦のつながり、

そして、クラス担任や教科担当という立
場を離れたクラブ顧問とのつながり。人
と人とのつながりの中でたくさんのこと
を学んでいきます。多感な時期である ６
年間、悩みながらも大きくたくましく成
長していく一人ひとりを多面的にサポー
トしています。

●夢を現実に

本校では夢の実現に向け、中 1 ，中 ２
ではまず生活習慣と家庭学習習慣を身に
つけ基礎の定着を、高校 1 年生では「自
分を見つめる」というテーマを持って一
年間じっくりと自己を振り返り、それを
もとにして自分の将来を考えます。そし
て、大学訪問・進路適性検査などを参考
にしながら自分の将来像をつかんだ後に、
高校 ２ 年生から文系・理数系に分かれ、
理・社の選択授業、英・数・国を中心と
した習熟度別授業などが取り入れられま
す。高校 ３ 年生の授業は現役合格を目標
にした入試問題演習が中心になります。
OBの 講 演 会 や 大 学 の 教 授 に よ る 
模擬授業なども行われ、モチベーション
を高めながら目標とする大学への現役合
格を目指します。

●充実した学校環境

最上階の星月ホールでは各種講演会や
学年集会が開かれ、カフェテリアは昼に
加え、放課後も生徒たちの食欲を満たし
てくれます。全教室プロジェクタとWi-Fi
が完備され、授業に活用されています。

【入試説明会】　�要予約�
● 9月 9日㈬ …10:00～11:30

●10月17日㈯ …13:00～14:30

●11月 7日㈯ …13:00～14:30

●11月24日㈫ …10:00～11:30

…HPより申込みの上、ご来校ください。

【中学入試に向けて】　�要予約�
…11月以降HPより申込みの上、ご来校ください。

●12月12日㈯ …10:00～11:30

…本校を志願する6年生の保護者対象

【中学体育デー】
●10月10日㈯ …9:00～14:00

…受験生参加イベントあり

※上記は2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もあ
りますので、必ずＨＰにてご確認ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

カマガクには、校舎に囲まれた人工
芝の第一グラウンドと建長寺の中を
通った奥のところにある土の第二グラ
ウンドの ２つのグラウンドがあります。
第一グラウンドは、始業前、体育の時
間、昼休み、放課後のクラブ活動など、
一日中天候に左右されることなく使用
できます。適度なクッション性もあり、
倒れても大丈夫。元気いっぱいな生徒
たちの活動を支えています。

受験生のみなさん、こんにちは！
笑顔と元気と優しさに満ちた明るく楽しい

学び舎、それが鎌倉学園です。君たちがこれ
から過ごす中学高校の ６ 年間は、心も体も大
きく成長するとても大切な時期なのです。

授業や勉強だけではなく、放課後・課外活
動など学校生活のあらゆる面で、君たちのゆ
るぎない成長を鎌倉学園の先生はサポートし
ます。
“歴史的風土に包まれた古都鎌倉から新し

い息吹を日本へ！世界へ！”

校長　竹内博之

男子校

鎌倉学園
中学校

【ACCESS】
●JR横須賀線「北鎌倉駅」…徒歩1３分

〒247-0062　鎌倉市山ノ内110
☎0467-22-0994　FAX0467-24-4352
URL　https://www.kamagaku.ac.jp/
e-mail address　k-nyusitaisaku@kamagaku.ac.jp
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DAYS

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●なし

●土曜休日52

●建学の精神と教育方針

鎌倉女学院中学校・高等学校は、1904
年に田辺新之助（漢学者・開成中学校校
長）が、「真摯沈着」を校訓に、湘南地
区における最初の私立女子中等教育機関
として創立されました。191２年からは、
陸奥広吉（外交官、陸奥宗光長男）が初
代理事長に就任し、英国流のエリート女
性教育実現をめざして、田辺校長を支え
ました。以来、社会で活躍する多くの人
材を送り出してきました。
創立以来の伝統は堅持しつつも、「知
的で洗練された女性エリートの育成」を
教育目標に、つねに清新な風を教育にと
りこみながら、現在に至っています。

●鎌倉女学院の学力観

鎌倉女学院では、思考力・判断力・表
現力のすべての土台となる基礎学力の養
成を大切にしています。
さらに、２1世紀に活躍する人材にとっ
て、欠くことのできない教養として、
「国際理解教育」「情報教育」「環境教育」
の ３分野とともに、自己のアイデンティ
ティーを確立し、真の国際人になるため
には、「日本文化理解」こそが必要であ
ると考えています。これら各分野の学習
を通じて、情報を収集する学力・収集し
た情報を考察する学力・自己の考察結果
をプレゼンテーションやレポートで表現
できる学力の涵養をめざしています。

●＜鎌倉学＞から＜国際・環境学＞へ

上記学力を達成するために、鎌倉女学
院中学校・高等学校では、鎌倉市内の中
央に立地する学校の環境を十分に生かし、
中学では＜鎌倉学＞を、高校では＜国
際・環境学＞をテーマとしたさまざまな
特別プロジェクトを実施しています。こ
れらは、各教科活動・課外活動・学校行
事が一体となった総合プログラムです。
その実施は、キャンパスの枠にとどまる
ことなく、鎌倉国宝館・湘南国際村・鎌
倉文学館・鎌倉能舞台等、近隣施設の協
力を得、連携しながら実践されています。
歴史遺産に触れ、体験的に学ぶ事に

よって、自国の歴史・文化の特色を理解
し、さらには、世界政治や経済というグ
ローバルな視点を持ち、世界の諸問題に
対して、主体的にのぞめる生徒の育成を
図っています。

【学校説明会】
●10月14日㈬ …13:00～15:00

●11月14日㈯ …10:00～12:00

＊予定は変更となる場合があります。
＊WEB学校説明会も企画しています。
＜詳しくは学校HPをご覧ください。＞

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

鎌女の課外活動　「特修」

●保護者の皆さまへ…

感性豊かな青年期に、生涯にわたっ
て親しむことのできる教養を身に付け
る事を目的として、特修科がおかれて
います。活動は、授業の一環として実
施され、それぞれ専門の講師が指導に
あたります。生徒は、何年生からでも
希望で各講座を選択でき、現在、茶
道・書道・華道・フルート・バイオリ
ンの ５講座が開講されています。

鎌倉女学院では、国際社会に積極的に参画で
きる人材を育成するため、早くから海外研修プロ
グラムを実施してきました。40年以上の実績を誇
るアメリカの高校との姉妹交流、夏休みを利用し
たカナダ研修は、これまでたくさんのグローバル
人材を育ててきた、本校が誇るプログラムです。
それに加え、イギリス、ニュージーランドの一年
留学制度を２000年代より導入。毎年生徒が利用し
ています。また、異文化理解を目的としたアジア
研修（マレーシア・シンガポール）や、中学 ３年
生の ６ ～ 9 月の ３ ヶ月間のターム留学（ニュー
ジーランド）など、生徒たちの国際交流の機会を
ますます充実させています。
創立以来の伝統を基盤としつつ、変化の絶え

ないグローバル社会の中で生きる力を育むために、
多面的な力を伸ばす環境や機会の充実に努めてい
ます。

女子校

鎌倉女学院
中学校

【ACCESS】
●JR横須賀線「鎌倉駅」…徒歩 ７分

〒248-0014　鎌倉市由比ガ浜2-10-4
☎0467-25-2100　FAX0467-25-1358
URL　http://www.kamajo.ac.jp
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幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●なし

●土曜休日52

●建学の精神と教育方針

鎌倉女学院中学校・高等学校は、1904
年に田辺新之助（漢学者・開成中学校校
長）が、「真摯沈着」を校訓に、湘南地
区における最初の私立女子中等教育機関
として創立されました。191２年からは、
陸奥広吉（外交官、陸奥宗光長男）が初
代理事長に就任し、英国流のエリート女
性教育実現をめざして、田辺校長を支え
ました。以来、社会で活躍する多くの人
材を送り出してきました。
創立以来の伝統は堅持しつつも、「知
的で洗練された女性エリートの育成」を
教育目標に、つねに清新な風を教育にと
りこみながら、現在に至っています。

●鎌倉女学院の学力観

鎌倉女学院では、思考力・判断力・表
現力のすべての土台となる基礎学力の養
成を大切にしています。
さらに、２1世紀に活躍する人材にとっ
て、欠くことのできない教養として、
「国際理解教育」「情報教育」「環境教育」
の ３分野とともに、自己のアイデンティ
ティーを確立し、真の国際人になるため
には、「日本文化理解」こそが必要であ
ると考えています。これら各分野の学習
を通じて、情報を収集する学力・収集し
た情報を考察する学力・自己の考察結果
をプレゼンテーションやレポートで表現
できる学力の涵養をめざしています。

●＜鎌倉学＞から＜国際・環境学＞へ

上記学力を達成するために、鎌倉女学
院中学校・高等学校では、鎌倉市内の中
央に立地する学校の環境を十分に生かし、
中学では＜鎌倉学＞を、高校では＜国
際・環境学＞をテーマとしたさまざまな
特別プロジェクトを実施しています。こ
れらは、各教科活動・課外活動・学校行
事が一体となった総合プログラムです。
その実施は、キャンパスの枠にとどまる
ことなく、鎌倉国宝館・湘南国際村・鎌
倉文学館・鎌倉能舞台等、近隣施設の協
力を得、連携しながら実践されています。
歴史遺産に触れ、体験的に学ぶ事に
よって、自国の歴史・文化の特色を理解
し、さらには、世界政治や経済というグ
ローバルな視点を持ち、世界の諸問題に
対して、主体的にのぞめる生徒の育成を
図っています。

【学校説明会】
●10月14日㈬ …13:00～15:00

●11月14日㈯ …10:00～12:00

＊予定は変更となる場合があります。
＊WEB学校説明会も企画しています。
＜詳しくは学校HPをご覧ください。＞

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

鎌女の課外活動　「特修」

●保護者の皆さまへ…

感性豊かな青年期に、生涯にわたっ
て親しむことのできる教養を身に付け
る事を目的として、特修科がおかれて
います。活動は、授業の一環として実
施され、それぞれ専門の講師が指導に
あたります。生徒は、何年生からでも
希望で各講座を選択でき、現在、茶
道・書道・華道・フルート・バイオリ
ンの ５講座が開講されています。

鎌倉女学院では、国際社会に積極的に参画で
きる人材を育成するため、早くから海外研修プロ
グラムを実施してきました。40年以上の実績を誇
るアメリカの高校との姉妹交流、夏休みを利用し
たカナダ研修は、これまでたくさんのグローバル
人材を育ててきた、本校が誇るプログラムです。
それに加え、イギリス、ニュージーランドの一年
留学制度を２000年代より導入。毎年生徒が利用し
ています。また、異文化理解を目的としたアジア
研修（マレーシア・シンガポール）や、中学 ３年
生の ６ ～ 9 月の ３ ヶ月間のターム留学（ニュー
ジーランド）など、生徒たちの国際交流の機会を
ますます充実させています。
創立以来の伝統を基盤としつつ、変化の絶え

ないグローバル社会の中で生きる力を育むために、
多面的な力を伸ばす環境や機会の充実に努めてい
ます。

女子校

鎌倉女学院
中学校

【ACCESS】
●JR横須賀線「鎌倉駅」…徒歩 ７分

〒248-0014　鎌倉市由比ガ浜2-10-4
☎0467-25-2100　FAX0467-25-1358
URL　http://www.kamajo.ac.jp
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DAYS

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

53

●建学の精神・教育理念
鎌倉女子大学中等部では、建学の精神に基づ

き、「豊かな人間性」「確かな学力」「国際社会で
活躍できる語学力・表現力」の育成をめざした
教育活動を展開しています。これらの教育活動
を実現していくために多彩な学習プログラムを
用意し、「なりたい自分」を見つけ、向上心を
もって努力する生徒を学校全体で支援していき
ます。

●学びの特徴
２0２0年度から ２ つのコースを新設しました。

「国際教養コース」は、 5 年間で高校教育内容
を先取りして終了します。特に英語教育を重視
しながら、高い学力を育成します。
「プログレスコース」は難関私立大学への進

学および内部推薦制度を利用しての鎌倉女子大
学への進学を目指します。両コースともに、授
業を第一に考え、アクティブラーニング型授業
による深い学びを目指し、さまざまな学習プロ
グラムが用意されています。

英語・国際理解教育プログラムでは、オンラ
イン英会話授業やICT機器を活用した授業、校
内で行われる英語集中研修が行われます。特に
カナダ研修旅行（中 ３ ）やアメリカ研修旅行

（高 ２ ）では、全員の生徒が参加し、身につけ
た英語を実際に活用できる機会を多く設定して
います。

家庭学習を支える充実したオンラインでの学
習環境も整っています。本校では全員にiPadを
配付し、授業だけでなく家庭学習にも利用し、
学習習慣の定着、苦手教科の克服、高レベルの
学習へのチャレンジなど、個々の生徒に合った
学習を実施しています。この他、聴く力、伝え
る力を身につける実践練習として「コミュニ
ケーション講座」や「エンカウンター学習プロ

グラム」、和室における作法を学ぶ「立居振舞講
座」、現地劇場を訪れ、本物を味わう「芸術鑑賞
教室」など、各学年の発達段階に応じた行事を
通して豊かな人間性を育みます。

●学校行事
海外研修については、中等部 ３ 年生で、カナ

ダのバンクーバーで英語プログラムを体験し、
高等部 ２ 年生では、アメリカのロサンゼルスへ
の研修旅行でUCLA（カリフォルニア大学ロサ
ンゼルス校）の見学やディズニーランドでの
キャスト体験などを行う予定です。加えて希望
者はオーストラリアの姉妹校で一週間または６0
日間の語学研修に参加することができます。ま
た高等部 1 年に東京都港区にあるTokyo Global 
Gatewayにて英語で様々な職業体験やプロジェ
クト活動を行います。校内行事は体育祭は 5 月
に、みどり祭（文化祭）は11月に行われます。
その他、複数のネイティブ講師から学ぶことが
できる、 ３ 日間の英語集中研修などがあります。

●部活動

全国大会 ３ 年連続金賞のマーチングバンド部
をはじめ、ハープとフルートのアンサンブルが
魅力のフェアリーコンソート部、至藝館とよば
れる弓道場を備えた弓道部などが関東や全国大
会で活躍しています。

【学校説明会】　�要予約�
● 5月16日㈯
● 6月13日㈯
● 7月 4日㈯
●10月31日㈯
●11月28日㈯
…各日10:00～11:00

【学校体験】　�要予約�
● 9月19日㈯ …10:00～11:00

【クラブ活動体験】　�要予約�
● 7月25日㈯ …10:00～11:00

【文化祭・学園祭】みどり祭
●11月14日㈯　

10:00～15:00
●11月15日㈰
※ 日時は変更することがあります。 
詳細はホームページでご確認ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

2021年新校舎移転

鎌倉女子大学中高等部は２0２1
年に緑あふれる新しいキャンパ
スに移転します。新校舎には、
ラーニングコモンズと呼ばれる
共同学習スペースや６５,000冊の
蔵書を活かした大きな図書館が
作られます。新校舎は既存の校
舎に隣接する敷地に建設される
ため、在校生は仮校舎を使用す
ることなく新しい校舎に移転す
ることができます。

鎌倉女子大学中等部の目標の一つに、 9 教科
のバランスのよい学びがあります。「大学入試
に必要な科目だけやればよい」のではなく、苦
手な科目にも積極的にチャレンジしてもらいま
す。鎌倉女子大学中等部では、苦手な科目が
あって「わからない」ことがあったら、それを
教室の友人・先生と共有していける雰囲気づく
りを行っています。キャンパスの施設も充実し
ており、図書館には６5,000冊の蔵書があるなど、
広大で落ち着いた学習環境のもとで学校生活を
送ることができます。また、２5m温水プールや
弓道場、人工芝グラウンドなど、思いきり部活
動に打ち込むことのできる設備も整っています。
学校のことについてくわしく知りたい方は、お
気軽にお問い合わせください。

※大学院あり

女子校

鎌倉女子大学
中等部

【ACCESS】
●JR東海道線・根岸線・横須賀線・湘南モノレール「大船駅」…バス10分
●JR根岸線「本郷台駅」…徒歩1５分

〒247-8511　鎌倉市岩瀬1420
☎0467-44-2113　FAX0467-44-2103
URL　http://www.kamakura-u.ac.jp
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DAYS

●グローバル教育

◇英仏複言語教育
カリタスでは英語とフランス語の複言語教育を行っ
ています。欧米では中高の段階で２つの外国語を学ぶ
のが標準です。カリタスの英仏複言語教育はまさにグ
ローバル・スタンダードなのです。
中学では英語とフランス語を全員が学びます。高校
進学時にどちらかを第一外国語として選択し、第二外
国語の履修も可能です。第一外国語としてフランス語
を学べるのもカリタスの特長で、高校では高度なフラ
ンス語を学習できます。
英語ではアドバンストクラスを設置し、中1から高
1まで、より深く、より発信力を高めた授業を展開して
います。
中学、高校とも、
外国語の授業はす
べて少人数のハーフ
クラスで行われます。

◇多彩なグローバル教育プログラム
生徒たちが将来世界で活躍できるように、異文化体
験を通して視野を広げ、語学力とプレゼンテーション
能力を身につける、多彩なグローバル教育プログラム
を実施しています。
英語を使ってディスカッションやプレゼンテーション

を行う校内研修や、カナダ、セブ島、マルタ島での海
外研修、さらにオーストラリア・ニュージーランドへの
ターム留学や日仏交換留学のプログラムもあります。

●探究し発信するカリタス

カリタスでは、新しい時代を創り上げていくために、
自ら学び、探究する人を育みます。「i-Time」という授
業がスタートし、「問う」「調べる」「考える」「表現する」
「振り返る」という探究のサイクルを繰り返すなかで、
社会の様々な現状に目を向け、視野を広げていきます。

各教科において、さらには教科を連携して、生徒の
探究する力、自ら考え表現する力を育成します。こう
した力は生徒のこれからの人生において、さらに国際
社会で活躍するためにも不可欠です。物事をとらえ、
考え、整理し、そして最終的に文章やプレゼンテー
ションで発信する、カリタスではこのプロセスを大切に
しています。
現在は大学入試が大きく変わろうとしています。記
述問題が増えるだけでなく、面接や小論文などを用い
た総合型選抜方式が主流となっていきます。カリタス
の探究力・発信力教育は、そうした新しい大学入試に
も対応しています。さらに、社会人となってからも役
立つ「一生もの」の探究力・発信力を身につけること
ができます。

●実践型理科教育

自然と人間の深い関わりを理解し、論理的な思考力
と科学的知識をもって現代社会に対応し貢献できる人
材を育成するために、カリタスでは理科教育を重視し
ています。
生徒の興味や関心を引き出し、また実際の技術が身

につけられるように実験・観察の機会を大切にしてい
ます。中学1年、２年では週に1回実験の授業があり、
ハーフクラスによる少人数班で行っています。高校の
理科はすべてハーフクラスで、実験は一人ひとりが実
験するマイクロスケールを導入しています。

◇「タマロジー」
身近な自然である多摩川や多摩丘陵についての学習

を「タマロジー」と名付け、総合的に取り組んでいます。
実際に自然の現場に出かけていき、地質調査や水生生
物を観察するフィー
ルドワークによって、
大きく複雑な自然環
境を理解していきま
す。

【学校説明会】
● 5月24日㈰　

10:00～11:30●10月25日㈰
…詳細はお問い合わせください。

【カリタス見学会】（事前申込制）
● 4月25日㈯
● 6月13日㈯　

10:00～11:15● 7月11日㈯
● 9月 5日㈯
●12月 5日㈯ …14:00～15:15

● 3月 6日㈯ …10:00～11:15
…詳細はお問い合わせください。

【カリタスDEナイト】－ 平日夜のミニ説明会 －

● 4月22日㈬・ 6月 3日㈬
  8月26日㈬・10月 7日㈬
…18:30～19:30

●11月18日㈬・12月16日㈬
…18:00～19:00
…約1ヶ月前より予約受付

【Le�Tour�de�Caritas】生徒によるスクールツアー
● 8月21日㈮・ 3月22日㈪
【帰国生入試説明会】
● 7月11日㈯・10月 3日㈯
【入試説明会・過去問題解説】（事前申込制）
●11月23日（月・祝）…10:00～11:45

【文化祭・学園祭】
● 9月26日㈯ …9:30～16:00

● 9月27日㈰ …9:30～15:30
…詳細はお問い合わせください。

【個別相談・学校見学】　�要予約� 電話にて
●随時

: :併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

教科センター方式

●保護者の皆さまへ…

カリタスは「教科センター方式」を
採用しています。生徒は授業ごとに教
科教室に移動して授業に参加します。
自ら進んで学ぶ自律性を、中高 ６年間
で育みます。教科教室ゾーンの中心に
ある教科センターには、教科に関連し
た様々な資料や展示があり、授業以外
の学びの場となっています。また生徒
作品の展示もあり、生徒同士の学び合
いの場ともなっています。

カリタスでは図書館が校舎の中央にあり、
生徒たちにとって図書館はとても身近な存在
です。さらに生徒たちの知的好奇心を喚起し、
各種資料との結びつきを深めるために、図書
館での授業も行っています。館内の資料はも
ちろん、インターネットなども活用して、レ
ポート作成やプレゼンテーションなどを行い、
自分の考えを的確に伝えることや他人の意見
をきちんと理解することを学んでいます。
学校の中だけではなく、社会に出てからも

役に立つ能力を、 ６年間の学習活動の中で身
に付けていってほしい。私たちはそう願って
います。

幼 小 中 高 大 専

●2期制

●なし

●土曜休日52

短
女子校

カリタス女子
中学校

【ACCESS】
●小田急線・JR南武線「登戸駅」…徒歩２0分、または市バス ５分
●JR南武線「中野島駅」…徒歩10分

〒214-0012　川崎市多摩区中野島4-6-1
☎044-911-4656　FAX044-911-9517
URL　https://www.caritas.ed.jp/
e-mail address　chuko@caritas.ed.jp
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DAYS

●グローバル教育

◇英仏複言語教育
カリタスでは英語とフランス語の複言語教育を行っ
ています。欧米では中高の段階で２つの外国語を学ぶ
のが標準です。カリタスの英仏複言語教育はまさにグ
ローバル・スタンダードなのです。
中学では英語とフランス語を全員が学びます。高校
進学時にどちらかを第一外国語として選択し、第二外
国語の履修も可能です。第一外国語としてフランス語
を学べるのもカリタスの特長で、高校では高度なフラ
ンス語を学習できます。
英語ではアドバンストクラスを設置し、中1から高
1まで、より深く、より発信力を高めた授業を展開して
います。
中学、高校とも、
外国語の授業はす
べて少人数のハーフ
クラスで行われます。

◇多彩なグローバル教育プログラム
生徒たちが将来世界で活躍できるように、異文化体
験を通して視野を広げ、語学力とプレゼンテーション
能力を身につける、多彩なグローバル教育プログラム
を実施しています。
英語を使ってディスカッションやプレゼンテーション

を行う校内研修や、カナダ、セブ島、マルタ島での海
外研修、さらにオーストラリア・ニュージーランドへの
ターム留学や日仏交換留学のプログラムもあります。

●探究し発信するカリタス

カリタスでは、新しい時代を創り上げていくために、
自ら学び、探究する人を育みます。「i-Time」という授
業がスタートし、「問う」「調べる」「考える」「表現する」
「振り返る」という探究のサイクルを繰り返すなかで、
社会の様々な現状に目を向け、視野を広げていきます。

各教科において、さらには教科を連携して、生徒の
探究する力、自ら考え表現する力を育成します。こう
した力は生徒のこれからの人生において、さらに国際
社会で活躍するためにも不可欠です。物事をとらえ、
考え、整理し、そして最終的に文章やプレゼンテー
ションで発信する、カリタスではこのプロセスを大切に
しています。
現在は大学入試が大きく変わろうとしています。記
述問題が増えるだけでなく、面接や小論文などを用い
た総合型選抜方式が主流となっていきます。カリタス
の探究力・発信力教育は、そうした新しい大学入試に
も対応しています。さらに、社会人となってからも役
立つ「一生もの」の探究力・発信力を身につけること
ができます。

●実践型理科教育

自然と人間の深い関わりを理解し、論理的な思考力
と科学的知識をもって現代社会に対応し貢献できる人
材を育成するために、カリタスでは理科教育を重視し
ています。
生徒の興味や関心を引き出し、また実際の技術が身

につけられるように実験・観察の機会を大切にしてい
ます。中学1年、２年では週に1回実験の授業があり、
ハーフクラスによる少人数班で行っています。高校の
理科はすべてハーフクラスで、実験は一人ひとりが実
験するマイクロスケールを導入しています。

◇「タマロジー」
身近な自然である多摩川や多摩丘陵についての学習

を「タマロジー」と名付け、総合的に取り組んでいます。
実際に自然の現場に出かけていき、地質調査や水生生
物を観察するフィー
ルドワークによって、
大きく複雑な自然環
境を理解していきま
す。

【学校説明会】
● 5月24日㈰　

10:00～11:30●10月25日㈰
…詳細はお問い合わせください。

【カリタス見学会】（事前申込制）
● 4月25日㈯
● 6月13日㈯　

10:00～11:15● 7月11日㈯
● 9月 5日㈯
●12月 5日㈯ …14:00～15:15

● 3月 6日㈯ …10:00～11:15
…詳細はお問い合わせください。

【カリタスDEナイト】－ 平日夜のミニ説明会 －

● 4月22日㈬・ 6月 3日㈬
  8月26日㈬・10月 7日㈬
…18:30～19:30

●11月18日㈬・12月16日㈬
…18:00～19:00
…約1ヶ月前より予約受付

【Le�Tour�de�Caritas】生徒によるスクールツアー
● 8月21日㈮・ 3月22日㈪
【帰国生入試説明会】
● 7月11日㈯・10月 3日㈯
【入試説明会・過去問題解説】（事前申込制）
●11月23日（月・祝）…10:00～11:45

【文化祭・学園祭】
● 9月26日㈯ …9:30～16:00

● 9月27日㈰ …9:30～15:30
…詳細はお問い合わせください。

【個別相談・学校見学】　�要予約� 電話にて
●随時

: :併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

教科センター方式

●保護者の皆さまへ…

カリタスは「教科センター方式」を
採用しています。生徒は授業ごとに教
科教室に移動して授業に参加します。
自ら進んで学ぶ自律性を、中高 ６年間
で育みます。教科教室ゾーンの中心に
ある教科センターには、教科に関連し
た様々な資料や展示があり、授業以外
の学びの場となっています。また生徒
作品の展示もあり、生徒同士の学び合
いの場ともなっています。

カリタスでは図書館が校舎の中央にあり、
生徒たちにとって図書館はとても身近な存在
です。さらに生徒たちの知的好奇心を喚起し、
各種資料との結びつきを深めるために、図書
館での授業も行っています。館内の資料はも
ちろん、インターネットなども活用して、レ
ポート作成やプレゼンテーションなどを行い、
自分の考えを的確に伝えることや他人の意見
をきちんと理解することを学んでいます。
学校の中だけではなく、社会に出てからも
役に立つ能力を、 ６年間の学習活動の中で身
に付けていってほしい。私たちはそう願って
います。

幼 小 中 高 大 専

●2期制

●なし

●土曜休日52

短
女子校

カリタス女子
中学校

【ACCESS】
●小田急線・JR南武線「登戸駅」…徒歩２0分、または市バス ５分
●JR南武線「中野島駅」…徒歩10分

〒214-0012　川崎市多摩区中野島4-6-1
☎044-911-4656　FAX044-911-9517
URL　https://www.caritas.ed.jp/
e-mail address　chuko@caritas.ed.jp
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DAYS

●建学の精神と教育理念

「横浜に男子のキリスト教学校を」と
の神奈川県知事の希望を受け、本校は
1919年に三春台の地に設立されました。
その後、共学となり、２019年には創立
100周年を迎えました。
「人になれ　奉仕せよ」の校訓のもと、
神の前に誠実に生き、神から与えられた
賜物を独り占めせずに他者のために用い
ることのできる人を育てる使命を負って
います。

●きめ細かい学習指導と充実した設備

土曜日にも通常授業を午前中に行う週
６日制カリキュラムです。成績中位の生
徒達が当たり前にMARCHレベル以上の
大学に合格することを念頭においていま
す。中 ２から高 1まで、成績上位者を 1
クラスにした「ベストクラス」を設置。
高 ２ 以降は文系、理系各々 1 クラスを
「難関大学受験クラス」としています。
このクラスは目標が一致した生徒同士が
切磋琢磨しあい高い目標を実現させてい
ます。
中学校校舎には県内随一の設備を誇る、
生物・化学・物理・地学の専門実験室に
加え、総合実験室の計 5教室あります。
実験室を舞台に、理論と実験を通して自
然の本質を追究し、科学的思考力を育て
ます。中学生ではこの設備を利用して、
週 1回実験を行う授業を行っています。
またベルリッツメソッド®とオンライン
英会話を導入し、英語で学び、英語で考
える授業を展開しています。

●�個性を磨き、心を育てる研修行事・
部活

本校では ６ 年間一貫のプログラムとし
て、毎年宿泊研修を実施しています。
「現場主義、地球的視点、人権と平和」
というモットーのもと、教室外での「学
び」も重要と考えています。それ以外に
は、希望制の行事としてオーストラリア、
台湾、ロサンゼルスでのホームスティや
ハワイ島での理科研修、フィリピンでの
語学研修など数多くあります。このほか、
スポーツ大会、かんらんさい（文化祭）、
合唱コンクールなど、多彩な行事があり
ます。
クラブへの参加率も高く、マーチング
バンド、オーケストラ、野球、少林寺拳
法、スキー、ハンドベル、サッカーなど
は各大会で活躍しています。さまざまな
価値観を持った人と出会い、一緒に汗を
流し、苦労を共にする、教室の中だけで
は得られない「学び」を実践する場です。
勉強と同様、この「学び」の中でも６年間
完全燃焼してもらいたいと考えています。

【学校説明会】
● 6月27日㈯ …オープンキャンパス（授業体験）
…9:30～（予約制）
※  本校の教員による授業体験を通じ、学ぶ楽しさを伝
えます。学校説明会を同時開催いたします。

●10月24日㈯ …オープンキャンパス（部活動体験）
…9:30～（予約不要）
※  在校生とのふれあいを通じ、学校の雰囲気を感じ
とってください。学校説明会を同時開催いたします。

●12月 5日㈯ …「入試説明会」～過去問題勉強会同時開催～
… Ⅰ 9:30～、Ⅱ 13:30～（予約不要）
※  説明会では入試問題の傾向等を説明いたします。ま
た、毎年好評の過去問題勉強会を同時開催いたし
ます。勉強会への参加は予約制となります。

● 1月11日（月・祝）…「はじめての方（６年生）対象説明会」
…14:00～（予約制）
※  改めて本校を志望校の１つに考え始めた方を対象
にした説明会です。関東学院の説明を最初からいた
します。

【ミニ説明会】（各回とも同一内容　各10:00～予約制）

● 5月28日㈭・ 6月11日㈭
  7月 2日㈭・ 8月29日㈯
 10月 8日㈭・11月 5日㈭
 11月19日㈭
※  少人数のアットホームな雰囲気で学校説明と授業
見学を実施する説明会です。

【文化祭・学園祭】かんらんさい
● 9月21日（月・祝）…9:00～15:00
※  学校説明会…9:00～10:00
※終日個別相談承ります。

【個別相談・学校見学】　�要予約�
●随時

: :併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

ハワイ島理科研修

●保護者の皆さまへ…

高校の夏に希望制で、４２0５mの山に
ある「すばる」宇宙望遠鏡を訪ね、研
究者から話を聞いています。また、ハ
ワイ島といえば火山の島。毎年、世界
的な火山学者から直接講義を受けたあ
と、一緒に溶岩が流れたあとを歩きま
す。ハワイ研修は、地球の営みに触れ、
最先端の宇宙の世界に触れられるだけ
でなく、世界的な研究者から直接講義
を受けられる大変有意義な研修です。

関東学院には、マーチングバンド、
O.C.C.（ハンドベル）、オーケストラといった
音楽系の部活動が盛んで、全校生徒の約 5分
の 1にあたる人数の生徒がこれらに所属して
います。放課後には校内のどこかで音楽が流
れています。また、 ２月に行なわれる合唱コ
ンクールは、クラスごとに練習を重ねた美し
いハーモニーがみなとみらいホールに響きわ
たるとても素敵な行事です。音楽は、同じ音
だけではつくれません。いろいろな種類の音
符が五線紙のうえに集まってメロディーとな
ります。関東学院はそんな音楽のような学校
でありたいと考えています。

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●あり

●日曜休日62

共学校

関東学院
中学校

【ACCESS】
●京浜急行線「黄金町駅」…徒歩 ５分
●市営地下鉄ブルーライン「阪東橋駅」…徒歩 ８分

〒232-0002　横浜市南区三春台4
☎045-231-1001　FAX045-231-6628
URL　http://www.kantogakuin.ed.jp
e-mail address　nyushi@kantogakuin.ed.jp
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DAYS

●建学の精神と教育目標

キリスト教の精神を基本とし、「人に
なれ 奉仕せよ」を校訓として掲げてい
ます。建学の理念を堅持しつつ、隣人愛
をもち、地球市民として世界平和の実現
に仕える人を育てる教育を展開していま
す。

●オリジナル授業「地球市民講座」

この講座では、地球市民としての素養
を身につけ、地球規模の課題である「持
続可能な社会の実現」に向けて、主体的
に行動するための学びを得ます。グルー
プ学習から個人での探究活動・プレゼン
テーションへと、段階的に取り組みます。

●ICTを活用した学び

校内のwi-fi環境を整え、生徒一人 1 台
のChromebook（ノートPC）とインター
ネットを活用した教育を展開しています。
情報収集力を高めるだけでなく、Google
スライドを使ってのプレゼンテーション
を通し、思考力や判断力、表現力を高め
ていきます。

●言語活用能力を高める

「得た知識や情報を整理する力」「自分
なりに理解・解釈する力」「自分の考え 

や主張を論理的に他者へ伝える力」を身
につけるため、国語の授業とは別に、日
本語で「聞く」「読む」「話す」「書く」力
を育む複数年のプログラムがあります。
Chromebookを使ったグループワークや
検定試験も取り入れ、言語（日本語）活
用能力を高めていきます。

●生きた英語に触れる

1 年生から外国人教員と日本人教員に
よるティーム・ティーチングで授業を行
い、英語をツールとして身につけること
を目標としています。クリルという学習
方法を取り入れ、教科横断型の内容を扱
いながら英語を必然的に学びます。

●世界を感じる豊富な研修

語学、文化、科学など本物に触れ、人
生を変えるような体験ができる本校独自
の研修プログラムが豊富にあります。
オーロラ観測を通して自然の素晴らしさ
と奥深さを学ぶアラスカ研修、教育ボラ
ンティアを学ぶカンボジアサービス・
ラーニング研修…。生徒それぞれが各自
の興味や関心のある分野を見つけ、希望
する研修へ参加します。

【文化祭・学園祭】六浦祭（申込不要）

●10月23日㈮　
9:00～16:00●10月24日㈯

…  中高同時開催、チケット不要、入試相談コーナーあり。

【学校見学・個別相談】　�要予約�
　随時受け付けていますが、学校行事などで見学できない日
もありますので、事前にご連絡をいただきますようお願い致し
ます。

※学校説明会やオープンキャンパスなどの詳細は本校ホームペー
ジにてご確認ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

学習報告会でお互いの学びをシェア

●保護者の皆さまへ…

海外や国内で行った各種選択制グロー
バル研修の他、地球市民講座や社会見学
などの学習活動での学びを発表する報告
会を実施しています。この報告会は生徒
たちが作り上げるもので、学年を超えて、
お互いの学びを共有します。
２0１9年度学習報告会の主な内容
カンボジア サービスラーニング研修／カ
ナダ夏季研修／京都・奈良研修／台湾
研修／北海道研修／台湾研修／ KGM 
English Camp ／地球市民講座／留学

感受性が『柔軟』なうちにたくさんの体験
をする。10年後、２0年後の社会に生きてゆく
ことを見据えると、慣れ親しんだ環境ではな
く、習慣や考え方が違う異文化の中での早期
体験が重要です。ICT環境の進んだ教室での
堅実な学びと、それに結びつけた実学的経験
を目的とするプログラムでの学び。グローバ
ル化の進む明日の社会を意識した学びが六浦
にはあります。ぜひ、学校へお越しください。

校長　黒畑勝男

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

●授業5日制
　学校6日制

63

共学校

関東学院六浦
中 学 校

平潟湾
至新杉田
シーサイドライン

国道16号
線

●関東学院大

至新逗子

至横浜

至新杉田

至鎌倉

至横須賀中央

京浜急行線

関東学院
六浦

平潟湾
グ
ラ
ウ
ン
ドシーサイドライン

バス停
関東学院大学
バス停
関東学院正門

バス停
関東学院循環
バス停
関東学院循環

金沢八景

【ACCESS】
●  京浜急行線「金沢八景駅」…徒歩約1５分またはバス「関

東学院循環」で約 ５ 分

〒236-8504　横浜市金沢区六浦東1-50-1
☎045-781-2525　FAX045-781-2527
URL　https://www.kgm.ed.jp
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DAYS

●建学の精神と教育目標

キリスト教の精神を基本とし、「人に
なれ 奉仕せよ」を校訓として掲げてい
ます。建学の理念を堅持しつつ、隣人愛
をもち、地球市民として世界平和の実現
に仕える人を育てる教育を展開していま
す。

●オリジナル授業「地球市民講座」

この講座では、地球市民としての素養
を身につけ、地球規模の課題である「持
続可能な社会の実現」に向けて、主体的
に行動するための学びを得ます。グルー
プ学習から個人での探究活動・プレゼン
テーションへと、段階的に取り組みます。

●ICTを活用した学び

校内のwi-fi環境を整え、生徒一人 1 台
のChromebook（ノートPC）とインター
ネットを活用した教育を展開しています。
情報収集力を高めるだけでなく、Google
スライドを使ってのプレゼンテーション
を通し、思考力や判断力、表現力を高め
ていきます。

●言語活用能力を高める

「得た知識や情報を整理する力」「自分
なりに理解・解釈する力」「自分の考え 

や主張を論理的に他者へ伝える力」を身
につけるため、国語の授業とは別に、日
本語で「聞く」「読む」「話す」「書く」力
を育む複数年のプログラムがあります。
Chromebookを使ったグループワークや
検定試験も取り入れ、言語（日本語）活
用能力を高めていきます。

●生きた英語に触れる

1 年生から外国人教員と日本人教員に
よるティーム・ティーチングで授業を行
い、英語をツールとして身につけること
を目標としています。クリルという学習
方法を取り入れ、教科横断型の内容を扱
いながら英語を必然的に学びます。

●世界を感じる豊富な研修

語学、文化、科学など本物に触れ、人
生を変えるような体験ができる本校独自
の研修プログラムが豊富にあります。
オーロラ観測を通して自然の素晴らしさ
と奥深さを学ぶアラスカ研修、教育ボラ
ンティアを学ぶカンボジアサービス・
ラーニング研修…。生徒それぞれが各自
の興味や関心のある分野を見つけ、希望
する研修へ参加します。

【文化祭・学園祭】六浦祭（申込不要）

●10月23日㈮　
9:00～16:00●10月24日㈯

…  中高同時開催、チケット不要、入試相談コーナーあり。

【学校見学・個別相談】　�要予約�
　随時受け付けていますが、学校行事などで見学できない日
もありますので、事前にご連絡をいただきますようお願い致し
ます。

※学校説明会やオープンキャンパスなどの詳細は本校ホームペー
ジにてご確認ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

学習報告会でお互いの学びをシェア

●保護者の皆さまへ…

海外や国内で行った各種選択制グロー
バル研修の他、地球市民講座や社会見学
などの学習活動での学びを発表する報告
会を実施しています。この報告会は生徒
たちが作り上げるもので、学年を超えて、
お互いの学びを共有します。
２0１9年度学習報告会の主な内容
カンボジア サービスラーニング研修／カ
ナダ夏季研修／京都・奈良研修／台湾
研修／北海道研修／台湾研修／ KGM 
English Camp ／地球市民講座／留学

感受性が『柔軟』なうちにたくさんの体験
をする。10年後、２0年後の社会に生きてゆく
ことを見据えると、慣れ親しんだ環境ではな
く、習慣や考え方が違う異文化の中での早期
体験が重要です。ICT環境の進んだ教室での
堅実な学びと、それに結びつけた実学的経験
を目的とするプログラムでの学び。グローバ
ル化の進む明日の社会を意識した学びが六浦
にはあります。ぜひ、学校へお越しください。

校長　黒畑勝男

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

●授業5日制
　学校6日制

63

共学校

関東学院六浦
中 学 校

平潟湾
至新杉田
シーサイドライン

国道16号
線

●関東学院大

至新逗子

至横浜

至新杉田

至鎌倉

至横須賀中央

京浜急行線

関東学院
六浦

平潟湾
グ
ラ
ウ
ン
ドシーサイドライン

バス停
関東学院大学
バス停
関東学院正門

バス停
関東学院循環
バス停
関東学院循環

金沢八景

【ACCESS】
●  京浜急行線「金沢八景駅」…徒歩約1５分またはバス「関

東学院循環」で約 ５ 分

〒236-8504　横浜市金沢区六浦東1-50-1
☎045-781-2525　FAX045-781-2527
URL　https://www.kgm.ed.jp
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DAYS

●建学の精神と教育理念

明治11年、フランスのシャルトル聖パ
ウロ修道女会の ３人のスールが函館に渡
来し、ここに始まった福祉活動と教育活
動が後に全国に広がり、姉妹校 7校、大
学 ２校の白百合学園へと発展しました。
姉妹校の中でも最も若い函嶺白百合学園
は、昭和19年に東京の白百合高等女学校
ならびに付属小学校の疎開学園として出
発し、２4年に独立しました。
建学当初より、｢従順・勤勉・愛徳｣を
校訓とし、キリスト教の精神に根ざした
価値観を養い、神と人の前に誠実に歩み、
愛の心をもって社会に奉仕できる女性、
｢一流の国際人｣の育成を目指しています。

●キリスト教に基づく心の教育

カトリック学校として、キリストの愛
を基とした心の教育を実践しています。
各教室に十字架が設置され、毎日の生活
の中で祈りを大切にし、朝礼時、聖書朗
読と聖歌斉唱を行っています。宗教の授
業や宗教行事を通して、生徒一人ひとり
が神様に愛されていることを自覚できる
よう、大切に育んでいます。

●国際教育

国際社会において、必要とされるのは
語学力だけでなく、異文化の中でも発揮
できるコミュニケーション能力やグロー
バルな教養・マナーが不可欠です。本校
の ６年間を通して｢国際礼法｣の授業を受
けることで、世界に通用するマナーと教

養を身につけます。また、中学 ２・ ３年
時の｢国際コミュニケーション｣の授業を
通してコミュニケーション能力を養いま
す。コミュニケーションツールとして必
要不可欠となる語学力を磨くためには、
中学 1・２ 年生で、週 1回iPadを活用し、
フィリピンの先生とオンライン英会話を
行っています。毎回、 1つのストーリー
の中で必要な文法を取り入れた会話の実
践や、フリートークの時間もあり、 1対
1で会話する中で、とっさの英会話力や
コミュニケーション能力が自然に養われ
ます。また、中学の総合の時間に、新た
に中国語も導入されました。

●双方向性授業の実践

生徒一人ひとりが抱く才能の開花を目
指し、「互いの違いを認め合い・学びあ
う授業」「生徒が積極的に参加するインタ
ラクティブ（生徒と教員の双方向性）な
授業」「自ら努力し、能力の向上を実感で
きる授業」に全教科が一丸となって取り
組んでいます。

【函嶺に行こう�！�－学校説明･個別相談－】  �要予約�
● 7月18日㈯ …開催時間未定

【入試説明会】
●11月 7日㈯ …10:00～13:00

※会場：湯本富士屋ホテル

【クリスマス会＆学校説明会】　�要予約�
●12月22日㈫ …10:00～12:00

【入試直前説明会】　�要予約�
● 1月 9日㈯ …13:00～15:00

※小6・中3対象

【ミニ説明会】　�要予約�
● 6月13日㈯・ 6月27日㈯
 10月10日㈯・11月14日㈯
 11月28日㈯・ 1月16日㈯
各日11：00～12：00

※上記は2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もあ
りますので、必ずＨＰにてご確認ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

●保護者の皆さまへ…

豊かな自然に囲まれ、四季折々に移
ろう景色と静かな環境の中で過ごす学
校生活。授業や行事、部活動を通じて
の出会いや発見…あなたの人生の宝物
となる時間がここにあります。
豊富な蔵書と眺望満点の図書館、一
人一台操作可のパソコン教室、天然温
泉があふれる宿泊施設｢パウロ館｣、遠
隔地からの生徒のための｢マリア寮｣な
ど、山の上の小さな学校であっても充
実した施設が完備されています。

子どもたちは、いつでも未来の主役です。
近未来はＡＩの進化や、グローバル化の拡大
がさらに進むことでしょう。創立者の山本ム
メ先生は、70年前に今日を予想するかのよう
に「一流の国際人におなりなさい」と生徒た
ちにおっしゃっていました。その実現に向け
て、本校ではＩパッドの導入、オンライン英
会話の実施、中国語の必修化などに取り組ん
できました。しかし、もっとも大事なことは、
人種や国境を越えて他者を愛することです。
本校の生徒は、キリストの愛を学び、実践す
ることによって、それを身につけていくので
す。

教頭　　柳　宣宏

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●あり

●土曜休日52

女子校

函
かん

嶺
れい

白
しら

百
ゆ

合
り

学園
中学校

【ACCESS】
●箱根登山線「強羅駅」…徒歩 ３分

〒250-0408　足柄下郡箱根町強羅1320
☎0460-87-6611　FAX0460-87-6614
URL　http://www.kanrei-shirayuri.ed.jp
e-mail address　kouhou@kanrei-shirayuri.ed.jp

－17－
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●建学の精神と教育理念
本学園は、額田豊医学博士によって、
1940年創立されました。「女性は先天的
に優れた能力をもち、様々な可能性が期
待される」という、博士の女性に対する
信頼と期待を建学の精神として、「誠実
に自らの人生を生きる女性、他者と調和
しつつ社会に寄与する女性」を育てるこ
とを教育目標としてきました。グローバ
ル化が進む中、創立80周年を迎えるにあ
たり、「のびやかな自立した女性の育成」
を教育目標に新たに加えました。自分で
考え、自分で判断し、自分から行動する
ことで未来の創り手となる女性、つまり
仲間と協力し、自分たちの理想とする社
会の創造者となる女性の育成を目指して
います。自主性を尊重した対話による生
活指導、学習指導が生徒たちの才能や個
性を開花させると信じています。

●自主性を育む
夢を持ちましょう。夢は自分の中から
生まれてくるものです。他人と比べられ
ない自分だけのものを大切に、その夢の
実現のためにさまざまなことにチャレン
ジして欲しいと思います。どんなに小さ
なことでも「これができた」、「これなら
できる」という「できる自分」を育てて
行きましょう。自分で決めたことを諦め
ずにやり通すことで自主性は育ちます。

●県下唯一の音楽コース
学園には19６5年に発足した国内でも数

少ない音楽専門コースがあります。義務

教育を受けながらピアノや弦楽器・管楽
器・打楽器・声楽の個人レッスンを中心
に、聴音・楽典などの基礎的な専門教育
を受けることができます。

●英語のキタカマと地域密着体験学習
国際社会を生き抜いて行く上でコミュ

ニケーション能力としての英語力とICT
機器の活用力は不可欠なものです。英語
教育の抜本的強化のために 4 人のネイ
ティブによる授業や放課後のイングリッ
シュルームでの特別プログラムなどがあ
ります。日常的に英語に触れる機会がた
くさん設けられています。　
古都鎌倉にある学校という地の利を活

かし、外国人観光客への無料のイング
リッシュガイドや探究学習を通して鎌倉
を世界に発信しようという試みをしてい
ます。

●新制服導入について
自主性や自立心、国際感覚を磨いてゆ

く。その意思表示の象徴としてコシノ・
ジュンコ氏デザインの新制服が２019年 4
月より導入されました。

【学校説明会】　�要予約�
● 7月11日㈯ …13:30～15:00

● 8月29日㈯ …13:30～15:00

● 9月16日㈬ …10:00～11:30（中高合同）

●10月10日㈯ …9:00～10:00（文化祭）

●12月12日㈯ …10:00～11:30

● 1月 9日㈯ …10:00～11:30

【学園生活体験会】※3年生以上対象 �要予約� 
●日程未定

【夏の英語教室】　�要予約�
●日程未定

【入試体験会】　�要予約�
●10月24日㈯ …13:30～15:00

【入試過去問題学習会】※6年生対象　�要予約�
●11月14日㈯ …9:00～12:00

【文化祭】
●10月10日㈯ …10:00～16:00

●10月11日㈰ …10:00～15:30

…説明会は10日㈯のみ実施

【音楽個別相談会】
● 6月27日㈯・ 9月12日㈯
●10月24日㈯・11月28日㈯

…全日程とも9:00～12:00
※6/27はWebによる個別相談  要予約 

※2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もありますの
で、必ずHPにてご確認ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

ICT教育先進校

●保護者の皆さまへ…

２019年にADS（Apple Distinguished School）に認定されました。全
館WiFiが整備され、各教室に電子黒板が設置されています。また全校
生徒にiPadを一人 1 台貸し出
しています。CBL学習やプレ
ゼンテーションなど授業で使
用する以外に宿題の配信・回
収やe-ラーニングを利用した
アダプティブラーニング（個
人の進度にあった学習プログ
ラム）など家庭学習にも活用
しています。

グローバルスタディズは、世界が抱える多
くの課題を知り、その問題の解決の道筋を考
え、行動へと導く学びです。一つひとつの問
題は、どこか遠くの地域のことではなく、地
球市民の一人として当事者意識をもって自分
も関わらなくてはならないという思い、つま
りグローバルマインドを育てる学びです。
本学園ではSDGs17の項目の中で食品ロス

（ 1：貧困をなくそう、 ２：飢餓をゼロに）
や環境問題（14：海の豊かさを守ろう15：陸
の豊かさを守ろう）を柱に学びを展開してい
ます。みなさんも一緒に「みんなの地球を守
る」ための学びに参加してみませんか。

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●あり

62

女子校

北鎌倉女子学園
中 学 校

【ACCESS】
●JR横須賀線「北鎌倉駅」…徒歩 ７ 分

〒247-0062　鎌倉市山ノ内913
☎0467-22-6900　FAX0467-23-6900
URL　https://www.kitakama.ac.jp
e-mail address　pass@kitakama.ac.jp
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DAYS

●建学の精神と教育理念
本学園は、額田豊医学博士によって、
1940年創立されました。「女性は先天的
に優れた能力をもち、様々な可能性が期
待される」という、博士の女性に対する
信頼と期待を建学の精神として、「誠実
に自らの人生を生きる女性、他者と調和
しつつ社会に寄与する女性」を育てるこ
とを教育目標としてきました。グローバ
ル化が進む中、創立80周年を迎えるにあ
たり、「のびやかな自立した女性の育成」
を教育目標に新たに加えました。自分で
考え、自分で判断し、自分から行動する
ことで未来の創り手となる女性、つまり
仲間と協力し、自分たちの理想とする社
会の創造者となる女性の育成を目指して
います。自主性を尊重した対話による生
活指導、学習指導が生徒たちの才能や個
性を開花させると信じています。

●自主性を育む
夢を持ちましょう。夢は自分の中から
生まれてくるものです。他人と比べられ
ない自分だけのものを大切に、その夢の
実現のためにさまざまなことにチャレン
ジして欲しいと思います。どんなに小さ
なことでも「これができた」、「これなら
できる」という「できる自分」を育てて
行きましょう。自分で決めたことを諦め
ずにやり通すことで自主性は育ちます。

●県下唯一の音楽コース
学園には19６5年に発足した国内でも数
少ない音楽専門コースがあります。義務

教育を受けながらピアノや弦楽器・管楽
器・打楽器・声楽の個人レッスンを中心
に、聴音・楽典などの基礎的な専門教育
を受けることができます。

●英語のキタカマと地域密着体験学習
国際社会を生き抜いて行く上でコミュ
ニケーション能力としての英語力とICT
機器の活用力は不可欠なものです。英語
教育の抜本的強化のために 4 人のネイ
ティブによる授業や放課後のイングリッ
シュルームでの特別プログラムなどがあ
ります。日常的に英語に触れる機会がた
くさん設けられています。　
古都鎌倉にある学校という地の利を活
かし、外国人観光客への無料のイング
リッシュガイドや探究学習を通して鎌倉
を世界に発信しようという試みをしてい
ます。

●新制服導入について
自主性や自立心、国際感覚を磨いてゆ
く。その意思表示の象徴としてコシノ・
ジュンコ氏デザインの新制服が２019年 4
月より導入されました。

【学校説明会】　�要予約�
● 7月11日㈯ …13:30～15:00

● 8月29日㈯ …13:30～15:00

● 9月16日㈬ …10:00～11:30（中高合同）

●10月10日㈯ …9:00～10:00（文化祭）

●12月12日㈯ …10:00～11:30

● 1月 9日㈯ …10:00～11:30

【学園生活体験会】※3年生以上対象 �要予約� 
●日程未定

【夏の英語教室】　�要予約�
●日程未定

【入試体験会】　�要予約�
●10月24日㈯ …13:30～15:00

【入試過去問題学習会】※6年生対象　�要予約�
●11月14日㈯ …9:00～12:00

【文化祭】
●10月10日㈯ …10:00～16:00

●10月11日㈰ …10:00～15:30

…説明会は10日㈯のみ実施

【音楽個別相談会】
● 6月27日㈯・ 9月12日㈯
●10月24日㈯・11月28日㈯

…全日程とも9:00～12:00
※6/27はWebによる個別相談  要予約 

※2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もありますの
で、必ずHPにてご確認ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

ICT教育先進校

●保護者の皆さまへ…

２019年にADS（Apple Distinguished School）に認定されました。全
館WiFiが整備され、各教室に電子黒板が設置されています。また全校
生徒にiPadを一人 1 台貸し出
しています。CBL学習やプレ
ゼンテーションなど授業で使
用する以外に宿題の配信・回
収やe-ラーニングを利用した
アダプティブラーニング（個
人の進度にあった学習プログ
ラム）など家庭学習にも活用
しています。

グローバルスタディズは、世界が抱える多
くの課題を知り、その問題の解決の道筋を考
え、行動へと導く学びです。一つひとつの問
題は、どこか遠くの地域のことではなく、地
球市民の一人として当事者意識をもって自分
も関わらなくてはならないという思い、つま
りグローバルマインドを育てる学びです。
本学園ではSDGs17の項目の中で食品ロス

（ 1：貧困をなくそう、 ２：飢餓をゼロに）
や環境問題（14：海の豊かさを守ろう15：陸
の豊かさを守ろう）を柱に学びを展開してい
ます。みなさんも一緒に「みんなの地球を守
る」ための学びに参加してみませんか。

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●あり

62

女子校

北鎌倉女子学園
中 学 校

【ACCESS】
●JR横須賀線「北鎌倉駅」…徒歩 ７ 分

〒247-0062　鎌倉市山ノ内913
☎0467-22-6900　FAX0467-23-6900
URL　https://www.kitakama.ac.jp
e-mail address　pass@kitakama.ac.jp
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●個性を磨こう。可能性を伸ばそう。

「豊かな個性と確たる自立心を持つ人
材の育成」、「創造性あふれる発想と高度
な学力を持つ人材の育成」、「国際社会で
活躍できる広い視野と行動力を持つ人材
の育成」を目標にしています。敷地内の
男女寮には日本各地から生徒が集います。
海外生活経験のある生徒も多数います。
異なる他者を理解しながら、切磋琢磨し
て欲しいと願っています。そのために、
さまざまな「工夫」を用意しています。

●独自の教育カリキュラム
２ 週 1 セットで構成される６0分× 5時

限授業で、教科バランスと効率の高い
「学び」を実現します。中 1 より数学、
英語の習熟度別授業を実施するなど、学
年とともに自分の興味・進路にあった科
目の選択ができます。帰国生や高い英語
力を持つ生徒が多くいるのも特徴です。
英語の授業は学習経験に合致するように
３クラスに分け、少人数化した授業で効
率の良い学びを行っています。また、学
習習慣の定着を図るために中 ３までは、
毎朝２0分の自習時間を設けています。放
課後には公文式の時間を設け、数学・英
語・国語から選択した教科を週 1回学習
します。さらに早稲田大学や北里大学と
高大連携を行い、在学中に講義を受講し
たり、プロジェクトスタディーズについ
てアドバイスをいただくなど、生徒の知
的な好奇心を刺激していきます。また、
進路に関する行事や面談を繰り返し、
「なりたい自分」の姿を発見し、実現で
きるようにサポートします。

●「体験」行事がいっぱい
体育祭・表現（文化）祭はすべて生徒

たちの手で企画・運営されます。同級生
とのつながりを深めるだけでなく、他学
年の生徒と協調、協働して運営していく
これらの行事で得られる経験は大変貴重
です。入学直後の「ふれあいキャンプ」、
中 1の希望制「寮体験プログラム」、中 ２
「冒険型体験学習」、中 ３「日本文化体験」
等、本校独自の様々な体験学習を用意し
ています。中でも日本文化体験は生徒が
企画、プレゼン、運営まで行う本校独自
のものです。高 1では各自でテーマを設
定し、研究を行う探求型学習「プロジェ
クトスタディーズ」、高 ２ で国内外の大
学にて英語を使って学ぶ総合学習「ＬＥ
Ｅ」を実施します。さらに、希望者は日
本語版、英語版の ２つの校内模擬国連に
て参加できます。その中の選抜者がハー
グ、シンガポールで行われる海外模擬国
連にも参加しています。このような活動
が評価され、２014年度から２018年度まで
「スーパーグローバルハイスクール」認
定校として活動しました。
まずは 5月２３日（土）体育祭にて生徒

の躍動している姿をご覧ください。

【入試説明会】 

●10月 3日㈯
●11月 7日㈯　10:00～12:00

●12月 6日㈰

【文化祭・学園祭】表現祭

●10月24日㈯ …10:00～15:00

●10月25日㈰ …10:00～14:30

…一般公開。学校紹介コーナーあり。

【体育祭】
● 5月23日㈯ …9:00～15:00

…一般公開。雨天の場合は24日㈰

【学校説明会】
● 7月12日㈰　

10:00～12:00
● 8月22日㈯

【授業見学会】
●11月13日㈮ …10:00～17:00

＊ 行事はすべて予約不要、上履き不要です。
＊ 当日は大船駅～学園間直通バス（無料）を運行しています。詳し

くは学園ホームページをご覧ください。
※2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もありますの

で、必ずHPにてご確認ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

自律と自立をうながす寮体験（中1）

●保護者の皆さまへ…

学園の敷地内に男女寮があります。
中高 ６ 年間を寮で生活する寮生もいま
すが、通学生にも中 1 の時期を選び、希
望制で ４ か月間の寮体験プログラムを
実施しています。自律と自立の精神と
異なる意見や体験を持った他者を理解
する精神を学んでもらうのが目的です。

毎日しっかりと学習タイムが組まれ、
専任の先生や学生スタッフが支援をし
てくれます。また寮行事や遠足、月 ２
回のバイキングなどもあります。

中 ３で行う ３泊 4日の日本文化体験は本校
の教育理念を象徴する学校行事です。「生徒
主体」「日本文化」「分散型」をキーワードに
1年前から生徒自らテーマと研修プランを企
画、プレゼンテーション・投票を行い、選ば
れた ６つのコースが実施されます。実施まで
の準備や研修、当日の運営も生徒主体で行い
ます。終了後は、論文集を作成します。去年
は「稲庭うどん」「米」「畳」「忍者」「マグロ」
「屋台」を研究。全国各地で本物に触れ、出
会い、たくさんの発見をしました。企画力、
交渉力、課題設定能力、問題解決能力といっ
た「生きる力」が身につきます。

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●なし

●土曜休日52

ディズニーシー遠足

共学校

公文国際学園
中 等 部

【ACCESS】
● JR東海道線・横須賀線・根岸線「大船駅」…西口交通広場

４ 番バス停より直通バス ８ 分。授業日・公開行事日運行。

〒244-0004　横浜市戸塚区小雀町777番地
☎045-853-8200　FAX045-853-8220
URL　https://kumon.ac.jp
e-mail address　nyushi@kumon.ac.jp
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DAYS

●建学の精神と一貫教育

「慶應義塾は単に一処の学塾として自
から甘んずるを得ず、其目的は我日本国
中に於ける気品の泉源、知徳の模範たら
んことを期し、之を実際にしては居家・
処世・立国の本旨を明らかにして、之を
口に言うのみ非ず、躬行実践、以て全社
会の先導者たらんことを欲するものなり」
福澤諭吉が語ったこの言葉は、努めて
気品を高尚にしながら、勉強に励み、智
徳を研いて、独立を全うし、世の中の先
導者になれという建学の精神をあらわし
ています。我が国最古の私学として、日
本の近代教育を実践する歴史を重ねてき
た慶應義塾は、福澤諭吉のこの思想によ
り始まりました。
慶應義塾は1858（安政 5）年に福澤諭

吉が築地・鉄砲洲に開いた蘭学塾を起源
とし、その後芝新銭座に移転し、「慶應
義塾」と称しました。「普通部」という
名は、1890（明治２３）年大学部を開設す
る際、福澤塾以来の従来の課程を総称す
るものとして、その前年に定められまし
た。1898（明治３1）年、慶應義塾は幼稚
舎 ６年・普通学科（翌年普通部にもどる）
5年・大学科（翌年大学部にもどる） 5
年の合計1６年からなる、一貫教育の体制
を確立しました。この時、従来からの普
通部は、中学校に対応する課程として明
確に位置づけられました。
慶應義塾での一貫教育は、入学試験に
よる必要以上の苦労や競争意識を除き、
知育・徳育・体育の面から人格の完成を
目指しています。普通部においてもこれ

にのっとりつつ、さらに新たな時代を拓
くべき人物の養成に一致協力して、努力
を重ねています。進学については、普通
部三カ年の課程を履修した者の中で、学
力、人物、身体等の各面から適当と認め
られた者が、普通部長の推薦を受け、塾
内の高等学校に進学することができます。

●大学での学びを見据えた教育

1 年生は２4人10クラスの少人数学級で、
親密な友人作りと基礎学力をつけるため
の時期と位置付けています。 ２・ ３年生
は40人学級 ６クラスとなります。
授業は ３学期制で週 ６日３4時間行われ

ます。入学後は塾内高校を経て、ほぼ全
員が慶應義塾大学まで進学します。その
ためどの教科もかたよりなく学ぶととも
に、基礎基本を重視しつつ、いたずらに
詰め込み主義に陥いらないよう、さまざ
まな授業形態で深い理解を目指していま
す。例えば、理科では ２時間続きの実験
がほぼ毎週あり、レポートを作成します。
また選択授業では多様な講座があるので、
興味のある分野に早くから触れることが
できます。

【学校説明会】
● 9月12日㈯午後・13日㈰
会場　慶應義塾大学日吉キャンパス
※9月12日から募集要項頒布を開始します。

【文化祭・学園祭】労作展
● 9月26日㈯・27日㈰
普通部にて

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

労作展と目路はるか教室

普通部生が、自ら学び自ら考えたことを発表する場として労作展が
あります。19２７年以来開催されている労作展では、自分の力でテーマ
を見いだし、考え、工夫を重ねながら、一つの作品に仕上げていきま
す。芸術分野だけでなく学術研究など内容も多岐に渡り、一年間ある
いは三年間継続して研究・制作する生徒もいます。
様々な分野で活躍する普通部卒業生を講師に招いて行う特別授業が
目路はるか教室です。199８年の普通部百年を機に、「自ら学ぶ普通部」
を生徒、卒業生、教員が一体となって新しい時代に継承しようと始ま
りました。学年毎に行われる全体講話と、２0名程度で行われるコース
別授業とがあり、毎年３0余名の卒業生に講師をお願いし、普通部生へ
自らの進んできた道、専門分野の話などを語っていただいています。

「学び」と「人
じん

間
かん

交際」を深める

慶應義塾の一貫教育校の中でも源流である普通
部は、若き学生が、将来の活躍を見すえて、人とし
ての基礎を学ぶ場としてあります。これから大人へと
成長する普通部生には、やがて社会に貢献するとい
う使命を果たすべき時代が訪れます。
優れた知性を積み重ね、品性をもった人間関係を
広めて、かつ個人の独自性を基に行動のできる人格
の育成を目指しています。普通部は、自ら学問をする
場であると共に、仲間を見つける場でもあり、いろい
ろな人に触れて、自らの能力を啓発する場です。

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

63

男子校

慶應義塾普通部

【ACCESS】
●東急東横線・目黒線「日吉駅」…徒歩 ５分
●横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉駅」…徒歩 ５分

〒223-0062　横浜市港北区日吉本町1-45-1
☎045-562-1181　FAX045-562-8279
URL　http://www.kf.keio.ac.jp
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DAYS

●建学の精神と一貫教育

「慶應義塾は単に一処の学塾として自
から甘んずるを得ず、其目的は我日本国
中に於ける気品の泉源、知徳の模範たら
んことを期し、之を実際にしては居家・
処世・立国の本旨を明らかにして、之を
口に言うのみ非ず、躬行実践、以て全社
会の先導者たらんことを欲するものなり」
福澤諭吉が語ったこの言葉は、努めて
気品を高尚にしながら、勉強に励み、智
徳を研いて、独立を全うし、世の中の先
導者になれという建学の精神をあらわし
ています。我が国最古の私学として、日
本の近代教育を実践する歴史を重ねてき
た慶應義塾は、福澤諭吉のこの思想によ
り始まりました。
慶應義塾は1858（安政 5）年に福澤諭
吉が築地・鉄砲洲に開いた蘭学塾を起源
とし、その後芝新銭座に移転し、「慶應
義塾」と称しました。「普通部」という
名は、1890（明治２３）年大学部を開設す
る際、福澤塾以来の従来の課程を総称す
るものとして、その前年に定められまし
た。1898（明治３1）年、慶應義塾は幼稚
舎 ６年・普通学科（翌年普通部にもどる）
5年・大学科（翌年大学部にもどる） 5
年の合計1６年からなる、一貫教育の体制
を確立しました。この時、従来からの普
通部は、中学校に対応する課程として明
確に位置づけられました。
慶應義塾での一貫教育は、入学試験に
よる必要以上の苦労や競争意識を除き、
知育・徳育・体育の面から人格の完成を
目指しています。普通部においてもこれ

にのっとりつつ、さらに新たな時代を拓
くべき人物の養成に一致協力して、努力
を重ねています。進学については、普通
部三カ年の課程を履修した者の中で、学
力、人物、身体等の各面から適当と認め
られた者が、普通部長の推薦を受け、塾
内の高等学校に進学することができます。

●大学での学びを見据えた教育

1 年生は２4人10クラスの少人数学級で、
親密な友人作りと基礎学力をつけるため
の時期と位置付けています。 ２・ ３年生
は40人学級 ６クラスとなります。
授業は ３学期制で週 ６日３4時間行われ
ます。入学後は塾内高校を経て、ほぼ全
員が慶應義塾大学まで進学します。その
ためどの教科もかたよりなく学ぶととも
に、基礎基本を重視しつつ、いたずらに
詰め込み主義に陥いらないよう、さまざ
まな授業形態で深い理解を目指していま
す。例えば、理科では ２時間続きの実験
がほぼ毎週あり、レポートを作成します。
また選択授業では多様な講座があるので、
興味のある分野に早くから触れることが
できます。

【学校説明会】
● 9月12日㈯午後・13日㈰
会場　慶應義塾大学日吉キャンパス
※9月12日から募集要項頒布を開始します。

【文化祭・学園祭】労作展
● 9月26日㈯・27日㈰
普通部にて

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

労作展と目路はるか教室

普通部生が、自ら学び自ら考えたことを発表する場として労作展が
あります。19２７年以来開催されている労作展では、自分の力でテーマ
を見いだし、考え、工夫を重ねながら、一つの作品に仕上げていきま
す。芸術分野だけでなく学術研究など内容も多岐に渡り、一年間ある
いは三年間継続して研究・制作する生徒もいます。
様々な分野で活躍する普通部卒業生を講師に招いて行う特別授業が
目路はるか教室です。199８年の普通部百年を機に、「自ら学ぶ普通部」
を生徒、卒業生、教員が一体となって新しい時代に継承しようと始ま
りました。学年毎に行われる全体講話と、２0名程度で行われるコース
別授業とがあり、毎年３0余名の卒業生に講師をお願いし、普通部生へ
自らの進んできた道、専門分野の話などを語っていただいています。

「学び」と「人
じん

間
かん

交際」を深める

慶應義塾の一貫教育校の中でも源流である普通
部は、若き学生が、将来の活躍を見すえて、人とし
ての基礎を学ぶ場としてあります。これから大人へと
成長する普通部生には、やがて社会に貢献するとい
う使命を果たすべき時代が訪れます。
優れた知性を積み重ね、品性をもった人間関係を
広めて、かつ個人の独自性を基に行動のできる人格
の育成を目指しています。普通部は、自ら学問をする
場であると共に、仲間を見つける場でもあり、いろい
ろな人に触れて、自らの能力を啓発する場です。

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

63

男子校

慶應義塾普通部

【ACCESS】
●東急東横線・目黒線「日吉駅」…徒歩 ５分
●横浜市営地下鉄グリーンライン「日吉駅」…徒歩 ５分

〒223-0062　横浜市港北区日吉本町1-45-1
☎045-562-1181　FAX045-562-8279
URL　http://www.kf.keio.ac.jp
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●沿革と教育方針

本校は199２年に開校した、慶應義塾で
はじめての男女共学・中高一貫 ６ 年制の
学校で、大学の総合政策・環境情報・看
護医療の ３ 学部と同じキャンパス内にあ
ります。２019年度からは横浜初等部 1 期
生を受け入れ、中等部 ６ クラスの小中高
一貫教育となりました。

情操豊かで、創造力に富み、思いやり
が深く、広い視野に立って物事を判断し、
社会に貢献するために積極的に行動する
人、知性・感性・体力にバランスのとれ
た教養人の育成を目指しています。

●自由な校風から社会的責任の自覚を

「社会の良識が本校の校則」との考え方
に基づき、本校には校則のない自由な雰囲
気があふれています。これは、慶應義塾
の一貫教育校に共通する大切な財産です。

各クラスには担任が ２ 名ずついます。
中等部の各HRでは、一般生・帰国生・
慶應義塾横浜初等部・慶應義塾幼稚舎か
らの生徒が交じり合い、高等部の各HR
ではさらに、帰国生・全国枠生・慶應義
塾普通部・慶應義塾中等部からの生徒が
加わるといったように、生徒の多様な感
性と、 ２ 人の担任の異なる個性が融合し
て独特な雰囲気が創り出されています。
２018年度に西校舎第 ３ 体育館が竣工し、
中等部生が増えて活気があふれています。

生徒諸君には、このような多様性の中
から、本当の意味での自由と、それを裏
打ちする社会的責任の自覚を身につけて

ほしいと思っています。

●世界に、時代に通用する人間に

本校の教育における ２ 本の大きな柱が、
「国際理解」と「情報教育」です。

本校では、帰国生入試を経てきた生徒
が約２5％います。ネイティブ・スピー
カーの教員が英語・第 ２ 外国語で２0名以
上おり、異文化の交流が自然な形で生ま
れています。英語の授業では、能力別ク
ラス分けによって、各生徒の資質に応じ
た少人数授業が行われています。

校内LANを介してインターネットに
も接続可能なパソコン約２50台という環
境を備えています。高度情報社会に氾濫
している情報の中から「情報の価値」を
正しく判断する力を身につけ、時代の
リーダーとしての資質を育むことをめざ
しています。

タブレットPCも２６0台導入し、各教科
の授業でも積極的に活用しています。

大学教員、大学生、OB、OGが講演、 
授業、部活動等で身近な存在です。大学
での教育やキャリアパスが可視化されて
いるのも本校の特徴です。

【学校説明会】
中等部、高等部への説明会を予定しています。
本校Webページをご参照ください。

【文化祭・学園祭】
●11月14日㈯予定
●11月15日㈰予定

: :併設校

: :高校募集

国際交流

●入学希望の皆さまへ…

本校では ７カ国1２校との交換留学プ
ログラムがあり、それぞれ 1週間から
５週間の期間でホームステイをしなが
ら語学研修や異文化体験をします。本
校生徒がしばらく海外の学校で学んで
きたり、逆に留学生が自分の隣の席で
授業を受けていたり、友達の家で留学
生がホームステイをしていたり、と
いったことは日常茶飯事です。

授業やクラブ活動を通して、生徒と先生が
いつも向き合っている学校です。教員室は質
問や相談に来る生徒で溢れています。もちろ
ん先輩たちも優しく面倒を見てくれます。君
たちのそばには必ず誰かがいてくれる、そん
な学校です。「男女共学」「 ６ 年一貫」という
環境と時間の中で、君たちの向学心を自然に
高めるカリキュラムが用意され、自分のやり
たいことを見つけるチャンスに出会える行事
も豊富です。じっくりと時間をかけて自分の
可能性を形にしてほしいと思います。私たち
は、君たちの自主性に期待しています。

幼 小 中 高 短 大 専

●あり　帰国生　　　　全国枠（ 神奈川、東京、千葉、埼玉を除く
地域に4年以上在住・在籍した者）

DAYS

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

●3期制 63

共学校

慶應義塾湘南藤沢
中等部

【ACCESS】
●小田急江ノ島線・相模鉄道線・横浜市営地下鉄「湘南台
駅」バス1５分　●JR東海道線「辻堂駅」…バス２1分

〒252-0816　藤沢市遠藤5466
☎0466-49-3585・3586　FAX0466-47-5077
URL　http://www.sfc-js.keio.ac.jp/
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DAYS

●�建学の精神「高潔善美」に基づく�
女子教育
相模女子大学は女子の先進教育機関

（日本女学校）として、1900年に開設され
ました。創設者の西　澤之助は、「高潔
善美」の建学の精神のもと、国際社会で
自らの特性を十分に発揮できる女性を育
成することを目指しました。また、西は
「人が最初に出会う教育者は母親である」、
という言葉も残し、女子教育の重要性を
説いています。この精神に基づき、教育
方針の中で「研

けんさん

鑽力」、「発想力」、「協働
力」の ３つの力の育成を目指しています。
確かな学力の定着を図ると同時に、多彩
な行事を設定し、恵まれた自然環境の中
で生徒の自主的な取り組みを奨励してい
ます。こうした活動を通じ、生徒は相互
の個性を認め合える女性に成長し、確か
な思考力と創造力を兼ね備えた、世界に
通用する人材として羽ばたいていきます。
中学 1年生には「茶道」が必修科目と

して置かれ、日本の伝統文化に触れ、物
事に対して礼節を以て接する姿勢を学ぶ
機会となっています。

●命と向き合う「マーガレットタイム」

「マーガレットタイム」は、「命と向き
合う」ことをテーマにした学びの時間で
す。調べ学習や体験学習、講演会、そし
てディスカッションやプレゼンテーショ
ンなど、学びの形態は様々です。
助産師による「命の授業」を実施し、
命を育む可能性を秘めた自分の未来につ
いても思いを馳せます。また、育児中の
ママと赤ちゃんを迎えるふれあい体験で
は、赤ちゃんに癒されながらも、ママの

手を離れると泣き始める赤ちゃんに困惑。
事前学習で妊婦体験や離乳食体験をして
いる生徒は、育児の大変さと責任、その
喜びの大きさも含めて「母親の力」を
知っていきます。
このほか、戦争と命について考える平

和学習、人間と自然の関係を考える農業
体験、医療の現場や臓器移植についての
講演などを実施し、多角的に命について
考える時間となっています。

●相模女子の「プログラミング」

子どもたちの未来に役立つ教育、社会
がいかに変化しようとも対応できる人材
の育成。それが本校のプログラミング教
育の目的です。単にロボットを動かすだ
けではなく、課題に対してどう取り組み
行動するか、このような思考の育成が主
眼です。最小限の説明でスタートする授
業では、生徒たちは持てる知識や技術を
総動員して独自の方法を見つけ出しゴー
ルをめざします。担当する教員は「教え
ないこと」を意識し、生徒たちが楽しみ
ながら自分でゴールにたどり着くプロセ
スを重視。「答えがわからないことを恐
れない気持ち」を育てたいからです。課
題を解決する方法も、そのゴールでさえ
も十人十色。正解はひとつではなく、ど
こまでも自由です。教わる学びから、見
つける学びへ。マルチプルインテリジェ
ンス（一人ひ
とりにあった
学習）を理想
とし、試行錯
誤を楽しむ姿
勢や意欲を後
押しします。

【学校説明会】　�要予約�
● 6月12日㈮ …10:00～11:00

● 7月 6日㈪ …10:00～11:00

● 9月17日㈭ …9:00～10:00

●11月12日㈭ …10:00～11:00

●11月28日㈯ …9:30～12:00

● 1月15日㈮ …10:00～11:00

【ナイト説明会】
● 詳細は学校ホームページでご確認く
ださい。
…19:00～20:00
※会場　センチュリー相模大野８Ｆ（相模大野駅ビル内）

【オープンスクール】　�要予約�
●10月 3日㈯ …9:30～12:00

…部活動体験、パネルディスカッション

【文化祭・学園祭】相生祭
●11月 3日（火・祝）
●11月 4日㈬

【体育祭】
● 9月10日㈭

※ スケジュールは予定です。
　 詳細はHPをご覧ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

プログラミング始めました！

●保護者の皆さまへ…

相模女子のシンボル
「マーガレット」

AI（人工知能）の飛躍的な
進化に伴う社会の変革が進む
中、２01７年度から「プログラ
ミング」の授業を始めました。
失敗を繰り返しながらも、自
分の力でプログラムを完成さ
せた体験は、あきらめない心
を育て、自己肯定感や創造力
を高めます。

本校は、授業でも行事でも、生徒の主体的
な活動を大切にしています。自分の意見を
しっかり述べるとともに他者の意見を尊重す
る態度を育てます。 ６年間を有効に活用し、
焦ることなく、互いに間違いや失敗を認めな
がら、それらを乗り越えて初めて得られる達
成感を経験させ、自己肯定感を育みます。
このような取り組みを通して、生徒一人ひ

とりに「自分はかけがえのない存在なのだ。」
ということを実感させ、強い自信と信念を
もって他者のために尽力しようという意志を
育てます。

校長　　原野　聡美

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

●土曜3時間授業63

女子校

相模女子大学
中学部

相模
大野
ボーノ

【ACCESS】
●小田急線「相模大野駅」…徒歩10分

〒252-0383　相模原市南区文京2-1-1
☎042-742-1442　FAX042-742-1441
URL　https://www.sagami-wu.ac.jp/chukou/
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●�建学の精神「高潔善美」に基づく�
女子教育
相模女子大学は女子の先進教育機関

（日本女学校）として、1900年に開設され
ました。創設者の西　澤之助は、「高潔
善美」の建学の精神のもと、国際社会で
自らの特性を十分に発揮できる女性を育
成することを目指しました。また、西は
「人が最初に出会う教育者は母親である」、
という言葉も残し、女子教育の重要性を
説いています。この精神に基づき、教育
方針の中で「研

けんさん

鑽力」、「発想力」、「協働
力」の ３つの力の育成を目指しています。
確かな学力の定着を図ると同時に、多彩
な行事を設定し、恵まれた自然環境の中
で生徒の自主的な取り組みを奨励してい
ます。こうした活動を通じ、生徒は相互
の個性を認め合える女性に成長し、確か
な思考力と創造力を兼ね備えた、世界に
通用する人材として羽ばたいていきます。
中学 1年生には「茶道」が必修科目と

して置かれ、日本の伝統文化に触れ、物
事に対して礼節を以て接する姿勢を学ぶ
機会となっています。

●命と向き合う「マーガレットタイム」

「マーガレットタイム」は、「命と向き
合う」ことをテーマにした学びの時間で
す。調べ学習や体験学習、講演会、そし
てディスカッションやプレゼンテーショ
ンなど、学びの形態は様々です。
助産師による「命の授業」を実施し、
命を育む可能性を秘めた自分の未来につ
いても思いを馳せます。また、育児中の
ママと赤ちゃんを迎えるふれあい体験で
は、赤ちゃんに癒されながらも、ママの

手を離れると泣き始める赤ちゃんに困惑。
事前学習で妊婦体験や離乳食体験をして
いる生徒は、育児の大変さと責任、その
喜びの大きさも含めて「母親の力」を
知っていきます。
このほか、戦争と命について考える平
和学習、人間と自然の関係を考える農業
体験、医療の現場や臓器移植についての
講演などを実施し、多角的に命について
考える時間となっています。

●相模女子の「プログラミング」

子どもたちの未来に役立つ教育、社会
がいかに変化しようとも対応できる人材
の育成。それが本校のプログラミング教
育の目的です。単にロボットを動かすだ
けではなく、課題に対してどう取り組み
行動するか、このような思考の育成が主
眼です。最小限の説明でスタートする授
業では、生徒たちは持てる知識や技術を
総動員して独自の方法を見つけ出しゴー
ルをめざします。担当する教員は「教え
ないこと」を意識し、生徒たちが楽しみ
ながら自分でゴールにたどり着くプロセ
スを重視。「答えがわからないことを恐
れない気持ち」を育てたいからです。課
題を解決する方法も、そのゴールでさえ
も十人十色。正解はひとつではなく、ど
こまでも自由です。教わる学びから、見
つける学びへ。マルチプルインテリジェ
ンス（一人ひ
とりにあった
学習）を理想
とし、試行錯
誤を楽しむ姿
勢や意欲を後
押しします。

【学校説明会】　�要予約�
● 6月12日㈮ …10:00～11:00

● 7月 6日㈪ …10:00～11:00

● 9月17日㈭ …9:00～10:00

●11月12日㈭ …10:00～11:00

●11月28日㈯ …9:30～12:00

● 1月15日㈮ …10:00～11:00

【ナイト説明会】
● 詳細は学校ホームページでご確認く
ださい。
…19:00～20:00
※会場　センチュリー相模大野８Ｆ（相模大野駅ビル内）

【オープンスクール】　�要予約�
●10月 3日㈯ …9:30～12:00

…部活動体験、パネルディスカッション

【文化祭・学園祭】相生祭
●11月 3日（火・祝）
●11月 4日㈬

【体育祭】
● 9月10日㈭

※ スケジュールは予定です。
　 詳細はHPをご覧ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

プログラミング始めました！

●保護者の皆さまへ…

相模女子のシンボル
「マーガレット」

AI（人工知能）の飛躍的な
進化に伴う社会の変革が進む
中、２01７年度から「プログラ
ミング」の授業を始めました。
失敗を繰り返しながらも、自
分の力でプログラムを完成さ
せた体験は、あきらめない心
を育て、自己肯定感や創造力
を高めます。

本校は、授業でも行事でも、生徒の主体的
な活動を大切にしています。自分の意見を
しっかり述べるとともに他者の意見を尊重す
る態度を育てます。 ６年間を有効に活用し、
焦ることなく、互いに間違いや失敗を認めな
がら、それらを乗り越えて初めて得られる達
成感を経験させ、自己肯定感を育みます。
このような取り組みを通して、生徒一人ひ
とりに「自分はかけがえのない存在なのだ。」
ということを実感させ、強い自信と信念を
もって他者のために尽力しようという意志を
育てます。

校長　　原野　聡美

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

●土曜3時間授業63

女子校

相模女子大学
中学部

相模
大野
ボーノ

【ACCESS】
●小田急線「相模大野駅」…徒歩10分

〒252-0383　相模原市南区文京2-1-1
☎042-742-1442　FAX042-742-1441
URL　https://www.sagami-wu.ac.jp/chukou/
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●青少年の父「ドン・ボスコ」

1815年、北イタリアのまずしい農家に
生まれたドン・ボスコは、苦労をかさね、
神父になる夢をかなえました。神父に
なったドン・ボスコは、イタリアの都市
にあふれる貧しい少年たちに心を痛め、
彼らに食べもの、遊び場、そして仕事を
与える、やすらぎのオラトリオをつくり
ました。サレジオ学院中学校は、若者を
救うために一生をささげたドン・ボスコ
の理想を受け継ぎ、明るく夢のある青少
年を育てる学校です。

●「アシステンツァ」

世界に広がるサレジオ会のキーワード
は「アシステンツァ」です。これは、イ
タリア語で「そばにいる」という意味。
ドン・ボスコが常にイタリアの若者のそ
ばにいたように、サレジオ学院の先生は
いつも生徒のそばにいます。サッカーに
も、アシストという言葉があります。ポ
イントゲッターにシュートしやすいボー
ルを運んであげることをアシストといい
ますが、サレジオの先生も、生徒諸君が
将来の夢にむかってシュートしやすい
ボールを渡してあげられるように、いつ
も「そばにいる」のです。
もちろん、シュートするのはサレジア
ンになった生徒自身。生徒にゴールの喜
びをつくりだしてあげるのが、サレジオ
学院のつとめであると私たちは思ってい
ます。

●快活で紳士な態度

ドン・ボスコは「明るく活発でない子
どもは心か体を病んでしまっている」と
いいました。やはり、明るさと活発さは
青少年の心身の成長に欠かせないもので
す。サレジオ学院は、すべての生徒がの
びのびと活発に活動できる場所です。元
気な子、おとなしい子、発言の多い子、
じっくり考えている子……、そうしたい
ろいろなタイプの生徒がお互いを尊重し
合って生活しています。サレジオ学院は、
勉強はもちろんのこと、部活動や委員会
活動において積極的に活動してもらうこ
とをすべての生徒に望んでいます。また
中学校では、中 1のオリエンテーション
合宿や野尻湖林間学校、中 ２のスキー合
宿や、中 ３のイタリア研修旅行などの行
事が実施されています。

【学校説明会】　�要予約� （HP）

● 9月 5日㈯　
14:00～15:30

●10月 3日㈯
…スリッパをご持参下さい。
　 ご希望の方は終了後、教員による学校案内にご参
加いただけます。

【中学入試説明会】　�要予約� （HP）

●11月 7日㈯ …14:00～15:30

【中学入試報告会】　�要予約� （HP）

●2021年 3月14日㈰ …10:00～
…新小6対象

【文化祭・学園祭】サレジオ祭
● 9月19日㈯ …10:30～16:30

● 9月20日㈰ …9:00～16:00

…予約不要。

【親子見学】　�要予約� （電話）
平日9:40～　または13:15～
土曜日9:40～
 普段の学校生活をご覧下さい。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

クラブ紹介

●保護者の皆さまへ…

サレジオ学院は、美しい校舎のすぐそばに隣接する広大なグラウンド
と、1２面あるテニスコートが自慢です。放課後になると、生徒たちは
待っていたかのように、それぞれの部活動や同好会に参加します。現在、
サレジオ学院には以下の部活動・同好会があります。
（運動部）
　剣道部・サッカー部・卓球部・テニス部・バスケットボール部・
　バレーボール部・野球部・バドミントン部・陸上部
（文化部）
　自然科学部（物理班・化学班・生物班）・天文部・吹奏楽部・
　パソコン部・文芸部（文芸班・歴史班）・軽音楽部・鉄道模型部・
　ジャグリング部・美術部
（同好会）
　ESS・囲碁将棋同好会・ピアノの会

【中学 1年生　 1年過ごしての感想】

「時の流れが速い」「宿題多すぎ！」「色々
あったけどイヤだなと思うことは 1 度もな
かった」「一日一日が楽しく部活もとても楽し
い。友達との会話がいちばん楽しい」「校庭が
広くて外で遊ぶ人が多いので面白い」「試験が
たいへん」「規則が厳しいが、ジャージに着替
えるのはよいと思う」「忙しい！」「大人っぽ
い人が多いのかなと思っていたが、全く逆
だった。まさに中学生って感じで、普通だっ
た」……

サレジオ学院はそのような学校です。

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●なし

63

男子校

サレジオ学院
中学校

北山田駅

1番出口

公園

ココス

地区センター

サレジオ学院

交
番

【ACCESS】
●横浜市営地下鉄　グリーンライン「北山田駅」…徒歩 ５分

〒224-0029　横浜市都筑区南山田3丁目43番1号
☎045-591-8222　FAX045-591-1334
URL　http://www.salesio-gakuin.ed.jp
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●本校の教育方針

自修館は明知・徳義・壮健の資質を磨
くことで実行力のある優れた人材を輩出
することを目指しています。教科の学習
はもちろんのこと、探究活動や困難体験、
自己発見プログラムなどを通じて「自
学・自修・実践」できる「生きる力」の
育成に努めています。
とりわけ国語力・英語力そして情報リ
テラシーの習得によってコミュニケー
ション能力と国際理解力を高めることを
旨とします。また人間性を豊かにし円滑
な人間関係を築いていくための情動教育
が日頃の学校生活の土台となっています。
自分の考えをいろいろな形で表現するこ
とを重視したり、自分で時間を調整しな
がら生活する習慣をつけたりするのも、
すべてこうした考え方に基づくものです。

●カリキュラムの特色

1 年間を ３ヶ月ごとに区切った 4学期
制を採用しています。これにより従来の
３学期制における課題であった学期ごと
の不均等を解消し、年間を通じて同じリ
ズムの生活サイクルを可能にしました。
また中等教育学校として ６年間のなかで
習得すべき学習内容を再編していること
も大きな特徴です。実際の授業場面では
生徒個々の状況に応じた指導を心がけて
います。
総合学習である「探究」では、 1・ ２

年生で探究スキルをグループで学び、

３・ 4年生でゼミに配属されて個人研究
を行います。そして 5・ ６（選択制）年
生ではゼミから独立してさらに研究を進
めていきます。また専門的な内容につい
ては現地調査やインタビューなどを行い、
見識を深めていきます。
土曜日午後は希望参加のセミナーが充

実しています。物づくりから本格的な実
験まで内容は多様です。

●こころの授業

「セルフサイエンス」は「こころの知
性」（ＥＱ理論）に基づく「こころの授
業」です。自分の感情について理解を深
めながら、ロールプレイや話し合いを通
じて身のまわりの問題を解決したり、円
滑な人間関係を築いたりする力を身につ
けていきます。

【オープンスクール】　�要予約� （HPより）

● 5月23日㈯ …終日・部活公開  【今年度は中止】

【学校説明会】　�要予約� （HPより）

● 5月 9日㈯ 【中止】
● 7月11日㈯
● 8月29日㈯
●11月 7日㈯
…ホームページをご確認ください。

【ミニ学校説明会】　�要予約� （HPより）

●10月 2日㈮
●10月10日㈯　10:00～11:30

●10月12日㈪

【探究文化発表会・自修祭】
●10月17日㈯　

上履き不要
●10月18日㈰

【スポーツ大会】
● 5月15日㈮ 延期（公開中止）

【個別相談・学校見学】　�要予約� （HPより）

●随時

【入試体験会】
●11月28日㈯ …9:00～12:00

【入試説明会】
●12月19日㈯ …一般のみ

● 1月 9日㈯ …探求のみ

: :併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 授業・学校6日制

探究文化発表会・自修祭

●保護者の皆さまへ…

探究文化発表会とは、生徒が行う探
究活動の発表の場です。1年間積み重
ねてきた研究成果を発表します。この日
のために、探究の授業ではプレゼンのス
キルも磨きます。各生徒が自分の興味関
心に基づき自由にテーマを決めているた
め、内容も幅広く、工夫を凝らしたプレ
ゼンに注目です。
また、自修祭も同時開催し、模擬店や
文化部の発表など来校者も1 度で ２ 度
楽しめる行事です。

一人ひとりにスポットが当たるよう個を重
んじ、「一人ひとりが自修館」という意識で、
日々生徒と向き合っています。様々な経験・
体験を通して感性が磨かれ、豊かな人間性が
創られます。そして、同じ時間を共有するこ
とで、お互いを認め合い、強い絆が生まれま
す。どこにも無い ６年間を過ごして仲間と共
に巣立っていける学校、それが本校ならでは
の魅力です。これからも元気で明るい生徒た
ちの自主性を重んじ、「生きる力」を育んで
まいります。

学校長　安井正浩

幼 小 中 高 短 大 専

●4期制
  3ヶ月ごとに 

4分割

●なし　中等教育学校のため
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【ACCESS】
●小田急小田原線「愛甲石田駅」…徒歩1８分またはスクールバス・路線バス５分
●JR東海道線「平塚駅」…スクールバス２５分

〒259-1185　伊勢原市見附島411
☎0463-97-2100　FAX0463-97-2200
URL　https://www.jishukan.ed.jp/
e-mail address　inquiry@jishukan.ed.jp
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●本校の教育方針

自修館は明知・徳義・壮健の資質を磨
くことで実行力のある優れた人材を輩出
することを目指しています。教科の学習
はもちろんのこと、探究活動や困難体験、
自己発見プログラムなどを通じて「自
学・自修・実践」できる「生きる力」の
育成に努めています。
とりわけ国語力・英語力そして情報リ
テラシーの習得によってコミュニケー
ション能力と国際理解力を高めることを
旨とします。また人間性を豊かにし円滑
な人間関係を築いていくための情動教育
が日頃の学校生活の土台となっています。
自分の考えをいろいろな形で表現するこ
とを重視したり、自分で時間を調整しな
がら生活する習慣をつけたりするのも、
すべてこうした考え方に基づくものです。

●カリキュラムの特色

1 年間を ３ヶ月ごとに区切った 4学期
制を採用しています。これにより従来の
３学期制における課題であった学期ごと
の不均等を解消し、年間を通じて同じリ
ズムの生活サイクルを可能にしました。
また中等教育学校として ６年間のなかで
習得すべき学習内容を再編していること
も大きな特徴です。実際の授業場面では
生徒個々の状況に応じた指導を心がけて
います。
総合学習である「探究」では、 1・ ２
年生で探究スキルをグループで学び、

３・ 4年生でゼミに配属されて個人研究
を行います。そして 5・ ６（選択制）年
生ではゼミから独立してさらに研究を進
めていきます。また専門的な内容につい
ては現地調査やインタビューなどを行い、
見識を深めていきます。
土曜日午後は希望参加のセミナーが充
実しています。物づくりから本格的な実
験まで内容は多様です。

●こころの授業

「セルフサイエンス」は「こころの知
性」（ＥＱ理論）に基づく「こころの授
業」です。自分の感情について理解を深
めながら、ロールプレイや話し合いを通
じて身のまわりの問題を解決したり、円
滑な人間関係を築いたりする力を身につ
けていきます。

【オープンスクール】　�要予約� （HPより）

● 5月23日㈯ …終日・部活公開  【今年度は中止】

【学校説明会】　�要予約� （HPより）

● 5月 9日㈯ 【中止】
● 7月11日㈯
● 8月29日㈯
●11月 7日㈯
…ホームページをご確認ください。

【ミニ学校説明会】　�要予約� （HPより）

●10月 2日㈮
●10月10日㈯　10:00～11:30

●10月12日㈪

【探究文化発表会・自修祭】
●10月17日㈯　

上履き不要
●10月18日㈰

【スポーツ大会】
● 5月15日㈮ 延期（公開中止）

【個別相談・学校見学】　�要予約� （HPより）

●随時

【入試体験会】
●11月28日㈯ …9:00～12:00

【入試説明会】
●12月19日㈯ …一般のみ

● 1月 9日㈯ …探求のみ

: :併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 授業・学校6日制

探究文化発表会・自修祭

●保護者の皆さまへ…

探究文化発表会とは、生徒が行う探
究活動の発表の場です。1年間積み重
ねてきた研究成果を発表します。この日
のために、探究の授業ではプレゼンのス
キルも磨きます。各生徒が自分の興味関
心に基づき自由にテーマを決めているた
め、内容も幅広く、工夫を凝らしたプレ
ゼンに注目です。
また、自修祭も同時開催し、模擬店や
文化部の発表など来校者も1 度で ２ 度
楽しめる行事です。

一人ひとりにスポットが当たるよう個を重
んじ、「一人ひとりが自修館」という意識で、
日々生徒と向き合っています。様々な経験・
体験を通して感性が磨かれ、豊かな人間性が
創られます。そして、同じ時間を共有するこ
とで、お互いを認め合い、強い絆が生まれま
す。どこにも無い ６年間を過ごして仲間と共
に巣立っていける学校、それが本校ならでは
の魅力です。これからも元気で明るい生徒た
ちの自主性を重んじ、「生きる力」を育んで
まいります。

学校長　安井正浩

幼 小 中 高 短 大 専

●4期制
  3ヶ月ごとに 

4分割

●なし　中等教育学校のため
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【ACCESS】
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〒259-1185　伊勢原市見附島411
☎0463-97-2100　FAX0463-97-2200
URL　https://www.jishukan.ed.jp/
e-mail address　inquiry@jishukan.ed.jp
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●建学の精神と“湘南学園ESD”の追求
湘南学園は湘南の海や江ノ島も間近な、

藤沢・鵠沼の地で、地域の保護者が「自分
たちの学校を創ろう」と誕生させた独自
の私立学校で、昨年、創立85周年を迎え
ました。
中高 ６カ年一貫教育を通して、「個性豊

かに気品高く、社会の進歩に貢献できる、
明朗有為な実力ある人間の育成」を建学
の精神に掲げ、グローバル社会の中で生
きるための広い視野と認識をはぐくむ、
独自のカリキュラムを編成しています。
２01３年にユネスコスクールに加盟した

本校は、「持続可能な社会の担い手」であ
ると同時に、1人 1人が自分らしく幸せに
生きていくための力と豊かな人間性を育む
ことを目指した「湘南学園ESD」を掲げて
います。日常の全ての出来事が「学び」で
あるという視点に立ち、それらの学びをつ
なげ、発展させていくことで、社会の中
で主体的に考え歩んでいく力を養います。

●グローバル市民を育む総合学習
本校の総合学習は、中高 ６ヵ年の発達

段階を考慮した様々なテーマを設定し、
広く人間の生き方や文化について学び、
グローバル市民として社会に寄与するた
めの豊かな認識と行動を育むことを目的
としています。
中1：人間にはみんな個性＝違いがあり、
その違いは目に見える場合もあれば
見えない場合もあることを知り、その
違いも含めてそれぞれがかけがえの
ない存在であるということを学びます。

中 ２：自分の生きる場としての地域を守
り発展させるために、どのような努力
や工夫があるのかを知る中で、人が

協力・協働をすることの難しさや価
値について学びます。

中 ３：人々が大切にされるまちづくり･村
づくりに取り組む方々との出会いを通
じて、自分とは違う世界に住む人た
ちのものの見方や、考え方に触れ、
「持続可能な未来」を築いていくため
の土台づくりをします。
高校は、「現代社会」に目を向け、持続

可能な社会のあり方について考える時期
となります。
高 1：グローバル社会の現状について、
国連が掲げるSDGsなどを切り口に、
課題解決の糸口を見つけるために、
共に考えあう関係を、学年の中で育
んでいきます。

高 ２：現代社会に対する問題意識をもと
に、課題解決の糸口を探る力と、現
代社会の中で人間らしく生きていくた
めの主体性を育みます。

高 ３：社会を支えている人々の生き方に
学ぶ機会を設け、「人間らしく生きら
れる社会をつくる主体者として、自
分はどう歩めばいいのか」をじっくり
と考えていきます。

このように、６カ年の総合学習では「個」
のかけがえなさへの気づきから徐々に視
野を地域、そして世界全体へ広げつつ、
自身の生き方を考える…総合学習はまさ
に湘南学園の推進するＥＳＤの軸となる
学びです。
このほか、ロータリークラブやＮＰＯ等

の外部機関、卒業生・保護者・地域の
方々、他のユネスコスクール（海外も含
む）等との広範な連携を活かしながら、
学校の外にも学びの場を広げ、湘南学園
ＥＳＤを一層豊かにしています。

【ミニ説明会】　�要予約�
● 5月 9日㈯・16日㈯ …10:00～12:00

【学校説明会】　�要予約�
● 6月27日㈯ …9:30～12:00

● 9月19日㈯ …9:30～12:20

【入試説明会】　�要予約�
●11月18日㈬ …9:30～12:00

●12月19日㈯ …9:00～12:20

【オープンキャンパス】　�要予約�
● 6月13日㈯ …9:30～12:20

【秋のオープンキャンパス】　�要予約�
●10月25日㈰ …9:00～12:00

【入試直前学校見学・ミニ説明会】　�要予約�
● 1月 9日㈯・16日㈯ …10:00～12:00

【体育祭】※湘南学園中高グラウンド

● 5月19日㈫ …9:30～15:00

…雨天翌日順延

【文化祭・学園祭】※湘南学園キャンパス

●10月 3日㈯ …9:30～15:10（予定）

●10月 4日㈰ …9:30～15:30（予定）
…個別相談あり

【合唱コンクール】※鎌倉芸術館

● 1月26日㈫ …10:00～16:00

【公開授業】※湘南学園キャンパス

●前期: 5月23日㈯ …10:10～12:00

●後期:11月19日㈭ …10:10～12:00

【夏休み！夕涼み説明会】　�要予約�
● 8月29日㈯ …16:30～18:30

【4・5年生集まれ！�体験入学】　�要予約�
● 2月27日㈯ …9:30～12:30

※2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もありますの
で、必ずHPにてご確認ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

「学校は自分たちで変えていくもの」

●保護者の皆さまへ…

『自分だけの選択肢に出会う場所』
私なら湘南学園を一言でこのように表します。湘南学園に
は湘南学園ESDをはじめとし、日常的にみなさんが何かに出
会う機会や、新たな挑戦に対する生徒、教員、保護者の柔軟
さなど『自分だけの選択肢』に出会うのに必要な環境が揃って
います。私はこれまで生徒会総務委員長を務めたり、ボラン
ティア活動をしたり、海外セミナーに参加したりしてきました。
このように様々な経験をしていく中で、多くの方に出会い、そ
の方々が見つけてきた『自分だけの選択肢』にも出会いました。
その中でも、私は被災地視察の経験を経て、湘南学園と地域
の合同イベントを催すプロジェクトを立ち上げました。新しい
取り組みにも関わらず、生徒だけでなく、理事会、PTA、藤
沢市の職員の方までもが協力して下さいました。このような
恵まれた環境は湘南学園にしかない特別なものだと思います。
たくさんの人に出会って、仲間と高め合った先に、『自分だけ
の選択肢』が見えてくると思います。みなさんもぜひ湘南学
園でそのような６年間を過ごしてみて下さい。

高校 ２ 年 総務委員長

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●なし

62

社会の中で主体者として、考えて歩んでいく力を育む「生徒自治」も本校
の特色です。 ３ 大行事と呼ばれる体育祭・学園祭・合唱コンクールが全て生
徒主体の実行委員会形式でつくられることはもちろんですが、日常生活にお
いても中高合同で行われるクラスの代
表者によるクラス委員会など、生徒も
学校をつくる「主体者」として関わっ
ていくことができる仕組みが多く存在
します。同世代の仲間とともに試行錯
誤を繰り返し、異なる立場の人たちと
も、粘り強く対話し、互いに協働して
いくことで願いを実現させていく、こ
うした力を育むことは建学の精神その
ものだと言えるのです。

共学校

湘南学園
中 学 校

【ACCESS】
●小田急江ノ島線「鵠沼海岸駅」…徒歩 ８ 分
●江ノ電線「鵠沼駅」…徒歩 ８ 分

〒251-8505　藤沢市鵠沼松が岡3-4-27
☎0466-23-6611　FAX0466-26-5451
URL　https://www.shogak.ac.jp/highschool/
e-mail address　kouhou@shogak.ac.jp
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●愛ある人として

本学園は、キリスト教の精神に基づい
て全人教育を行うミッションスクールで
す。その設立母体はシャルトル聖パウロ
修道女会で、全国に 7つの姉妹校があり
ます。白百合学園で学ぶ生徒には、聖書
に示される価値観を指針とした ３つの校
訓、従順（真の自由を生きるよろこ
び）・勤勉（能力をみがき役立てるよろ
こび）・愛徳（互いに大切にし合うよろ
こび）を日常生活の中で実践すること、
そして将来は社会貢献できる愛ある人に
成長することを目指して勉学に励み、自
らを磨くようすすめられます。
本校のすべての教育活動は、２1世紀の
国際社会の中で、周囲の人びとと共に苦
しみや喜びを分かち合いながら、地の塩、
世の光として生きる、世界に開かれた女
性の育成を目指して行われます。

●確かな学力と豊かな心を育む

落ち着いた環境のもと、一人ひとりに
目を向けた手厚い教科指導を通じて確か
な学力を養い、それぞれの進路に応じた
きめ細かい授業、講座を設定することで、
希望の進路への歩みをサポートします。
また、生徒は教科の枠を超えた探求的な
学習を通して、主体的に学び、より良く
問題を解決する資質・能力・共感力を身
に付け、生涯学び続ける力につなげてい
きます。与えられた知識を覚えるだけで
なく、一人ひとりの気持ちや問いを大切
にして自ら学びを深める過程を大切にす

ることで、その経験が大学受験の先の世
界にもつながり、生涯学び続けられる主
体性が育まれます。

●グローバル化をめざして

「発信型英語力の向上」と「グローバル
な世界で貢献できる人材の育成」を目的
に、中高 ６年間の語学研修プログラムを
実施しています。海外では、オーストラ
リア研修、アメリカ・スミスカレッジ・
リーダーシッププログラム、アメリカ・
セントメリーズカレッジ研修があり、国
内では、全員参加の中 ２イングリッシュ
キャンプ、希望者対象のイマージョンプ
ログラム（通学型・宿泊型）、エンパ
ワーメントプログラムに参加することが
できます。また、中学 ３年生対象のター
ム留学制度もあり、自分のレベルに合っ
たプログラムを選択することができます。
語学力を磨くだけでなく、言葉の違いか
ら文化や歴史の違いを受け止め、自分の
置かれている立場を客観的に見る視点を
得ることで、人間性をも高める国際教育
に力を入れています。

【入試説明会】
●11月21日㈯ …14:00～16:00

…入試問題研究会　実施

【オープンキャンパス】
● 6月 6日㈯ …9:30～12:00

…クラブ活動体験、入試結果報告会、学校説明会

●10月24日㈯ …10:00～12:00

…体験授業　 要予約 
…入試問題研究会、入試説明会　実施

【文化祭・学園祭】聖ポーロ祭

● 9月19日㈯ …10:00～16:00

● 9月20日㈰ …9:30～15:00

【体育祭】
● 5月15日㈮ …8:30～15:00

【入試直前説明会】　�要予約�
●12月12日㈯ …9:30～11:00

…6年生のみ

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

英語ディベート活動

●保護者の皆さまへ…

神奈川県代表として、1２月２５日、２６日に群馬県で開催された「第1４
回全国高校生英語ディベート大会」に出場しました。論題は「日本国
は、残業も含めた週あたりの最長平均労働時間を（EUにならい）４８時
間に制限すべきであるか。是か非
か。」でした。入念なリサーチで
準備を行い、スピーチ力のさらな
る向上を目標にして、意欲的に試
合に挑戦しました。「知のスポー
ツ」を通して協調性とともにコ
ミュニケーション能力が伸びてい
く貴重な体験をしています。

湘南白百合学園で過ごした六年間は、学び
の日々でした。大学受験に向けた日々の勉学
はもちろんのこと、学校行事や課外活動など、
学園での生活を通して多くの学びを得ました。
私は、所属していた管弦楽部でのパートリー
ダーや音楽コンクールでの指揮者、旅行の班
長などを務めたり、アメリカのスミスカレッ
ジでのリーダーシッププログラムへ参加する
機会もありました。それらを通し、学園の目
指すリーダー像、仲間を支援し集団を内側か
ら導くリーダーの役割とその意義を学び、大
きく成長することができました。学園を卒業
したあとも一生の宝となる、大切な学びを得
られたかけがえのない六年間でした。

（高校 ３ 年生）

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●なし

●土曜休日53

女子校

湘南白百合学園
中 学 校

【ACCESS】
●江ノ電バス「片瀬山入口」…徒歩 ３ 分 ●湘南モノレール「片瀬山駅」…徒歩 ７ 分
●江ノ電線「江ノ島駅」…徒歩1５分 ●小田急線「片瀬江ノ島駅」…徒歩２0分

〒251-0034　藤沢市片瀬目白山4-1
☎0466-27-6211　FAX0466-22-4482
URL　https://www.shonan-shirayuri.ac.jp
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DAYS

●愛ある人として

本学園は、キリスト教の精神に基づい
て全人教育を行うミッションスクールで
す。その設立母体はシャルトル聖パウロ
修道女会で、全国に 7つの姉妹校があり
ます。白百合学園で学ぶ生徒には、聖書
に示される価値観を指針とした ３つの校
訓、従順（真の自由を生きるよろこ
び）・勤勉（能力をみがき役立てるよろ
こび）・愛徳（互いに大切にし合うよろ
こび）を日常生活の中で実践すること、
そして将来は社会貢献できる愛ある人に
成長することを目指して勉学に励み、自
らを磨くようすすめられます。
本校のすべての教育活動は、２1世紀の
国際社会の中で、周囲の人びとと共に苦
しみや喜びを分かち合いながら、地の塩、
世の光として生きる、世界に開かれた女
性の育成を目指して行われます。

●確かな学力と豊かな心を育む

落ち着いた環境のもと、一人ひとりに
目を向けた手厚い教科指導を通じて確か
な学力を養い、それぞれの進路に応じた
きめ細かい授業、講座を設定することで、
希望の進路への歩みをサポートします。
また、生徒は教科の枠を超えた探求的な
学習を通して、主体的に学び、より良く
問題を解決する資質・能力・共感力を身
に付け、生涯学び続ける力につなげてい
きます。与えられた知識を覚えるだけで
なく、一人ひとりの気持ちや問いを大切
にして自ら学びを深める過程を大切にす

ることで、その経験が大学受験の先の世
界にもつながり、生涯学び続けられる主
体性が育まれます。

●グローバル化をめざして

「発信型英語力の向上」と「グローバル
な世界で貢献できる人材の育成」を目的
に、中高 ６年間の語学研修プログラムを
実施しています。海外では、オーストラ
リア研修、アメリカ・スミスカレッジ・
リーダーシッププログラム、アメリカ・
セントメリーズカレッジ研修があり、国
内では、全員参加の中 ２イングリッシュ
キャンプ、希望者対象のイマージョンプ
ログラム（通学型・宿泊型）、エンパ
ワーメントプログラムに参加することが
できます。また、中学 ３年生対象のター
ム留学制度もあり、自分のレベルに合っ
たプログラムを選択することができます。
語学力を磨くだけでなく、言葉の違いか
ら文化や歴史の違いを受け止め、自分の
置かれている立場を客観的に見る視点を
得ることで、人間性をも高める国際教育
に力を入れています。

【入試説明会】
●11月21日㈯ …14:00～16:00

…入試問題研究会　実施

【オープンキャンパス】
● 6月 6日㈯ …9:30～12:00

…クラブ活動体験、入試結果報告会、学校説明会

●10月24日㈯ …10:00～12:00

…体験授業　 要予約 
…入試問題研究会、入試説明会　実施

【文化祭・学園祭】聖ポーロ祭

● 9月19日㈯ …10:00～16:00

● 9月20日㈰ …9:30～15:00

【体育祭】
● 5月15日㈮ …8:30～15:00

【入試直前説明会】　�要予約�
●12月12日㈯ …9:30～11:00

…6年生のみ

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

英語ディベート活動

●保護者の皆さまへ…

神奈川県代表として、1２月２５日、２６日に群馬県で開催された「第1４
回全国高校生英語ディベート大会」に出場しました。論題は「日本国
は、残業も含めた週あたりの最長平均労働時間を（EUにならい）４８時
間に制限すべきであるか。是か非
か。」でした。入念なリサーチで
準備を行い、スピーチ力のさらな
る向上を目標にして、意欲的に試
合に挑戦しました。「知のスポー
ツ」を通して協調性とともにコ
ミュニケーション能力が伸びてい
く貴重な体験をしています。

湘南白百合学園で過ごした六年間は、学び
の日々でした。大学受験に向けた日々の勉学
はもちろんのこと、学校行事や課外活動など、
学園での生活を通して多くの学びを得ました。
私は、所属していた管弦楽部でのパートリー
ダーや音楽コンクールでの指揮者、旅行の班
長などを務めたり、アメリカのスミスカレッ
ジでのリーダーシッププログラムへ参加する
機会もありました。それらを通し、学園の目
指すリーダー像、仲間を支援し集団を内側か
ら導くリーダーの役割とその意義を学び、大
きく成長することができました。学園を卒業
したあとも一生の宝となる、大切な学びを得
られたかけがえのない六年間でした。

（高校 ３ 年生）

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●なし

●土曜休日53

女子校

湘南白百合学園
中 学 校

【ACCESS】
●江ノ電バス「片瀬山入口」…徒歩 ３ 分 ●湘南モノレール「片瀬山駅」…徒歩 ７ 分
●江ノ電線「江ノ島駅」…徒歩1５分 ●小田急線「片瀬江ノ島駅」…徒歩２0分

〒251-0034　藤沢市片瀬目白山4-1
☎0466-27-6211　FAX0466-22-4482
URL　https://www.shonan-shirayuri.ac.jp
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DAYS

●逗子開成の教育のめざすところ

190３年に東京の開成中学校の分校とし
て創設されました。今年創立117年目を
迎える長い伝統ある逗子開成の教育の原
点は、校名でもある「開成」です。この
言葉は中国の古典「易経」にある「開物
成務」に由来します。これは「物を開き、
務めを成す」と読み、「物事の理を開き
示し（＝真理を探究し）、天下の務めを
達成する（＝目標を定め、責務を果た
す）」ということを意味します。逗子開
成では、個々が高い目標を掲げ、困難が
あっても挫けることなくそれを成し遂げ
ようと努力を続ける強い意志を持つこと、
そして社会的責務を果たす大切さを知る
ことを学びます。
毎日の授業や土曜講座などを通じて

「幅広い知識と豊かな教養、多彩な表現
力」を身につけ、恵まれた環境の中で
「豊かな心と逞しくしなやかな身体」を
持ち、生徒会やクラブの活動には「自主
独立」の精神と「開物成務」の気概を
持って、自らの力で「時代を切り拓く」。
これが逗子開成の教育目標です。
また、これらの力が一人の人間の中に
バランスよく備わっていることが大切だ
とも考えています。そのために逗子開成
では「進学校」としてのレベルの高い授
業、道徳教育や映像教育を中心とした
「情操教育」、健全な身体と心を育てるた
めの「海洋教育」の大きな ３本の柱を設
定し、様々な教育活動を行っています。

●逗子開成の授業

授業は週 5 日制ですが、土曜日には
様々な行事や集中講義、学問的なものや
趣味的なものなど多彩な土曜講座が行わ
れています。
日常の授業は45分 7 時間授業（高校で
は100分授業も）です。 ６ ヵ年一貫教育
の特性を生かし、主要 ３教科は中学 ２年
までに中学の内容を、高校 ２年までに高
校の内容を終えます。早い進度や高度な
内容を扱いながら、中学では『基礎学力
テスト』や演習授業などにより基礎学力
の徹底を図っています。また、個々の学
力の向上を目的として選抜クラス（中 ３
で ２クラス、高 1で ２クラス、高 ２で文
系・理系 1クラス）や達成度別授業（中
３より）を導入しています。

●逗子開成だから海洋教育

逗子湾を臨む逗子開成の真髄ともいえ
る海洋教育。すべての生徒が「ヨット帆
走」や「遠泳」を体験します。自作の
ヨットで春・秋の年 ２回行われる「ヨット
帆走」。海に出たら全部自分一人でやら
ねばなりません。中 ３の 7月に行われる
「遠泳」は、逗子湾 1 周約1500ｍを泳ぎ
ます。水泳が苦手な者や全く泳げない者
も必ず全員泳げるようになっています。
自分の力だけで大自然に立ち向かうとき、
生徒は一回り大きく成長することができ
ます。

【中学入試説明会】※保護者・受験生対象 �要予約�
●11月 7日㈯・11月14日㈯　
 11月21日㈯・11月28日㈯
… 1部10:00～11:30（入試アドバイス等）、  

2部 個別相談等（希望者のみ）

【帰国生入試説明会】※帰国生入試希望者対象 �要予約�
● 7月29日㈬ …10:00～12:00
…校内見学あり

【オープンキャンパス】※保護者・受験生対象 �要予約�
● 5月 9日㈯ …9:30～
…校内見学・入試相談コーナー・特別体験授業あり

【学校見学会】※保護者・受験生対象 �要予約�
● 6月10日㈬・ 6月27日㈯　
  9月 9日㈬・ 1月20日㈬
…10:00～12:00　※1/20は5年生以下対象

【夏休み見学会】※保護者・受験生対象 �要予約�
●7月21日㈫・22日㈬・27日㈪・28日㈫
…10:00～12:00

【文化祭】開成祭
●10月24日㈯ …9:00～17:00

●10月25日㈰ …9:00～17:30
…入試相談コーナーあり

【体育祭】
● 5月16日㈯ …8:30～16:00

【OPヨット進水式】見学可
● 5月10日㈰・11日㈪
…実施の可否は当日朝決定します。

【OPヨット帆走実習】見学可
● 4月・9月・10月
…実施の可否は当日朝決定します。

【遠泳】見学可
● 7月 7日㈫ …9:00～
…実施の可否は当日朝決定します。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

さらに充実！逗子開成の国際化教育

1990年から開始された逗子開成国際交流プログラム。
中学 ３ 年では身につけた英語力を武器にニュージーランドへの研修
旅行に出かけます。高校 1年では国内の英語村へ。さらに高校 ２ 年で
は総合学習「人間学」の集大成と位置づけたアジア研究旅行（韓国・
マレーシア・ベトナム・オーストラリアを含む）で、様々な文化・宗
教･言語を持つアジアの学生との交流で自分の視野を広げます。グロー
バルな視点で日本を、そして世界を知り、新たな自分を発見します。
この他に、夏休みの ２ 週間の海外研修（フィリピン）や本校独自の
1 年間の長期留学制度（カナダ）、 ３ ヶ月間の短期交換留学制度
（ニュージーランド）、本校交流校生徒の短期受け入れなど、ますます
充実しています。世界で活躍する人材を！これが真の国際化のための
ステップアッププログラムです。

僕は逗子開成マスコットのゴンズイ！逗子
湾に生息しています。いつもゴンズイ玉と呼
ばれる群れをなして泳いでいるんだ。ユニー
クな顔だけど、いざというときは仲間と団結
して敵に立ち向かう。毒針があるから気をつ
けてよ！逗子開成もいろんなタイプの生徒が
いてお互いに励まし合って楽しそう。好奇心
旺盛でいろんなことにチャレンジするのは僕
に似ているね。大きな海、青い空、太陽の光、
緑の山々と柔らかい風、そして熱心な先生に
包まれて、僕も逗子開成生もますますがん
ばっていきます ! !

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●なし

●土曜休日
通常授業は週5日だが、
土曜日は様 な々行事や
集中講義、多彩な土曜
講座が行われている。

62

男子校

逗子開成
中学校

【ACCESS】
●JR横須賀線「逗子駅」…徒歩1２分
●京浜急行線「逗子・葉山駅」…徒歩1２分

〒249-8510　逗子市新宿2-5-1
☎046-871-2062　FAX046-873-8459
URL　https://www.zushi-kaisei.ac.jp
e-mail address　ホームページのお問い合わせフォームより
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DAYS

●教育目標

カトリックの精神を基盤にして、キリ
ストの教えである愛と奉仕の精神を尊重
し、中高一貫教育のもとに将来社会に貢
献できる健全で有為な人材の育成を目標
としています。また、「紳士たれ」を
モットーに、学力面ばかりでなく、礼儀
を重んじ、強い意志と弱者をいたわる優
しい心を持たせる教育を目指しています。

●聖光学院の特色ある講座

1 ．聖光塾
「聖光」で「塾」と聞くと、おや？ 

と思われる方も多いでしょう。しかし、
この「塾」は学習塾ではありません。さ
まざまな体験を通して教養を高めるこ
とを目的としています。必ずしも授業
の枠にこだわらず、自由参加・学年非
限定の啓蒙的な「講座」なのです。特別
講師を招いてアカデミックな内容をふ
んだんに盛り込んだり、日常ではなか
なかできない「生きる力」を育んだりす
る体験的な学習をめざしています。
「バイオテクノロジー講座」「文学講

座」「英語劇」「書の甲子園への道」「数
学特別講座」など、多数の講座が用意
されています。

２ ．選択芸術講座
本校では、国際感覚を身につけて国

際社会で活躍する人材の育成が重要と
いうことで、国際的に通用する言語と
しての英語教育には伝統的に特に力を
入れてきました。しかし、語学だけで

は世界中の人々と心を通わせるのは難
しいのではないでしょうか。そこで、

“美しいものに感動する喜びは国境を
こえる”という考え方にもとづき、豊
かな感性を育む「選択芸術講座」を開
講しています。

生徒の心を豊かに育てる本講座は、
中学 ２ 年生のカリキュラムに組み入れ
られ、毎週土曜日の ３ ・ 4 時間目に実
施されています。中学 ２ 年生を２0人程
度の少人数のグループに分け、専門の
講師を招いて実施しています。「ヴァ
イオリン」「フルート」「陶芸」「演劇」
など11講座が開講されています。

３ ．中 ３ 選択社会科演習
学校の授業というと、椅子に座って

先生の話を聞くもの、というイメージ
を持っている人も多いと思います。し
かし本当の学習は、教室の枠の中にと
どまるものではありません。私たちが
教室で学んでいる事柄は、社会現象を
理解し、体験するための大切な基本な
のです。

本校では、最先端技術や福祉の現場
を体験する場として、「中 ３ 選択社会
科演習」を設けています。この演習で
は、今日の社会が抱える様々な問題に
ついて、現場で日々活躍しているプロ
の方々のご指導を受けた後、実際の職
員体験などを通じて「身体で」日本の
今を感じます。具体的には、「郷土芸
能体験（青森）」「福祉の現場を訪ねて」

「農家へのファームステイ」などの講
座が開設されています。

【文化祭・学園祭】※聖光祭

● 9月19日㈯
● 9月20日㈰
● 9月21日㈪
● 9月22日㈫

【体育祭】※非公開

● 9月10日㈭
● 9月11日㈮

【学校説明会】※保護者、受験生対象

●未定
…後日HPに掲載いたします。

※上記は2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もあ
りますので、必ずＨＰにてご確認ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

校舎の各施設を利用して～生徒の感想～

●保護者の皆さまへ…

公共の音楽ホールを超える音響性能を誇る聖光学院講堂「ラ・ムネ ホール」。弦楽
オーケストラ部の定期演奏会でチューニングをしたときに最初に出した音がホールの
奥まで響き渡り、感動を覚えました。音楽好きの聖光生たちが、日々このホールの音
響性能を体感しています。（弦楽オーケストラ部　高 ２ 部員）

聖光学院の人工芝はとにかく質が高く、初めて見たとき思わず声が出たほどの素
晴らしさでした。ボールが良く滑る芝に正規のフルコートピッチ、どれをとっても最
高です。こんな最高の環境でプレーでき、本当に幸せです。（サッカー部　高 ２ 部員）

人工芝のグラウンドは主に、サッカーや野球の部活動の他に体育の授業、体育祭
に用いられます。この人工芝のグラウンドは通常より長いため、転倒しても衝撃が少
なく、怪我を恐れずにスポーツに打ち込めます。横になっても気持ちいいし、ボール
も蹴りやすいです。（サッカー部　中 1 部員）

着慣れない制服に身を包み、まだあどけな
い表情の中学 1 年生たちですが、入学して
早々に行われる聖光祭において、彼らはすで
に「お客さん」ではありません。合唱や挨拶
係を務め、「聖光生」の一員として扱われま
す。本校は創立以来、「紳士たれ」の言葉を
モットーとしています。彼らは学校生活を通
じて、自助の精神、他者へのいたわりを学び、
紳士として成長していきます。本校では勉学
に励むのはもちろんのこと、聖光祭をはじめ、
伝統的に行われているキャンプや聖光塾など、
総合的な人間育成を行っています。 ６ 年後、
彼らがどのような姿を見せてくれるのか、今
から楽しみでなりません。

 中 1 担任

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●なし
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DAYS

●教育目標

カトリックの精神を基盤にして、キリ
ストの教えである愛と奉仕の精神を尊重
し、中高一貫教育のもとに将来社会に貢
献できる健全で有為な人材の育成を目標
としています。また、「紳士たれ」を
モットーに、学力面ばかりでなく、礼儀
を重んじ、強い意志と弱者をいたわる優
しい心を持たせる教育を目指しています。

●聖光学院の特色ある講座

1 ．聖光塾
「聖光」で「塾」と聞くと、おや？ 

と思われる方も多いでしょう。しかし、
この「塾」は学習塾ではありません。さ
まざまな体験を通して教養を高めるこ
とを目的としています。必ずしも授業
の枠にこだわらず、自由参加・学年非
限定の啓蒙的な「講座」なのです。特別
講師を招いてアカデミックな内容をふ
んだんに盛り込んだり、日常ではなか
なかできない「生きる力」を育んだりす
る体験的な学習をめざしています。
「バイオテクノロジー講座」「文学講

座」「英語劇」「書の甲子園への道」「数
学特別講座」など、多数の講座が用意
されています。

２ ．選択芸術講座
本校では、国際感覚を身につけて国

際社会で活躍する人材の育成が重要と
いうことで、国際的に通用する言語と
しての英語教育には伝統的に特に力を
入れてきました。しかし、語学だけで

は世界中の人々と心を通わせるのは難
しいのではないでしょうか。そこで、

“美しいものに感動する喜びは国境を
こえる”という考え方にもとづき、豊
かな感性を育む「選択芸術講座」を開
講しています。

生徒の心を豊かに育てる本講座は、
中学 ２ 年生のカリキュラムに組み入れ
られ、毎週土曜日の ３ ・ 4 時間目に実
施されています。中学 ２ 年生を２0人程
度の少人数のグループに分け、専門の
講師を招いて実施しています。「ヴァ
イオリン」「フルート」「陶芸」「演劇」
など11講座が開講されています。

３ ．中 ３ 選択社会科演習
学校の授業というと、椅子に座って

先生の話を聞くもの、というイメージ
を持っている人も多いと思います。し
かし本当の学習は、教室の枠の中にと
どまるものではありません。私たちが
教室で学んでいる事柄は、社会現象を
理解し、体験するための大切な基本な
のです。

本校では、最先端技術や福祉の現場
を体験する場として、「中 ３ 選択社会
科演習」を設けています。この演習で
は、今日の社会が抱える様々な問題に
ついて、現場で日々活躍しているプロ
の方々のご指導を受けた後、実際の職
員体験などを通じて「身体で」日本の
今を感じます。具体的には、「郷土芸
能体験（青森）」「福祉の現場を訪ねて」

「農家へのファームステイ」などの講
座が開設されています。

【文化祭・学園祭】※聖光祭

● 9月19日㈯
● 9月20日㈰
● 9月21日㈪
● 9月22日㈫

【体育祭】※非公開

● 9月10日㈭
● 9月11日㈮

【学校説明会】※保護者、受験生対象

●未定
…後日HPに掲載いたします。

※上記は2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もあ
りますので、必ずＨＰにてご確認ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

校舎の各施設を利用して～生徒の感想～

●保護者の皆さまへ…

公共の音楽ホールを超える音響性能を誇る聖光学院講堂「ラ・ムネ ホール」。弦楽
オーケストラ部の定期演奏会でチューニングをしたときに最初に出した音がホールの
奥まで響き渡り、感動を覚えました。音楽好きの聖光生たちが、日々このホールの音
響性能を体感しています。（弦楽オーケストラ部　高 ２ 部員）

聖光学院の人工芝はとにかく質が高く、初めて見たとき思わず声が出たほどの素
晴らしさでした。ボールが良く滑る芝に正規のフルコートピッチ、どれをとっても最
高です。こんな最高の環境でプレーでき、本当に幸せです。（サッカー部　高 ２ 部員）

人工芝のグラウンドは主に、サッカーや野球の部活動の他に体育の授業、体育祭
に用いられます。この人工芝のグラウンドは通常より長いため、転倒しても衝撃が少
なく、怪我を恐れずにスポーツに打ち込めます。横になっても気持ちいいし、ボール
も蹴りやすいです。（サッカー部　中 1 部員）

着慣れない制服に身を包み、まだあどけな
い表情の中学 1 年生たちですが、入学して
早々に行われる聖光祭において、彼らはすで
に「お客さん」ではありません。合唱や挨拶
係を務め、「聖光生」の一員として扱われま
す。本校は創立以来、「紳士たれ」の言葉を
モットーとしています。彼らは学校生活を通
じて、自助の精神、他者へのいたわりを学び、
紳士として成長していきます。本校では勉学
に励むのはもちろんのこと、聖光祭をはじめ、
伝統的に行われているキャンプや聖光塾など、
総合的な人間育成を行っています。 ６ 年後、
彼らがどのような姿を見せてくれるのか、今
から楽しみでなりません。

 中 1 担任

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●なし
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DAYS

●建学の精神と教育方針

本校は「社会に必要とされることを創
造し、常に新たな道を切り開き、それを
成し遂げる。」という建学の精神のもと、
内閣府の教育特区認定を受け、平成17年
4 月に不登校生徒等の特別な教育的支援
を必要とする生徒を対象とした中学校と
して開校しました。仲間との共同生活や
学習活動を通して、挨拶や衣食のマナー
やルールを学ぶとともに、仲間との友情
と同時に「親しき仲にも礼儀あり」とい
うように、礼節の基本を培い、「人に尽
くす力」をさらに発展させ、素直な心と
思いやりや感謝の気持ちを基盤としなが
ら、『自利利他』の心を養うことを教育
方針としています。

●教育の特色

1 ．到達度に応じた課題・学習意欲の重
視
日常生活に必要な知識や考え方など
の基礎学力の習得とそれを運用する力
を育てるために、それぞれの到達度に
応じて課題を設定し、基礎学力を丁寧
に積み上げ補充していきます。また、
各生徒の持っている高い能力に合わせ
た課題に取り組ませ、より力を伸ばす
ことにより、苦手な領域をカバーして
いけるよう工夫しています。

２．生徒ひとり一人の発達の特性を活か
す工夫
生徒ひとり一人の発達の特性を活か

すため、個別指導計画を作成していま
す。作成にあたっては、教育・発達心
理学・医療のそれぞれの視点から生徒
の特性を把握し、卒業後までの長期的
視野に基づいた指導ができるよう工夫
しています。発達心理学の領域につい
ては「星槎大学」や「ＬＤ発達相談セ
ンターかながわ」と連携し、専門ス
タッフからの指導・助言をいただいて
います。入学時にＷＩＳＣ－Ⅲもしく
は、ＷＩＳＣ－Ⅳの心理検査を行い、
個別指導計画や将来の進路適性を考え
る際に活用しています。

３．体験を通じて生きた力をつける
教室での学習だけにとどまらず、生

活する場面全てを学習の場と考えて、
さまざまな実習や行事を実施していま
す。社会見学、農業実習、体育祭、文
化祭などの 1日行事のほか、キャンプ
実習、スキー実習などの宿泊行事があ
ります。

4．教科教室制
効果的な学習を行うために、授業は

専用教室で行われる「教科教室制」を
採用し、生徒は教科ごとに教室を移動
して授業を受けます。

【学校説明会】
詳細は学校ホームページでご確認ください。

【文化祭・学園祭】
詳細は学校ホームページでご確認ください。

【体育祭】
詳細は学校ホームページでご確認ください。

【授業見学】
詳細は学校ホームページでご確認ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

「英語」はことば、楽しく学ぼう

●保護者の皆さまへ…

本校は学校行事の 1 つとして、「ハ
ワイ海外英語研修」があります。この
行事は、 ２ 年生全員参加の学校行事で、

「国際交流」「異文化理解」を深めるこ
とをねらいとして行っています。 ４ 泊
６ 日の日程で行い、現地の学校との交
流をはじめ、様々な体験プログラムが
あります。

本校は、内閣府により教育特区（現在、文
科省教育課程特例認定校）を受け、不登校等
の教育上特別な配慮を必要とする生徒に対し、
学習指導要領の基準によらず、生徒の学習状
況に合わせた個別指導計画に基づいて教育内
容を編成し、ユニークな教科や科目を取り入
れている、私学では全国で初めての新しいタ
イプの中学校です。また、たくさんの体験的
活動を取り入れて仲間づくりを支援するなど、
積極的に学びと成長の場を提供し、生徒と保
護者の皆様から「明るく楽しい学校」と喜ば
れています。

校長　金子肇

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●あり　平成18年4月開校

●授業5日制
　登校6日制
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【ACCESS】
●JR横浜線「十日市場駅」下車
　・横浜市営バス 『若葉台中央』行き（５５系統）〈約10分〉  

「霧が丘西」下車　徒歩約 ５ 分
●東急田園都市線「青葉台駅」下車
　・横浜市営バス 『若葉台中央』行き（５５系統）〈約２0分〉  

「霧が丘西」下車　徒歩約 ５ 分
●相模鉄道線「三ツ境駅」下車
　・神奈川中央バ ス・相鉄バス  

『若葉台中央』行き（11６系統）〈約1５分〉  
「若葉台車庫前」下車　徒歩約 ５ 分

※各バス会社『若葉台中央』行きあり。
※「若葉台中央」より徒歩約10分。

〒226-0016　横浜市緑区霧が丘6-13
☎045-442-8687　FAX045-442-6676
URL　https://www.seisahighschool.ed.jp/jrh/
e-mail address　info_sjh@seisa.ed.jp
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DAYS

●教育方針
聖ステパノ学園は、キリスト教学校で
男女共学の小・中一貫校です。
様々な生活環境にあっても、人を分け
隔てなく思いやることができる心。そし
て、画一的ではなく、伸びやかな発想を
表現できる心を育む「インクルーシブ」
な教育を実践しています。
学園は創立の経緯から、６0年以上前か

ら様々な子ども達を受け入れると共に、
子ども達の心の教育を大切にしてきまし
た。それは現在注目されている「インク
ルーシブ教育」に近いと言えるかもしれ
ません。
しかし、私たちは「様々な子ども達が
教室の中にいる」だけでインクルーシブ教
育になるとは考えていません。子ども達
がありのままでいられる個性の尊重、そ
の時のメンバーだからこそできる協調と
学び合い。そして何よりも重要な根幹に
なっているキリスト教教育が聖ステパノ
学園のインクルーシブ教育だと考えます。
私達は学校が子ども達を選抜する立場
ではなく、ありのままの自分を活かし、
そこから更に一歩成長していける学校で
ありたいと考えます。是非、学校に足を
運んでいただき、子ども達の様子をご覧
ください。
学校のあるところ
海水浴場発祥の地「大磯」この地に聖
ステパノ学園はあります。JR大磯駅から
徒歩 1分、駅前に樹木生い茂るおよそ一
万坪の自然の中に小学校、中学校の校舎
があります。キャンパスの丘を登ると頂
上には「海の見えるホール」があり、そ
こからは相模湾の大海原と遠く富士山が
望めます。学校から徒歩15分で海に行く
ことができるだけではなく、高麗山も近
くにあり、自然に囲まれた学習環境です。

学校生活
一学年一学級。各定員２0名で個を活か
す教育を行っています。日常生活はもち
ろん、サマーキャンプ、学園祭、運動会
などの行事では、中学校一年から三年ま
でを縦割りにして活動します。上級生を
中心に一人ひとりがそれぞれに合った役
割を担い、心をひとつに良いものを作り
ます。
●�聖ステパノ学園中学校は
個性・協力・自律　（中学校の目標）
・個性
一人ひとりの良いところ、悪いところ

を友達同士認め合い、ありのままの姿を
表現できる学校です。
・協力
ステパノの仲間だからこそできる助け

合い、支え合い、学び合い。そして、全
員で一つの目標を成し遂げることで、よ
り大きな達成感を得るとともに、そこに
心からの笑顔があります。
・自律
社会生活の基本となる礼儀や健全な考

え方を大切にしています。また、自分の
気持ちをコントロールしながら、中学生
として当たり前のことを当たり前にでき
るように毎日生活しています。

【学校説明会】 学園内  海の見えるホール

● 9月26日㈯　
10:00～

●11月28日㈯

【運動会】
●10月10日㈯ …9:00～14:00

【むかえようクリスマス】
●11月30日㈪ …15:45～16:45

【教育相談】　�要予約�
● 7月以降随時受付   日時等要相談

※上記は2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もあ
りますので、必ずＨＰにてご確認ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

卒業生達の思い出の場所です。

●保護者の皆さまへ…

本校創立時、全ての建物の先駆けと
して、最初に建設されたのが、この
チャペルです。
創立から６0年･･･歴代の卒業生から

現在校生に至るまで、全校児童、生徒、
そして教職員が、毎朝一緒に聖歌を歌
い、祈りを唱えて、礼拝を行ってきま
した。
いつも静かなこの空間は、心の養い
の場として、多くの卒業生達の『思い
出の場所』となっています。

【私達の願い】

私達は、子ども達一人ひとりに心をおいて、
人柄を豊かに育むことを願っています。彼ら
が社会に出てからも、キリスト教の信仰を心
において、それぞれの役割の中で責任と義務
を考えることができる力を身につけさせたい
と願っています。
そのためにも、『信仰と希望と愛』の三つ

の願いをこめて、様々な生活環境や状況にあ
る人達を別け隔てなく思いやり、感じる心、
考える心、生きる力を育むことを考えていま
す。

聖ステパノ学園　教職員一同

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●なし

●土曜休日53
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【ACCESS】
●東海道線「大磯駅」…駅前

〒255-0003　中郡大磯町大磯868
☎0463-61-1298　FAX0463-61-9739
URL　http://www.stephen-oiso.ed.jp
e-mail address　stephen@educet.plala.or.jp
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DAYS

●教育方針
聖ステパノ学園は、キリスト教学校で
男女共学の小・中一貫校です。
様々な生活環境にあっても、人を分け
隔てなく思いやることができる心。そし
て、画一的ではなく、伸びやかな発想を
表現できる心を育む「インクルーシブ」
な教育を実践しています。
学園は創立の経緯から、６0年以上前か
ら様々な子ども達を受け入れると共に、
子ども達の心の教育を大切にしてきまし
た。それは現在注目されている「インク
ルーシブ教育」に近いと言えるかもしれ
ません。
しかし、私たちは「様々な子ども達が
教室の中にいる」だけでインクルーシブ教
育になるとは考えていません。子ども達
がありのままでいられる個性の尊重、そ
の時のメンバーだからこそできる協調と
学び合い。そして何よりも重要な根幹に
なっているキリスト教教育が聖ステパノ
学園のインクルーシブ教育だと考えます。
私達は学校が子ども達を選抜する立場
ではなく、ありのままの自分を活かし、
そこから更に一歩成長していける学校で
ありたいと考えます。是非、学校に足を
運んでいただき、子ども達の様子をご覧
ください。
学校のあるところ
海水浴場発祥の地「大磯」この地に聖
ステパノ学園はあります。JR大磯駅から
徒歩 1分、駅前に樹木生い茂るおよそ一
万坪の自然の中に小学校、中学校の校舎
があります。キャンパスの丘を登ると頂
上には「海の見えるホール」があり、そ
こからは相模湾の大海原と遠く富士山が
望めます。学校から徒歩15分で海に行く
ことができるだけではなく、高麗山も近
くにあり、自然に囲まれた学習環境です。

学校生活
一学年一学級。各定員２0名で個を活か
す教育を行っています。日常生活はもち
ろん、サマーキャンプ、学園祭、運動会
などの行事では、中学校一年から三年ま
でを縦割りにして活動します。上級生を
中心に一人ひとりがそれぞれに合った役
割を担い、心をひとつに良いものを作り
ます。
●�聖ステパノ学園中学校は
個性・協力・自律　（中学校の目標）
・個性
一人ひとりの良いところ、悪いところ
を友達同士認め合い、ありのままの姿を
表現できる学校です。
・協力
ステパノの仲間だからこそできる助け
合い、支え合い、学び合い。そして、全
員で一つの目標を成し遂げることで、よ
り大きな達成感を得るとともに、そこに
心からの笑顔があります。
・自律
社会生活の基本となる礼儀や健全な考
え方を大切にしています。また、自分の
気持ちをコントロールしながら、中学生
として当たり前のことを当たり前にでき
るように毎日生活しています。

【学校説明会】 学園内  海の見えるホール

● 9月26日㈯　
10:00～

●11月28日㈯

【運動会】
●10月10日㈯ …9:00～14:00

【むかえようクリスマス】
●11月30日㈪ …15:45～16:45

【教育相談】　�要予約�
● 7月以降随時受付   日時等要相談

※上記は2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もあ
りますので、必ずＨＰにてご確認ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

卒業生達の思い出の場所です。

●保護者の皆さまへ…

本校創立時、全ての建物の先駆けと
して、最初に建設されたのが、この
チャペルです。
創立から６0年･･･歴代の卒業生から
現在校生に至るまで、全校児童、生徒、
そして教職員が、毎朝一緒に聖歌を歌
い、祈りを唱えて、礼拝を行ってきま
した。
いつも静かなこの空間は、心の養い
の場として、多くの卒業生達の『思い
出の場所』となっています。

【私達の願い】

私達は、子ども達一人ひとりに心をおいて、
人柄を豊かに育むことを願っています。彼ら
が社会に出てからも、キリスト教の信仰を心
において、それぞれの役割の中で責任と義務
を考えることができる力を身につけさせたい
と願っています。
そのためにも、『信仰と希望と愛』の三つ
の願いをこめて、様々な生活環境や状況にあ
る人達を別け隔てなく思いやり、感じる心、
考える心、生きる力を育むことを考えていま
す。

聖ステパノ学園　教職員一同

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●なし

●土曜休日53

共学校

聖ステパノ学園
中学校

【ACCESS】
●東海道線「大磯駅」…駅前

〒255-0003　中郡大磯町大磯868
☎0463-61-1298　FAX0463-61-9739
URL　http://www.stephen-oiso.ed.jp
e-mail address　stephen@educet.plala.or.jp
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DAYS

●「心と学力」調和のとれた人間形成

カトリック精神に基づき、「信じ、希
望し、愛深く」を心の糧として、知育、
徳育、体育のバランスのとれた総合教育
をめざします。神を識り、人を愛し、奉
仕する心をもって広く社会に貢献できる
知性をもった人間の育成が、建学の精神
であり、社会的使命と考えています。
樹齢100年を越える松林に囲まれた校
舎の中、 1クラス約３0名と少人数制で、
先生と生徒、生徒同士がなごやかで、そ
の家庭的な温かな校風と、誠実で優しく
て明るい生徒が多いことには定評があり
ます。
「心を育て、学力を養う」ことを教育
方針とし、国数英の重点指導、きめ細か
な学習指導、福祉教育の充実、コミュニ
ケーション力をつけるプログラムの実践、
などが特徴です。
中学では学習習慣の定着を図り、高校
では希望進路に対応した科目と単位数が
自由に選択するシステムとなっており、
4年制大学へは90％以上の現役進学率を
実現しています。

●英語の重点指導

英語の授業は週 ６時間以上あり、ネイ
ティブによる英会話やR（リーダー）、G
（グラマー）と複数科目に分け、生きた
英語力の育成を目指します。また補習、
講習、習熟度別授業などの実施により、
進路獲得に必要な英語を確実に身につけ
ます。

●一流講師によるバレエレッスン

放課後に本格的なバレエのレッスンが
行われています。講師は国内有数のバレ
エ団である「（公財）井上バレエ団」のバ
レエダンサーたち。希望者を対象に、初
心者から経験者までレッスンを受けられ
ます。「学校でバレエが出来るのは新鮮
で、上達したいという気持ちになる」と
生徒からも大好評です。他の部と兼部す
ることもできます。

●80時間の「キャリアプログラム」

進路学習「キャリアプログラム」が中
学から高校まで約80時間以上、系統的に
設定されています。将来の生き方を深く
考える内容として、「女性と仕事」「自分
の適性を知る」などがあります。進路を
常に意識することで学習意欲の増長にも
つながります。

●海外語学研修（カナダ）

約２0日間に及び、カナダ・バンクー
バー島の施設でイングリッシュ・レッス
ンを希望者対象に行っています。

【学校説明会】
● 6月11日㈭
● 9月15日㈫
●10月10日㈯　10:00～12:00

●11月 5日㈭
●12月12日㈯

【学校見学会】　�要予約�
● 7月11日㈯
●11月17日㈫　10:00～12:00

● 1月15日㈮

【オープンキャンパス】
● 7月26日㈰　

10:00～13:00
●10月31日㈯

【発表会】
●11月19日㈭ …午後

【体育祭】
●10月17日㈯ …9:00～14:30

【クリスマスミサ】
●12月21日㈪ …AM

※2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もありますの
で、必ずＨＰにてご確認ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

創立80周年記念「テレサ館」

●保護者の皆さまへ…

メインは「学習センター」。 ３万冊以
上の本に加え、DVDやCDソフトも多
数あり、その場のミニシアターですぐ
に映画鑑賞を楽しむこともできます。
その他、独立した自習室、気軽に読書
できるコーナーなどの趣向が凝らして
あります。建物正面の窓や壁面に組み
込まれた壮大なステンドグラスは「一
見の価値あり！」です。

「英語ミュージカルで表現力を養う！」
人生の中で最も輝かしく感性のみずみずし

い中高生時代に、歌いあわせる喜びや創造の
楽しさを知ることは、人間としての幅を広げ、
情操を育てます。セシリアでは、音楽・美術
に加え、工芸・書道、また英語でミュージカ
ルの発表を目指す「イングリッシュエクスプ
レス」など様々な芸術分野を学ぶことができ
ます。自分の情感を表現し他の人と共有する
といった意味では芸術もコミュニケーション。
生徒一人一人の個性を大切に、のびのびと自
己表現できるよう指導しています。

音楽科教員　久喜友子

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●あり

●土曜休日
 土曜講習有
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女子校

聖セシリア女子
中学校

ドラッグストア

【ACCESS】
●東急田園都市線「中央林間駅」…徒歩10分
●小田急江ノ島線「南林間駅」…徒歩 ５分

〒242-0006　大和市南林間3-10-1
☎046-274-7405　FAX046-274-5070
URL　https://www.cecilia.ac.jp
e-mail address　nyushi_kouhou@cecilia.ac.jp
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●学校の沿革
清泉女学院は、スペインの修道者、聖

ラファエラ・マリアが創立した「聖心侍
女修道会」によって194６年に横須賀に設
立されました。設立の目的は、第二次世
界大戦によって荒廃した日本の若者に、
キリスト教を基盤にした教育を与えるこ
とでした。19６３年、湘南の豊かな緑に囲
まれた鎌倉市の玉縄城跡に移転し、現在
に至っています。
●教育理念

清泉は、中高の ６ 年間を、自分の人生
における使命（ミッション）に気付いて
いく時間と位置づけ、清泉オリジナルの
4 つのプログラムを通じて、その成長を
支えます。
①ライフオリエンテーションプログラム

体験型プログラムや社会福祉活動、倫
理の授業を通じ、自己肯定感を獲得し、
自らの力の活かし方を学びます。

②グローバルプログラム
「様々な価値観や文化を理解すること
で他者に共感し、周囲の人々に喜びと
光をもたらすことができるように」と
いう創立者の志に基づき多様な機会を
用意しています。

③ライフナビゲーションプログラム
卒業生の講演や大学出張授業、職場見
学の機会、eポートフォリオの作成など
を通して、進路の先にある自らの可能
性に気付いていきます。

④サイエンス・ICTプログラム
年 1 回の理科野外学習、週に 1 度の実
験で、本物に触れて理解する科学の姿
勢を身につけます。ICT機器を使った
授業も積極的に展開しています。
●グローバル教育の充実

海外の研修プログラムは、 ３ カ月の
ニュージーランド短期留学（中 ３ ・高 1 ）、

２ 週間のニュージーランド語学研修（高 1 ）、
ベトナムスタディーツアー（高 1 ・ ２ ）、
ボストンカレッジリーダー研修プログラ
ム（中 ３ ～高 ３ ）に加え、アイルランド
の姉妹校との交換留学が開始されます。

国内では世田谷にある姉妹校の清泉
International Schoolでの 1 週間国内留学

（中 ３ ）や、校外で実施される各種模擬
国連にも参加しています。また多言語学
習プログラム（FLIP）ではスペイン語、
Skypeによる英会話、中国語が学べます。
●自ら考え発信する力を養います

知識を智恵に変えるには自分で考える
時間が必要です。理科の実験や野外実習、
中 ３ での卒業制作などの経験を通して生
きた知識を培います。また差別、異文化、
女性の生き方といった様々なテーマで話
し合うグループワークの授業やプレゼン
テーションをする機会が多くあり、意見
を発信する力を育みます。
●体験が人を育てます

文化祭、合唱祭、体育祭の ３ 大フェス
ティバル、そして日々のクラブ活動や委
員会活動などに生徒達が積極的に関わる
校風があります。様々な個性がぶつかり
合いながら切磋琢磨していく経験を重ね
ていくことで、人間関係の作り方を学ん
でいくことができます。

【オンライン説明会】 �要予約�
● 6月 6日㈯
※詳細はHPをご覧ください。

【体験授業見学会】　�要予約�
●11月21日㈯ …10:00～12:30

…4年生以上対象。いくつかの講座の中から選択できます。

【入試説明会】
●11月21日㈯ …10:00～12:30／13:30～16:00

… 受験生対象の4教科。  
「過去問にチャレンジ」も実施します。 要予約 

【ミニ入試説明会】　�要予約�
●12月19日㈯ …10:00～12:00

… 11/21の入試説明会と同じ内容です。  
「過去問にチャレンジ」は国算を実施。

【文化祭・学園祭】清泉祭　
● 9月19日㈯　　　

9:00～16:00
● 9月21日（月・祝）
…学校紹介の部屋やミニ説明会もあります。

【保護者見学会】　�要予約�
● 6月19日㈮
●10月16日㈮　10:00～12:00

●11月27日㈮

【親子見学会】　�要予約�
● 7月18日㈯   ● 2月20日㈯
● 3月13日㈯ 
…10:00～12:00

※詳細はHPをご覧ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

清泉インターナショナルスクールへの１週間国内留学

●保護者の皆さまへ…

東京都世田谷区には、清泉の姉妹校
のインターナショナルスクールがあり、
世界６0か国約６５0名の生徒が学んでい
ます。清泉では中 ３の希望者対象にこ
のインターナショナルスクールへの 1
週間留学制度があります。国際バカロ
レア（IB）認定の授業を受け、オール
イングリッシュで過ごす 1週間は貴重
な経験です！

清泉女学院では付属小学校からの入学者が
いますが、バランスを配慮してクラス・生活
班の構成をするほか、席替えを頻繁に行うな
ど、多くの新しい友達と出会える工夫がなさ
れています。また、昨年度から、中 1 は、こ
れまで 4 クラスだったところを 5 クラス編成
にして、これまで以上に丁寧に運営していま
す。学校生活に慣れてきた 5 月には西湖での
一泊二日のキャンプがあり、クラスの友だち
との距離がぐっと近くなる様子がみられます。
また、 ６ 月からはクラブの入部も始まり、ク
ラスだけでなく部活での友達の輪が広がりま
す。新生活に慣れる工夫がされていますので、
どうぞご安心ください。

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●なし

●土曜休日52

女子校

清泉女学院
中学校

JR
東海
道本
線

大船駅

鎌倉富士見町駅湘
南
モ
ノ
レ
ー
ル

藤沢

↑戸塚

J
R
横
須
賀
線

栄光学園 大船観音

フラワーセンター

柏尾川城廻

清泉女学院中学高等学校

【ACCESS】
●JR大船駅西口より「清泉女学院」行き
　バス利用所要時間約 ５分

〒247-0074　鎌倉市城廻200
☎0467-46-3171　FAX0467-46-3157
URL　http://www.seisen-h.ed.jp
e-mail address　entrada@seisen-h.ed.jp
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DAYS

●学校の沿革
清泉女学院は、スペインの修道者、聖

ラファエラ・マリアが創立した「聖心侍
女修道会」によって194６年に横須賀に設
立されました。設立の目的は、第二次世
界大戦によって荒廃した日本の若者に、
キリスト教を基盤にした教育を与えるこ
とでした。19６３年、湘南の豊かな緑に囲
まれた鎌倉市の玉縄城跡に移転し、現在
に至っています。
●教育理念

清泉は、中高の ６ 年間を、自分の人生
における使命（ミッション）に気付いて
いく時間と位置づけ、清泉オリジナルの
4 つのプログラムを通じて、その成長を
支えます。
①ライフオリエンテーションプログラム

体験型プログラムや社会福祉活動、倫
理の授業を通じ、自己肯定感を獲得し、
自らの力の活かし方を学びます。

②グローバルプログラム
「様々な価値観や文化を理解すること
で他者に共感し、周囲の人々に喜びと
光をもたらすことができるように」と
いう創立者の志に基づき多様な機会を
用意しています。

③ライフナビゲーションプログラム
卒業生の講演や大学出張授業、職場見
学の機会、eポートフォリオの作成など
を通して、進路の先にある自らの可能
性に気付いていきます。

④サイエンス・ICTプログラム
年 1 回の理科野外学習、週に 1 度の実
験で、本物に触れて理解する科学の姿
勢を身につけます。ICT機器を使った
授業も積極的に展開しています。
●グローバル教育の充実

海外の研修プログラムは、 ３ カ月の
ニュージーランド短期留学（中 ３ ・高 1 ）、

２ 週間のニュージーランド語学研修（高 1 ）、
ベトナムスタディーツアー（高 1 ・ ２ ）、
ボストンカレッジリーダー研修プログラ
ム（中 ３ ～高 ３ ）に加え、アイルランド
の姉妹校との交換留学が開始されます。

国内では世田谷にある姉妹校の清泉
International Schoolでの 1 週間国内留学

（中 ３ ）や、校外で実施される各種模擬
国連にも参加しています。また多言語学
習プログラム（FLIP）ではスペイン語、
Skypeによる英会話、中国語が学べます。
●自ら考え発信する力を養います

知識を智恵に変えるには自分で考える
時間が必要です。理科の実験や野外実習、
中 ３ での卒業制作などの経験を通して生
きた知識を培います。また差別、異文化、
女性の生き方といった様々なテーマで話
し合うグループワークの授業やプレゼン
テーションをする機会が多くあり、意見
を発信する力を育みます。
●体験が人を育てます

文化祭、合唱祭、体育祭の ３ 大フェス
ティバル、そして日々のクラブ活動や委
員会活動などに生徒達が積極的に関わる
校風があります。様々な個性がぶつかり
合いながら切磋琢磨していく経験を重ね
ていくことで、人間関係の作り方を学ん
でいくことができます。

【オンライン説明会】 �要予約�
● 6月 6日㈯
※詳細はHPをご覧ください。

【体験授業見学会】　�要予約�
●11月21日㈯ …10:00～12:30

…4年生以上対象。いくつかの講座の中から選択できます。

【入試説明会】
●11月21日㈯ …10:00～12:30／13:30～16:00

… 受験生対象の4教科。  
「過去問にチャレンジ」も実施します。 要予約 

【ミニ入試説明会】　�要予約�
●12月19日㈯ …10:00～12:00

… 11/21の入試説明会と同じ内容です。  
「過去問にチャレンジ」は国算を実施。

【文化祭・学園祭】清泉祭　
● 9月19日㈯　　　

9:00～16:00
● 9月21日（月・祝）
…学校紹介の部屋やミニ説明会もあります。

【保護者見学会】　�要予約�
● 6月19日㈮
●10月16日㈮　10:00～12:00

●11月27日㈮

【親子見学会】　�要予約�
● 7月18日㈯   ● 2月20日㈯
● 3月13日㈯ 
…10:00～12:00

※詳細はHPをご覧ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

清泉インターナショナルスクールへの１週間国内留学

●保護者の皆さまへ…

東京都世田谷区には、清泉の姉妹校
のインターナショナルスクールがあり、
世界６0か国約６５0名の生徒が学んでい
ます。清泉では中 ３の希望者対象にこ
のインターナショナルスクールへの 1
週間留学制度があります。国際バカロ
レア（IB）認定の授業を受け、オール
イングリッシュで過ごす 1週間は貴重
な経験です！

清泉女学院では付属小学校からの入学者が
いますが、バランスを配慮してクラス・生活
班の構成をするほか、席替えを頻繁に行うな
ど、多くの新しい友達と出会える工夫がなさ
れています。また、昨年度から、中 1 は、こ
れまで 4 クラスだったところを 5 クラス編成
にして、これまで以上に丁寧に運営していま
す。学校生活に慣れてきた 5 月には西湖での
一泊二日のキャンプがあり、クラスの友だち
との距離がぐっと近くなる様子がみられます。
また、 ６ 月からはクラブの入部も始まり、ク
ラスだけでなく部活での友達の輪が広がりま
す。新生活に慣れる工夫がされていますので、
どうぞご安心ください。

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●なし

●土曜休日52

女子校

清泉女学院
中学校

JR
東海
道本
線

大船駅

鎌倉富士見町駅湘
南
モ
ノ
レ
ー
ル

藤沢

↑戸塚

J
R
横
須
賀
線

栄光学園 大船観音

フラワーセンター

柏尾川城廻

清泉女学院中学高等学校

【ACCESS】
●JR大船駅西口より「清泉女学院」行き
　バス利用所要時間約 ５分

〒247-0074　鎌倉市城廻200
☎0467-46-3171　FAX0467-46-3157
URL　http://www.seisen-h.ed.jp
e-mail address　entrada@seisen-h.ed.jp
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DAYS

●国際バカロレア教育プログラムの導入

学園創立６0周年を期に「次の６0年に向
かっての教育改革」を開始し、２018年 1 月
に聖ヨゼフ学園小学校が国際バカロレア
教 育（IB: International Baccalaureate）
のプ ログラムに お い てPYP（Primary 
Years Programme）校の認定を受けまし
た（学校教育法第 1 条校としては当時の
日本では初めて）。

IBとは、ジュネーブに本部を置く国際
バカロレア機構が提供する国際的な教育
プ ロ グ ラ ム で、 ３ 歳 か ら1２歳 対 象 の

「（PYP）」、11歳から1６歳対象の「Middle 
Years Programme（MYP）」、1６歳から19
歳 対 象 の「Diploma Programme（DP）」

「Career-related Programme（CP）」と、
児童・生徒の年齢に応じて 4 つに分かれ
ています。

IBの使命である『国際バカロレア（IB）
は、多様な文化の理解と尊重の精神を通
じて、より良い、より平和な世界を築くこ
とに貢献する、探究心、知識、思いやり
に富んだ若者の育成を目的としていま
す。』は、学園の初代校長である勝野巌神
父が示した教育方針『私たちは、この世の
様々な問題を他人事にせず、自らの課題
として積極的に捉え、人々の真の平和と
幸福を創り出す人を育てる教育を目指し
ます。』とまさに一致します。以上のよう
に「国際的な視野を持つ人を育成する」こ
とを共通の使命として、IBプログラムの導
入を進めてきました。

●カリキュラム・男女共学化

この動きを受け、２019年 7 月、聖ヨゼフ
学園中学校はMYP候補校になり、そして
4 月より新しいステージを迎えます。

今までの学びを継続し、さらに子ども
達が『生涯学び続ける人』になるために、
共学化とともにMYP校認定に向けて大き
く舵を切っていきます。

今後の中学校の予定
２0２0年　男女共学化スタート  

（中学 1 年生より順次）
　　　　MYP授業の試行的実施
　　　　定期テスト撤廃
２0２２年　IBのMYP認定校　  

MYP授業の完全実施

カリキュラムは、「言語と文学（国語）」
「言語の習得（英語）」「個人と社会（社
会）」「理科」 「数学」「 芸術（音楽・美術）」

「 体育（保健体育）」「 デザイン（技術・
家庭）」の 8 つの教科群に文科省の定める
教科をあてはめます。そして教科群を孤
立することなく横断的に捉え、さらに教
科内容と実社会との関連性に対して認識
を高められるように学んでいきます。

また、共学は単なる「男女共学」ではな
く『共に学ぶ』『共に生きる』『共に生涯学
び続ける』という意味があります。神奈
川県内のカトリック中学校としては初めて
の共学校です。「ダイバーシティ」と「イ
ンクルーシブ」をキーコンセプトに未来
への学びへと歩んでいきます。

【学校説明会】
● 5月16日㈯ …10:00～11:30（学校説明会と入試報告）

● 8月 5日㈬ …10:00～12:00（帰国生対象見学・体験会）

●10月 1日㈭ …10:00～11:30（学校説明会と授業見学）

●11月 7日㈯ …13:30～15:00（学校説明会と学校見学）

● 1月11日（月・祝）…10:00～11:30（入試直前説明会）
※8/5のみ  要予約 

【オープンキャンパス】　�要予約�
● 7月18日㈯ …10:00～12:00（オープンスクール夏）

●10月17日㈯ …11:00～14:00（オープンスクール秋）

【ミニ説明会・授業見学・個別相談】 �要予約�
● 6月13日㈯ …10:00～11:00

（web学校案内とオンライン個別相談）

【体育祭】※保護者見学のみ
● 5月 8日㈮ …9:00～15:00（2020年度中止）

【校内英語弁論大会】※保護者見学のみ
● 6月26日㈮ …10:30～15:00（2020年度中止）

【学園祭】ヨゼフ祭（個別相談あり）
● 9月20日㈰ …11:00～15:30

● 9月21日（月・祝）…9:00～15:00

【クリスマスバザー】
●11月22日㈰ …10:00～13:00

【過去入試問題勉強会】　�要予約�
●11月 7日㈯ …13:30～15:30

【体験入試と問題解説】　�要予約�
●12月20日㈰ …9:00～11:00

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

来たれ、10/17「オープンスクール秋」!!

●保護者の皆さまへ…

「先生、やっぱり人の喜ぶ姿っていいですよね」。
ある卒業生の言葉です。彼女は「人前で話すのが
苦手、自分に自信がない・・・」というコンプレッ
クスを持っていました。誰もが持つものなのかも
しれません。しかし、聖ヨゼフ学園では小規模で
あるがゆえに生徒全員が様々な役割を担当します。
日々の学園生活の中で、少しずつかけがえのない
自分を認め、認められます。そしてそれは、大き
な喜びとなります。「自分のできることでみんな
を笑顔にできたら嬉しいです」。彼女はそう言っ
てフィールドを海外に置きます。聖ヨゼフ学園で
は『自分を生かしながら、他者の喜びとなる』と
いう大切なキリスト教の価値観が身につき、喜び
を持って他者と共に生きる人になっていきます。

２0２0年　校長　清水勝幸

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●あり

●土曜休日52

★楽しいワークショップ！
★在校生とおいしくランチ体験！
★学校・授業見学！クラブ体験！
＜参加した先輩から＞
印象に残っているのは体験授業
とランチ体験。一緒にやった授業
はとても楽しかった。お弁当のボ
リュームにはびっくり。明るいお
姉さんのお話しで楽しい学校だと
わかりました！

共学校 （2020年）4月より

聖ヨゼフ学園
中学校

【ACCESS】
●JR京浜東北線「鶴見駅」…徒歩1５分またはバス ５分徒歩 ３分
●東急東横線「菊名駅」…バス1５分徒歩 ３分「綱島駅」…バス２0分徒歩 ３分
●JR横浜線・市営地下鉄「新横浜駅」…バス２５分徒歩３分

〒230-0016　横浜市鶴見区東寺尾北台11-1
☎045-581-8808　FAX045-584-0831
URL　https://www.st-joseph.ac.jp/
e-mail address　info-nyushi@atonement.ed.jp
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DAYS

●English×グローバルリーダーシップ
＝SEIWA

聖和学院では、表現力、課題発見力、
豊かな感性など現代を生きていくために
必要な21世紀型スキルを教育指針に入れ、
生徒一人ひとりが学び続ける力を育んで
います。予測が難しい不確かな時代だか
らこそ、新しいことを常に学び続け、人
生を豊かにする経験が重要だと考えるか
らです。

本学院では、英語をツールとしたICT
環境の中で学びながら、グローバルリー
ダーシップの可能性を広げていく教育を
実践しています。今後は臨時休校措置と
併せて、Zoomを活用したオンラインの
HR、Web授業配信等遠隔学習等により、
生徒との双方向コミュニケーションで、
更に教育効果向上に努めています。

●聖和学院のSTEAM教育

聖和学院の英語教育は教科書で単語や
構文を学ぶだけではありません。マルチ
メディアルームでオンラインテキスト・
電子黒板等を駆使して、多読・検索・質
問・議論と学びを深めています。また、
ネイティブ教員が行うプログラミングの
授業では、会話はすべて英語です。生徒
たちは一人 1 台のiPadを使って、アプリ
を操作し、チームビルディングでロボッ
トを制作し、コーディングを行うKOOV
の授業を楽しんでいます。その根底に 
は、STEAM教育（Science, Technology, 

Engineering, Art, Mathematics）を通し
て、生徒がモチベーションを持って学習
するという大きなねらいがあります。

●Be yourself. Be you.

聖和学院では生徒一人ひとりが主役で
す。校内では年 2 回全員参加で盛り上が
るビブリオバトルを催していますが、こ
れは全国大会出場・関東甲信越大会優勝
といったレベルに達するほどの実力です。
同じく全員参加のイングリッシュスピー
チコンテストでは、テーマの決定・ス
ピーチの構成・アイコンタクトやボディ
ランゲージを効果的に使った表現で、英
語力を発揮します。聖和祭や体育祭、ク
リスマスイベント、イングリッシュキャ
ンプに加えて、今年は秋田教養国際大学
での異文化交流キャンプを実施します。

また、聖書を通した心の教育では、人
を愛し、国際社会で活躍できるグローバ
ルリーダーシップの育成に努めています。

【学校説明会】予約不要（体験授業のみ要予約）

● 6月20日㈯ …体験授業（音楽）

● 7月 4日㈯ …体験授業（英語）

● 9月12日㈯ …体験授業（算数）

●10月17日㈯ …体験授業（国語）

●11月 7日㈯ …入試問題解説会

●12月12日㈯ …クリスマスイベント

●2021年 1月 9日㈯ …入試対策説明会
…10:00～12:00

【ナイト説明会】　 要予約 
● 6月30日㈫ …18:30～19:30

【個別説明会】　 要予約 
●10月10日㈯
●12月19日㈯　10:00～

●12月26日㈯
※5月30日㈯10:00〜Web説明会を実施  要予約 

【個別相談会】　 要予約 
●2021年 1月16日㈯　

10:00～
●2021年 1月23日㈯

【学校見学・個別相談】　 要予約 
…2020年5月上旬〜2021年1月末までの間

●平日（月曜～金曜）…10:00～16:00

●土曜日 …10:00～16:00

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

●保護者の皆さまへ…

2020年度、21世紀型スキルを育
むSTEAM教育の一環として、ネ
イティブの教員による英語プロ
グラミング入試を導入しました。
45分間の事前説明のあと、60分間
のプログラミングテストでは
KOOVとアプリを使って、課題
のロボットを組み立て動かしま
す。受験生や保護者から大きな
反響があり、体験会、練習会に
も多くの参加をいただきました。

聖和学院では、食品の何に携わりたいのか、その
ためにはどの大学を選択すべきか、今どういったこ
とができるのか、といったことを考える機会が多く
あり、「22歳の夢」を具体的に持つことができまし
た。また、教科ごとにきめ細かな指導を受けられた
おかげで、勉学の面白さに気づくことができました。
大学では「22歳の夢」を胸に抱きつつ、学問を楽し
みながら充実した日々を過ごしています。
卒業生Ｍ．Ｋ．（筑波大学 生命環境学群生物資源学類 在学）

聖和学院で“みっちり・十分に・優に”英語を学
んで、語学を活用することの楽しさを知ることがで
きました。現在この環境で勉学に励むことができて
いるのは、聖和学院での学びがなければ成し得な
かったことです。聖和学院の魅力は何よりも先生方
の熱心なご指導です。真摯に私たちと向き合ってく
ださる先生方のおかげで、現在、そして22歳の夢へ
と進むための学院生活を過ごすことができました。

 卒業生Ｍ．Ｙ．（上智大学 外国語学部 在学）

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●あり
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女子校

聖和学院
中 学 校

【ACCESS】
●JR横須賀線「逗子駅」…徒歩 ８ 分
●京浜急行線「逗子・葉山駅」…徒歩10分

〒249-0001　逗子市久木2-2-1
☎046-871-2670　FAX046-873-5500
URL　https://www.seiwagakuin.ed.jp
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DAYS

●English×グローバルリーダーシップ
＝SEIWA

聖和学院では、表現力、課題発見力、
豊かな感性など現代を生きていくために
必要な21世紀型スキルを教育指針に入れ、
生徒一人ひとりが学び続ける力を育んで
います。予測が難しい不確かな時代だか
らこそ、新しいことを常に学び続け、人
生を豊かにする経験が重要だと考えるか
らです。

本学院では、英語をツールとしたICT
環境の中で学びながら、グローバルリー
ダーシップの可能性を広げていく教育を
実践しています。今後は臨時休校措置と
併せて、Zoomを活用したオンラインの
HR、Web授業配信等遠隔学習等により、
生徒との双方向コミュニケーションで、
更に教育効果向上に努めています。

●聖和学院のSTEAM教育

聖和学院の英語教育は教科書で単語や
構文を学ぶだけではありません。マルチ
メディアルームでオンラインテキスト・
電子黒板等を駆使して、多読・検索・質
問・議論と学びを深めています。また、
ネイティブ教員が行うプログラミングの
授業では、会話はすべて英語です。生徒
たちは一人 1 台のiPadを使って、アプリ
を操作し、チームビルディングでロボッ
トを制作し、コーディングを行うKOOV
の授業を楽しんでいます。その根底に 
は、STEAM教育（Science, Technology, 

Engineering, Art, Mathematics）を通し
て、生徒がモチベーションを持って学習
するという大きなねらいがあります。

●Be yourself. Be you.

聖和学院では生徒一人ひとりが主役で
す。校内では年 2 回全員参加で盛り上が
るビブリオバトルを催していますが、こ
れは全国大会出場・関東甲信越大会優勝
といったレベルに達するほどの実力です。
同じく全員参加のイングリッシュスピー
チコンテストでは、テーマの決定・ス
ピーチの構成・アイコンタクトやボディ
ランゲージを効果的に使った表現で、英
語力を発揮します。聖和祭や体育祭、ク
リスマスイベント、イングリッシュキャ
ンプに加えて、今年は秋田教養国際大学
での異文化交流キャンプを実施します。

また、聖書を通した心の教育では、人
を愛し、国際社会で活躍できるグローバ
ルリーダーシップの育成に努めています。

【学校説明会】予約不要（体験授業のみ要予約）

● 6月20日㈯ …体験授業（音楽）

● 7月 4日㈯ …体験授業（英語）

● 9月12日㈯ …体験授業（算数）

●10月17日㈯ …体験授業（国語）

●11月 7日㈯ …入試問題解説会

●12月12日㈯ …クリスマスイベント

●2021年 1月 9日㈯ …入試対策説明会
…10:00～12:00

【ナイト説明会】　 要予約 
● 6月30日㈫ …18:30～19:30

【個別説明会】　 要予約 
●10月10日㈯
●12月19日㈯　10:00～

●12月26日㈯
※5月30日㈯10:00〜Web説明会を実施  要予約 

【個別相談会】　 要予約 
●2021年 1月16日㈯　

10:00～
●2021年 1月23日㈯

【学校見学・個別相談】　 要予約 
…2020年5月上旬〜2021年1月末までの間

●平日（月曜～金曜）…10:00～16:00

●土曜日 …10:00～16:00

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

●保護者の皆さまへ…

2020年度、21世紀型スキルを育
むSTEAM教育の一環として、ネ
イティブの教員による英語プロ
グラミング入試を導入しました。
45分間の事前説明のあと、60分間
のプログラミングテストでは
KOOVとアプリを使って、課題
のロボットを組み立て動かしま
す。受験生や保護者から大きな
反響があり、体験会、練習会に
も多くの参加をいただきました。

聖和学院では、食品の何に携わりたいのか、その
ためにはどの大学を選択すべきか、今どういったこ
とができるのか、といったことを考える機会が多く
あり、「22歳の夢」を具体的に持つことができまし
た。また、教科ごとにきめ細かな指導を受けられた
おかげで、勉学の面白さに気づくことができました。
大学では「22歳の夢」を胸に抱きつつ、学問を楽し
みながら充実した日々を過ごしています。
卒業生Ｍ．Ｋ．（筑波大学 生命環境学群生物資源学類 在学）

聖和学院で“みっちり・十分に・優に”英語を学
んで、語学を活用することの楽しさを知ることがで
きました。現在この環境で勉学に励むことができて
いるのは、聖和学院での学びがなければ成し得な
かったことです。聖和学院の魅力は何よりも先生方
の熱心なご指導です。真摯に私たちと向き合ってく
ださる先生方のおかげで、現在、そして22歳の夢へ
と進むための学院生活を過ごすことができました。

 卒業生Ｍ．Ｙ．（上智大学 外国語学部 在学）

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●あり
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女子校

聖和学院
中 学 校

【ACCESS】
●JR横須賀線「逗子駅」…徒歩 ８ 分
●京浜急行線「逗子・葉山駅」…徒歩10分

〒249-0001　逗子市久木2-2-1
☎046-871-2670　FAX046-873-5500
URL　https://www.seiwagakuin.ed.jp
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DAYS

●洗足学園の教育

「洗足」という校名は、イエス＝キリ
ストが最後の晩餐の折、自らの手で弟子
たちの足を洗い清められ、謙虚にして慈
愛に満ちた心をもちなさいと教え諭され
たことに由来します。そこで、本校はこ
の謙虚にして慈愛に満ちた心“謙愛”を
建学の精神として、思いやり、優しさ、
人や社会に対して奉仕の心を持つ、社会
に有為な女性を育てるという目標を掲げ
ています。そして、この創立者の理念を
現在に受け継ぎ、今日の国際社会に大き
く奉仕・貢献できる女性に必要な資質を
育てる教育をおこなっています。
教科学習においては、検定外の教科書
やオリジナルテキストを使い、広く深い
知識を獲得すると同時に、小テストや再
テストによって学力の定着を図ります。
さらに調べ学習・フィールドワーク・グ
ループ研究などを取り入れ、詰め込みに
終わらない、考える力を育てます。その
上で大学進学においても、希望する進路
を実現できる学力を育てます。
また、総合的な学習、課外活動、学校
行事への自主的・自立的・積極的な取り
組みを通じて、社会性を養い、実社会に
対する目を開き、自立した進路の選択を
図ります。

●不透明な未来を生きる力

洗足学園の改革はとどまることがあり
ません。これから益々グローバル化して
いく社会の中で必要となってくる力は21

世紀型のスキルと呼ぶことができる新し
い学力です。未来に飛翔していく生徒た
ちが自分たちの中に創り上げていくべき
ものは、柔軟に発揮され発展していく知
性と、深い思考と自由な発想を背景とし
た感性、そして好奇心旺盛に常にチャレ
ンジし続けるスピリットです。洗足での
時間と機会を通してこれらを養う、それ
こそが生徒たちの未来を拓く鍵となると
考えています。そのために洗足では、学
内外にさらに多様で良質な啓発と訓練の
ための機会を創出するとともに、授業の
クオリティーを引き上げ、深い思索の場
に昇華させていきたいと考えています。
具体的には、2019年度より週 ６日制に移
行し教科横断型の総合学習を今まで以上
に拡充しております。また、学内で学ん
だことを学外で実践・発揮し、自らの見
識を広げていく他流試合（学外活動への
挑戦）への生徒の参加を後押ししていき
ます。
「すべての選択肢の中から自己決定を」
というキャリアを見据えた指導方針のも
と、学際的な基礎力を身につけることで、
海外大学を含めたあらゆる進路への道筋
を拓くと共に、その後の主体的な学びの
土台形成を洗足学園では行っていきます。

【学校説明会】
詳細は学校ホームページでご確認ください。

【帰国生対象学校説明会】
詳細は学校ホームページでご確認ください。

【ナイト説明会】　 要予約 
詳細は学校ホームページでご確認ください。

【オープンキャンパス】　 要予約 
詳細は学校ホームページでご確認ください。

【体育祭】
●11月12日㈭ …9:00～15:30

【文化祭・学園祭】
● 9月12日㈯　

9:00～15:30
● 9月13日㈰

【学校見学会・個別相談】　 要予約 
…2020年5月中旬〜2021年1月末までの間

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

他流試合で自らを磨く

●保護者の皆さまへ…

洗足学園では学外での活動
（「他流試合」）へのチャレンジを
積極的に支援しています。海外で
行われる「模擬国連」や「高校生
ビジネスグランプリ」への参加な
ど、チャレンジの機会は無限大で
す。他流試合に参加することで視
野を広げ、勉強のモチベーション
を自分で発見できます。外に出る
ことで今の自分が見つめられる貴
重な機会となっています。

洗足学園は「社会に有為な女性の育成」を
教育目標に、世界を切り拓き、自らの人生を
ライフデザインできる高い学力と優れた人間
性を持つ女性を育てるべく日々教育活動に取
り組んでいます。そのために、立ち止まるこ
となく改革を続けています。授業時間数や教
材、授業内容の工夫などの学習に関する分野、
キャリア教育の分野、恵まれた音楽環境を生
かした楽器演奏・音楽鑑賞など情操教育の分
野など、どの分野でもしっかりした理念に基
づいた教育を推進しています。安心してお嬢
様をお預けください。

校務主任・入試広報委員長　玉木大輔

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●なし
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女子校

洗足学園
中学校

【ACCESS】
●JR南武線｢武蔵溝ノ口駅｣…徒歩 ８分
●東急田園都市線・大井町線｢溝の口駅｣…徒歩 ８分

〒213-8580　川崎市高津区久本2-3-1
☎044-856-2777　FAX044-856-2971
URL　https://www.senzoku-gakuen.ed.jp/
e-mail address　ao@jh-staff.senzoku.ac.jp
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DAYS

●自己の能力を最善に伸ばす学校
ひとりひとりが持っている力をどんど

ん伸ばす学校、それが捜真女学校です。
それは第 2 代カンヴァース校長がのこし
た「Trust in God.　Be true to your best 
self.（神に信頼せよ。最善の自己に忠実
であれ）」というスクールモットーが今
も息づいているからです。捜真には、能
力を伸ばす多くのチャンスがあるのです。

●学びで変わる自分
現代は「人生100年時代」。大人になっ

ても自ら学び続けることが大切、と言わ
れるようになりました。その大切さを捜
真では、「学びで変わる自分を味わおう」
という言葉で生徒に伝えています。

捜真の英語教育はいつの時代も高い評
価を頂いてきましたが、2019年度から中
学生は「 ５ ラウンドシステム」を授業に
導入。少人数クラスで聞く・話すから始
めます。また、ネイティブ教員による英
会話で習った英語讃美歌を英語礼拝の全
校生徒と共に歌ったり、中学部English 
Contestを学年に合わせた内容で行った
り、授業以外でも英語の実践力を鍛えま
す。

数学は抽象度が高まる中 ３ と高 1 で習
熟度別授業を導入。きめ細かく小テスト
を実施し、スモールステップ、スモール
ウィンをめざします。

高 1 まで全員が同じ科目を幅広く履修
して基礎学力を身につけ、高 2 からは一
人ひとりの進路に合わせた選択科目を履
修します。 ６ 年間の学びを通して、最善
の自己を実現していきます。

●自学自習を応援する「Study Hall」
６ 時間目終了後は20分間の自習時間

「Study Hall」。それぞれ教室での自習に
取り組みます。曜日によって学年の学習
状況に合わせたプログラムに全員で取り

組む日もありますが、目指しているのは
自学自習習慣の確立。その日の授業で理
解しきれなかった部分の復習や読書、あ
るいは宿題として出された課題に取り組
み始める生徒もいます。

また、放課後は自習室で勉強を続ける
ことができます。常駐するチューターが
学年を問わず質問に答えてくれるので、

「わからない」をすぐに解決することが
できます。

●伝わる言葉
中学部の国語の授業では ５ 時間のうち

1 時間を「言葉の学習」の時間として独
立させています。論理的な思考力、他者
に伝わる表現力、他者の言葉を受け止め
る受容力を育てるために、考える、話す、
聞く、書く、をバランスよく取り入れて、
伝わる言葉の使い手を育てます。

●生徒の個性が発揮される生徒会活動
生徒が自主的に活動するボランティア

活動、生徒会活動、クラブ活動もたいへ
ん盛んです。

捜真生が募金活動をし、カンボジアに
建設したピートゥヌー小学校に文房具や
楽器を送る活動や、フィリピンの子ども
たちを支えるための里親運動をはじめと
する様々なボランティア活動を通じて

「隣人を愛しなさい」という聖書の教え
が実践されています。

また、体育系・文化系あわせて３2のクラ
ブがあります。

【学校説明会】　 要予約 
● 5月16日㈯ …9:30～11:30

…学校説明会（体験授業、体験クラブ）

● 8月29日㈯ …9:00～11:00

…ミニ説明会

●10月 2日㈮ …10:00～12:10

…学校説明会（授業見学、学校見学）

●11月 7日㈯ …9:30～12:00

…学校説明会（体験授業、体験クラブ）

●11月27日㈮ …18:30～20:00

…ナイト説明会（入試説明）

● 1月 9日㈯ …8:30～10:30

…学校説明会（入試対策講座）

【捜真クルーズ】　 要予約 
● 6月平日　  …10:10～11:30

●10月17日㈯ …14:00～15:00

●11月19日㈭ …10:10～11:30

●11月28日㈯ … 9:30～10:30

●12月12日㈯ …14:00～15:00

● 1月20日㈬ …10:10～11:30

● 1月23日㈯ … 9:30～10:30

【文化祭・学園祭】捜真祭
●未定

【個別相談・学校見学】　 要予約 
●随時…個別見学

※2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もありますの
で、必ずHPにてご確認ください。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

●保護者の皆さまへ…

4月の体育記録会、 5月の中間テス
トやキリスト教史跡めぐりが終わると、
合唱コンクールです。クラスごとの練
習は、日に日に熱気を帯び、学校中に
歌声が響きます。優勝を目指す中 ３の
勢いに比べると、中 1は初めての行事
にとまどいながらも、元気に歌います。
合唱コンクールの後、クラスのきずな
が強くなるのを感じるはずです。

「ひとりよりもふたりが良い。共に労苦す
れば、その報いは良い。倒れれば、ひとりが
その友を助け起こす。倒れても起こしてくれ
る友のない人は不幸だ。」捜真生がクラスで
の礼拝でよく引用する聖書の言葉です。

毎日の授業、クラブや委員会活動、海外研
修、キリスト教行事や奉仕活動など、捜真で
の全ての活動が、ひとりよりふたりで、共に
労苦することを喜びとする人を育てます。今
年始められたSDGs実行会、オレンジリボン
運動など、授業や日ごろの授業や活動の中か
ら生まれた活動に積極的に取り組む捜真生の
姿を、ぜひ一度、お嬢様とご一緒にご覧くだ
さい。説明会、個別見学でお会いできますこ
とを楽しみにしております。

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

●土曜休日53

女子校

捜真女学校
中学部

【ACCESS】
●東急東横線「反町駅」…徒歩15分またはバス 5分停歩 1分
●横浜市営地下鉄線「三ツ沢下町駅」…徒歩15分

〒221-8720　横浜市神奈川区中丸8番地
☎045-491-3686　FAX045-491-6715
URL　http://soshin.ac.jp/jogakko/
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DAYS

●自己の能力を最善に伸ばす学校
ひとりひとりが持っている力をどんど

ん伸ばす学校、それが捜真女学校です。
それは第 2 代カンヴァース校長がのこし
た「Trust in God.　Be true to your best 
self.（神に信頼せよ。最善の自己に忠実
であれ）」というスクールモットーが今
も息づいているからです。捜真には、能
力を伸ばす多くのチャンスがあるのです。

●学びで変わる自分
現代は「人生100年時代」。大人になっ

ても自ら学び続けることが大切、と言わ
れるようになりました。その大切さを捜
真では、「学びで変わる自分を味わおう」
という言葉で生徒に伝えています。

捜真の英語教育はいつの時代も高い評
価を頂いてきましたが、2019年度から中
学生は「 ５ ラウンドシステム」を授業に
導入。少人数クラスで聞く・話すから始
めます。また、ネイティブ教員による英
会話で習った英語讃美歌を英語礼拝の全
校生徒と共に歌ったり、中学部English 
Contestを学年に合わせた内容で行った
り、授業以外でも英語の実践力を鍛えま
す。

数学は抽象度が高まる中 ３ と高 1 で習
熟度別授業を導入。きめ細かく小テスト
を実施し、スモールステップ、スモール
ウィンをめざします。

高 1 まで全員が同じ科目を幅広く履修
して基礎学力を身につけ、高 2 からは一
人ひとりの進路に合わせた選択科目を履
修します。 ６ 年間の学びを通して、最善
の自己を実現していきます。

●自学自習を応援する「Study Hall」
６ 時間目終了後は20分間の自習時間

「Study Hall」。それぞれ教室での自習に
取り組みます。曜日によって学年の学習
状況に合わせたプログラムに全員で取り

組む日もありますが、目指しているのは
自学自習習慣の確立。その日の授業で理
解しきれなかった部分の復習や読書、あ
るいは宿題として出された課題に取り組
み始める生徒もいます。

また、放課後は自習室で勉強を続ける
ことができます。常駐するチューターが
学年を問わず質問に答えてくれるので、

「わからない」をすぐに解決することが
できます。

●伝わる言葉
中学部の国語の授業では ５ 時間のうち

1 時間を「言葉の学習」の時間として独
立させています。論理的な思考力、他者
に伝わる表現力、他者の言葉を受け止め
る受容力を育てるために、考える、話す、
聞く、書く、をバランスよく取り入れて、
伝わる言葉の使い手を育てます。

●生徒の個性が発揮される生徒会活動
生徒が自主的に活動するボランティア

活動、生徒会活動、クラブ活動もたいへ
ん盛んです。

捜真生が募金活動をし、カンボジアに
建設したピートゥヌー小学校に文房具や
楽器を送る活動や、フィリピンの子ども
たちを支えるための里親運動をはじめと
する様々なボランティア活動を通じて

「隣人を愛しなさい」という聖書の教え
が実践されています。

また、体育系・文化系あわせて３2のクラ
ブがあります。

【学校説明会】　 要予約 
● 5月16日㈯ …9:30～11:30

…学校説明会（体験授業、体験クラブ）

● 8月29日㈯ …9:00～11:00

…ミニ説明会

●10月 2日㈮ …10:00～12:10

…学校説明会（授業見学、学校見学）

●11月 7日㈯ …9:30～12:00

…学校説明会（体験授業、体験クラブ）

●11月27日㈮ …18:30～20:00

…ナイト説明会（入試説明）

● 1月 9日㈯ …8:30～10:30

…学校説明会（入試対策講座）

【捜真クルーズ】　 要予約 
● 6月平日　  …10:10～11:30

●10月17日㈯ …14:00～15:00

●11月19日㈭ …10:10～11:30

●11月28日㈯ … 9:30～10:30

●12月12日㈯ …14:00～15:00

● 1月20日㈬ …10:10～11:30

● 1月23日㈯ … 9:30～10:30

【文化祭・学園祭】捜真祭
●未定

【個別相談・学校見学】　 要予約 
●随時…個別見学

※2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もありますの
で、必ずHPにてご確認ください。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

●保護者の皆さまへ…

4月の体育記録会、 5月の中間テス
トやキリスト教史跡めぐりが終わると、
合唱コンクールです。クラスごとの練
習は、日に日に熱気を帯び、学校中に
歌声が響きます。優勝を目指す中 ３の
勢いに比べると、中 1は初めての行事
にとまどいながらも、元気に歌います。
合唱コンクールの後、クラスのきずな
が強くなるのを感じるはずです。

「ひとりよりもふたりが良い。共に労苦す
れば、その報いは良い。倒れれば、ひとりが
その友を助け起こす。倒れても起こしてくれ
る友のない人は不幸だ。」捜真生がクラスで
の礼拝でよく引用する聖書の言葉です。

毎日の授業、クラブや委員会活動、海外研
修、キリスト教行事や奉仕活動など、捜真で
の全ての活動が、ひとりよりふたりで、共に
労苦することを喜びとする人を育てます。今
年始められたSDGs実行会、オレンジリボン
運動など、授業や日ごろの授業や活動の中か
ら生まれた活動に積極的に取り組む捜真生の
姿を、ぜひ一度、お嬢様とご一緒にご覧くだ
さい。説明会、個別見学でお会いできますこ
とを楽しみにしております。

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

●土曜休日53

女子校

捜真女学校
中学部

【ACCESS】
●東急東横線「反町駅」…徒歩15分またはバス 5分停歩 1分
●横浜市営地下鉄線「三ツ沢下町駅」…徒歩15分

〒221-8720　横浜市神奈川区中丸8番地
☎045-491-3686　FAX045-491-6715
URL　http://soshin.ac.jp/jogakko/
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●「質実剛健　勤勉努力」 
－ともに目指し、ともにつかむ－

創立80周年を迎えた本校は、戦前、旧
制中学校の教育を望む生徒・保護者の要
望を受け、県立小田原中学校（現小田原
高等学校）の夜間学校として始まりまし
た。その後、近隣の梅林を生徒・保護
者・教職員が一丸となって切り開き、「小
峰の丘」に校舎を建築しました。四季
折々の豊かな自然に囲まれた校舎からは、
歴史の重みを感じる小田原城の勇壮な姿、
その背後に世界の海へと広がる相模湾を
眺めることができます。この雄大な眺望
は、学習やクラブ活動、学校行事に取り
組む生徒たちにさらに高い目標を追い求
める活力を与えてくれます。また、二宮
尊徳をはじめ、小田原にゆかりのある先
人の教えや郷土文化に触れることで地域
性を養うこともできます。開校当時のこ
の開拓精神は校訓の「質実剛健・勤勉努
力」として後輩に受け継がれています。

● 確かな学力を目指して 
－受動から能動へ－

昭和５9年より、大学進学実績向上を目
指し、中学・高校 ６ 年間独自のカリキュ
ラムを持つ一貫コースが発足しました。
以来、６年間を「基礎学力の充実期」、「学
力の伸長期」、「大学進学の準備期」の３
期に設定し、教育活動を実践しています。

第 1期　基礎学力の充実
（中学 1年～中学 ３年前半）

主要教科の授業時間を多く取り、確か
な学力の養成を目指します。英語、数学
においては中学 2年から習熟度別クラス
を編成し、一人ひとりの能力に合わせた
きめ細かな指導を行います。課題の提出
指導を徹底し、家庭学習の習慣を身につ
けさせます。

第 2期　学力の伸長発展
（中学 ３年後半～高校 2年）

大学見学や学部・学科調査を通し、自
らの将来設計を行います。具体化した進
路に応じて履修科目を選択し、自ら能動的
に学習を進めることで学力の伸長が期待さ
れます。将来につながる豊かな人間性と物
事に主体的に取り組む姿勢を育成します。

第 ３期　大学進学の準備
（高校 ３年）

大学受験の壁を突破するため、演習科
目を中心に授業を行います。演習授業で
は入試問題を用いて、より実践的な内容
で実力を養成します。進路講演会や大学
相談会を開き、最新の情報を提供した上
で模擬試験の結果をもとに的確な進路指
導を行います。

● 仲間と協力し、逞しく育つ 
－ 一人ひとりが輝くステージ －

本校では各生徒の個性を尊重し、一人
ひとりの可能性を最大限に伸ばす教育を
実践しています。また、他者理解を通じ
て、社会性、協調性の育成にも力を注い
でいます。入学直後に行われる宿泊研修、
中学 2年次のディスカバリーキャンプ、
中学 ３年次の諸行事における中心的な活
動など、その実践は多岐に渡ります。班
員と協力してプレゼンテーションを行う
「地域研究」、ネイティブとの会話で生き
た英語を学ぶ「国際理解」など教科指導
においても相互理解を図るための指導が
展開されています。希望者によるブリ
ティッシュヒルズで行われる英語宿泊研
修では、授業を含めた生活すべてを英語
で行うコミュニケーション体験ができま
す。
ここ「小峰の丘」には〝一人ひとりが
輝くステージ〟があります。

【学校説明会】　 要予約 
● 6月27日㈯
●10月 3日㈯　

10:00～12:00●11月 1日㈰
●12月 6日㈰

【ミニ説明会】　 要予約 
● 6月 6日㈯
● 6月13日㈯　13:00～14:00

● 7月18日㈯
【文化祭・学園祭】

● 9月 5日㈯ …12:00～15:00

● 9月 6日㈰ …9:00～15:00 

【運動会】
● 9月以降に延期
※詳細未定

【音楽会】
●11月 7日㈯ …10:00～12:00（予定）

【第1回 オープンスクール】　 要予約 
● 8月 8日㈯ …10:00～12:30

【第2回 オープンスクール】　 要予約 
● 9月 6日㈰ …10:00～12:00

【入試直前説明会】　 要予約 
● 1月 9日㈯ …13：00～15：00

【個別相談・学校見学】　 要予約 
●随時

※上記は2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もあ
りますので、必ずＨＰにてご確認ください。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

伝える力、聴く力の育成 ～主張発表～

●保護者の皆さまへ…

本校ではクラスごとに国語の授業内で日頃感じていること、考えているこ
とを文章にまとめ、発表します。学校生活や将来の夢、国内外のニュース
までそのテーマは多岐に渡ります。
発表者の伝える力や姿勢を互いに評
価し、選出されたクラス代表者は文
化祭で発表します。小田原市が主催
する「中学生の主張発表会」でも本
校の生徒は毎年堂々とした発表を
行っています。この主張発表の取り
組みは自分の考えを表現する力を養
うこと、他者の考え方を尊重して相
互理解を深めることに繋がります。

相洋中学校での第 1期には、基礎学力を身
に付けさせると同時に、様々な経験ができる
行事も数多く組み込まれています。運動会は
学年を越えて団結し、部活動とはまた違った
先輩・後輩の人間関係を学びます。クラス毎
で取り組む行事も多く、それらを通して友達
同士の信頼関係を築いていきます。第 2期・
第 ３期になると生徒一人ひとりの志望大学へ
とあわせて、個々に応じた的確な進路指導を
行っていきます。生徒が次のステージで生き
生きと活躍できるように、教師はそれぞれの
生徒と日々向き合っています。

入試広報担当　天草大輔

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

●隔週土曜休日
　月2回授業

5/63

共学校

相洋
中学校

【ACCESS】
●JR東海道線・小田急線・箱根登山線・大雄山線
　「小田原駅」…徒歩15分

〒250-0045　小田原市城山4-13-33
☎0465-23-0214　FAX0465-23-7282
URL　https://www.soyo.ac.jp/
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●建学の精神と教育理念
橘学苑は1942年、土光敏夫の母にあた
る土光登美によって創立されました。
200６年度に女子校から男女共学、高校
コース制の導入という大きな改革を行っ
て、現在の姿となりました。
本校の教育の柱は、創立当初から受け
継がれている創立の精神です｡
［創立の精神］
一　心すなおに真実を求めよう
一　生命の貴さを自覚し、明日の社会を

築くよろこびを人々とともにしよう
一　正しく強く生きよう

●ＡＩ時代に活躍できる感性教育
中学では感性を育てるためにネイ
チャーインを行っています。21世紀を担
う子どもたちは、答えのない課題を発見
し解決することになります。それには総
合的な判断力として感性が必要となりま
す。本学苑にある農園や長野県にある宿
泊施設アグリネーチャーいいじまで、友
達と共に自然に触れながら、「感性」を
育てています。

●世界に飛び立つためのグローバルスタディ
グローバルな視点で主体的に社会をつ
くっていく人間の育成を目指し、外国の
方と直接出会ったり、実際に海外に足を
踏み出したりする学習を通して、視野を
世界に広げていきます。また、国際社会
でさらに活躍するために日本の風土や伝
統文化への理解を深める学習も行ってい
ます。

そのほか、各学年の指導目標に合わせ
て、教科の枠を越えた取り組みをするこ
とで、一人ひとりの学びへの欲求と意欲
を引き出し、グローバルな視野を広げる
教育を行っています。

●充実した英語教育
中学 1 年からネイティブ教員による

オーラルの授業を取り入れ、正確な発音
に触れながら、積極的に英語を使う力を
養います。また、全員が英検にチャレン
ジしたり、年度の終わりには英語発表会
を行っています。
中学 ３年にオーストラリア研修を実施

しています。自然や文化と出会い、異文
化理解を深めます。ホームステイや現地
校で学習するなど、英語を使って生活を
体験することで自信をつけ、さらに勉強
したいというモチベーションを高めます。

【学校説明会】　 要予約  ＜保護者対象＞

● 7月18日㈯ …14:00～15:30

● 9月12日㈯ …14:00～15:30

●11月 7日㈯ …14:00～15:30

●12月19日㈯ … 8:30～10:00

【オープンスクール】　 要予約  ＜小学生対象＞

● 7月18日㈯ …14:00～15:30

● 9月12日㈯ …14:00～15:30

●11月 7日㈯ …14:00～15:30

【ミニ説明会】　 要予約  ＜保護者対象＞

●10月、1月に開催予定

【受験生のための模擬試験】　 要予約 
 ＜受験生対象＞

●12月19日㈯ … 8:20～11:00

【小学生対象特別企画】　 要予約 
 ＜小学生・保護者対象＞

● 8月 1日㈯ …13:00～14:30

※詳細は本校WEBをご覧ください。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

「世界の人々と出会う」

●保護者の皆さまへ…

　充実の国際教育
　〜幅広い国際性の育成〜
・ 中学 ３ 年次にオーストラリア研修実施
・ 外国の方を招き、異文化交流を行う、
「世界との出会い」を実施

・ 希望者にカナダ海外研修を実施
　（ 2 週間　中 1 〜高 ３ ）

橘学苑は横浜市鶴見区の中にある学校で一番高いところにあ
る学校です。橘の丘の上を吹き渡る風は心地よく、木々の合間
から差し込む光は、生徒たちを優しく温かく包み込んでいます。
橘学苑は「生徒一人ひとりを伸ばす」ことを第一に考える学校で
す。学力を伸ばし、人を大切にする心を伸ばし、将来に向かっ
て着実に進む生徒を育てています。これが出来るのも、生徒の
皆さん一人ひとりに目が行き届き、笑顔あふれる学校を創って
いるからに他なりません。
橘学苑が大切にしているのはグローバルスタディーです。中

学 ３年生になったら全員がオーストラリアでホームステイをしな
がら英語の勉強をします。使う言葉は英語。伝わったときの喜
びが大きいほど、伝わらなかったときの悔しさが大きいほど、
学習のエネルギーは大きくなっていきます。
未来へ向かって進む一人ひとりの生徒の皆さんの学習に、オース

トラリアでの体験が大きなきっかけを与えるものと期待しています。

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

63

共学校

橘学苑
中 学 校

【ACCESS】
●JR京浜東北線「鶴見駅」…バス10分　●東急東横線「綱島駅」…
バス15分　●JR横浜線、横浜市営地下鉄「新横浜駅」…バス15分

〒230-0073　横浜市鶴見区獅子ヶ谷1-10-35
☎045-581-0063　FAX045-584-8643
URL　https://www.tachibana.ac.jp
e-mail address　info@tachibana.ac.jp
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●建学の精神と教育理念
橘学苑は1942年、土光敏夫の母にあた
る土光登美によって創立されました。
200６年度に女子校から男女共学、高校
コース制の導入という大きな改革を行っ
て、現在の姿となりました。
本校の教育の柱は、創立当初から受け
継がれている創立の精神です｡
［創立の精神］
一　心すなおに真実を求めよう
一　生命の貴さを自覚し、明日の社会を

築くよろこびを人々とともにしよう
一　正しく強く生きよう

●ＡＩ時代に活躍できる感性教育
中学では感性を育てるためにネイ
チャーインを行っています。21世紀を担
う子どもたちは、答えのない課題を発見
し解決することになります。それには総
合的な判断力として感性が必要となりま
す。本学苑にある農園や長野県にある宿
泊施設アグリネーチャーいいじまで、友
達と共に自然に触れながら、「感性」を
育てています。

●世界に飛び立つためのグローバルスタディ
グローバルな視点で主体的に社会をつ
くっていく人間の育成を目指し、外国の
方と直接出会ったり、実際に海外に足を
踏み出したりする学習を通して、視野を
世界に広げていきます。また、国際社会
でさらに活躍するために日本の風土や伝
統文化への理解を深める学習も行ってい
ます。

そのほか、各学年の指導目標に合わせ
て、教科の枠を越えた取り組みをするこ
とで、一人ひとりの学びへの欲求と意欲
を引き出し、グローバルな視野を広げる
教育を行っています。

●充実した英語教育
中学 1 年からネイティブ教員による
オーラルの授業を取り入れ、正確な発音
に触れながら、積極的に英語を使う力を
養います。また、全員が英検にチャレン
ジしたり、年度の終わりには英語発表会
を行っています。
中学 ３年にオーストラリア研修を実施
しています。自然や文化と出会い、異文
化理解を深めます。ホームステイや現地
校で学習するなど、英語を使って生活を
体験することで自信をつけ、さらに勉強
したいというモチベーションを高めます。

【学校説明会】　 要予約  ＜保護者対象＞

● 7月18日㈯ …14:00～15:30

● 9月12日㈯ …14:00～15:30

●11月 7日㈯ …14:00～15:30

●12月19日㈯ … 8:30～10:00

【オープンスクール】　 要予約  ＜小学生対象＞

● 7月18日㈯ …14:00～15:30

● 9月12日㈯ …14:00～15:30

●11月 7日㈯ …14:00～15:30

【ミニ説明会】　 要予約  ＜保護者対象＞

●10月、1月に開催予定

【受験生のための模擬試験】　 要予約 
 ＜受験生対象＞

●12月19日㈯ … 8:20～11:00

【小学生対象特別企画】　 要予約 
 ＜小学生・保護者対象＞

● 8月 1日㈯ …13:00～14:30

※詳細は本校WEBをご覧ください。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

「世界の人々と出会う」

●保護者の皆さまへ…

　充実の国際教育
　〜幅広い国際性の育成〜
・ 中学 ３ 年次にオーストラリア研修実施
・ 外国の方を招き、異文化交流を行う、
「世界との出会い」を実施

・ 希望者にカナダ海外研修を実施
　（ 2 週間　中 1 〜高 ３ ）

橘学苑は横浜市鶴見区の中にある学校で一番高いところにあ
る学校です。橘の丘の上を吹き渡る風は心地よく、木々の合間
から差し込む光は、生徒たちを優しく温かく包み込んでいます。
橘学苑は「生徒一人ひとりを伸ばす」ことを第一に考える学校で
す。学力を伸ばし、人を大切にする心を伸ばし、将来に向かっ
て着実に進む生徒を育てています。これが出来るのも、生徒の
皆さん一人ひとりに目が行き届き、笑顔あふれる学校を創って
いるからに他なりません。
橘学苑が大切にしているのはグローバルスタディーです。中

学 ３年生になったら全員がオーストラリアでホームステイをしな
がら英語の勉強をします。使う言葉は英語。伝わったときの喜
びが大きいほど、伝わらなかったときの悔しさが大きいほど、
学習のエネルギーは大きくなっていきます。
未来へ向かって進む一人ひとりの生徒の皆さんの学習に、オース

トラリアでの体験が大きなきっかけを与えるものと期待しています。

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

63

共学校

橘学苑
中 学 校

【ACCESS】
●JR京浜東北線「鶴見駅」…バス10分　●東急東横線「綱島駅」…
バス15分　●JR横浜線、横浜市営地下鉄「新横浜駅」…バス15分

〒230-0073　横浜市鶴見区獅子ヶ谷1-10-35
☎045-581-0063　FAX045-584-8643
URL　https://www.tachibana.ac.jp
e-mail address　info@tachibana.ac.jp
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本校は都筑区への移転とともに、201３
年に校名を変更しました。名前の通り
「中央大学の附属校」ではありますが、
単に中央大学へ進学をさせることのみを
ゴールとした教育は行っておりません。
多様な進路をめざせるような確かな学力
をつけるべく、中高 ６か年一貫教育のカ
リキュラムのもと、先取り学習を行って
おります。特に、英・数・国の ３教科は、
中学課程ではより多い時間数を確保して
います。また、日々の授業を大切にしな
がら、それを補完するために課題を課し
て家庭学習の習慣をつけさせたり、放課
後や長期休暇中の講習を実施したりして
います。
学習活動以外では、中学では多くの宿
泊行事があるのが特徴です。入学間もな
い 4月に行われるオリエンテーション合
宿をはじめ、スキー教室（中学 1・ 2
年）、林間学校（中学 2 年）、研修旅行
（修学旅行、中学 ３ 年）と、中学 ３ 年間
で ５度の宿泊行事があります。いつもの
学校を離れ、座学ではない学習を行うこ
とで、生徒は一層成長していきます。
また、本校は国際理解教育に力を入れ
ています。週に 1 時間はネイティブス
ピーカーの授業があり、生徒たちは生の
英語に触れる機会を楽しみながら学んで
います。また、中学 2年生には春休みに
ニュージーランドへの海外研修を行いま
す（希望制）。しかし、本校では国際教
育を「海外に行く」、「英語を学ぶ」とい
う表面的なものにとどまらせません。海
外研修であれば、事前学習で異なる文化

や考え方を学びながら、日本の文化を理
解し、自分自身を見つめ直すこともめざ
しています。
学校全体の行事としては、まず 9月実

施の学園祭があります。各クラス・学年
やクラブ単位で展示・演目などを考え、
生徒が話し合いながら企画から運営・実
施までを行っています。また中学・高校
合同で行われる体育祭（ 9月）はチーム
ごとに分かれ、同じチームの上級生と下
級生が協力して勝利をめざします。この
運営も、体育祭実行委員を中心として生
徒が自主的に行っています。
本校では、多くのクラブで中高生が一

緒に活動をしています。中学生はより上
級の先輩に教わることで、また高校生は
後輩に教えることで、互いに成長してい
ます。中には、バトン部や陸上部のよう
に、結果を残している部もあります。ま
た、競技歌留多部など特色ある部や同好
会もあり、活発に活動しています。

【学校説明会】
● 6月 6日㈯ …14:00～

● 8月29日㈯ …10:00～

●11月21日㈯ …14:00～

【部活動見学会】
● 5月16日㈯ 午後

【授業公開】
● 5月16日㈯　

8:45～12:15
●10月24日㈯

【文化祭・学園祭】
● 9月12日㈯ …9:30～15:00

● 9月13日㈰ …9:00～15:00

【体育祭】
●非公開

【音楽祭】
●非公開

【個別相談・学校見学】
● 随時（事前にお電話にてお申し込み
ください）

: :併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

自主的に学ぶことができる校舎

●保護者の皆さまへ…

本校は横浜市営地下鉄センター北駅から徒歩 ７分の、閑静な住宅地の
中にあります。敷地面積や校舎は広くありませんが、廊下の壁をガラス
張りにしたり、壁面に明るい色を取り入れたりするなど、できるだけ明
るく開放感を感じられるような構造になっています。職員室もガラス張
りなので、生徒が入って教員に声をかけやすくなっています。
また、校内には机と椅子・ベンチが廊下に置いてあり、自由に使うこ
とができます。放課後には生徒同士で相談しながら学習をしたり、教員
への質問をしたりする光景がよく見かけられます。もちろん自習室や図
書館もあるので、そこでの自習も可能です。
このようにハード面を整えることで、生徒と教員との距離を近づけた
り、また自学自習の機会を設けたりして、自主的に学ぶことができるよ
うに工夫をしています。

本校には中央大学への内部推薦制度があり、
推薦順位は、高校 ３年間の成績で決定します。
これには全員が受験する外部模試の結果も資
料として使用します。また、内部推薦を希望
する・しないにかかわらず、大学受験に対応
した学習カリキュラムで学びます。
このように、学力をつけたうえで内部推薦

により進学した本校の卒業生が、中央大学の
基幹学生となり活躍してくれることを期待し
ています。もちろん、他大学への受験もサ
ポートしており、条件付きですが中央大学の
被推薦権を保持したまま他大学受験が可能で
す。

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

●土曜午前授業63

共学校

中央大学附属横浜
中学校

【ACCESS】
●横浜市営地下鉄「センター北駅」…徒歩 ７分

〒224-8515　横浜市都筑区牛久保東1-14-1
☎045-592-0801　
URL　https://www.yokohama-js.chuo-u.ac.jp
e-mail address　info@yokohama-js.chuo-u.ac.jp
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DAYS

●「学びの心で世界を変える」

本校は創立以来、90余年にわたって仏
教、「禅」の精神に基づく教育を実践、
「自立の精神と心豊かな知性で国際社会
に貢献できる人

ひ

間
と

を育てる」という教育
ビジョンのもと、「学力向上」・「人間形
成」・「国際教育」を三つの柱として、独
自の教育プログラムを展開しています。
創立90周年を迎えた2014年秋、10年後
に向けての教育目標宣言「学びの心で世
界を変える。」を発信しました。

●「教科エリア＋ホームベース」で主
体的に学ぶ

生徒一人ひとりの知的好奇心を伸ばし、
自ら主体的に学ぶ姿勢を育成するという
コンセプトのもとで、校舎は「教科エリ
ア」と「ホームベース」に分かれていま
す。各教科のねらいと特性を活かして設
計された「教科エリア」では、全教室に
ＩＣＴ機器を活用できる授業環境が完備
され、中央に位置するメディアセンター
は生徒が自ら探求し、言語として表現す
る学びと発表の場、そして協働学習の場
ともなっています。各クラス毎に割り当
てられた「ホームベース」はホームルー
ム活動、そして「禅」の教えと作法を通
じて心を豊かにする場ともなっています。

●「進学クラス」と「難関進学クラス」

「進学クラス」は基礎学力をより確か
に身につけることをねらいとし、より高
い学習目標を設定できるように学ぶ意欲
を高めます。「難関進学クラス」は国公
立・難関私立大学への進学を視野に入れ
ながら、先取り学習やより発展的な内容
を持つ授業を展開、英語・数学で「アド
バンス」と「ベーシック」に分かれての
習熟度別授業を実施しています。
両クラスともに英語・国語・数学の放

課後小テスト、 1年次は数学、 2年次以
降は「GTEC対策講座」を ７ 限授業とし
て実施します。また、「Gyro手帳」を活
用して自学自習の学習習慣の定着を図る
とともに、放課後は学習支援室に支援員
（チューター）が常駐し、よりきめ細や
かな学習サポートを行ないます。

●進展する国際教育プログラム

グローバルな世界で活躍できる人材の
育成を目指し、確かな語学力と高いコ
ミュニケーション能力を身につけること
をねらいとした国際教育プログラムが展
開されています。 1・ 2年次では英語漬
けの合宿「イングリッシュキャンプ」、 ３
年次では高校の先輩と共に世界中から
やってきた留学生と交流しながら学ぶ
「イングリッシュラウンジ」、集大成とも
いえる「オーストリア語学研修」を実施
します。さらに希望者対象の海外語学研
修（英・米・豪等）を実施、海外提携校
との国際交流も行なわれています。

【学校説明会】
● 5月 9日㈯・ 6月13日㈯・ 9月12日㈯
 10月10日㈯・11月14日㈯

…10:00～11:30

【ミニ説明会】
● 7月11日㈯・10月 1日㈭・10月26日㈪
 11月22日㈰・ 1月23日㈯

…10:00～11:00

【体験イベント】　 要予約 
● 6月21日㈰ ＊「ミツバチを観察しよう」
  7月19日㈰ ＊「夏休み体験イベント」
  7月20日㈪ ＊「 鶴見大学歯学部 親子体験〜一日歯医者さん」

…10:00～11:30

【サテライト説明会】  要予約  於：鶴見大学会館
●12月 4日㈮ …19:00～20:00

【校長先生と学校散歩！】　 要予約 　
● 4月25日㈯・ 5月30日㈯・ 9月19日㈯
 10月17日㈯

…10:00～11:30

【入試問題の傾向と対策】
●11月28日㈯ …10:00～11:30

【入試模擬体験】　 要予約 
●12月12日㈯ …9:00～11:30

【入試直前説明会】
● 1月 9日㈯ …10:00～11:30

【文化祭・学園祭】　光華祭
●10月31日㈯・11月 1日㈰

…9:00～15:00
…個別相談・ミニ説明会あり

【合唱祭】
●11月20日㈮ …13:00～14:30

【体育祭】
● 9月26日㈯ …9:00～15:00

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

耐寒参禅会

●保護者の皆さまへ…

禅宗の寺院として600年以上の
伝統を持つ総持寺にて、冬休み明
けに 4日間にわたって坐禅をおこ
ないます。早朝、まだ夜が明けき
らぬうちから坐禅を組むのは、ほ
とんどの生徒にとって初めての体
験ですが、「何だか安らかで、心
と体が清められた気がする」と充
実した表情を浮かべます。一年を
新たな気持ちでスタートする本校
の恒例行事です。

校舎は「21世紀の先進的教育を推し進める
べき、ゆとりといやし・安心・安全で清潔感
のある校舎」を基本構想としています。学力
向上とともに自主性や主体性を伸長する学習
環境作りを目標に、教科の専門性や特色を活
かし、教科毎に多様でフレキシブルな学習を
展開することが可能な「教科教室＋ホーム
ベース」が大きな特色です。学校説明会では、
本校ならではの特色ある授業、そして学びの
姿をご覧頂けるとともに、グローバル教育・
理科教育・探求型教育そしてICT教育等、今
後10年に向けた本校の取り組みをご紹介しま
す。

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり
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共学校

鶴見大学附属
中学校

〒230-0063　横浜市鶴見区鶴見2-2-1
☎045-581-6325　FAX045-581-6329
URL　https://tsurumi-fuzoku.ed.jp/

【ACCESS】
●JR京浜東北線「鶴見駅」…徒歩15分　●京浜急行線「花月総持寺駅」…徒歩10分　●JR横浜線・東急東横線
「菊名駅」…臨港バス15分「亀甲山」下車徒歩７分　●東急東横線「綱島駅」…臨港バス20分「亀甲山」下車徒歩７分

花月総持寺
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DAYS

●「学びの心で世界を変える」

本校は創立以来、90余年にわたって仏
教、「禅」の精神に基づく教育を実践、
「自立の精神と心豊かな知性で国際社会
に貢献できる人

ひ

間
と

を育てる」という教育
ビジョンのもと、「学力向上」・「人間形
成」・「国際教育」を三つの柱として、独
自の教育プログラムを展開しています。
創立90周年を迎えた2014年秋、10年後
に向けての教育目標宣言「学びの心で世
界を変える。」を発信しました。

●「教科エリア＋ホームベース」で主
体的に学ぶ

生徒一人ひとりの知的好奇心を伸ばし、
自ら主体的に学ぶ姿勢を育成するという
コンセプトのもとで、校舎は「教科エリ
ア」と「ホームベース」に分かれていま
す。各教科のねらいと特性を活かして設
計された「教科エリア」では、全教室に
ＩＣＴ機器を活用できる授業環境が完備
され、中央に位置するメディアセンター
は生徒が自ら探求し、言語として表現す
る学びと発表の場、そして協働学習の場
ともなっています。各クラス毎に割り当
てられた「ホームベース」はホームルー
ム活動、そして「禅」の教えと作法を通
じて心を豊かにする場ともなっています。

●「進学クラス」と「難関進学クラス」

「進学クラス」は基礎学力をより確か
に身につけることをねらいとし、より高
い学習目標を設定できるように学ぶ意欲
を高めます。「難関進学クラス」は国公
立・難関私立大学への進学を視野に入れ
ながら、先取り学習やより発展的な内容
を持つ授業を展開、英語・数学で「アド
バンス」と「ベーシック」に分かれての
習熟度別授業を実施しています。
両クラスともに英語・国語・数学の放
課後小テスト、 1年次は数学、 2年次以
降は「GTEC対策講座」を ７ 限授業とし
て実施します。また、「Gyro手帳」を活
用して自学自習の学習習慣の定着を図る
とともに、放課後は学習支援室に支援員
（チューター）が常駐し、よりきめ細や
かな学習サポートを行ないます。

●進展する国際教育プログラム

グローバルな世界で活躍できる人材の
育成を目指し、確かな語学力と高いコ
ミュニケーション能力を身につけること
をねらいとした国際教育プログラムが展
開されています。 1・ 2年次では英語漬
けの合宿「イングリッシュキャンプ」、 ３
年次では高校の先輩と共に世界中から
やってきた留学生と交流しながら学ぶ
「イングリッシュラウンジ」、集大成とも
いえる「オーストリア語学研修」を実施
します。さらに希望者対象の海外語学研
修（英・米・豪等）を実施、海外提携校
との国際交流も行なわれています。

【学校説明会】
● 5月 9日㈯・ 6月13日㈯・ 9月12日㈯
 10月10日㈯・11月14日㈯

…10:00～11:30

【ミニ説明会】
● 7月11日㈯・10月 1日㈭・10月26日㈪
 11月22日㈰・ 1月23日㈯

…10:00～11:00

【体験イベント】　 要予約 
● 6月21日㈰ ＊「ミツバチを観察しよう」
  7月19日㈰ ＊「夏休み体験イベント」
  7月20日㈪ ＊「 鶴見大学歯学部 親子体験〜一日歯医者さん」

…10:00～11:30

【サテライト説明会】  要予約  於：鶴見大学会館
●12月 4日㈮ …19:00～20:00

【校長先生と学校散歩！】　 要予約 　
● 4月25日㈯・ 5月30日㈯・ 9月19日㈯
 10月17日㈯

…10:00～11:30

【入試問題の傾向と対策】
●11月28日㈯ …10:00～11:30

【入試模擬体験】　 要予約 
●12月12日㈯ …9:00～11:30

【入試直前説明会】
● 1月 9日㈯ …10:00～11:30

【文化祭・学園祭】　光華祭
●10月31日㈯・11月 1日㈰

…9:00～15:00
…個別相談・ミニ説明会あり

【合唱祭】
●11月20日㈮ …13:00～14:30

【体育祭】
● 9月26日㈯ …9:00～15:00

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

耐寒参禅会

●保護者の皆さまへ…

禅宗の寺院として600年以上の
伝統を持つ総持寺にて、冬休み明
けに 4日間にわたって坐禅をおこ
ないます。早朝、まだ夜が明けき
らぬうちから坐禅を組むのは、ほ
とんどの生徒にとって初めての体
験ですが、「何だか安らかで、心
と体が清められた気がする」と充
実した表情を浮かべます。一年を
新たな気持ちでスタートする本校
の恒例行事です。

校舎は「21世紀の先進的教育を推し進める
べき、ゆとりといやし・安心・安全で清潔感
のある校舎」を基本構想としています。学力
向上とともに自主性や主体性を伸長する学習
環境作りを目標に、教科の専門性や特色を活
かし、教科毎に多様でフレキシブルな学習を
展開することが可能な「教科教室＋ホーム
ベース」が大きな特色です。学校説明会では、
本校ならではの特色ある授業、そして学びの
姿をご覧頂けるとともに、グローバル教育・
理科教育・探求型教育そしてICT教育等、今
後10年に向けた本校の取り組みをご紹介しま
す。

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり
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共学校

鶴見大学附属
中学校

〒230-0063　横浜市鶴見区鶴見2-2-1
☎045-581-6325　FAX045-581-6329
URL　https://tsurumi-fuzoku.ed.jp/

【ACCESS】
●JR京浜東北線「鶴見駅」…徒歩15分　●京浜急行線「花月総持寺駅」…徒歩10分　●JR横浜線・東急東横線
「菊名駅」…臨港バス15分「亀甲山」下車徒歩７分　●東急東横線「綱島駅」…臨港バス20分「亀甲山」下車徒歩７分

花月総持寺
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DAYS

●建学の精神

1 ．社会連帯を基調とした、義務を実行
する自由人たれ。
2．学問に徹し、求学の精神の持ち主た
れ。
３．道義の精神を高揚し、誇り高き人格
者たれ。
4．国を愛し、民族を愛する国民たれ。
５．自然を愛し、平和を愛する国際人た
れ。

●教育方針

私立ならではの教育を実践するために
設立された桐蔭学園は、「学力・知性」
「行動力・社会性」「創造力・感性」を育
むことを重視し、多彩なプログラムを展
開してきましたが、2014年の創立５0周年
を機に、今後の桐蔭教育のあり方を問い
直し、次の５0年に向けての新たな教育方
針を掲げました。今後の社会を担う若者
に必要な“たくましさ”と“しなやか
さ”を身につけてもらうことを目ざし、
新たなビジョン「自ら考え判断し行動で
きる子どもたち」の育成に取り組んでい
ます。

●男女共学化でより高い教育効果を
追求

学習・生活のエリアを分けた男女別学
制によって、それぞれの特性を伸ばす指
導を行ってきましたが、“新しい進学校
のカタチ”を目指していくために、昨年
度新入学年より男女共学になりました。
学園全体の改革も着実に進んでいます。

●先進かつ伝統の学習方式

常に先駆的な教育活動を実践し、独自
の教育システムで成果をあげてきました
が、新たなビジョンのもと、“新しい進
学校のカタチ”を目指して桐蔭教育はパ
ワーアップしていきます。

【先進的な ３ つの教育】
新しい教育の柱は、201５年度から本格
的に取り組んでいる「アクティブラーニ
ング型授業」に、将来に向かって学び続
ける力を育む「探究」、成長し続ける力を
養成する「キャリア教育」を加えた ３本
です。
「アクティブラーニング型授業」は、
身につけた知識を活用して主体的・対話
的に学び発表することで、深い知識の獲
得を図るだけでなく、思考力・判断力・
表現力を含めたバランスの良い学力を伸
ばし、大学でも、社会に出てからも、力
強く生き抜いていくための能力を育みま
す。本校では、アクティブラーニング研
究の第一人者である桐蔭学園理事長・溝
上慎一（元京都大学教授）の指導のもと、
生涯に渡って必要とされるアクティブ
ラーニングの力を育成しています。

【伝統の習熟度別授業】
学力を効果的に向上させるためには、

一人ひとりの力にあった学習指導を行う
必要があります。そこで、英語や数学・
理科など、一部の教科で習熟度別クラス
を編成しています。このクラスは定期考
査の成績に基づいてメンバーの入れ替え
を行っています。

【学校説明会】　 要予約 
●10月13日㈫ …10:00～＜定員あり＞

●10月30日㈮ …10:00～＜定員あり＞

●11月14日㈯ …14:30～

【入試体験会〈小6対象〉･入試説明会】　 要予約 
●12月12日㈯ …9:30～

※各行事の詳細については、学園公式ウェブサイトにてご
確認ください。

※各行事の予約は、開催日の概ね1か月前から学園公式
ウェブサイトにて受け付けます。

上記の日程等について、変更が生じることもあります。
事前に学園公式ウェブサイトにてご確認をお願いいたします。

【個別相談・学校見学】　 要予約 
● 電話にて事前予約をお願いいたし

ます。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

グローバル社会で活躍できる国際人に

●保護者の皆さまへ…

本校は、アメリカ名門校のチョート校、アンドーヴァー校、ニュージーラ
ンドの名門私立校のスコッツ校やサミュエルマーズデン校と提携交換留学制
度を有しています。希望者は選考試験を経て参加できます。また、校内の「グ
ローバルラウンジ」や「桐蔭英語
村」での体験のほか、 ３ 年次に全
員で参加するフィリピンのクラー
クでの海外語学研修も実施予定で
す。その後、数か月あるいは約10
か月の長期留学へのチャレンジも
可能です。さらに日本に来た留学
生のホストファミリーにもなるこ
とができます。

桐蔭学園が目指しているもの─それは
「新しい進学校」です。大学受験はもちろん
大切です。しかし、それが最終目標ではあり
ません。ますます多様化する社会において、
地に足をつけて歩んで行ける力を備えてほし
いと願っているのです。その力を育てるのが
アクティブラーニング型授業・探究・キャリ
ア教育といった新しい桐蔭の「学びの ３本柱」
です。大切なお子さまが大学に進学し、社会
に出るころ、力強くかつしなやかに、前向き
に活躍できる大人に成長できるよう ６年間寄
り添っていきます。ますます進化する桐蔭の
新しい学びにご期待ください。

校長　岡田 直哉

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●なし　※ 併設の桐蔭学園高校にて 
募集あり
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【ACCESS】
●東急田園都市線「市が尾駅」・「青葉台駅」…バス10〜15分
●小田急線「柿生駅」…バス15〜20分

〒225-8502　横浜市青葉区鉄町1614
☎045-971-1411　FAX045-974-5105
URL　http://toin.ac.jp/ses/
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DAYS

●建学の精神

創立者松前重義は、青年時代に「人生
いかに生きるべきか」について思い悩み、
内村鑑三の研究会を訪ね、その思想に深
く感銘を受けるようになりました。特に
デンマークの教育による国づくりの歴史
に啓発され、生涯を教育に捧げようと決
意して「望星学塾」を開設しました。こ
こに東海大学の学園の原点があります。
創立者松前はこの「望星学塾」に次の
四つの言葉を掲げました。

若き日に汝の思想を培え
若き日に汝の体軀を養え
若き日に汝の智能を磨け
若き日に汝の希望を星につなげ

ここでは身体を鍛え、知能を磨くとと
もに、人間、社会、自然、歴史、世界等
に対する幅広い視野をもって、一人ひと
りが人生の基盤となる思想を培い、人生
の意義について共に考えつつ希望の星に
向かって生きていこうと語りかけていま
す。
本学園はこのような創立者の精神を受
け継ぎ、明日の歴史を担う強い使命感と
豊かな人間性をもった人材を育てること
により、「調和のとれた文明社会を建設
する」という理想を高く掲げ、歩み続け
ていきます。

● 未来へのビジョン「現代文明論」の
実践

本校の教育は、創立者の建学の精神と
「現代文明論」を核にして展開します。
身体も精神も飛躍的に成長する時期です。
幅広い教育活動を通して生徒一人ひとり
の個性を伸ばしながら、人生の基盤を育
みます。
各教科・諸活動は「現代文明論」を軸

に展開され、自ら問題を発見し、互いに
話し合い、問題を解決していく能力を養
います。活動の中から生徒一人ひとりが、
目標を見つけ、理想の自分像に向かって
努力していきます。

●中・高・大の一貫教育

中学時代は、豊かな人間性の形成に
もっとも大切な時期です。この時期に、
ただ受験のための知識を詰め込むのでは
なく、高校、大学でより深く学ぶための
基礎学力を養いながら、豊かな感性や情
操を身につけることを目指しています。

【学校説明会】
●10月 3日㈯　
●11月22日㈰　10:00～12:00

●12月13日㈰
…個別相談コーナー有り

【オープンキャンパス】　 要予約 
● 6月13日㈯　【中止】

● 9月13日㈰　10:00～12:00

…HP参照

【文化祭・学園祭】
●10月10日㈯　

10:00～14:00
●10月11日㈰
…個別相談コーナー有り

【体育祭】
●10月17日㈯ …9:30～14:00

【個別相談・学校見学】　 要予約  電話にて

●平日 …9:00～16:00

…土日については電話にてお問い合わせ下さい

※上記全て車での来校はお控え下さい
※上記の日程は、今後の社会情勢を鑑みて内容の変更や中止の
可能性があります。
　日程の変更・中止、また予約制の有無等については、ホーム
ページにおいて随時お知らせする予定です。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

学習とクラブ活動の両立

●保護者の皆さまへ…

放課後は校舎や校庭に元気な声が響
いています。これは精神と身体のバラ
ンスのとれた発達を育む本校の教育活
動の特色です。文理融合の偏りのない
カリキュラムで基礎学力を身につける
授業。そして、興味・関心のある分野
に一生懸命に取り組むクラブ活動。そ
の両立が、自己発見の場として、生徒
たちの学校生活の原動力になっていま
す。

21世紀はみなさんの時代です。本校の創立
者である松前重義博士は、「かざりのない、
素朴な自然のありのままの中に、真理と美が
あり、うるわしさがある」という思いで、無
装荷ケーブルを発明しました。自ら問題を発
見し、解決していく力が必要な今、夢と希望
を実現するために努力している皆さんとの出
会いを、心から楽しみにしています。体育
祭・文化祭等様々な行事に是非参加して、東
海大相模をじかに感じとって下さい。

中等部教諭　Ｓ

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●あり

●土曜休日
 ※月１回授業
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【ACCESS】
●小田急線「小田急相模原駅」…南口徒歩約 ８分

〒252-0395　相模原市南区相南3-33-1
☎042-742-1251　FAX042-742-1159
URL　https://www.sagami.tokai.ed.jp/
e-mail address　junior@sagami.tokai.ed.jp
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DAYS

●建学の精神

創立者松前重義は、青年時代に「人生
いかに生きるべきか」について思い悩み、
内村鑑三の研究会を訪ね、その思想に深
く感銘を受けるようになりました。特に
デンマークの教育による国づくりの歴史
に啓発され、生涯を教育に捧げようと決
意して「望星学塾」を開設しました。こ
こに東海大学の学園の原点があります。
創立者松前はこの「望星学塾」に次の
四つの言葉を掲げました。

若き日に汝の思想を培え
若き日に汝の体軀を養え
若き日に汝の智能を磨け
若き日に汝の希望を星につなげ

ここでは身体を鍛え、知能を磨くとと
もに、人間、社会、自然、歴史、世界等
に対する幅広い視野をもって、一人ひと
りが人生の基盤となる思想を培い、人生
の意義について共に考えつつ希望の星に
向かって生きていこうと語りかけていま
す。
本学園はこのような創立者の精神を受
け継ぎ、明日の歴史を担う強い使命感と
豊かな人間性をもった人材を育てること
により、「調和のとれた文明社会を建設
する」という理想を高く掲げ、歩み続け
ていきます。

● 未来へのビジョン「現代文明論」の
実践

本校の教育は、創立者の建学の精神と
「現代文明論」を核にして展開します。
身体も精神も飛躍的に成長する時期です。
幅広い教育活動を通して生徒一人ひとり
の個性を伸ばしながら、人生の基盤を育
みます。
各教科・諸活動は「現代文明論」を軸
に展開され、自ら問題を発見し、互いに
話し合い、問題を解決していく能力を養
います。活動の中から生徒一人ひとりが、
目標を見つけ、理想の自分像に向かって
努力していきます。

●中・高・大の一貫教育

中学時代は、豊かな人間性の形成に
もっとも大切な時期です。この時期に、
ただ受験のための知識を詰め込むのでは
なく、高校、大学でより深く学ぶための
基礎学力を養いながら、豊かな感性や情
操を身につけることを目指しています。

【学校説明会】
●10月 3日㈯　
●11月22日㈰　10:00～12:00

●12月13日㈰
…個別相談コーナー有り

【オープンキャンパス】　 要予約 
● 6月13日㈯　【中止】

● 9月13日㈰　10:00～12:00

…HP参照

【文化祭・学園祭】
●10月10日㈯　

10:00～14:00
●10月11日㈰
…個別相談コーナー有り

【体育祭】
●10月17日㈯ …9:30～14:00

【個別相談・学校見学】　 要予約  電話にて

●平日 …9:00～16:00

…土日については電話にてお問い合わせ下さい

※上記全て車での来校はお控え下さい
※上記の日程は、今後の社会情勢を鑑みて内容の変更や中止の
可能性があります。
　日程の変更・中止、また予約制の有無等については、ホーム
ページにおいて随時お知らせする予定です。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

学習とクラブ活動の両立

●保護者の皆さまへ…

放課後は校舎や校庭に元気な声が響
いています。これは精神と身体のバラ
ンスのとれた発達を育む本校の教育活
動の特色です。文理融合の偏りのない
カリキュラムで基礎学力を身につける
授業。そして、興味・関心のある分野
に一生懸命に取り組むクラブ活動。そ
の両立が、自己発見の場として、生徒
たちの学校生活の原動力になっていま
す。

21世紀はみなさんの時代です。本校の創立
者である松前重義博士は、「かざりのない、
素朴な自然のありのままの中に、真理と美が
あり、うるわしさがある」という思いで、無
装荷ケーブルを発明しました。自ら問題を発
見し、解決していく力が必要な今、夢と希望
を実現するために努力している皆さんとの出
会いを、心から楽しみにしています。体育
祭・文化祭等様々な行事に是非参加して、東
海大相模をじかに感じとって下さい。

中等部教諭　Ｓ

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●あり

●土曜休日
 ※月１回授業
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●小田急線「小田急相模原駅」…南口徒歩約 ８分

〒252-0395　相模原市南区相南3-33-1
☎042-742-1251　FAX042-742-1159
URL　https://www.sagami.tokai.ed.jp/
e-mail address　junior@sagami.tokai.ed.jp
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DAYS

●男女別学の教育環境
男女別学でそれぞれの特質にあわせて授

業が展開される一方、文化祭や体育大会な
どの各種行事、委員会や文化部などは共に
活動します。「他者との関わりの中で自己
を高めていこう」「失敗を恐れず失敗から 
学んでいこう」「一生続けられる好きなこ 
とを見つけよう」を教育目標に、生徒それ
ぞれが個性を発揮しつつ、互いのそれを尊
重する上質な学園生活を提供します。

●充実の学習環境
文化部３1種、運動部20種の部活動を支え

る各種施設が整っています。また、ICTを
導入し、校内にWi-Fi環境を整備。高 1 か
ら全員がノートPCを所持し、授業で活用
しています。中 ３ の技術家庭の授業では

「プログラミング」を学習します。

●イートン校サマースクールなど多彩
なグローバル教育プログラム
帰国生が全体の10～1５%の割合で在籍し

ていますが、それ以外の生徒も積極的に国
際教育プログラムに参加しています。高 2
では全員が参加する「カナダ修学旅行」を
実施。さらに、希望者を対象とした国際教
育プログラムを多数用意。「英国イートン
カレッジサマースクール」「ケンブリッジ 
大学リーダーズ研修」「オーストラリア・
ニュージーランド　ターム留学」「カナダ
ホームステイ」「イングリッシュワーク
ショップ」（校内）、「TOKOイマージョンス
クール」（国内宿泊型）などがあります。ま
た、英国The NINEと呼ばれる名門パブ
リックスクールの留学や米国アイビーリー
グなどの海外TPO校への進学サポートも積
極的に行っています。

●きめ細かい学習指導・充実の講習制度
中学では主要 ５ 教科について朝10分間テ

ストを実施。基礎学力の定着と共に、学習
の習慣づけを図ります。定期試験では成績
に応じてフォローアップ講習実施します。
また英数国の上位者にはそれぞれ指名講習
が行われます。また、土曜日や夏期には希
望で受講できる講習もあります。高校から
は各自の進路にあわせて、国公立・私立難
関大学を中心に個別の大学入試対策など細
分化した講習を選択しオリジナルのカリキュ
ラムを確立できます。以上のような講習は
中高あわせておよそ６00講座もあります。

●第一人者を招聘して行う大学訪問
授業が知的好奇心を刺激する

「大学訪問授業」（土曜日など年間約20回
程度）は、これまでに池上彰、羽生善治、
根岸英一、隈研吾、坂本龍一、茂木健一郎
といった現代の日本を代表する一流の講師
陣を招き、中学 1 年生から高校 ３ 年生まで
の希望者が参加できます。「大学訪問授業
で興味を持った先生の大学に合格した」と
大学受験を語る卒業生もいるほどです。憧
れの講師の講義に参加することは知的好奇
心を刺激するとともに、大学で勉強したい
研究分野や学部・学科の選択を改めて考え
るための大きな契機となります。講義の内
容は書籍化もされ、全国の書店でも販売さ
れています。

【学校説明会】　 要予約 
● 7月11日㈯ …13:30～15:10

● 8月30日㈰ …10:30～12:10、14:00～15:40

●10月 4日㈰ …10:30～12:10、14:00～15:40

●10月26日㈪ …10:30～12:10

●11月29日㈰ …10:30～12:10、14:00～15:40

●12月20日㈰ …10:30～12:20、14:00～15:50

【3回Ｂ入試説明会】　 要予約 
●10月17日㈯ …14:00～15:40

【入試問題説明会】　 要予約 
●11月14日㈯ …13:30～15:10

【帰国生対象説明会】　 要予約 
● 8月 8日㈯ …10:30～12:10

【帰国生対象入試問題説明会】　 要予約 
●12月12日㈯ …13:30～15:10

【オープンスクール&クラブフェア】予約推奨

● 6月13日㈯
…授業体験、クラブ実演、クラブ体験
…午後には説明会もあります。

【文化祭・学園祭】輝緑祭（きりょくさい）

● 9月20日㈰ …9:00～15:30

※個別入試相談コーナーを設けます（10:00〜）

【体育大会】
●10月16日㈮ …8:50～15:30

※大会の参観は自由です
　（学校説明会・校内見学は行いません）

【個別相談・学校見学】
●随時受付

… HPをご確認の上、お電話・メールで事前にご連絡く
ださい

※説明会・行事についてはHPをご確認ください。
※HPに学校紹介ビデオを公開中、web説明会を準備中。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

6/13㈯9：００～中学校オープンスクール開催！

●保護者の皆さまへ…

桐光学園では、今年も、 6 月1３日㈯オープ
ンスクールを実施します。

授業体験では桐光学園の教師陣によるユ
ニークでエンターテイメントな授業に参加できま
す。クラブフェアでは部員たちと触れ合えるク
ラブ体験のほかに、各クラブのブース展示と
実演、ブースで体験ができるクラブもあります。
授業･クラブ体験はWeb予約がお勧めです。
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広報　　井戸　大

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●あり

●6日制62

別学校

桐光学園
中 学 校

【ACCESS】
●小田急多摩線「栗平駅」…徒歩12分
● 小田急多摩線「黒川駅」・京王相模原線「若葉台駅」
　よりスクールバス運行中

〒215-8555　川崎市麻生区栗木3-12-1
☎044-987-0519　FAX044-987-9064
URL　http://www.toko.ed.jp
e-mail address　info@toko.ed.jp
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DAYS

●建学の精神と教育理念

国際社会においてアジア・オセアニア
地域の重要性が高まっていく現在、柔軟
な発想と旺盛なチャレンジ精神を持ち、
国際社会に太刀打ちできる21世紀のリー
ダーの育成を目指しているのが藤嶺藤沢
です。「質実剛健」「勇猛精進」という建
学の精神のもと、「“夢”の実現に向けて
日々の努力を怠らない姿勢の確立」を大
切にしています。

藤嶺藤沢の教育は“価値ある ５ つの教
育（WORTH）”として具現化していま
す。

World～アジアに世界に目を向けます
Originality～ 藤嶺藤沢ならではの教育

を行います
Resolution～問題解決能力を育てます
Thinking～考える喜びを伝えます
Humanity～豊かな人間性を養います

●学習指導

本校では学習指導要領が教育の最低水
準を示すものだと考え、基礎力を徹底し
て身につけ、応用・発展学習を行い、自
ら考える力を養います。特に中高一貫教
育の土台作りが中 1 ・ 2 の基礎期なので、
基礎学力の確実な定着を目指し、授業の
充実と効率化を図っています。また、放
課後の補習や演習、休暇中の講習会や勉
強合宿（中 ３ ～高 2 ）も用意されていま
す。

●特色ある授業

国際社会で必要とされる日本人として
の意識を培うために、剣道・茶道ともに
５ 年間学びます。剣道では、動的な修練
を通して「礼」の型を作り上げ、その心
を学びます。茶道では物を大切にする心、
規律と節度のある人と人との対応の仕方、
手足の運びから身体全体の動作の美しさ
を学びます。総合学習の正課として毎週
学ぶことで生徒たちにより深い人間性が
備わります。また、体育にネイティブの
教員を据えて、英語習得のためにオーラ
ル面の環境作りにも工夫をしています。

●部活動と学校行事

部活動は原則として週 ３ 日間の活動で
す。現在盛んに活動している部は、軟式
野球、サッカー、バレーボール、剣道な
どの運動部、鉄道研究、化学、茶道など
の文化部です。学校行事では、藤嶺祭、
学年研修、サマーキャンプ、体育祭、研
究発表会、職業講演会などが行われ、こ
れらの行事を通して得られる出会いと感
動は、生徒一人ひとりの成長を促しなが
ら、社会性・協調性を養う機会となって
います。

なお、中 ３ の学年末に希望者を対象に、
ホームステイ体験の上海研修やオースト
ラリアまたはニュージーランド語学研修
も企画されています。

予約受付は各会実施日の 1ヶ月前よりHPにて
【学校説明会】　 要予約 

● 9月26日㈯
●10月29日㈭　10:30～

●11月14日㈯
【ナイト説明会】　 要予約 

●11月 5日㈭ …19:00～20:15

【入試問題対策説明会】　 要予約 
●12月12日㈯ …10:30～

【ファイナル説明会】　 要予約 
● 1月23日㈯ …10:30～

【サマースクール（宿泊型体験）】　 要予約  ※小5・6対象

● 8月 8日㈯～ 9日㈰ 【中止】
※詳細は（7月頃〜）本校ホームページにて

【オープンスクール（授業体験）】　 要予約  ※小4以上対象

●10月17日㈯ …10:00～
※詳細は（8月頃〜）本校ホームページにて

【学園祭】藤嶺祭（予約不要・入退場自由）
●10月24日㈯　

9:30～15:00
●10月25日㈰
※個別相談コーナー設置

【体育祭】（予約不要・入退場自由）
●10月24日㈯ …9:00～15:00 【中止】
於：本校総合グラウンド

【個別相談・学校見学】　 要予約  電話にて

●随時

※上記は2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もあ
りますので、必ずＨＰにてご確認ください。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

卒業茶会

●保護者の皆さまへ…

中 ３での大きな取り組みとして「卒
業茶会」があります。中学での茶道学
習の総仕上げとして行われるもので、
クラスを 2つのグループに分けてそれ
ぞれがお茶会を催します。全員が着物
を着て、招待した保護者の方々に一服
のお茶を召し上がっていただきます。
中学 ３年間での成長が見てとれる行事
です。

藤嶺藤沢は中高 ６ 年間を「基礎・発展・深
化」という ３ ブロックに分け、各段階に応じ
た指導を行っています。

中 1 ・ 2 の「基礎期」では、担任が生徒の
様子をつぶさに観察し、指導することに重点
を置きます。たとえば、毎日の出来事を書く

「生活ノート」はいわば、担任と生徒の“交
換日記”のようなもの。このようなやりとり
の中で、担任と生徒の信頼関係は深まってい
きます。

また、いじめ防止プロジェクトとしての
ワークショップや講演会も生徒だけでなく、
教員も対象として行われています。このよう
に藤嶺藤沢では、学校全体でさまざまなこと
を学び、取り組んでいます。

 中 ３担任　Ｋ．Ｔ

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり
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【ACCESS】
●JR東海道線・小田急線・江ノ電線「藤沢駅」…徒歩15分
●小田急線「藤沢本町駅」…徒歩1３分

〒251-0001　藤沢市西富1-7-1
☎0466-23-3150　FAX0466-25-7935
URL　https://www.tohrei-fujisawa.ed.jp
e-mail address　nyushi@tohrei-fujisawa.ed.jp
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れらの行事を通して得られる出会いと感
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なお、中 ３ の学年末に希望者を対象に、
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●随時

※上記は2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もあ
りますので、必ずＨＰにてご確認ください。
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: : 学期制度 : : 5日制／6日制
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●自ら考え、学び、行動する

本校では自主的に行動し何事にも意欲
的に取り組む生徒を育てることを目標と
しています。「自ら考え、自ら学び、自ら
行動する」という言葉は、明治時代の教育
者で創立者の成瀬仁蔵が唱えたものです。
この精神は110年以上が経過した今で
も受け継がれ、生徒の学習や生活に深く
浸透しています。自治活動は活発で、運
動会や文化祭、音楽会等の行事は、生徒
の中から選出された委員会が中心となっ
て、企画・運営されています。自治活動
で意見が対立する時は、話し合いを重ね
ることで、集団を調整する力が身につき、
社会性や協調性、行動力が養われます。
また、中高 ６年間で誰もが活躍できる機
会が多くあり、リーダーシップが育まれ
ます。

●森の中の学校

キャンパスは新宿から小田急線で３0分
の距離ですが、多摩丘陵の一角にあり、
緑があふれています。豊かな自然に囲ま
れ、四季の変化を感じながら、集中して
学習に取り組める環境にあります。

●実物に出会い学問の本質を追究する

カリキュラムは、授業時数が特定の教
科に偏ることなく、全ての科目・分野を
履修するようになっています。
各教科の取り組みとしては、実物を用

いた教育を重視しています。例えば理科
では年間40回以上の実験や野外観察を行
います。国語では文学作品の一部を取り
上げるのではなく、文庫本を活用し全編
を読破した上で、意見を述べ合いながら
授業が展開されていきます。
また、実際に現地を訪れて本物に触れ

ながら学習する校外授業が充実していま
す。

●高い割合を占める理系進学者

併設大学（家政学部・文学部・理学
部・人間社会学部）へは、原則として希
望する者全員の進学が可能で、例年約
７５％ほどを占めています。
芸術・医歯薬学・法学など、 8学部の
他大学受験の場合は、日本女子大学との
併願が認められています。
本校を指定校推薦とする他大学の推薦

枠が多いことも特徴です。
進路としては、理系の学部へ進む生徒

が女子校として多いのも特徴であり、全
体の約4５％が理系、約 ５％が医歯薬学系
の学部に進学しています。

【学校説明会】　 要予約 
● 5月 9日㈯ 【中止】

● 8月29日㈯ …16:00～17:30

● 9月12日㈯
…日本女子大学（目白キャンパス）※予約不要

●10月13日㈫ …10:40～12:30

●10月24日㈯ …16:00～17:30

【入試問題解説会】　 要予約 
●11月21日㈯ …14:00～16:30　本校

【オープンスクール】　 要予約 
● 6月13日㈯ 【中止】

【クラブ体験会】　 要予約 
● 8月22日㈯ …15:00～16:30

【文化祭・学園祭】十月祭  要予約 
●10月 3日㈯ …12:00～16:00

●10月 4日㈰ …9:00～15:00

【体育祭】　 要予約 
● 6月 6日㈯
…雨天時は6月7日㈰に延期

※2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もありますの
で、必ずHPにてご確認ください。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

一人ひとりが主役の文化祭（十月祭）

●保護者の皆さまへ…

入学式の感想に始まる学活ノートは中学校
生活 ３年間の日記であり心の成長記録です。
数ある行事や講演会も入念な準備の上その

日を迎え、学活ノートのまとめをもって終了
となる我が校。振り返って書く行為が、終え
る為でなく次へ繋げる源となることに気づく
生徒達。そこに日々の生活で感じたり考えた
ことも綴られ、書くことで自分を客観視し今
後のあり方を見つけていく生徒達。こうした
自己凝視が日々繰り返される学校生活の中で、
豊かな心の成長は果たされるのだと思います。

教頭　椎野　秀子

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

●土曜休日53

「十月祭」は本校の文化祭です。生徒が日頃の学習やクラブ活動、委員会活動の成
果を発表します。十月祭行事委員会を中心に、生徒自らが企画・運営していきます。
中学校の文化祭ですので、中学 ３年生がリーダーとなり、学校全体を引っ張っていき
ます。50年以上にわたり、長く受け継がれて
きた伝統を土台に、中学生だからできること、
感じること、さまざまな思いを一つのかたち
にしていきます。伸びやかに、そして着実に
創り上げていく“学校生活のすべてを発表す
る場・十月祭”にぜひお越しください。
十月祭をはじめ、学校生活のようすを本校

HPの「中学校生活レポート」でご覧いただけ
ます。

女子校

日本女子大学附属
中学校

【ACCESS】
●小田急線「読売ランド前駅」徒歩10分（新宿→読売ラン
ド前、急行３0分）●京王相模原線「京王稲田堤駅」下車バス
「生田折返場」行き10分●京王相模原線「京王よみうりラ
ンド駅」バス「寺尾台団地」行き15分
※バスはいずれも小田急バス「女子大前」下車

〒214-8565　川崎市多摩区西生田1-1-1
☎044-952-6705　FAX044-954-5450
URL　http://www.jwu.ac.jp/hsc/
e-mail address　n-fuzokuh@atlas.jwu.ac.jp
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DAYS

● ２ コース制

「グローバルリーダーズ（GL）」と「Ｎ
スタンダード（NS）」の 2 コース制です。
GLコースは、グローバルや課外講座等
の体験型プログラムを必修とする《フル
コース型》です。NSコースは、これらの
プログラムをニーズに応じてカスタマイ
ズできる《アラカルト型》です。どちら
のコースもグローバル社会に対応できる
確かな力と人間力を伸ばします。

●ＩＣＴ教育

電子黒板や 1 人 1 台のiPadを有効に活
用し、アクティブラーニング型授業を展
開しています。双方向的授業や調べ学習
を通じて対話的で深い学びを効率良く進
めます。さらに、プレゼンテーション発
表の機会を多く設け、生徒が意見を出し
合い協働する学びで教室は活気に満ちて
います。本校は『思考力・判断力・表現
力』を鍛え、主体的な学びで確かな学力
を身につけます。このiPadは自宅に持ち
帰り、課題配信や提出、学校との連絡
ツールとしても有効に活用されています。

●グローバル教育

７ 名のネイティブ講師による少人数制
英会話授業やベルリッツ英会話授業

（GLコース必須）で、英語 4 技能能力の
「話す」「聞く」力を高めます。また、放
課後イングリッシュラウンジ（ネイティ
ブ講師常駐・無料）も自由に利用でき、
英語力を高めながら校内で異文化体験が
できます。海外研修は、GLコースは中
2 ・中 ３ で、NSコースは中 ３ をで実施

（必修）し、現地校との異文化交流や企

業訪問を通して、多様な考え方を学びま
す。また、希望制で短期海外研修（約 ３
週間・中 1 から参加可）や高校では中期
研修（約 ３ か月）、長期留学（ 1 年・単
位認定）に参加できます。海外での様々
な経験はグローバルな視野と英語力を高
めます。

●体験型キャリア教育

日本最大の総合大学である日本大学の
スケールメリットを最大限に活かし、1６
学部と連携した学部訪問を実施していま
す。松戸歯学部では歯科医師体験、理工
学部ではロボットを動かす実験、国際関
係学部では留学生とのコミュニケーショ
ン授業など、学部のもつ専門性や最先端
の技術・研究などに触れることで、学習
への意欲と今後の進路意識の高揚を促し
ます。また、日本銀行、新聞社、貨幣博
物館、 JICA、UNICEF、上野国立西洋美
術館などの訪問、TV番組制作体験、大
相撲観戦、歌舞伎やミュージカル鑑賞な
ど、多種多様な体験活動を展開しており
ます。こうした体験型キャリア教育を推
進し、自己発見につなげることで、将来
のキャリア形成を促しています。

【学校説明会】
● 6月 6日㈯ …14:00～ 【中止】

●10月 3日㈯　
9:30～

●11月28日㈯
…学校見学・個別相談あり。上履きをご持参ください。
　開始30分前よりアトラクションを行います。

【オープンスクール】　 要予約 
● 6月20日㈯ …10:00～ 【中止】

…個別相談あり。上履きをご持参ください。
　6月初旬申し込み開始（HP参照）

【文化祭・学園祭】桜苑祭

● 9月12日㈯　
9:00～15:30

● 9月13日㈰
…上履きをご持参ください。

【体育祭】非公開

● 5月13日㈬　
【中止】

● 5月14日㈭

【学校見学会】　 要予約  HP

●平日（月～金）　9:45～10:45、13:15～14:15

●土曜　9:45～10:45

　  …上履きをご持参ください。
　  　教員の案内で生徒の様子をご覧いただきます。

※上記は2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もあ
りますので、必ずＨＰにてご確認ください。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

話題の教育（ＩＣＴ教育）

●保護者の皆さまへ…

ICT機器を使うことを目的とするのではなく、「何のために」「何を」
「どのように」使うかに重点を置き、全教科で「主体的に学ぶ」姿勢を身
につけるという目標のもと、教室内、
理科実験、部活動、委員会活動、自
主学習など幅広く活用しています。

学習動画やwebドリル、webテスト
だけでなく、アプリを通じて課題配信
や質問対応など個々の理解度や進度
に応じたフォローが可能です。予定や
連絡事項は、保護者へも配信され、
家庭との連携も強化されています。

私は、学校の雰囲気がよく、自宅からも通い
やすい日大中学を受験しました。先生方はとて
も親切で、いつも親身になって相談にのってく
れます。いつも励ましの言葉をかけていただき、
モチベーションが上がり、自分に自信が持てる
ようになりました。中高 ６ 年間 1 番思い出に
残っていることは、ケンブリッジ大学へ語学研
修に行ったことです。ここで学んだことがきっ
かけとなって、海外でインフラ整備の仕事に就
きたいと考えるようになりました。日大中・高
は自由にのびのびと過ごせる環境が整っていま
す。皆さんも学校生活を楽しみながら、自分
のやりたいことを見つけてください。

東京大学理科一類　Ｙ・Ｇ

幼 中 高 短 大 専

●3期制

●あり
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日本大学
中 学 校

【ACCESS】
● 東急東横線/目黒線・東京メトロ副都心線・南北線・市

営地下鉄「日吉駅」

〒223-8566　横浜市港北区箕輪町2-9-1
☎045-560-2600　FAX045-560-2610
URL　https://www.yokohama.hs.nihon-u.ac.jp/
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DAYS

● ２ コース制

「グローバルリーダーズ（GL）」と「Ｎ
スタンダード（NS）」の 2 コース制です。
GLコースは、グローバルや課外講座等
の体験型プログラムを必修とする《フル
コース型》です。NSコースは、これらの
プログラムをニーズに応じてカスタマイ
ズできる《アラカルト型》です。どちら
のコースもグローバル社会に対応できる
確かな力と人間力を伸ばします。

●ＩＣＴ教育

電子黒板や 1 人 1 台のiPadを有効に活
用し、アクティブラーニング型授業を展
開しています。双方向的授業や調べ学習
を通じて対話的で深い学びを効率良く進
めます。さらに、プレゼンテーション発
表の機会を多く設け、生徒が意見を出し
合い協働する学びで教室は活気に満ちて
います。本校は『思考力・判断力・表現
力』を鍛え、主体的な学びで確かな学力
を身につけます。このiPadは自宅に持ち
帰り、課題配信や提出、学校との連絡
ツールとしても有効に活用されています。

●グローバル教育

７ 名のネイティブ講師による少人数制
英会話授業やベルリッツ英会話授業

（GLコース必須）で、英語 4 技能能力の
「話す」「聞く」力を高めます。また、放
課後イングリッシュラウンジ（ネイティ
ブ講師常駐・無料）も自由に利用でき、
英語力を高めながら校内で異文化体験が
できます。海外研修は、GLコースは中
2 ・中 ３ で、NSコースは中 ３ をで実施

（必修）し、現地校との異文化交流や企

業訪問を通して、多様な考え方を学びま
す。また、希望制で短期海外研修（約 ３
週間・中 1 から参加可）や高校では中期
研修（約 ３ か月）、長期留学（ 1 年・単
位認定）に参加できます。海外での様々
な経験はグローバルな視野と英語力を高
めます。

●体験型キャリア教育

日本最大の総合大学である日本大学の
スケールメリットを最大限に活かし、1６
学部と連携した学部訪問を実施していま
す。松戸歯学部では歯科医師体験、理工
学部ではロボットを動かす実験、国際関
係学部では留学生とのコミュニケーショ
ン授業など、学部のもつ専門性や最先端
の技術・研究などに触れることで、学習
への意欲と今後の進路意識の高揚を促し
ます。また、日本銀行、新聞社、貨幣博
物館、 JICA、UNICEF、上野国立西洋美
術館などの訪問、TV番組制作体験、大
相撲観戦、歌舞伎やミュージカル鑑賞な
ど、多種多様な体験活動を展開しており
ます。こうした体験型キャリア教育を推
進し、自己発見につなげることで、将来
のキャリア形成を促しています。

【学校説明会】
● 6月 6日㈯ …14:00～ 【中止】

●10月 3日㈯　
9:30～

●11月28日㈯
…学校見学・個別相談あり。上履きをご持参ください。
　開始30分前よりアトラクションを行います。

【オープンスクール】　 要予約 
● 6月20日㈯ …10:00～ 【中止】

…個別相談あり。上履きをご持参ください。
　6月初旬申し込み開始（HP参照）

【文化祭・学園祭】桜苑祭

● 9月12日㈯　
9:00～15:30

● 9月13日㈰
…上履きをご持参ください。

【体育祭】非公開

● 5月13日㈬　
【中止】

● 5月14日㈭

【学校見学会】　 要予約  HP

●平日（月～金）　9:45～10:45、13:15～14:15

●土曜　9:45～10:45

　  …上履きをご持参ください。
　  　教員の案内で生徒の様子をご覧いただきます。

※上記は2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もあ
りますので、必ずＨＰにてご確認ください。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

話題の教育（ＩＣＴ教育）

●保護者の皆さまへ…

ICT機器を使うことを目的とするのではなく、「何のために」「何を」
「どのように」使うかに重点を置き、全教科で「主体的に学ぶ」姿勢を身
につけるという目標のもと、教室内、
理科実験、部活動、委員会活動、自
主学習など幅広く活用しています。

学習動画やwebドリル、webテスト
だけでなく、アプリを通じて課題配信
や質問対応など個々の理解度や進度
に応じたフォローが可能です。予定や
連絡事項は、保護者へも配信され、
家庭との連携も強化されています。

私は、学校の雰囲気がよく、自宅からも通い
やすい日大中学を受験しました。先生方はとて
も親切で、いつも親身になって相談にのってく
れます。いつも励ましの言葉をかけていただき、
モチベーションが上がり、自分に自信が持てる
ようになりました。中高 ６ 年間 1 番思い出に
残っていることは、ケンブリッジ大学へ語学研
修に行ったことです。ここで学んだことがきっ
かけとなって、海外でインフラ整備の仕事に就
きたいと考えるようになりました。日大中・高
は自由にのびのびと過ごせる環境が整っていま
す。皆さんも学校生活を楽しみながら、自分
のやりたいことを見つけてください。

東京大学理科一類　Ｙ・Ｇ

幼 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

63
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【ACCESS】
● 東急東横線/目黒線・東京メトロ副都心線・南北線・市

営地下鉄「日吉駅」

〒223-8566　横浜市港北区箕輪町2-9-1
☎045-560-2600　FAX045-560-2610
URL　https://www.yokohama.hs.nihon-u.ac.jp/
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DAYS

●教育方針 
「健康」「有為」「品格」

本校は、日本大学の付属高等学校の一
つとして、昭和24年に創設されました。

「日本大学の目的及び使命」を教育方針
の根幹に据え、「健康」心身共に健全な
人になること。（健康な身体は最も尊い
財産であり、その身体にこそ健全な精神
が宿って明るく平和な社会を築き上げる
ことができる。）「有為」世の中で役に立
つ人になること。（学問、技術を身につ
けてすべての人から信頼され愛されるよ
うな人柄を作り上げ、社会の発展に役立
つ人となること。）「品格」豊かで品のあ
る人になること。（常に人格の向上に心
がけ、国際社会にも通用する幅の広い立
派な人柄をつくりあげること）を校訓と
しています。言いかえるならば、一方に
偏することのない人間教育を生徒指導の
目標の第一としています。

以上の教育方針および校訓を基に独自
の中高 ６ 年間一貫教育プログラムで ６ か
年を ３ つのステージに分け、それぞれに
学習面・生活面のテーマを設定し生徒た
ちの発達・成長段階に応じたきめ細かな
学習指導および生活指導を行います。

●教育の特色

①Full Learning
「十分な学習」日本大学藤沢高等学校
の特進クラスに相当する学力の育成。

②Face to Face

「顔の見える指導」保護者の皆様と情
報を共有し、生徒一人ひとりを見守る
理念を実践。

③Follow up
「万全の支援体制」日本大学への内部
進学だけではなく、国公立大学、難関
私立大学への進学のフォローアップ。

④Field Work
「特色ある体験学習」日本大学生物資
源科学部の施設を活かし、自然観察、
食品加工といったユニークなフィール
ドワークの実践。

⑤Facilities of Campus
「恵まれたキャンパス施設」校舎の施
設設備、各種スポーツ施設は大学水準。

⑥Future Making
「未来の創造」受験指導だけではなく、
大学でのキャンパスライフや卒業後のラ
イフスタイルもしっかりと考慮し、生徒
一人ひとりの将来を見据えた進路指導。

⑦Fujisawa-Shonan
「拠点は湘南・藤沢」日本大学藤沢中
学校のホームタウンは湘南・藤沢。自
然に恵まれたロケーションで、のびの
びとしたスクールライフを謳歌。

●皆様の夢の実現のために

この ７ つのＦは皆さんの夢の実現のた
めにあります。将来の夢の実現のため、
勉学にまたクラブ活動に、のびのびとし
た学園生活を日本大学藤沢中学校で送っ
てみませんか！私たち、教職員一同皆さ
んの入学を心待ちにしています！

【WEB学校説明会】（予約不要、保護者・小学生対象）
●本校ホームページより6月配信予定

【学校見学会】
毎年6月に開催している学校見学会は新型コロナウィルス
感染リスクを勘案し、中止とさせていただきました。

【オープンスクール】
毎年7月〜8月に開催しているオープンスクールは新型コ
ロナウィルス感染リスクを勘案し、中止とさせていただきまし
た。

【日藤祭】   要予約   （文化祭、中高合同）

●11月 7日㈯ …10:30～15:00

●11月 8日㈰ …9:00～15:30

※見学自由
※教員・在校生との相談コーナーあり。
※ホームページにて10月2日㈮より受付

【入試説明会】   要予約   （保護者・受験生対象）

第1回10月31日㈯ …14:00～15:30

第2回11月21日㈯ …14:00～15:30

※場所：中学棟大教室
※説明会後、自由に学校見学ができます。
※個別相談ができます。
※ホームページにて10月2日㈮より受付

※上記の公開行事の予定は状況により内容を変更する場合があ
ります。
　最新情報は本校ホームページでご確認ください。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

特色のある体験学習

生物資源科学部に隣接した利点をフルに活用し、中学 1・ 2 年次に
体験型の授業としてフィールドワークを展開します。農場での食物栽
培や、家畜のライフサークル観察を通して心の教育を行います。また、
食品加工センターでのソーセージづくりを通して、人間の命を支える
食料の大切さ、食文化、自然と私たちとの関わりについて学びます。
農場の提供、栽培技術指導等、生物資源科学部の協力のもとに一人
ひとりに区画を与え、野菜栽培を通して、食物ができるまでの過程を
実体験し、野菜収穫を通して作物が得られた感動を味わわせます。
また、大学施設である「博物館」や「バラ園」の見学を通して「生
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広報部　Ｋ．Ｉ
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【ACCESS】
●小田急江ノ島線「六会日大前駅」…徒歩 ８分

〒252-0885　藤沢市亀井野1866
☎0466-81-0125　FAX0466-83-2161
URL　https://www.fujisawa.hs.nihon-u.ac.jp
e-mail address　nf-info@fujisawa.hs.nihon-u.ac.jp
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DAYS

●フェリス女学院のあゆみ

18７0年（明治 ３ 年）、米国の改革派教
会の婦人宣教師メアリー・エディー・キ
ダー女史によって建てられた、日本で最
初の女子のための学校です。フェリスと
いう名は、キダー女史の働きに援助を惜
しまなかった、米国改革派教会外国伝道
局総主事のフェリス父子の名をとって付
けられました。創立1５0年の今日まで、
その時代その時代の多くの試練にあいな
がら、キリスト教信仰を土台とした自由
な校風の中で、豊かな教養・個性を身に
つけた卒業生を、日本と世界のさまざま
な分野に送り出してきました。

●教育方針

フェリスのモットーは、聖書の教えに
基づく「For Others 他人のために」です。
このモットーのもと、三つの教育方針を
立てています。
1 ．キリスト教信仰

フェリスは創立から現在まで、ずっと
キリスト教の信仰に基づいた教育を
行ってきましたが、これはその時代その
時代にふさわしい中身を持たせながら、
これからも変わらない方針として守られ
ます。毎朝の礼拝、各学年の聖書の授
業、キリスト教関連の行事などを通して、
他の人のために奉仕できる者へと変え
られていくことをめざしています。

2 ．学問の尊重
「深く、広く」が、フェリス女学院

の学習活動の基本です。井戸は深く掘

れば掘るほど、豊かな水が湧いてきま
す。学問の世界も同じです。深い学び
の先には豊かな世界が広がります。ま
た、自分の得意とする分野を深めるだ
けでなく、他の分野とも関連づけるこ
とで、視野が大きく広がり、新しい気
づき・発見が生まれます。このような
思考方法は、勉強だけでなく、わたし
たちの生き方そのものを豊かにし、力
強いものに変えて行くはずです。学問
の厳しく豊かな世界につながっていく
深い学習と、特定の分野にかたよらな
い幅広い学習をめざしています。この
ような学びは、多くの人々のために役
立つことに通じていくと考えています。

３ ．まことの自由の追求
「まことの自由」とは、何ものにも

しばられず、自由に他の人のために奉
仕できるような自由のことです。これ
は他の人への愛の関わりにおいて発揮
される自由です。自由な環境の中で、
そのような自由が育っていくことをめ
ざしています。

【学校見学会】　 要Web予約 
● 7月18日㈯ …9:00～15:15

… Web予約：7月3日㈮20:00〜7月12日㈰23:59、 
詳細は6月19日㈮頃HPでご案内

● 9月12日㈯ …9:00～15:15

… Web予約：8月28日㈮20：00〜9月6日㈰23：59、 
詳細は8月3日㈪頃HPでご案内

※ 両日とも校舎見学、教科体験、クラブ見学、生徒
作品展示、個別相談等    
対象：小学４〜6年生、保護者（2名まで）

【学校説明会】　 要Web予約 　保護者対象
●11月14日㈯ …13:00～15:30

… Web予約：10月14日㈬20:00〜当日

●11月28日㈯ …10:00～12:30

… Web予約：10月26日㈪20:00〜当日
… 詳細は10月2日㈮頃HPでご案内
※両日とも基本的に同じ内容

【文化祭・学園祭】フェリス祭
●11月 2日㈪
●11月 3日（火・祝）
… 受験希望の小学生と付添の保護者2名までチケッ
トなしで入場可。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

礼拝で始まる学校生活

●保護者の皆さまへ…

フェリスの一日は、礼拝で始まりま
す。全校生徒約1100名と教員がカイ
パー記念講堂に集まり、心を一つにし
て神を賛美し聖書の言葉に耳を傾け、
祈りを献げます。秋には、すべてを与
えて下さる神に感謝する感謝祭礼拝を
守り、クリスマスには主イエス・キリ
ストの誕生を喜び祝って、ハレルヤ
コーラスを全員で歌います。

「わたしには夢がある」と、アメリカ公民
権運動で活躍したマルティン・ルーサー・キ
ング牧師がある大会で語りました。みなさん
の「夢」は何ですか。大きな「夢」を持って、
中学・高校の大切な時間を、このフェリス女
学院で過ごしてみませんか？　わたしたちに
とって大切なことの一つは、この世界を知る
ということです。自分の小さな殻を破って、
外に飛び出して行くことです。フェリス女学
院でそのような時をお過ごしください。

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●なし

●土曜休日52

女子校

フェリス女学院
中学校

中村川

【ACCESS】
●JR京浜東北・根岸線「石川町駅」…徒歩 ７分
●みなとみらい線「元町・中華街駅」…徒歩10分

〒231-8660　横浜市中区山手町178番地
☎045-641-0242
URL　https://www.ferris.ed.jp/
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●フェリス女学院のあゆみ
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会の婦人宣教師メアリー・エディー・キ
ダー女史によって建てられた、日本で最
初の女子のための学校です。フェリスと
いう名は、キダー女史の働きに援助を惜
しまなかった、米国改革派教会外国伝道
局総主事のフェリス父子の名をとって付
けられました。創立1５0年の今日まで、
その時代その時代の多くの試練にあいな
がら、キリスト教信仰を土台とした自由
な校風の中で、豊かな教養・個性を身に
つけた卒業生を、日本と世界のさまざま
な分野に送り出してきました。

●教育方針

フェリスのモットーは、聖書の教えに
基づく「For Others 他人のために」です。
このモットーのもと、三つの教育方針を
立てています。
1 ．キリスト教信仰

フェリスは創立から現在まで、ずっと
キリスト教の信仰に基づいた教育を
行ってきましたが、これはその時代その
時代にふさわしい中身を持たせながら、
これからも変わらない方針として守られ
ます。毎朝の礼拝、各学年の聖書の授
業、キリスト教関連の行事などを通して、
他の人のために奉仕できる者へと変え
られていくことをめざしています。
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の学習活動の基本です。井戸は深く掘
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す。学問の世界も同じです。深い学び
の先には豊かな世界が広がります。ま
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の厳しく豊かな世界につながっていく
深い学習と、特定の分野にかたよらな
い幅広い学習をめざしています。この
ような学びは、多くの人々のために役
立つことに通じていくと考えています。

３ ．まことの自由の追求
「まことの自由」とは、何ものにも

しばられず、自由に他の人のために奉
仕できるような自由のことです。これ
は他の人への愛の関わりにおいて発揮
される自由です。自由な環境の中で、
そのような自由が育っていくことをめ
ざしています。

【学校見学会】　 要Web予約 
● 7月18日㈯ …9:00～15:15

… Web予約：7月3日㈮20:00〜7月12日㈰23:59、 
詳細は6月19日㈮頃HPでご案内
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作品展示、個別相談等    
対象：小学４〜6年生、保護者（2名まで）
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●11月14日㈯ …13:00～15:30

… Web予約：10月14日㈬20:00〜当日

●11月28日㈯ …10:00～12:30
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… 詳細は10月2日㈮頃HPでご案内
※両日とも基本的に同じ内容

【文化祭・学園祭】フェリス祭
●11月 2日㈪
●11月 3日（火・祝）
… 受験希望の小学生と付添の保護者2名までチケッ
トなしで入場可。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

礼拝で始まる学校生活

●保護者の皆さまへ…

フェリスの一日は、礼拝で始まりま
す。全校生徒約1100名と教員がカイ
パー記念講堂に集まり、心を一つにし
て神を賛美し聖書の言葉に耳を傾け、
祈りを献げます。秋には、すべてを与
えて下さる神に感謝する感謝祭礼拝を
守り、クリスマスには主イエス・キリ
ストの誕生を喜び祝って、ハレルヤ
コーラスを全員で歌います。

「わたしには夢がある」と、アメリカ公民
権運動で活躍したマルティン・ルーサー・キ
ング牧師がある大会で語りました。みなさん
の「夢」は何ですか。大きな「夢」を持って、
中学・高校の大切な時間を、このフェリス女
学院で過ごしてみませんか？　わたしたちに
とって大切なことの一つは、この世界を知る
ということです。自分の小さな殻を破って、
外に飛び出して行くことです。フェリス女学
院でそのような時をお過ごしください。
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●2期制

●なし

●土曜休日52

女子校

フェリス女学院
中学校

中村川

【ACCESS】
●JR京浜東北・根岸線「石川町駅」…徒歩 ７分
●みなとみらい線「元町・中華街駅」…徒歩10分

〒231-8660　横浜市中区山手町178番地
☎045-641-0242
URL　https://www.ferris.ed.jp/
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● ３ つの「建学の精神」

「道義昂揚・個性伸張・実行徹底」を
柱とします。道徳心を持って社会正義に
貢献すること。各自が自分の良さを見つ
け、伸ばし、それを互いに認め合うこと。
失敗を恐れずに決めたことをとことんや
り抜いてみること。以上の ３つの精神が、
本校の教育の根底に根付いています。

●自己肯定感

本校は、自分に自信をつけ個性を伸ば
す様々な引き出しを持っています。小規
模校ゆえに、誰もが必ず輝ける場面があ
ること（「小さな池の大きな魚効果」）。
エリート校ではないため、失敗が許され
る点もメリットです。「わからない」が
恥ずかしいことではなくなり積極性が増
します。自分もできると感じることで、
学習意欲が向上し、自己肯定感が高まり
ます。

●男子を伸ばす男子校

男子校の良さは、男子の成長スピード
にあわせた教育ができるところです。ま
た異性の目を意識せず、格好つけたり恥
ずかしがることなしに、自分と向かい合
い、己を見つめ直すことができるため、
ミスマッチの無い進路選択が可能です。

●充実した「進路への探求学習」

新しい大学入試制度に備え、武相高校
はどこにも負けない充実した「進路指導」
体系を構築しています。様々な入試制度
に対応した各種セミナーの数は群を抜い
て多く、大学見学・大学の方を招いての
説明相談会も数多くあります。各自の個
性と得意科目を伸ばす多種多様な補習を、
通年はもちろん、夏期・冬期・春期にも
開講し、模試受験の機会も数多く用意し
ています。また、各種検定・文章添削な
ど新入試対策も整っています。大学のみ
ならず、専門学校・就職・公務員など、
個性を生かした進路に進む場合のサポー
トも万全です。

●芸術文化会

本校の講堂で行います。演劇・音楽・
パフォーマンス・講演・伝統芸能等の
ジャンルを重ならないように実施するの
で、様々な演目を ６年間で鑑賞できます。

【学校説明会】
● 9月 6日㈰
●11月 3日（火・祝）　9:00～10:30

●12月 3日㈰　  

【個別相談会】　 要予約 
● 5月30日㈯
● 6月20日㈯　9:00～12:00（授業見学可）

● 9月19日㈯

【オープンキャンパス】　 要予約 
● 8月22日㈯ …9:00～14:00

【文化祭・学園祭】…入試相談コーナーあり

● 9月27日㈰ …9:00～15:00

【体育祭】
●10月 3日㈯ …9:00～15:00（雨天順延）

【プレ入試にチャレンジ】　 要予約 
●12月 5日㈯ …15:00～17:00

…入試問題解説・個別相談あり

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

集団行動学に基づく全人教育

●保護者の皆さまへ…

TV等でも知名度の高い本校の
清原伸彦理事長が指導する週 2
回の「集団行動」講義が2019年よ
り始動しました。教科学習に加
え、社会に出て必要な人間力＝
自覚・思いやり・責任感・協力・
達成感・肯定感を学ぶ全人教育
プログラムです。勉強合宿も兼
ねた夏合宿を経た、秋の体育祭
での発表は感動を呼びました。

子どもの成長には個人差があります。中学
受験の時点で、まだ論理的思考力等の成長が
入試問題の難度に到達していない子も当然い
ます。本校はそうした大器晩成型の子を育て
ることが得意です。「伸び幅」には自信があ
ります。 ６年間で偏差値を20以上伸ばし、難
関大学に現役合格する子もいますし、大学院
や社会人で開花する子も多いです。武相中学
校の「自分の個性を伸ばす教育」「自分に自信
をつける教育」で、根を張り、枝を広げ、開
花への力を蓄えましょう。

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

●隔週土曜休日5/63

男子校

武相
中学校

【ACCESS】
●東急東横線「妙蓮寺駅」…徒歩10分　●横浜市営地下鉄線
「岸根公園駅」…徒歩10分　●JR横浜線「新横浜駅」…徒歩1８分

コ
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〒222-0023　横浜市港北区仲手原2-34-1
☎045-401-9042　FAX045-401-3746
URL　http://buso.ac.jp/
e-mail address　buso-j@buso.ac.jp
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●自由と進歩の精神
1３0年以上の歴史をもつ法政大学の付
属校として、中高大10年の一貫教育を推
進しています。広大な敷地と法政大学の
「自由と進歩」の学風のもと「自ら考え、
自ら判断する」力を育てる教育を大切に
しています。
中学段階では基礎学力を身につけ、高
校段階で進路を開拓させていく教育カリ
キュラムを実践しています。
学習成績において一定以上の基準に達
していれば、有資格者として全員が法政
大学へ推薦入学できます。

●体験を大切にする教育
知識のみの学習ではなく、体験するこ
とを大切にした授業、行事を行っていま
す。中学生としての自覚と生活習慣を身
につけることを主眼においた校外授業、
自然の中で総合的に学習する林間学校や
スキー教室、中学 ３年間の学習の集大成
としての研修旅行等です。
貴重な体験を通じて得た知識や疑問を
もとに生徒が課題研究を進めていくこと
ができるように指導します。法政大学が
めざす「自立型人材」育成の基礎がここ
にあります。

●確実な基礎学習
中高大10年一貫教育の基礎となる中学
段階では、確実な学力獲得に力を入れて
います。特に ６ヶ年の基礎となる中 1・
2年では、３0人以下の少人数学級を実施
し、基礎学力の定着をはかります。毎週
行われる英語・数学の定着テストでは学
習内容を 1週間単位で確認しながら基礎
力を身につけていくことが行われます。
また、英語や数学における少人数制授業
（約1５名）や理科の実験授業ではティー

ムティーチング（教員 2人体制）など生
徒一人ひとりにきめ細かい指導をおこ
なっています。中 1から中 ３まで週 1回
必ず理科実験を行い、実験レポート課題
を提出する週サイクルの取り組みも特徴
の 1つです。

●週 ６ 日、充実したカリキュラム
中・高ともに、週 ６日・３4時間制の豊
かな学習を展開。また、定期的な補習を
設定し、高度で幅広い学力の獲得をめざ
します。英語は、国際化社会の基礎とし
て、英検やTOEIC®Bridgeに取り組んで
います。また、他教科もより高度なレベ
ルを目指しており、高 2までは全生徒が
全教科を高度な水準で理解することを教
育の基本にしております。高 ３では進路
要求別のクラス編成も実施し、幅広い進
路選択に対応しております。

●武蔵小杉からの新しいステージへ
本校は、2018年度に中高共に完全共学

となりました。伝統と蓄積を生かしつつ、
共学化することによって、さらに生徒一
人一人が、様々な人々とのつながりを大
切にし、互いの違いを認め合い、試行錯
誤や模索を通じて、今日的な課題を主体
的・能動的に担う人材となっていくこと
を目指します。
201７年4月に施設の全面改築が完了し

ました。総合メディアセンターのような
図書館、ICT環境が完備された教室、充
実した体育施設、専門的な学習ができる
実験実習棟など生徒の活動を支える施設
が整いました。生徒は新しい環境で充実
した学校生活を楽しんでいます。

【学校説明会】　 要予約  

● 9月12日㈯ …10:00～

● 9月26日㈯ …10:00～　
本校：木月ホール

●10月17日㈯ …14:30～

●11月21日㈯ …14:30～
※詳細はＨＰでご確認ください。
※HPで予約が必要です。

【帰国生対象説明会】　 要予約 
● 8月 1日㈯ …10:00～

※詳細はＨＰでご確認ください。
※HPで予約が必要です。

【文化祭・学園祭】
●10月24日㈯
●10月25日㈰

【体育祭】
● 6月 6日㈯ …9:00～14:00

…雨天翌日延期

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

旺盛な文化祭

●保護者の皆さまへ…

毎年 1 万人以上の来場者を迎える文化
祭。文化祭の準備・運営・片付けまでを
生徒が主体となって行うことが大きな特
徴です。どのクラスも良い企画を作り上
げるために、たくさんの話し合いを行い、
当日の発表に向けて、早い時期から準備
を進めます。日頃のチームワークを十分
発揮し、多くの生徒にとって達成感のあ
る文化祭になります。是非文化祭に足を
運んでいただき、生徒の活躍をご覧下さ
い。文化祭で出会う生徒達はみんな輝い
ています。

21世紀は唯一の解を持たない問題解決を求めら
れる時代といわれます。
この時代に、幅広い知識・教養と深い洞察力を

持ち、鋭く目的を定め、自ら研究し、深く考え、
問題解決に挑戦する。そして、その結果を企業活
動や社会活動を通じて社会に還元する。それが法
政大学の求める「自立型人材」の姿です。
本校では、その基礎となる幅広く高度な知識と

思考力、また自らの目的探求を、豊富な学習量と
様々な体験を通じて追求します。
本校において身につけた「高度な知識」と「体

験から学んだこと」は生徒一人一人の個性を伸ば
し、個々の人生の糧となります。
どこの大学に入るかという発想ではなく、将来

何をやりたいのかを多感な中学生の段階から考え
られる学校、それが法政大学第二中学校です。

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり
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共学校

法政大学第二
中 学 校

【ACCESS】
●JR南武線「武蔵小杉駅 西口」下車 徒歩12分●JR横須賀線（総武快
速線・湘南新宿ライン直通）「武蔵小杉駅 横須賀線口」下車 徒歩15分
●東急東横線（みなとみらい線・東京メトロ副都心線・東武東上線・西
武池袋線直通）、東急目黒線（東京メトロ南北線・埼玉高速鉄道・都営三
田線直通）、相鉄線（相鉄・JR直通線）「武蔵小杉駅 南口」下車 徒歩10分

〒211-0031　川崎市中原区木月大町6-1
☎044-711-4321　FAX044-733-5115
URL　http://www.hosei2.ed.jp
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DAYS

●自由と進歩の精神
1３0年以上の歴史をもつ法政大学の付
属校として、中高大10年の一貫教育を推
進しています。広大な敷地と法政大学の
「自由と進歩」の学風のもと「自ら考え、
自ら判断する」力を育てる教育を大切に
しています。
中学段階では基礎学力を身につけ、高
校段階で進路を開拓させていく教育カリ
キュラムを実践しています。
学習成績において一定以上の基準に達
していれば、有資格者として全員が法政
大学へ推薦入学できます。

●体験を大切にする教育
知識のみの学習ではなく、体験するこ
とを大切にした授業、行事を行っていま
す。中学生としての自覚と生活習慣を身
につけることを主眼においた校外授業、
自然の中で総合的に学習する林間学校や
スキー教室、中学 ３年間の学習の集大成
としての研修旅行等です。
貴重な体験を通じて得た知識や疑問を
もとに生徒が課題研究を進めていくこと
ができるように指導します。法政大学が
めざす「自立型人材」育成の基礎がここ
にあります。

●確実な基礎学習
中高大10年一貫教育の基礎となる中学
段階では、確実な学力獲得に力を入れて
います。特に ６ヶ年の基礎となる中 1・
2年では、３0人以下の少人数学級を実施
し、基礎学力の定着をはかります。毎週
行われる英語・数学の定着テストでは学
習内容を 1週間単位で確認しながら基礎
力を身につけていくことが行われます。
また、英語や数学における少人数制授業
（約1５名）や理科の実験授業ではティー

ムティーチング（教員 2人体制）など生
徒一人ひとりにきめ細かい指導をおこ
なっています。中 1から中 ３まで週 1回
必ず理科実験を行い、実験レポート課題
を提出する週サイクルの取り組みも特徴
の 1つです。

●週 ６ 日、充実したカリキュラム
中・高ともに、週 ６日・３4時間制の豊
かな学習を展開。また、定期的な補習を
設定し、高度で幅広い学力の獲得をめざ
します。英語は、国際化社会の基礎とし
て、英検やTOEIC®Bridgeに取り組んで
います。また、他教科もより高度なレベ
ルを目指しており、高 2までは全生徒が
全教科を高度な水準で理解することを教
育の基本にしております。高 ３では進路
要求別のクラス編成も実施し、幅広い進
路選択に対応しております。

●武蔵小杉からの新しいステージへ
本校は、2018年度に中高共に完全共学
となりました。伝統と蓄積を生かしつつ、
共学化することによって、さらに生徒一
人一人が、様々な人々とのつながりを大
切にし、互いの違いを認め合い、試行錯
誤や模索を通じて、今日的な課題を主体
的・能動的に担う人材となっていくこと
を目指します。
201７年4月に施設の全面改築が完了し
ました。総合メディアセンターのような
図書館、ICT環境が完備された教室、充
実した体育施設、専門的な学習ができる
実験実習棟など生徒の活動を支える施設
が整いました。生徒は新しい環境で充実
した学校生活を楽しんでいます。

【学校説明会】　 要予約  

● 9月12日㈯ …10:00～

● 9月26日㈯ …10:00～　
本校：木月ホール

●10月17日㈯ …14:30～

●11月21日㈯ …14:30～
※詳細はＨＰでご確認ください。
※HPで予約が必要です。

【帰国生対象説明会】　 要予約 
● 8月 1日㈯ …10:00～

※詳細はＨＰでご確認ください。
※HPで予約が必要です。

【文化祭・学園祭】
●10月24日㈯
●10月25日㈰

【体育祭】
● 6月 6日㈯ …9:00～14:00

…雨天翌日延期

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

旺盛な文化祭

●保護者の皆さまへ…

毎年 1 万人以上の来場者を迎える文化
祭。文化祭の準備・運営・片付けまでを
生徒が主体となって行うことが大きな特
徴です。どのクラスも良い企画を作り上
げるために、たくさんの話し合いを行い、
当日の発表に向けて、早い時期から準備
を進めます。日頃のチームワークを十分
発揮し、多くの生徒にとって達成感のあ
る文化祭になります。是非文化祭に足を
運んでいただき、生徒の活躍をご覧下さ
い。文化祭で出会う生徒達はみんな輝い
ています。

21世紀は唯一の解を持たない問題解決を求めら
れる時代といわれます。
この時代に、幅広い知識・教養と深い洞察力を

持ち、鋭く目的を定め、自ら研究し、深く考え、
問題解決に挑戦する。そして、その結果を企業活
動や社会活動を通じて社会に還元する。それが法
政大学の求める「自立型人材」の姿です。
本校では、その基礎となる幅広く高度な知識と

思考力、また自らの目的探求を、豊富な学習量と
様々な体験を通じて追求します。
本校において身につけた「高度な知識」と「体

験から学んだこと」は生徒一人一人の個性を伸ば
し、個々の人生の糧となります。
どこの大学に入るかという発想ではなく、将来

何をやりたいのかを多感な中学生の段階から考え
られる学校、それが法政大学第二中学校です。

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり
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共学校

法政大学第二
中 学 校

【ACCESS】
●JR南武線「武蔵小杉駅 西口」下車 徒歩12分●JR横須賀線（総武快
速線・湘南新宿ライン直通）「武蔵小杉駅 横須賀線口」下車 徒歩15分
●東急東横線（みなとみらい線・東京メトロ副都心線・東武東上線・西
武池袋線直通）、東急目黒線（東京メトロ南北線・埼玉高速鉄道・都営三
田線直通）、相鉄線（相鉄・JR直通線）「武蔵小杉駅 南口」下車 徒歩10分

〒211-0031　川崎市中原区木月大町6-1
☎044-711-4321　FAX044-733-5115
URL　http://www.hosei2.ed.jp
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DAYS

●踏み出す人に
聖園女学院は194６年、カトリック女子

修道会「聖心の布教姉妹会」によって旧
制高等女学校として設立されました。

本学院では、カトリック学校としてキ
リスト教世界観に基づき、生徒が人間と
しての生き方を学び、一人ひとりが自分
の使命を自覚して成長することを目標と
しています。また「踏み出す人に」を教
育目標に、人を愛する信念を貫き、勇気
を持って社会で貢献するよう、生徒を励
まし見守っています。

●自分という宝石を磨く
聖園女学院では家庭と学校が手と手を

取り合い、生徒が落ち着いて自分の道を
進めるようにサポートしています。「黙
想」から始まる授業に臨む生徒の姿は真
剣そのもの。中学では基礎学力の充実を
はかるとともに、中高一貫の強みを生か
して国語と数学を中心に無理のない先取
り学習を行っています。高校での学びは、
それぞれの進路を応援する多彩な選択科
目が特色です。授業と連動した放課後学
習支援では、学びの深化と希望進路の実
現を目指します。

英語においては、ネイティブ専任教員
による指導やオンライン英会話の他、
ニュージーランド中期留学・一年留学や

カナダ研修などがあります。「Misono 
English Academy」では部活動と両立し
ながらの校内留学も可能です。基礎から
学び始める生徒に実力をつけていく聖園
の英語授業には定評がありますが、校内
の試験に合格した希望者は上級レベルの
授業（取り出し授業）をall in Englishで
受けることもできます。

●可能性を広げる
「一人ひとりには、かけがえのない貴

い使命がある」
本校創立時からの思いは、進路指導に

も貫かれており、生徒が自分の使命を見
つけるために、様々な出会いや挑戦の機
会を用意しています。例えばペアワーク
でロボットを自立行動させるプログラム
では、試行錯誤しながら目標達成を目指
す中で、自己表現と他者理解を学びます。
充実したＩCＴ環境を活用して解のない
問いに挑む探究活動では、名古屋の南山
大学や理系学生メンターと連携し、枠に
とらわれない発想力と表現方法、そして
チャレンジ精神を身につけていきます。

●使命の実現に向けて
自分の使命を見つけた生徒が全力でそ

の実現に向かうことができるよう、2020
年度より支援体制を強化しています。学
習習慣を確立できる自習支援、そして大
学入試に対応できる実力を養成する受験
支援は19時まで実施。校内では大学合同
進学説明会や卒業生による講演会が行わ
れ、幅広い進路に目を向ける機会が豊富
に用意されています。また、企業イン
ターンワークや社会人による職業関連講
座では視野を広げるとともに、中高時代
の学びが社会貢献に結びつくことを学び
ます。

【学校説明会】（予約不要）
● 5月30日㈯
● 6月20日㈯
●10月31日㈯　

9:30～11:30
●11月28日㈯
※5/30はWEB動画配信  要予約 
※6/20は10:00〜11:00　30組限定  要予約 
※11/28は部活動オープンキャンパスと同時開催

【ミニ学校説明会】 要予約 
● 7月11日㈯
● 8月22日㈯　9:30～11:00

● 2月20日㈯
【ナイト説明会】 要予約 

● 6月26日㈮　
18:00～19:30

●10月16日㈮
※6/26はオンライン説明会　18：00〜19：00　
　8組限定

【はじめての聖園女学院】 要予約 
●11月17日㈫　

10:00～11:30
● 1月13日㈬

【部活動オープンキャンパス】
●11月28日㈯
※学校説明会と同時開催

【校内見学会】 要予約 
● 6月16日㈫　

10:00～11:30
●10月 8日㈭
※6/16はWEB動画配信

【文化祭・学園祭】聖園祭
● 9月19日㈯ …9:30～15:30

● 9月20日㈰ …9:30～16:00
※学校生活・入試なんでも相談コーナーあり

※2021年1月以降の行事はＨＰをご覧ください。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

一人ひとりの意見を尊重してくれることが
聖園の良いところだと私は考えています。聖
園に入学して、私も他の人の意見を尊重し、
相手のことを考えられるようになりました。
小学生の頃は出来ないことがあればすぐに助
けを求めていましたが、今は出来ないことに
も挑戦するようになりました。何でも気軽に
話せる友達がいて落ち着ける場所もあり、恵
まれた環境にいることを実感しています。聖
園ならではのこの「空気」が私は大好きです。
 （中学生）

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●なし

●土曜休日53
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聖園女学院の説明会は「生徒
がお迎えする説明会」です。志
願して集まったお手伝い生徒た
ちが、自分の言葉でキャンパス
ライフを熱く語ります。体験プ
ログラムでは聖園生とふれあい
ながら、学校を楽しく知ること
ができます。生徒の視点でご案
内する校内見学ツアーも大好評。
ご家族みなさまでぜひご来校く
ださい。

【ACCESS】
●小田急江の島線「藤沢本町駅」…徒歩10分
　　　　　　　　「善行駅」…徒歩15分

女子校

聖
み　そ　の

園女学院
中学校

〒251-0873　藤沢市みその台1-4
☎0466-81-3333　FAX0466-81-4025
URL　https://www.misono.jp/
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DAYS

●建学の精神と教育理念

「至誠一貫 温雅礼節」という建学の精
神のもと新時代の社会で活躍・貢献でき
る、心豊かで自立心のある女性を育てま
す。一人ひとりの『なりたい自分』にな
れるように教員一同が全力でサポートを
しています。

●『なりたい自分』へ

生徒たちそれぞれが持つ可能性、『な
りたい自分』になる。緑ヶ丘にはそれを
応援するしくみがあります。中学校では、

『なりたい自分』になるための基礎とし
て、現在、そしてこれからの時代にも求
められる、グローバル社会におけるリー
ダーの必須スキルとしての“コミュニ
ケーション力”を身に付けます。高等学
校では、キャリア教育プログラムや多彩
な選択授業、こまめな個人面談など多く
のプログラムを通じて、未来の自分の姿
をよりはっきりと見据えるところから、
その実現のプロセスを分析、必要な力の
獲得までをしっかりサポートします。

●コミュニケーション力の成長

中学校では『コミュニケーション力』の
成長に向けたいくつかの取り組みを行っ
ています。 1 つは、土曜日に行われてい
るサタデークラスでの「プレゼンテーショ
ン」。伝える力や聞く力だけでなく情報を
まとめる力、交流する力の成長にも注目
しています。また、社会性を培う目的で、

スクールカウンセラーを中心にSSE（ソー
シャルスキルエデュケーション）を行っ
ています。他にもコミュニケーション力
向上への取り組みとして、「グローバル教
育」にも力を入れています。

●実践的な英語と国際感覚の養成

…「グローバル教育」
普段の学習活動だけではなく、国内研

修や海外研修・ホームステイ体験を通し
て実践的な英語力や異文化に対する理解
を深めます。また文化や習慣の違いを理
解し合うことも大切と考え、自国の文化
の理解も深めるためにお茶の作法・礼法
なども学び、おもてなしの心も育成します。

●ランチタイムを楽しむ

マリアランチの名称で中学生を対象と
して昼食を提供しています。「食は命」
として、提供開始とともに数々の体験も
取り入れながら食育にも力を注ぎ、命を
大切にする心を育てていきます。

【学校見学会】
● 7月25日㈯　

10:00～12:00● 8月22日㈯
【平日授業見学会】　 要予約 

●10月26日㈪～29日㈭ …13:15～15:05

【学校説明会・見学会】
●10月31日㈯ …10:00～12:00

【入試説明会】
●11月28日㈯ …10:00～12:00

● 1月 9日㈯ …10:30～12:00

【ミニ説明会】
● 8月 1日㈯・ 9月26日㈯
 11月 7日㈯・12月 5日㈯

…11:00～12:00

【個別相談会】
●12月12日㈯ …9:00～15:00

【文化祭・学園祭】グリーン祭
● 9月19日㈯ …9:30～15:00
…個別相談コーナー

【個別相談】　 要予約 
●随時
… 電話・メールにてご予約頂きますとスムーズです。

【ジュニアイングリッシュ】　 要予約 
● 7月11日㈯・ 8月29日㈯
  9月12日㈯・10月 3日㈯
 11月14日㈯・12月19日㈯
  1月16日㈯・ 2月13日㈯
  3月20日㈯

…9:30～11:30　小学生対象無料英会話教室
※詳細はHPにてご確認ください。

※2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もありますの
で、必ずHPにてご確認ください。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

楽しみながら国際感覚を養う

●保護者の皆さまへ…

英語教育の成果を試す大きなイベントとして中学 ３年次の海外研修が
あります。研修は教室での学習だけではなく、異文化体験、ショッピン
グ、自然体験などアクティビティが盛
り沢山です。級友達と、共に学び、
共に遊ぶメリハリの効いた楽しい時間
は、その後の英語学習へのモチベー
ションを高めるだけでなく、一生のよ
い思い出となります。そして、このと
き体験した貴重な経験は、これからの
時代に必要な異文化を許容する力を
身につける大切な時間でもあります。

緑ヶ丘は、自然に囲まれ、海や横須賀の景色
が一望できる高台の上にあります。落ち着いた
環境の中で、私たちは明るくのびのびと学校生
活を送っています。クラスは少人数なので、先
生方も私たちのことをとてもよく見てくださり、
授業でわからなかったところもわかるまで教え
てくださいます。

行事もたくさんありますが、私が一番印象に
残っているのは ３ 年生で行った海外研修です。
ホームステイで10日間過ごしましたが、自分の
思いが伝えられるように必死でコミュニケー
ションをとろうと努力したこと、自分の英語が
伝わったときの喜びが忘れられません。

これからも、緑ヶ丘でたくさんの経験を積み
ながら、人間として、女性として、成長できる
ように努力していきたいです。 一貫高校生

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

●隔週土曜休日5/63

女子校

緑ヶ丘女子
中学校

【ACCESS】
●京浜急行線「汐入駅」…徒歩 5分
●JR横須賀線「横須賀駅」…徒歩15分

〒238-0018　横須賀市緑が丘39
☎046-822-1651　FAX046-825-0915
URL　https://www.midorigaoka.ed.jp/
e-mail address　webmaster@midorigaoka.ed.jp
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●建学の精神と教育理念

「至誠一貫 温雅礼節」という建学の精
神のもと新時代の社会で活躍・貢献でき
る、心豊かで自立心のある女性を育てま
す。一人ひとりの『なりたい自分』にな
れるように教員一同が全力でサポートを
しています。

●『なりたい自分』へ

生徒たちそれぞれが持つ可能性、『な
りたい自分』になる。緑ヶ丘にはそれを
応援するしくみがあります。中学校では、

『なりたい自分』になるための基礎とし
て、現在、そしてこれからの時代にも求
められる、グローバル社会におけるリー
ダーの必須スキルとしての“コミュニ
ケーション力”を身に付けます。高等学
校では、キャリア教育プログラムや多彩
な選択授業、こまめな個人面談など多く
のプログラムを通じて、未来の自分の姿
をよりはっきりと見据えるところから、
その実現のプロセスを分析、必要な力の
獲得までをしっかりサポートします。

●コミュニケーション力の成長

中学校では『コミュニケーション力』の
成長に向けたいくつかの取り組みを行っ
ています。 1 つは、土曜日に行われてい
るサタデークラスでの「プレゼンテーショ
ン」。伝える力や聞く力だけでなく情報を
まとめる力、交流する力の成長にも注目
しています。また、社会性を培う目的で、

スクールカウンセラーを中心にSSE（ソー
シャルスキルエデュケーション）を行っ
ています。他にもコミュニケーション力
向上への取り組みとして、「グローバル教
育」にも力を入れています。

●実践的な英語と国際感覚の養成

…「グローバル教育」
普段の学習活動だけではなく、国内研

修や海外研修・ホームステイ体験を通し
て実践的な英語力や異文化に対する理解
を深めます。また文化や習慣の違いを理
解し合うことも大切と考え、自国の文化
の理解も深めるためにお茶の作法・礼法
なども学び、おもてなしの心も育成します。

●ランチタイムを楽しむ

マリアランチの名称で中学生を対象と
して昼食を提供しています。「食は命」
として、提供開始とともに数々の体験も
取り入れながら食育にも力を注ぎ、命を
大切にする心を育てていきます。

【学校見学会】
● 7月25日㈯　

10:00～12:00● 8月22日㈯
【平日授業見学会】　 要予約 

●10月26日㈪～29日㈭ …13:15～15:05

【学校説明会・見学会】
●10月31日㈯ …10:00～12:00

【入試説明会】
●11月28日㈯ …10:00～12:00

● 1月 9日㈯ …10:30～12:00

【ミニ説明会】
● 8月 1日㈯・ 9月26日㈯
 11月 7日㈯・12月 5日㈯

…11:00～12:00

【個別相談会】
●12月12日㈯ …9:00～15:00

【文化祭・学園祭】グリーン祭
● 9月19日㈯ …9:30～15:00
…個別相談コーナー

【個別相談】　 要予約 
●随時
… 電話・メールにてご予約頂きますとスムーズです。

【ジュニアイングリッシュ】　 要予約 
● 7月11日㈯・ 8月29日㈯
  9月12日㈯・10月 3日㈯
 11月14日㈯・12月19日㈯
  1月16日㈯・ 2月13日㈯
  3月20日㈯

…9:30～11:30　小学生対象無料英会話教室
※詳細はHPにてご確認ください。

※2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もありますの
で、必ずHPにてご確認ください。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

楽しみながら国際感覚を養う

●保護者の皆さまへ…

英語教育の成果を試す大きなイベントとして中学 ３年次の海外研修が
あります。研修は教室での学習だけではなく、異文化体験、ショッピン
グ、自然体験などアクティビティが盛
り沢山です。級友達と、共に学び、
共に遊ぶメリハリの効いた楽しい時間
は、その後の英語学習へのモチベー
ションを高めるだけでなく、一生のよ
い思い出となります。そして、このと
き体験した貴重な経験は、これからの
時代に必要な異文化を許容する力を
身につける大切な時間でもあります。

緑ヶ丘は、自然に囲まれ、海や横須賀の景色
が一望できる高台の上にあります。落ち着いた
環境の中で、私たちは明るくのびのびと学校生
活を送っています。クラスは少人数なので、先
生方も私たちのことをとてもよく見てくださり、
授業でわからなかったところもわかるまで教え
てくださいます。

行事もたくさんありますが、私が一番印象に
残っているのは ３ 年生で行った海外研修です。
ホームステイで10日間過ごしましたが、自分の
思いが伝えられるように必死でコミュニケー
ションをとろうと努力したこと、自分の英語が
伝わったときの喜びが忘れられません。

これからも、緑ヶ丘でたくさんの経験を積み
ながら、人間として、女性として、成長できる
ように努力していきたいです。 一貫高校生

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

●隔週土曜休日5/63

女子校

緑ヶ丘女子
中学校

【ACCESS】
●京浜急行線「汐入駅」…徒歩 5分
●JR横須賀線「横須賀駅」…徒歩15分

〒238-0018　横須賀市緑が丘39
☎046-822-1651　FAX046-825-0915
URL　https://www.midorigaoka.ed.jp/
e-mail address　webmaster@midorigaoka.ed.jp
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森村学園は、日米貿易の先駆者で、ノ
リタケカンパニーリミテドやTOTO、日
本ガイシなどの「森村グループ」の創業
者である森村市左衛門によって、1910年

（明治4３年）に東京高輪で創立した学園
です。建学の精神「独立自営」は、100年
以上前にその社会の変化を見据えていま
した。校訓「正直・親切・勤勉」は、「人
徳を備え、自らの力で人生を切り拓き、
世界の力、社会の力になる人の育成」の
行動指針となっています。

森村学園では現在、「未来志向型教育」
を推進しています。それは「外国語（英
語）教育」、「課題解決（PBL）型授業」、

「ICT環境」の ３ つの要素を土台として
います。これらの ３ 要素を実践的、具体
的に機能させるのが「言語技術（ラン
ゲージアーツ）」です。「外国語（英語）
教育」においては、2020年度中等部 1 年
生から「ルート別授業」を導入しました。
これは入学前の英語学習歴を考慮した授
業編成で、海外製教材を用いてすべて英
語で行うクラスと、中高一貫校専用教材
を用いて基礎から着実に学習を進めるク
ラスに分けて授業を展開しています。

「課題解決（PBL）型授業」では、中等
部 1 年の「創立者研究」、中等部 2 年の

「職業研究」を中心に、主体的・協同的
に問題を発見し解決する能力を養います。
現在整備を進めているのが「ICT環境」
です。「学校専用 2 in 1 PC」を文房具と
して、また授業ツールとして活用しなが
ら情報リテラシーを高め、生徒が持つ能
力を伸ばしています。「言語技術（ラン
ゲージアーツ）」は導入から 9 年目を迎

えました。「つくば言語技術教育研究所」
の協力のもと、グローバルスタンダード
の表現スキルの習得を目指しています。

●実験や観察から理科が好きになる

中高合わせて約11５0名の生徒が通う森
村学園には、理科室が ５ 教室あります。
理科の授業では、多くの実験・観察を通
じて、仮説を立て検証し結論を導き出す
という科学的なものの考え方が身につき、
さらにレポートの書き方もトレーニング
しています。日常生活に隣接した自然科
学への関心が高く、理科好きの生徒が多
いのは、授業の充実度の高さにその訳が
あるのです。

●本物の芸術に触れる

森村学園では、情操教育の一環として
「芸術鑑賞」もカリキュラム化していま
す。中等部では、和太鼓・和楽器の鑑
賞・実演、狂言、落語など「日本文化」
を中心に、高等部では、演劇・バレエ・
ミュージカル・オペラなど「西洋文化を
含めた総合芸術」に触れる機会を大切に
しています。

【学校説明会】
● 6月17日㈬ …動画配信

●10月21日㈬ …10:30～12:30

●11月21日㈯ …14:30～16:30

● 1月 9日㈯ …10:30～12:30

【入試問題解説会】
●12月 5日㈯ …14:30～16:30

　11月初旬よりHPで予約開始

【オープンスクール】
● 8月30日㈰ …10:00～12:00

　7月初旬よりHPで予約開始。小4・5・6対象。

【文化祭・学園祭】※みずき祭
● 9月12日㈯
● 9月13日㈰

※必ずHPでご確認ください。

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

国際交流・多言語教育センター発足

●保護者の皆さまへ…

2020年 4 月、「国際交流・多言語教育センター」が始動しました。そ
の役割の一つは、様々な言語が存在する状況を学校の中につくること
によって、多様な価値観を受容し
柔軟に対応できる人財を育成する
ことです。さらには、海外への送
り出し、受け入れ双方の人の流れ
を活性化させること、「海外大学
進学」を応援するための講座の開
講、説明会・相談会も企画・運営
します。これら以外にも多くの構
想・計画が着々と進行しています。

森村学園は初等部から進学してくる生徒もい
るので、初等部出身者の輪に入れるのか不安に
思っている方もいるのではないでしょうか。実
際昨年入試で入ってきた生徒に聞いてみると「自
分が孤立するのではないかと不安だった」「初等
部生と入試で入った人の 2 グループに分かれて
しまうのではないか」と話す人が多数いました。
しかし実際に入ってみると「孤立の心配なんて全
くなかった」「怖がっていた自分が今は信じられ
ない」「初めて会ったのに『おはよう』と声をか
けてくれて嬉しかった」などすぐにとけ込んで
いるようです。初等部出身者は、中等部で新し
い友達ができると思ってワクワクしているので
す。教職員もまた、お子様に会えることを楽し
みにしています。 （中 1担任）

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●なし

●土曜授業63

共学校

森村学園
中等部

【ACCESS】
●東急田園都市線「つくし野駅」…徒歩 5分
●JR横浜線「長津田駅」…徒歩1３分

〒226-0026　横浜市緑区長津田町2695
☎045-984-2505　FAX045-984-2565
URL　https://www.morimura.ac.jp/jsh/
e-mail address　koho@morimura.ac.jp
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●豊富な国際交流プログラム

山手学院最大の行事は、高校 2年次の
北米研修プログラムです。 4月に学年全
員が参加するカナダ・アメリカへの 2週
間のホームステイでは、半年前からメー
ルの交換をして、準備が始まります。山
手の生徒たちは、同年代の子供がいるホ
ストファミリーに家族の一員として迎え
られ、言葉を超えた心の交流を体験しま
す。 ７月には、希望者がカナダ・アメリ
カからのゲストを受け入れる『リター
ン・ヴィジット』があります。家族全員
の力を合わせてゲストを迎える中で、弟
妹が山手受験を決めた話をたくさん聞き
ます。
中学 ３年でのオーストラリアホームス
テイは、北米研修プログラムの予行演習
として、また独自科目『English』の成果
を試す場として実施しています。
今年度の滞在地はシドニー方面を予定
しています。豊かな自然にふれあえるプ
ログラムを計画しています。

●活発なクラブ活動

文化系18、体育系1７のクラブがあり、
関東・全国大会に出場するクラブもあり
ます。高校生と一緒に活動するクラブも
多く、幅広い年齢の集団の中でコミュニ
ケーション能力が身に付きます。思う存
分クラブ活動に励み、生涯の友人を見つ
ける場となるのが山手のクラブ活動です。

●中高 ６ 年一貫コースの学び

山手学院では「現役での大学進学」を
目標として、担任・進路指導部が強い連
携を保ちながら、生徒一人一人と向き
合って志望校合格へと導きます。大学入
試のことだけでなく、その先にあるキャ
リアのことまで視野に入れた進路指導の
結果、現役進学率は 9割を超えています。
本校では高校からの入学生もいますが、

中学から入学した生徒は「中高 ６年一貫
コース」として、高校入学生とはちがう
クラスで学んでいきます。この ６年一貫
コースでは、とくに難関国公立大学入試
に対応できるような幅広く確かな学力を
養成することを目標としています。中 ３
からの特進クラス設置すると同時に、一
般クラスでは少人数制授業を展開するな
ど、 ６年間という期間を有効に活用でき
るような一貫カリキュラムを用意してい
ます。

【学校説明会】　 要予約 
●10月10日㈯　

10:00～12:00
●11月 7日㈯

【木曜説明会】　 要予約 
● 6月18日㈭ …10:30～12:00

【入試直前説明会】　 要予約 
●11月28日㈯ …14:00～16:00

● 1月 9日㈯ …10:00～12:00

【オープンキャンパス】
● 6月 6日㈯ …9:30～13:00

※体験授業は要申込

【文化祭・学園祭】山手祭
●10月 3日㈯　

10:00～15:00
●10月 4日㈰
…入試相談コーナー有り

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

●保護者の皆さまへ…

７万平方メートルの広大なキャンパ
スには緑があふれ、多くの野鳥も観察
できます。四季折々に花が咲き、入学
式前後には、港南台門から校舎まで桜
のトンネルが見事です。新入生は桜吹
雪の中、坂道を上ってきます。また、
敷地内にいる猫たちは『山手猫』と呼
ばれ、『山手ネコロジー』という同好
会から部に昇格した『ねころ部』の部
員たちが、猫小屋を作るなどの世話を
しています。

中学・高校の ６年間は、すべての生徒達に
とって「子ども」から「大人」へと華麗な変
身をとげるための「激動の季節」です。山手
学院の自慢は、生徒たちがのっているときに
は、さらなる活躍と成長の場を与えられるよ
うな充実した教育・国際交流プログラムを
もっていること。そして、逆に落ち込んだり
ちょっと疲れてしまったときには、徹底的に
向き合い励ましてくれる担任・クラブ顧問・
養護教諭・スクールカウンセラーなどのス
タッフがそろっていることです。在籍してい
る生徒一人一人にとって、快適な居場所を提
供できる学校。それが山手学院です。

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

●土曜休日53

共学校

山手学院
中学校

港南台門

正門

【ACCESS】
●JR根岸・京浜東北線「港南台駅」…徒歩12分
●JR東海道線「大船駅」…バス20分

〒247-0013　横浜市栄区上郷町460
☎045-891-2111　FAX045-894-2306
URL　https://www.yamate-gakuin.ac.jp/
e-mail address　yamate@yamate-gakuin.ac.jp
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DAYS

●豊富な国際交流プログラム

山手学院最大の行事は、高校 2年次の
北米研修プログラムです。 4月に学年全
員が参加するカナダ・アメリカへの 2週
間のホームステイでは、半年前からメー
ルの交換をして、準備が始まります。山
手の生徒たちは、同年代の子供がいるホ
ストファミリーに家族の一員として迎え
られ、言葉を超えた心の交流を体験しま
す。 ７月には、希望者がカナダ・アメリ
カからのゲストを受け入れる『リター
ン・ヴィジット』があります。家族全員
の力を合わせてゲストを迎える中で、弟
妹が山手受験を決めた話をたくさん聞き
ます。
中学 ３年でのオーストラリアホームス
テイは、北米研修プログラムの予行演習
として、また独自科目『English』の成果
を試す場として実施しています。
今年度の滞在地はシドニー方面を予定
しています。豊かな自然にふれあえるプ
ログラムを計画しています。

●活発なクラブ活動

文化系18、体育系1７のクラブがあり、
関東・全国大会に出場するクラブもあり
ます。高校生と一緒に活動するクラブも
多く、幅広い年齢の集団の中でコミュニ
ケーション能力が身に付きます。思う存
分クラブ活動に励み、生涯の友人を見つ
ける場となるのが山手のクラブ活動です。

●中高 ６ 年一貫コースの学び

山手学院では「現役での大学進学」を
目標として、担任・進路指導部が強い連
携を保ちながら、生徒一人一人と向き
合って志望校合格へと導きます。大学入
試のことだけでなく、その先にあるキャ
リアのことまで視野に入れた進路指導の
結果、現役進学率は 9割を超えています。
本校では高校からの入学生もいますが、
中学から入学した生徒は「中高 ６年一貫
コース」として、高校入学生とはちがう
クラスで学んでいきます。この ６年一貫
コースでは、とくに難関国公立大学入試
に対応できるような幅広く確かな学力を
養成することを目標としています。中 ３
からの特進クラス設置すると同時に、一
般クラスでは少人数制授業を展開するな
ど、 ６年間という期間を有効に活用でき
るような一貫カリキュラムを用意してい
ます。

【学校説明会】　 要予約 
●10月10日㈯　

10:00～12:00
●11月 7日㈯

【木曜説明会】　 要予約 
● 6月18日㈭ …10:30～12:00

【入試直前説明会】　 要予約 
●11月28日㈯ …14:00～16:00

● 1月 9日㈯ …10:00～12:00

【オープンキャンパス】
● 6月 6日㈯ …9:30～13:00

※体験授業は要申込

【文化祭・学園祭】山手祭
●10月 3日㈯　

10:00～15:00
●10月 4日㈰
…入試相談コーナー有り

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

●保護者の皆さまへ…

７万平方メートルの広大なキャンパ
スには緑があふれ、多くの野鳥も観察
できます。四季折々に花が咲き、入学
式前後には、港南台門から校舎まで桜
のトンネルが見事です。新入生は桜吹
雪の中、坂道を上ってきます。また、
敷地内にいる猫たちは『山手猫』と呼
ばれ、『山手ネコロジー』という同好
会から部に昇格した『ねころ部』の部
員たちが、猫小屋を作るなどの世話を
しています。

中学・高校の ６年間は、すべての生徒達に
とって「子ども」から「大人」へと華麗な変
身をとげるための「激動の季節」です。山手
学院の自慢は、生徒たちがのっているときに
は、さらなる活躍と成長の場を与えられるよ
うな充実した教育・国際交流プログラムを
もっていること。そして、逆に落ち込んだり
ちょっと疲れてしまったときには、徹底的に
向き合い励ましてくれる担任・クラブ顧問・
養護教諭・スクールカウンセラーなどのス
タッフがそろっていることです。在籍してい
る生徒一人一人にとって、快適な居場所を提
供できる学校。それが山手学院です。

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

●土曜休日53

共学校

山手学院
中学校

港南台門

正門

【ACCESS】
●JR根岸・京浜東北線「港南台駅」…徒歩12分
●JR東海道線「大船駅」…バス20分

〒247-0013　横浜市栄区上郷町460
☎045-891-2111　FAX045-894-2306
URL　https://www.yamate-gakuin.ac.jp/
e-mail address　yamate@yamate-gakuin.ac.jp
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DAYS

●キリスト教の理念のもと、与えられた
賜物（タラントン）を用い、自らの使命

（ミッション）を担い、隣人愛を実践
する人間の育成を目指す

『敬神・愛人』
毎朝の礼拝、週 1 時間の聖書の授業や

キリスト教行事を通して、建学の精神の
理念を学びます。

『共に生きる』
日々の活動の中で豊かな人間関係を築

きながら、愛と奉仕の実践を積み重ねま
す。学内外のボランティア活動にも積極
的に参加しています。

●横須賀の地で青山学院を受け継ぐ

創立時のつながりを持つ青山学院と教
育連携協定を締結し、今年で12年目を迎
えます。全学部で実施される高大連携授
業（学問入門講座）には、毎年多くの生
徒が参加。大学推薦３５名（指定校・提携
校推薦2３名・キリスト教同盟校推薦12名
2019年度現在）は、中高 ６ 年一貫生に優
先的に適用されます。

●思考・判断・発信する力をつけ、確
かな進路選択とその実現を目指す

教科と図書館との連携による、読書・
レポート作成・プレゼンテーション活動
を重視しています。自ら研究課題を見つ

け調べ発表する「リベラルアーツプログ
ラム」（高 1 ）では、ディスカッションも
行い、大学での学びにつなげています。
英語・国語では検定外教科書を採用。英
数は一部習熟度別授業も実施。中 ３ 後半
より、数学と古典は高校の内容を学習し
ます。

●充実の放課後学習・土曜講座

中学の学習室には専属の職員が常駐し、
高校では、進路指導教員や大学生の
チューターが対応します。19時まで開放
し、定期試験や検定試験の対策を強力に
サポート。土曜日は、英・数の特別講座
を開講。GMARCH以上の難関大学合格
を目指し、模試を意識した指導を行って
います。iTunes Uでの受講もできるので、
クラブ活動や習い事との両立も可能です。
1 人 1 台iPad活用で、家庭学習も更に充
実。学習が遅れがちな生徒に対しては
英・数・国 ７ 時間目補習（B.L.T.）があ
ります。

【学校説明会】 要Web予約 
● 9月19日㈯ …オンラインで実施予定

●11月14日㈯ …9:00～12:00 ※入試問題体験会を並行開催

●12月12日㈯ …10:00～11:30

● 1月 9日㈯ …9:00～12:00 ※入試問題体験会を並行開催
※上履きの持参をお願いします。
※ご希望の方には、施設をご案内します。

【入試問題体験会】 要Web予約 
●11月14日㈯　

9:00～12:00
● 1月 9日㈯

※2科目型（国算）・4科目型（国算理社）・適性検査
型（Ⅰ・Ⅱ）のいずれかを選択してください。

【オープンスクール】 要Web予約 
● 8月10日（月・祝）…オンラインで実施予定

【水曜ミニ説明会】 要Web予約 
●12月までの原則毎週水曜日 …10：00～11：30

※実施日については、HPでご確認ください。

【土曜直前相談会】 要Web予約 
● 1月16日㈯・23日㈯ …10:00～11:30

【体育祭】 要Web予約 
●未定

【文化祭】楠木祭　

●一般公開中止

【合唱コンクール】 要Web予約 
●11月 6日㈮ …午後

※2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もありますの
で、必ずHPにてご確認ください。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

世界の隣人と共に生きる

●保護者の皆さまへ…

〜グローバル教育推進中！自分に合ったプログラムを選択できます！〜
国内プログラム 対象・期間 内容 海外プログラム 対象・期間 内容

★Spring English Days 中学 1 年 5月
2日間

ネイティブの先生
とサバイバルイン
グリッシュを学ぶ

ニュージーランド
ターム留学

中学 ３ 年〜高校 1 年
1 〜 ３ 月　 ３か月間

ホームステイを
して、現地校へ
通学

Summer English Days 中学 1 〜 ３ 年 ７ 月
2日間

オーストラリア 
シドニー ホームステイ

中学 ３ 年 ８ 月
16日間

Winter English Days 中学 1 〜 ３ 年 1月
2日間

ゴールドコースト
海外交流

高校 2 年 ８ 月
14日間

葉山インター
ナショナルスクール
ボランティア

中学 1 〜 ３ 年
（ ３ 月）5日間

（ ７・８ 月）5日間
ネイティブの先生
のアシスタント

★海外体験学習
ドイツ・ポーランド

高校 2 年 10月
4 泊 6日

平和学習・
国際交流　

（ホームステイ 2 泊）

セブ島語学研修 中学 1 年〜高校 2 年
３ 月　14日間

寮滞在で、
集中した
英語学習

ハワイ体験学習 中学 2 年〜中学 ３ 年
８ 月　 ８日間

英語だけでなく
ハワイの文化
も体験

横須賀学院は、キリスト教の香りとあたたかな雰囲気の
中で、６ 年間じっくりていねいに人格の完成を支えます。

○高校入学生とは、行事・委員会・部活動などを共にし
ますが、同じクラスにはならず、６ 年一貫プログラム
の中で過ごします。高校生徒会・委員会の中心を
担っているのは一貫生です。

○世界の隣人と共に生きる－そのためのスキルを身に
つけ、情報を活用し、他者と議論できる力を育てます。

☆ 1 人 1 台のタブレット活用で家庭学習も充実！
☆年間2５回のオンライン英会話の授業を実施！

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

●土曜休日
土曜日は、行事や特別
講座、各種検定試験を
実施

53

★全員参加のプログラム

共学校

横須賀学院
中 学 校

〒238-8511　横須賀市稲岡町82番地
☎046-822-3218　FAX046-828-3668
URL　https://www.yokosukagakuin.ac.jp
e-mail address　info.jh@yokosukagakuin.ac.jp

【ACCESS】
●京浜急行線「横須賀中央駅」…徒歩10分
●JR横須賀線「横須賀駅」…バス 5 分徒歩 5 分
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DAYS

●グローバル人財の育成

本校の建学の精神は、「信頼を受くる
人となれ」を柱とした三条五訓からなっ
ています。そして2020年 4 月より高校募
集において男女共学校となり、これから
の時代にあわせた「思いやりあふれる青
少年の育成」「社会で活躍できるグローバ
ル人財の育成」の 2 つの理念をもって教
育活動にあたります。また、中学校は男
子募集のみのまま継続し、一貫コースは
６ 年間男子クラスで形成します。特に高
校段階では部活動や学校行事において女
子との交流もある新しいスタイルの男子
校となります。

●海外の大学と高大接続提携

横浜高校は現在、アメリカ、フィリピ
ン、オーストラリアの大学と接続提携を
しており、単なる海外研修や語学留学に
とどまらず、英検 2 級と他条件を満たせ
ば“進学”を可能としました。否が応で
も迎えなくてはいけないグローバルの時
代の流れには、乗り遅れてはいけません。
自らの学びを“英語で”進めるために中
高時代に英語スピーチコンテストやアメ
リカンキャンプなどの行事、ネイティブ
講師によるグローバルパスポートという
独自の英語授業などの学習や、 ７ 校ある
ニュージーランドの提携校への海外研修

（希望制）にもより力を入れて、「21世紀
を生き抜く力」を育てていきます。

なおニュージーランドではインターン
シップ（職業体験）も行い、コミュニ
ケーション力も高めています。

●「確かな学力」と「豊かな人間力」

YSAP（Yokohama Study Assist 
Program）と呼んでいる学習活動は、

「確かな学力」を身に付けるために取り
入れた講座・補習や教材です。基礎学力
養成のために、中 1 中 2 の英語と数学は
少人数指名制のベーシック講座を実施し
ます。また、中学では「すらら」という
家庭でも自学自習できるeラーニングシ
ステムを英数国の ３ 教科において導入。
高校では「駿台サテネット21」での映像
授業を受講可能としています。
「豊かな人間力」として将来のキャリ

ア教育に重点をおいたライフデザイン教
育は、自分の興味や適性を把握すること
から始め、仕事の意義を考えたり、学問
の必要性を理解したりしながら正しい進
路選択へつなげます。単なる大学進学を
目的とするのではなく、大学の先を考え
た一人ひとりの人生を創造するために
行っています。

【学校説明会】（予約不要）
● 6月 2日㈫ …10:00～11:40 【中止】

●10月 3日㈯ …10:00～11:40

【（合同）オンライン進学相談会】   要予約 
● 6月10日㈬ …15:00～16:00

【体験教室】   要予約 
●10月 3日㈯ …10:00～11:00

【入試過去問解説会】   要予約 
●12月12日㈯ …9:20～11:20

【入試直前説明会】（予約不要）
●12月12日㈯ …11:30～12:20

【横校祭（文化祭）】（予約不要）
●10月31日㈯ …9:00～15:00 【中止】

●11月 1日㈰ …9:00～15:00 【中止】

【学校見学・個別相談】
施設見学や授業見学などは、新型コロナウィルス感染症の
収束後にご案内ができます。まずは電話（045-781-3395）に
てお気軽にお問い合わせください。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

生徒も来場者もともに楽しむ横校祭

●保護者の皆さまへ…

全校をあげて盛り上がる横校祭。
「来場していただいたお客様に自分た
ち以上に楽しんでもらう」ことを合言
葉に、中 1から高 2まで全クラスが参
加。クラフト製作、劇、映画、コン
サートなど様々な催し物で来場者に楽
しんでいただきます。企画から準備、
当日の運営、接客にいたるまで、生徒
達のパフォーマンスが発揮されます。
ぜひ来校して、横浜の雰囲気を味わっ
てください。

甲子園の印象が強い横浜高校は「スポーツが
できないと入れない」という先入観があるかも
しれませんが、実は、インドア派の生徒も多く、
上下関係においても決して厳しくありません。友
人と仲が良く、自分の居場所があって、のびの
びと学校生活が送れます。また高校が共学校で
あるということもあり、一貫コースが男子校であ
りながら、女性教員が多いという点も本校の特
長になります。男子の成長段階に合わせた指導
や、男女共同参画社会・グローバル社会という
時代の流れに合わせた“人財”を育てる環境を
今後も整備してまいります。駅から徒歩 2 分の
安心して通わせることのできる本校に、ぜひ一
度お越しください。

教頭・入試広報部長　館山和央

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

●偶数週5日制5/63

男子校

横浜
中学校

【ACCESS】
●京浜急行線「能見台駅」…徒歩 2分

〒236-0053　横浜市金沢区能見台通47-1
☎045-781-3395　FAX045-780-1639
URL　https://www.yokohama-jsh.ac.jp/
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DAYS

●グローバル人財の育成

本校の建学の精神は、「信頼を受くる
人となれ」を柱とした三条五訓からなっ
ています。そして2020年 4 月より高校募
集において男女共学校となり、これから
の時代にあわせた「思いやりあふれる青
少年の育成」「社会で活躍できるグローバ
ル人財の育成」の 2 つの理念をもって教
育活動にあたります。また、中学校は男
子募集のみのまま継続し、一貫コースは
６ 年間男子クラスで形成します。特に高
校段階では部活動や学校行事において女
子との交流もある新しいスタイルの男子
校となります。

●海外の大学と高大接続提携

横浜高校は現在、アメリカ、フィリピ
ン、オーストラリアの大学と接続提携を
しており、単なる海外研修や語学留学に
とどまらず、英検 2 級と他条件を満たせ
ば“進学”を可能としました。否が応で
も迎えなくてはいけないグローバルの時
代の流れには、乗り遅れてはいけません。
自らの学びを“英語で”進めるために中
高時代に英語スピーチコンテストやアメ
リカンキャンプなどの行事、ネイティブ
講師によるグローバルパスポートという
独自の英語授業などの学習や、 ７ 校ある
ニュージーランドの提携校への海外研修

（希望制）にもより力を入れて、「21世紀
を生き抜く力」を育てていきます。

なおニュージーランドではインターン
シップ（職業体験）も行い、コミュニ
ケーション力も高めています。

●「確かな学力」と「豊かな人間力」

YSAP（Yokohama Study Assist 
Program）と呼んでいる学習活動は、

「確かな学力」を身に付けるために取り
入れた講座・補習や教材です。基礎学力
養成のために、中 1 中 2 の英語と数学は
少人数指名制のベーシック講座を実施し
ます。また、中学では「すらら」という
家庭でも自学自習できるeラーニングシ
ステムを英数国の ３ 教科において導入。
高校では「駿台サテネット21」での映像
授業を受講可能としています。
「豊かな人間力」として将来のキャリ

ア教育に重点をおいたライフデザイン教
育は、自分の興味や適性を把握すること
から始め、仕事の意義を考えたり、学問
の必要性を理解したりしながら正しい進
路選択へつなげます。単なる大学進学を
目的とするのではなく、大学の先を考え
た一人ひとりの人生を創造するために
行っています。

【学校説明会】（予約不要）
● 6月 2日㈫ …10:00～11:40 【中止】

●10月 3日㈯ …10:00～11:40

【（合同）オンライン進学相談会】   要予約 
● 6月10日㈬ …15:00～16:00

【体験教室】   要予約 
●10月 3日㈯ …10:00～11:00

【入試過去問解説会】   要予約 
●12月12日㈯ …9:20～11:20

【入試直前説明会】（予約不要）
●12月12日㈯ …11:30～12:20

【横校祭（文化祭）】（予約不要）
●10月31日㈯ …9:00～15:00 【中止】

●11月 1日㈰ …9:00～15:00 【中止】

【学校見学・個別相談】
施設見学や授業見学などは、新型コロナウィルス感染症の
収束後にご案内ができます。まずは電話（045-781-3395）に
てお気軽にお問い合わせください。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

生徒も来場者もともに楽しむ横校祭

●保護者の皆さまへ…

全校をあげて盛り上がる横校祭。
「来場していただいたお客様に自分た
ち以上に楽しんでもらう」ことを合言
葉に、中 1から高 2まで全クラスが参
加。クラフト製作、劇、映画、コン
サートなど様々な催し物で来場者に楽
しんでいただきます。企画から準備、
当日の運営、接客にいたるまで、生徒
達のパフォーマンスが発揮されます。
ぜひ来校して、横浜の雰囲気を味わっ
てください。

甲子園の印象が強い横浜高校は「スポーツが
できないと入れない」という先入観があるかも
しれませんが、実は、インドア派の生徒も多く、
上下関係においても決して厳しくありません。友
人と仲が良く、自分の居場所があって、のびの
びと学校生活が送れます。また高校が共学校で
あるということもあり、一貫コースが男子校であ
りながら、女性教員が多いという点も本校の特
長になります。男子の成長段階に合わせた指導
や、男女共同参画社会・グローバル社会という
時代の流れに合わせた“人財”を育てる環境を
今後も整備してまいります。駅から徒歩 2 分の
安心して通わせることのできる本校に、ぜひ一
度お越しください。

教頭・入試広報部長　館山和央

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

●偶数週5日制5/63

男子校

横浜
中学校

【ACCESS】
●京浜急行線「能見台駅」…徒歩 2分

〒236-0053　横浜市金沢区能見台通47-1
☎045-781-3395　FAX045-780-1639
URL　https://www.yokohama-jsh.ac.jp/
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●学園創立の精神

創立149周年を迎えた本校は、18７1（明
治 4）年、米国婦人一致外国伝道協会か
ら派遣された ３人の女性宣教師が、キリ
スト教の信仰に基づく女子教育を志して
設立した亜米利加婦人教授所（通称、ア
メリカンミッションホーム）に端を発す
る学園です。
「心を尽くし、精神を尽くし、力を尽
くし、思いを尽くして、あなたの神であ
る主を愛しなさい。また、隣人を自分の
ように愛しなさい」という聖句に学園創
立の精神が表されています。

●心の教育

本学園の教育はキリスト教を基本にす
る心の教育です。六年間毎日礼拝から学
園の生活は始まります。静かに自分を見
つめる時間でもあります。
「生きる力」として生きる手段を学ぶ
ことに中心が置かれるのではなく、生き
る目的、生きる意味を深く探究する学園
生活を目標にしています。
授業では自ら進んで学ぶ意欲を大切に
育て、さらに学習して得たことは、自分
の幸福のためだけではなく、他者に仕え
るためであるという使命感の自覚を促し、
隣人とともに歩み、隣人を愛し、仕える
ことを喜びとする人格を育てることを目
指しています。
創立者の意思やその後の学園関係者の
培ってきた伝統を受け継ぎ、歴史的にも、

また世界的にも通用する普遍的な価値観
に基づき、真理と自由を求めつつ、社会
に貢献する女性の育成に力を注ぐ教育を
続けています。
挨拶をする、時間を守る、物を大切に

することも大事なこととしています。

●クリスマス礼拝

学校行事のハイライトはクリスマス礼
拝です。12月初旬から準備開始。窓には
中 1が美術の授業で制作したステンドグ
ラスを、校内には係の生徒の手によるキ
リストの降誕場面をあらわす粘土細工や
クリスマスツリーなどを飾って、クリス
マスを待ち望みます。
クリスマス礼拝は、第一部が学外から

お招きした牧師のお話、第二部はペー
ジェント（降誕劇）、そして全校生によ
るハレルヤコーラスで締めくくる、とい
う構成になっています。ページェントの
キャストやスタッフは生徒が担当します。
また、音楽はＫＪＧクワイヤーとハンド
ベルクワイヤーが担当し、一同が心を一
つにしてクリスマスをお祝いします。

【学校説明会】
●11月 7日㈯
…10:00～12:30、13:30～16:00

【文化祭・学園祭】
●10月 9日㈮ …9:15～15:30

●10月10日㈯ …9:15～14:30

: : 併設校

: :高校募集

: :学期制度 : : 5日制／6日制

天上にも響き渡る音色をめざして

●保護者の皆さまへ…

ハンドベルは、もとは教会の塔に
あったベルを、手に持って演奏できる
ように改良したもので、神様を讃美す
るために作られた楽器です。生徒達の
活動の中心は年に数回行われる讃美礼
拝での奉仕です。一人で数個のベルを
担当しますが、ベル一つはピアノの鍵
盤にあたるため、各自の責任とチーム
ワークが大事です。しかし技術の向上
だけではなく、讃美の心を大切に練習
に励んでいます。

4 月、えんじ色の襟の真新しいセーラー服
を着て迎える入学式。夢と希望に胸をふくら
ませて中学 1年がスタートします。初めての
生活も、新しい友との出会いですぐに慣れて
いきます。 ５月に行われる 2泊 ３日の修養会
で一気に友達の輪が広がります。夏の球技大
会や秋の運動会で思いっきり体を動かしなが
ら、チームワークの大切さを覚えます。国際
理解週間や収穫感謝礼拝などで隣人愛につい
て考え、祈る時を持ちます。このように 1年
の様々な行事や部活動、勉強を通して生徒達
は大きく成長していきます。

中 1担任

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●なし

●土曜休日52

女子校

横浜共立学園
中学校

【ACCESS】
●JR京浜東北線（根岸線）「石川町駅」…徒歩10分

〒231-8662　横浜市中区山手町212番地
☎045-641-3785　FAX045-641-9188
URL　http://www.kjg.ed.jp
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【ACCESS】
●JR京浜東北・根岸線「石川町駅」元町口下車…徒歩 ７分

●完全中高一貫校でのカリキュラム
変わりゆくボーダレス社会の中で協働す

る力を身につけます。そのために「持続可
能な社会を創る価値観」「コミュニケーショ
ン能力」「リーダーシップ」「データを読む
力」「代替案の思考力」「総合的な思考力」
を身につけるために月曜日から金曜日まで
は ７ 時間、土曜日は ３ 時間（国際教養ク
ラスは 4 時間）の週 ６ 日制授業とします。

●「国際教養クラス」と「アカデミーク
ラス」で学びを展開します。

「国際教養クラス」では、CLIL（クリル）
を導入し、英語で学ぶ力を身につけます。
また、第二外国語（スペイン・中国・ドイ
ツ）の必修化、中 ３ でのニュージーランド
海外セミナーを1ヶ月間とし、高 1 でアメ
リカ ３ ヶ月語学研修も新設します。「アカ
デミークラス」では、従来の特進クラスレ
ベルの内容を実践し、宿泊による学習セ
ミナーや学習センターにおけるサポート体
制などを充実します。

●英語で学ぶ
さまざまな教科内容やテーマを英語で学

び、英語の 4 技能+英語で考える力を身に
つけます。CLIL（内容言語統合型学習）の
手法は、教科の内容や身近なテーマなどを
英語で学んでいきます。実在する諸問題や
持続可能な社会を創る価値観などを英語
で考え、伝えていくことを身につけていきま
す。また、高校 1 年生の「英語表現」の授
業では、身近な経験からグローバルな視点
のテーマなどについて論理的な伝達力と修
辞法と英語で考える思考法を身につけます。

●Only YJG　 
～オリジナル国際プログラム～
本校では、３0年に渡って、アメリカ海外

セミナーやニュージーランド海外セミナー
を実施しています。国際教養クラスでは、
ニュージーランド海外セミナーを1ヶ月間と
し、語学研修に特化した 2 週間と学校交
流を中心とした 2 週間を体験します。また、
高校 1 年生では、カリフォルニア・バプテ
スト大学に ３ ヶ月間通い、語学研修を実
施します。さらに、アメリカのリバティー大
学及びリバティ・クリスチャン・アカデミー
とのOn-Line授業を展開し、日本に居なが
らにしてアメリカの中学・高校・大学の授
業を受講できます。

●学力の定着は充実した学習習慣から
自分の可能性を広げるためにも「学習ス

タイル」の確立は不可欠です。中学 1 年・
2 年の第 1 ステージでは、基礎学力の完
全な定着を目指して学習を進めていきます。
週 2 日、「勉強クラブ」を実施し、チュー
ターによる学習支援を行います。チュー
ターには、学習内容だけでなく、学習方
法の悩みなどの相談にも乗ってもらいなが
ら、自らの可能性を広げていきます。

また、毎週火曜日の朝の時間に「小テ
スト　タイム」を実施し、日ごろの授業で
のつまずきや知識の定着・発展を図ります。

※2020年6月1日時点。社会情勢等により中止または日程変更
になる場合がございます。HPをご確認ください。

【学校説明会】
● 6月13日㈯ …オンラインでの実施を予定

● 9月12日㈯
●10月 1日㈬　10:00～11:30

●11月14日㈯
●12月19日㈯ …9:30～12:00 ※入試体験あり

● 1月 9日㈯ …8:30～12:30 ※入試体験あり
6/13のご予約は本校HPより

【ミニ説明会】
● 7月 3日㈮ … オンラインでの個別相談のみ

実施予定
● 8月26日㈬　

10:00～11:30
●10月23日㈮
●11月16日㈪ …18:30～20:00

7/3のご予約は本校HPより

【体育祭】※横浜文化体育館
● 6月18日㈭・19日㈮ …中止

【コーラスコンクール】※みなとみらい大ホール
● 9月24日㈭ …13:00～16:00

【文化祭】なでしこ祭
●11月 3日（火・祝）　

10:00～15:00
●11月 4日㈬ 　

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

クラブ活動（共生教育）

●保護者の皆さまへ…

クラブ活動は自由参加ですが、中高
（高 2 まで）で10７％（2019年度）が参
加しています。中・高が一緒に活動す
ることによって共に多くの学びが得ら
れます。クラブ活動の中で育まれる力
は教室での学習と同じように大切であ
ると私たちは考えています。全国大会
上位入賞を果たしているチアリーディ
ング部をはじめとして、ダンス部、吹
奏楽部、書道部などが人気です。他に
もたくさんのクラブ活動があります。

中学受験は中高の ６ 年を過ごす学校の
「合格」を目指すものです。この難関を
（おそらくお嬢様の人生にとって最初の
難関を）どのように乗り越えるかが、

「合格」同様重要です。この通過点は心を強
くする絶好の機会です。入試当日に「ありが
とうの手紙」を受験生に書いていただきます。

「ありがとう」を言われる人のためにではな
く、「ありがとう」を言う受験生のために、
この機会を毎年作っています。良き出会いと
なりますように。

 校長　平間宏一

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●なし

62

女子校

横浜女学院
中学校

〒231-8661　横浜市中区山手町203番地
☎045-641-3284　FAX045-651-7688
URL　https://www.yjg.y-gakuin.ed.jp/
e-mail address　yjg@yjg.y-gakuin.ed.jp
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【ACCESS】
●JR京浜東北・根岸線「石川町駅」元町口下車…徒歩 ７分

●完全中高一貫校でのカリキュラム
変わりゆくボーダレス社会の中で協働す

る力を身につけます。そのために「持続可
能な社会を創る価値観」「コミュニケーショ
ン能力」「リーダーシップ」「データを読む
力」「代替案の思考力」「総合的な思考力」
を身につけるために月曜日から金曜日まで
は ７ 時間、土曜日は ３ 時間（国際教養ク
ラスは 4 時間）の週 ６ 日制授業とします。

●「国際教養クラス」と「アカデミーク
ラス」で学びを展開します。

「国際教養クラス」では、CLIL（クリル）
を導入し、英語で学ぶ力を身につけます。
また、第二外国語（スペイン・中国・ドイ
ツ）の必修化、中 ３ でのニュージーランド
海外セミナーを1ヶ月間とし、高 1 でアメ
リカ ３ ヶ月語学研修も新設します。「アカ
デミークラス」では、従来の特進クラスレ
ベルの内容を実践し、宿泊による学習セ
ミナーや学習センターにおけるサポート体
制などを充実します。

●英語で学ぶ
さまざまな教科内容やテーマを英語で学

び、英語の 4 技能+英語で考える力を身に
つけます。CLIL（内容言語統合型学習）の
手法は、教科の内容や身近なテーマなどを
英語で学んでいきます。実在する諸問題や
持続可能な社会を創る価値観などを英語
で考え、伝えていくことを身につけていきま
す。また、高校 1 年生の「英語表現」の授
業では、身近な経験からグローバルな視点
のテーマなどについて論理的な伝達力と修
辞法と英語で考える思考法を身につけます。

●Only YJG　 
～オリジナル国際プログラム～
本校では、３0年に渡って、アメリカ海外

セミナーやニュージーランド海外セミナー
を実施しています。国際教養クラスでは、
ニュージーランド海外セミナーを1ヶ月間と
し、語学研修に特化した 2 週間と学校交
流を中心とした 2 週間を体験します。また、
高校 1 年生では、カリフォルニア・バプテ
スト大学に ３ ヶ月間通い、語学研修を実
施します。さらに、アメリカのリバティー大
学及びリバティ・クリスチャン・アカデミー
とのOn-Line授業を展開し、日本に居なが
らにしてアメリカの中学・高校・大学の授
業を受講できます。

●学力の定着は充実した学習習慣から
自分の可能性を広げるためにも「学習ス

タイル」の確立は不可欠です。中学 1 年・
2 年の第 1 ステージでは、基礎学力の完
全な定着を目指して学習を進めていきます。
週 2 日、「勉強クラブ」を実施し、チュー
ターによる学習支援を行います。チュー
ターには、学習内容だけでなく、学習方
法の悩みなどの相談にも乗ってもらいなが
ら、自らの可能性を広げていきます。

また、毎週火曜日の朝の時間に「小テ
スト　タイム」を実施し、日ごろの授業で
のつまずきや知識の定着・発展を図ります。

※2020年6月1日時点。社会情勢等により中止または日程変更
になる場合がございます。HPをご確認ください。

【学校説明会】
● 6月13日㈯ …オンラインでの実施を予定

● 9月12日㈯
●10月 1日㈬　10:00～11:30

●11月14日㈯
●12月19日㈯ …9:30～12:00 ※入試体験あり

● 1月 9日㈯ …8:30～12:30 ※入試体験あり
6/13のご予約は本校HPより

【ミニ説明会】
● 7月 3日㈮ … オンラインでの個別相談のみ

実施予定
● 8月26日㈬　

10:00～11:30
●10月23日㈮
●11月16日㈪ …18:30～20:00

7/3のご予約は本校HPより

【体育祭】※横浜文化体育館
● 6月18日㈭・19日㈮ …中止

【コーラスコンクール】※みなとみらい大ホール
● 9月24日㈭ …13:00～16:00

【文化祭】なでしこ祭
●11月 3日（火・祝）　

10:00～15:00
●11月 4日㈬ 　

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

クラブ活動（共生教育）

●保護者の皆さまへ…

クラブ活動は自由参加ですが、中高
（高 2 まで）で10７％（2019年度）が参
加しています。中・高が一緒に活動す
ることによって共に多くの学びが得ら
れます。クラブ活動の中で育まれる力
は教室での学習と同じように大切であ
ると私たちは考えています。全国大会
上位入賞を果たしているチアリーディ
ング部をはじめとして、ダンス部、吹
奏楽部、書道部などが人気です。他に
もたくさんのクラブ活動があります。

中学受験は中高の ６ 年を過ごす学校の
「合格」を目指すものです。この難関を
（おそらくお嬢様の人生にとって最初の
難関を）どのように乗り越えるかが、

「合格」同様重要です。この通過点は心を強
くする絶好の機会です。入試当日に「ありが
とうの手紙」を受験生に書いていただきます。

「ありがとう」を言われる人のためにではな
く、「ありがとう」を言う受験生のために、
この機会を毎年作っています。良き出会いと
なりますように。

 校長　平間宏一

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●なし
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女子校

横浜女学院
中学校

〒231-8661　横浜市中区山手町203番地
☎045-641-3284　FAX045-651-7688
URL　https://www.yjg.y-gakuin.ed.jp/
e-mail address　yjg@yjg.y-gakuin.ed.jp
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●Think & Challenge !

横 浜 翠 陵 の モ ッ ト ー は「Think & 
Challenge !」。 ６ 年間の教育の中で次世
代を担う人材、明日の世界をよりよい世
界にするために考えて行動のできる人の
育成を目指します。伝統の英語教育、共
学化以来の人間力の育成に加え、サマー
イングリッシュキャンプ、中学 ３ ヶ年を
通じてのグローバルプロジェクト（問題
解決学習・プレゼンテーションに特化し
た教育）など翠陵の教育効果を更に高め
るプロジェクトに挑戦します。緑溢れる
キャンパスで、「考えるちから」と「挑戦
するこころ」を育みます。

●一人ひとりと徹底的に向き合う

広大なキャンパスと自然豊かな環境。
少人数の温かい雰囲気の翠陵の基本姿勢
は「徹底的に一人ひとりの生徒と向き合
う」こと。生徒一人ひとりの「わかった」

「できた」を引き出すプログラムを実現
するために、 ３ 年間の授業数を英語20時
間・数学1５時間・国語1６時間と充分に確
保。さらに、学習活動をD = Desire（好
奇心と意欲の活性化）、U = Understand

（理解）、T = Training（実践的な演習）
に分類し、今何を何のために行うのかを
教員と生徒が互いに納得しながら学習し
ていきます。「知りたい→わかった→で
きた」のプロセスを繰り返し、一歩ずつ
ステップを登っていきます。つまずく原
因は生徒により様々ありますが、担任や
教科担当者が一人ひとりの状況を把握し
ている為、必要なタイミングで行うきめ
細かいフォローアップも万全です。さら

に、着実な実力アップをめざしてトレー
ニングにもきめ細かい工夫をします。定
期試験以外に行う実力養成試験は、復習
の機会と学習内容の確認をするために年
３ 回実施します。基礎を固める中で、見
えてくる自分の希望進路。その実現のた
めに、中学 ３ 年次には ７ 時間目授業「ブ
ラッシュアップレッスン」を行い、知識
の定着を図りつつ高校の学習内容へとつ
なげていきます。さらに高校 2 年次から
は国公立文系・理系、私立文系・理系に
分かれ学習内容を深化させます。

●新たなチャレンジ

翠陵には勉強以外にもチャレンジの機
会がたくさんあります。海外教育研修

（中 ３ ：一人一家庭・ 2 週間ホームステ
イのニュージーランド、高 2 のカナダ・
イギリス）を通した未知の世界への挑戦。
トレッキングやウィンターキャンプでの
自然への挑戦。マイチャレンジプログラ
ム等を通して自分自身を見つめることに
よる自分への挑戦をしてきました。201６
年にはこれらの挑戦に加えて、「翠陵グ
ローバルプロジェクト」が始まりました。
中学 ３ 年間をかけて、グローバルな現代
社会の課題を設定して、その課題を様々
な角度から調査・研究します。中学 ３ 年
次にはその成果をプレゼンテーションし
ます。考え・挑戦する経験を積み重ね、
世界で活躍できる人材を目指します。

【学校説明会】　 要予約 
●10月18日㈰ … 10:00～12:00

＊適性検査型入試説明会

●11月23日（月・祝）… 9:30～12:00

＊模擬入試（2科・4科）〈5・6年生限定〉

●12月 6日㈰ … 9:30～12:00

＊入試問題解説会（2科・4科・適性）

● 1月11日（月・祝）… 9:30～12:00

＊模擬入試（2科・適性）〈5・6年生限定〉

【オープンキャンパス】　 要予約 
● 9月20日㈰ … 10:00～12:00

＊授業と部活を両方体験／個別相談

【土曜授業見学会】　 要予約 
● 9月12日㈯・10月10日㈯
 10月31日㈯・11月14日㈯
 12月12日㈯・12月19日㈯

…各日10:00～11:30
※授業見学＆ミニ説明会＆学食体験

【文化祭】翠陵祭　 要予約 
●11月 7日㈯ …11:00～15:00

●11月 8日㈰ …9:00～15:00

…両日とも個別相談あり

※8月までの説明会実施については本校ホームページにてご確認
ください。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 6日制

日本の四季を豊かに感じるキャンパスライフ

●保護者の皆さまへ…

翠陵はたくさんの木々や植物に囲ま
れた、みどりいっぱいの学校です。街
中ではあまり見かけないカントウタン
ポポやヒメジョオンなども自生してお
り、理科の植物の授業には困りません。
春の桜（ピンク）、夏の新緑（緑）、秋
の銀杏（黄）、冬の雪（白）。教室の窓
に広がる“カラー”は四季折々で美し
い色彩を描きます。季節を彩る植物に
囲まれての学校生活です。

翠陵は「考えることのできる人」の校訓の
もとで、ひとつひとつよく考え、しっかりと
判断し、責任を持って行動できる人の育成を
最大の教育目標にしています。在学中、生徒
の皆さんにはいろいろなことを考え実行して
いってほしいと願っていますが、一番考えて
ほしいことは、自分がどのような人間で、ど
のような生き方が自分らしい生き方なのかに
ついてです。恵まれた教育環境のもとで、充
実した“自分探しの旅”“自己発見のとき”を
過ごしてください。私たちはひとりひとりの
生徒の皆さんと向き合い、夢の実現を目指し
て全力でサポートしていきます。

教職員一同

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●あり

2

共学校

横浜翠
すい

陵
りょう

中学校

教育内容の詳細については、学校説明
会等でお話します。

【ACCESS】
●JR横浜線「十日市場駅」徒歩20分・東急田園都市線
　「青葉台駅」よりバス「郵便局前」下車
●相鉄線「三ツ境駅」よりバス「霧が丘高校前」下車

〒226-0015　横浜市緑区三保町1
☎045-921-0301　FAX045-921-1843
URL　http://www.suiryo.ed.jp（スマートフォン対応）
e-mail address　nyushi@suiryo.ed.jp
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●建学の精神と教育理念

教育全体計画
1 ．建学の精神

「考えて行動のできる人」の育成
2 ．「智に優れ、徳高く、健やかに」を

校是として、安心・安全で豊かな教育
活動を展開し、円満で調和のとれた心
豊かな人の育成を目指します。

３ ．個々の生徒の潜在能力・可能性を発
見し、伸長に務めます。

教育全体計画を具現化する教育活動
①　【学力定着】

横浜創英では、中高 ６ 年間、質の高
い授業と様々な学習サポートにより、
基礎学力の定着から応用発展まで一人
ひとりの生徒の学力を伸ばし、希望大
学への進学を実現させます。

②　PBL（プロジェクト型学習）
チームで社会の課題や身近な課題に

取り組むプロジェクト活動を通して、
リーダーシップやコミュニケーション
力を培います。課題解決にあたっては
デザイン思考を取り入れ、失敗を恐れ
ず挑戦して試行錯誤しながら学ぶ姿勢
を育みます。

③　自己肯定感、個々の能力・学力を育
み、伸ばす独自の教育プログラム
・ポートフォリオ　
・朝テスト
・朝読書　　　　　
・学習の手引き　　
・英数グレード授業

・イングリッシュアワー
・放課後学習サポート
・チーム・ティーチング
・パーソナルインフォメーションカード
・夏期・冬期・春期特別講習

●恵まれた環境・設備での日常生活

キャンパスは駅からも近く、閑静な住
宅地にあります。敷地内には冷暖房電子
黒板完備の教室をはじめ、パソコンを開
放した多目的ホール、二層式体育館、図
書室等があります。カウンセリングルー
ムでは臨床心理士がいろいろな相談に応
じます。また、20を越える部活動が、活
発に活動しており、サッカー・バトン・
バレーボール・バスケットボールなどが
人気です。中でもバトン部は日本一の実
績があります。現在、創立80周年事業と
して、新校舎を建築中です。完成は2020
年 8 月を予定しています。

●多彩な年間行事

4 月 ラーニングキャンプ（ 1 年）
4 月 歩け歩け大会（全学年）
５ 月 国際理解教室（ ３ 年）
７ 月 アドベンチャースクール（ 1 年）
10月 カナダ語学研修（ ３ 年）
11月 鎌倉校外学習（ 1 年）
11月 関西歴史研修（ 2 年）
2 月  合唱コンクール（全学年）
※ ほか、体育祭、文化祭、芸術鑑賞会

【学校説明会】  要予約  （HPより）

● 6月21日㈰
● 7月12日㈰
● 9月12日㈯
●10月11日㈰
●11月22日㈰
●12月12日㈯
● 1月 9日㈯
● 1月17日㈰
● 2月21日㈰

※詳細はHPをご確認ください。

【文化祭】創英祭

● 9月26日㈯　
9:00～15:00

● 9月27日㈰
…入試相談コーナーあり

【個別相談・学校見学】
●随時　 要予約 

※コロナウイルスの影響により、説明会や公開行事の日時に変更
の可能性があります。必ずHPをご確認ください。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

独自の体験学習プログラム

●保護者の皆さまへ…

本校では、建学の精神“考えて行動
のできる人の育成”のため、生徒には
考える場・行動できる場を数多く提供
します。様々なアイデアと工夫を凝ら
した「体験学習」に、生徒は積極的に
取り組み、実践を通して自ら考え、判
断し、探求する力を身につけます。

「コミュニケーション能力」「課題設定
能力」「問題解決能力」など、心の成長
と社会的能力を養います。

夢につながる中高 6 ヵ年、君たちの夢を支え
ます！

子どもたちは「夢の原石」を持っています。
横浜創英でのさまざまな学びや体験を通して、
先生や仲間たちとともに原石を磨いていきま
す。そして ６ 年後、それがキラキラと輝く

「夢の実現」という宝石に変わることを約束
します。そのための取り組みとして、生徒た
ちの興味関心が高められる授業を目指して電
子黒板とiPadを導入し、生徒自ら考え活動す
る授業づくりを行っています。創英生は明る
く素直な生徒たちばかりです。横浜創英の改
革はこれからも続きます。

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

●第2・4土曜休日5/63

共学校

横浜創英
中 学 校

【ACCESS】
● JR横浜線「大口駅」…徒歩 ８ 分●京浜急行線「子安駅」

…徒歩12分●東急東横線「妙蓮寺駅」…徒歩16分

〒221-0004　横浜市神奈川区西大口28番地
☎045-421-3121　FAX045-421-3125
URL　https://www.soei.ed.jp/
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●建学の精神と教育理念

教育全体計画
1 ．建学の精神

「考えて行動のできる人」の育成
2 ．「智に優れ、徳高く、健やかに」を

校是として、安心・安全で豊かな教育
活動を展開し、円満で調和のとれた心
豊かな人の育成を目指します。

３ ．個々の生徒の潜在能力・可能性を発
見し、伸長に務めます。

教育全体計画を具現化する教育活動
①　【学力定着】

横浜創英では、中高 ６ 年間、質の高
い授業と様々な学習サポートにより、
基礎学力の定着から応用発展まで一人
ひとりの生徒の学力を伸ばし、希望大
学への進学を実現させます。

②　PBL（プロジェクト型学習）
チームで社会の課題や身近な課題に

取り組むプロジェクト活動を通して、
リーダーシップやコミュニケーション
力を培います。課題解決にあたっては
デザイン思考を取り入れ、失敗を恐れ
ず挑戦して試行錯誤しながら学ぶ姿勢
を育みます。

③　自己肯定感、個々の能力・学力を育
み、伸ばす独自の教育プログラム
・ポートフォリオ　
・朝テスト
・朝読書　　　　　
・学習の手引き　　
・英数グレード授業

・イングリッシュアワー
・放課後学習サポート
・チーム・ティーチング
・パーソナルインフォメーションカード
・夏期・冬期・春期特別講習

●恵まれた環境・設備での日常生活

キャンパスは駅からも近く、閑静な住
宅地にあります。敷地内には冷暖房電子
黒板完備の教室をはじめ、パソコンを開
放した多目的ホール、二層式体育館、図
書室等があります。カウンセリングルー
ムでは臨床心理士がいろいろな相談に応
じます。また、20を越える部活動が、活
発に活動しており、サッカー・バトン・
バレーボール・バスケットボールなどが
人気です。中でもバトン部は日本一の実
績があります。現在、創立80周年事業と
して、新校舎を建築中です。完成は2020
年 8 月を予定しています。

●多彩な年間行事

4 月 ラーニングキャンプ（ 1 年）
4 月 歩け歩け大会（全学年）
５ 月 国際理解教室（ ３ 年）
７ 月 アドベンチャースクール（ 1 年）
10月 カナダ語学研修（ ３ 年）
11月 鎌倉校外学習（ 1 年）
11月 関西歴史研修（ 2 年）
2 月  合唱コンクール（全学年）
※ ほか、体育祭、文化祭、芸術鑑賞会

【学校説明会】  要予約  （HPより）

● 6月21日㈰
● 7月12日㈰
● 9月12日㈯
●10月11日㈰
●11月22日㈰
●12月12日㈯
● 1月 9日㈯
● 1月17日㈰
● 2月21日㈰

※詳細はHPをご確認ください。

【文化祭】創英祭

● 9月26日㈯　
9:00～15:00

● 9月27日㈰
…入試相談コーナーあり

【個別相談・学校見学】
●随時　 要予約 

※コロナウイルスの影響により、説明会や公開行事の日時に変更
の可能性があります。必ずHPをご確認ください。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

独自の体験学習プログラム

●保護者の皆さまへ…

本校では、建学の精神“考えて行動
のできる人の育成”のため、生徒には
考える場・行動できる場を数多く提供
します。様々なアイデアと工夫を凝ら
した「体験学習」に、生徒は積極的に
取り組み、実践を通して自ら考え、判
断し、探求する力を身につけます。

「コミュニケーション能力」「課題設定
能力」「問題解決能力」など、心の成長
と社会的能力を養います。

夢につながる中高 6 ヵ年、君たちの夢を支え
ます！

子どもたちは「夢の原石」を持っています。
横浜創英でのさまざまな学びや体験を通して、
先生や仲間たちとともに原石を磨いていきま
す。そして ６ 年後、それがキラキラと輝く

「夢の実現」という宝石に変わることを約束
します。そのための取り組みとして、生徒た
ちの興味関心が高められる授業を目指して電
子黒板とiPadを導入し、生徒自ら考え活動す
る授業づくりを行っています。創英生は明る
く素直な生徒たちばかりです。横浜創英の改
革はこれからも続きます。

幼 小 中 高 短 大 専

●3期制

●あり

●第2・4土曜休日5/63

共学校

横浜創英
中 学 校

【ACCESS】
● JR横浜線「大口駅」…徒歩 ８ 分●京浜急行線「子安駅」

…徒歩12分●東急東横線「妙蓮寺駅」…徒歩16分

〒221-0004　横浜市神奈川区西大口28番地
☎045-421-3121　FAX045-421-3125
URL　https://www.soei.ed.jp/
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横浜隼人では、国内はもちろんのこと、
国際社会においても「必要で信頼される
人」として活躍できる「人財」を育成する
ために、教職員が一丸となって、教育活
動に全力で取り組んでいます。
「学力」「共生」「健康」を教育目標の３
つの柱とし、日々の授業・学級活動・部
活動に対して、主体的に素直に、そして
明るく精一杯取り組む生徒を育てていま
す。
「学力」を充実させるために、全教科に
アクティブラーニング型の授業を導入し、
知識の定着と同時に応用力や活用力を磨
きます。アクティブラーニングとは、簡単
に言うと能動的・協働的な学習のことで
す。これまでの教師中心の教え込み型授
業から脱却し、生徒を中心にした授業を
目指します。じっくり自分の考えをまとめ、
仲間との相互作用を通じて、自らの考え
を広め深めます。基礎的・基本的な知
識・技能を定着させ、思考力・判断力・
表現力を身につけさせるとともに、主体
的に取り組む態度を育てていきます。
「共生」はこれからの時代を生きる上で
の大切なキーワードです。そのためには、
他者の意見を素直に受け止め、自分の考
えをわかりやすく伝えるスキルが必要で
す。横浜隼人には、そのスキルを磨く機
会と、自由に意見交換ができる「安心・安
全な場」があります。また、集団を率い
る「リーダーシップ」だけでなく、集団を
支える「フォロワーシップ」も養います。
互いの「個性」を認め合い、尊重する態度
を育み、さらに英語力も強化して国際人
として通用する「コミュニケーション能力」
を養成していきます。
身体と心の「健康」を身につけさせるた

めに、積極的に運動に取り組み、自らの

体力を向上させる態度を育みます。また、
バランスのとれた食事を理解し、自ら健
康管理できるように育てながら、困難に
立ち向かい、失敗から立ち直れる「強い
心」をもたせていきます。そのために横
浜隼人では、たくさんのメニューを準備
しています。毎日を充実させ、計画性や
スケジュール管理をするための「システム
手帳」を全員に配布し、日々の生活を振
り返り、次の日に繋げていきます。昼休
みにはそれぞれ机を寄せ合い、仲間とは
もちろん、先生たちとも一緒にお弁当を
食べる「ランチコミュニケーション」では
毎日が楽しい話題で大盛り上がりします。
昼食に関しては、学食からお弁当をデリ
バリーしてもらうこともできます。
さらに、心身の安心・安全のために「サ
イバー犯罪防止講演会」「防災・減災教室」
「救急救命講習」など盛りだくさんの学び
の場が用意されています。
放課後の横浜隼人は、たくさんの部活

動で盛り上がっています。生徒数が 2 千
名を超える横浜隼人には、なんと５0近い
部活動があるので、あなたに合う部活が
必ず見つかることでしょう。詳しいことは、
学校案内やＨＰで確認してみてください。
動画がたくさんあります。カナダ短期留
学の様子も見られます。

【学校説明会】　 要予約 
●11月 7日㈯　

14:00～15:30
●12月 5日㈯
● 1月 9日㈯ …10:00～11:30

【ミニ説明会】　 要予約 
● 5月22日㈮
● 6月22日㈪　10:00～11:00

● 7月22日㈬
● 8月22日㈯ …①9:10～10:10

②10:20～11:20 （オープンキャンパス）

●10月 3日㈯ …①11:00～12:00 
②13:00～14:00（文化祭）

●10月 4日㈰ …①11:00～12:00 
②13:00～14:00（文化祭）

●11月16日㈪　10:00～11:00
● 1月16日㈯

【オープンキャンパス】　 要予約 
● 8月22日㈯ …9:10～
ミニ説明会を開催します。

【文化祭・学園祭】隼輝祭
●10月 3日㈯ …10:00～15:00

●10月 4日㈰ …9:00～15:00

ミニ説明会を開催します。

【学校見学】　 要予約  電話にて

●随時受け付けています。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

在校生と直接対話が大好評！

●保護者の皆さまへ…

「生徒と直に対話ができるミニ説明会」が受験生
の保護者に大好評です。「学校の勉強は大変？」「い
じめはない？」など参加者からの質問に、ニコニコ
答える生徒たち。先輩の様子を見ながら、1年生
たちも張り切って仲間入りしています。説明会終
了後には、本校教員と一緒に楽しいランチミー
ティング。入学後の不安なことも直接質問できま
す。ただ聴くだけの説明会でなく、参加者が話す
ことができる、満足感たっぷりのイベントです。
今年も5月から始まります。HPから予約して、お
越しください。教員も生徒も、ワクワクしながらお
待ちしています。

本校では、学力・共生・健康を ３つの柱とし、
「人間教育」を最重要課題としています。他者へ
の思いやり、環境へのやさしさ、差別や偏見のな
い広い視野、そして困難に打ち勝つ勇気を身につ
けることこそ新しい時代の扉を開く鍵となります。
教育で大切なことは、学力向上はもちろんです
が、それと同時に人間として成長し、将来社会に
出た時に、自分自身の足でしっかりと立ち、生き
がいのある仕事をもてる人間に育てていくという
ことです。
校訓である「必要で信頼される人となる」のも
と、中学・高校の ６年間を通して人間形成の基礎
となる力をつけるよう、一人ひとりが可能性を無
限に広げていくよう心から願っています。

横浜隼人中学・高等学校
校長　　吉野　純三　　

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●あり

●隔週土曜休日5/62

三ツ境

阿久和
停留所

希望ケ丘
至横浜至大和

至戸塚

阿久和
停留所

善部第2
停留所

新幹線

横浜隼人

共学校

横浜隼人
中学校

【ACCESS】登下校時に、希望ヶ丘駅と戸塚駅より直通バスあり
●相鉄線「希望ヶ丘駅」…徒歩1８分またはバス5分停歩 4分
　　　　「三ツ境駅」…バス10分停歩 4分
●JR「戸塚駅」…バス24分徒歩 4分

〒246-0026　横浜市瀬谷区阿久和南1丁目3番地1
☎045-364-5101　FAX045-366-5424
URL　http://www.hayato.ed.jp/
e-mail address　yhjh.quest@hayato.ed.jp

オンライン英会話の様子
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DAYS

【ACCESS】
●相鉄線「二俣川駅」…徒歩12分

●教育理念
本学園は、「真の教育は魂の教育」と

信じ「どこまでも修養本位・人物本位で
教育をしなくてはならない」という理念
のもと、敬愛・誠実・自主の校訓を掲げ、
創立以来9７年の歴史を刻みます。

昨年度から男女共学化を図り、「たく
ましくしなやかに自ら未来を創造し、社
会に貢献できる、未来を幸せに生きる人
間（ひと）の育成」を目指します。

●英語でアウトプットできる環境づくり
グローバル社会を生きる上で必要不可

欠な使える英語コミュニケーション力を
身につけるためには、face to faceでの体
験的な学びが必要であると考え、 1 ・ 2
年次にネイティブ副担任制を導入し、日
常的に英語を使う環境を作っている。他
に中 ３ ・高 1 にオンライン英会話、３ 年次
に校内英語研修Global-Eyeと、女子AUS
研修、男子USA大学訪問研修を実施。そ
のほか希望制のAUSターム留学、CEBU
島研修など多彩なプログラムを用意。さ
らに英検講習や、英検BOOT CAMPを
実施し、全員がCEFRでB 2 レベル以上
を取得するよう指導しています。

●理数教育の充実
「理系の学び講座」や「プログラミング

講座」「アルゴリズム授業」など、興味・
関心を引き起こす多彩なプログラムによ
り、先端の科学技術のあり方を理解する
と同時に、情報分析力や数理能力を養い、
自らイノベーションを起こす発想力や判
断力、AI社会を生きる上での正しい価値
観・倫理観・世界観を育みます。

●ジェネリックスキル（生きる力）を育む
変化していくこれからの社会を幸せに

生きていくためには、自ら課題を見つけ、
深く探求し協動的に課題を解決していく
力（ジェネリックスキル）が必要です。
本校では 1 年次より自ら感じ、考え、協
働的に学ぶ課題解決型・課題探究型の深
い学びを繰り返し実践し、将来、社会人
として活躍するために必要な能力を育み
ます。グローバル社会だからこそ日本文
化を理解し、「おもいやりの心」と「品
格」を身につける目的で、 1 年次に学校
設定科目「礼法」を導入し、また、思考
する力を養うために「哲学対話」も実施
しております。

●難関大学進学を見すえた教育プログラム
国公立・難関私立大学をゴールに、大

学入試改革を見据えた学習プログラム 
を実施しています。礎となる中 1 ・ 2 年
は「しっかり学ぶ・誠実に学ぶ」ことを
重視し、週に ３ 日は ７ 時間目を設置。 
授業の他に、放課後学習支援センター

「TERAKOYA」で徹底した基礎学力の
定着と自ら学ぶ姿勢を身につけます。

また、男女の特徴を捉えた独自のクラ
ス編成で効果的な教育を行います。 1 年
から高 1 までは男女別クラス編成で、女
子は少人数制で決め細やかな学習指導を
行い、高 1 で進学と特進に、高 2 で特進
が文系特進と理数特進に分かれます。男
子は中 1 から理数特進クラスとして数学
を先取りし、高 2 からは男女混合クラス
となり互いに切磋琢磨しながら希望進路
を実現します。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

Global-Eye（グローバルアイ）

●保護者の皆さまへ…

創立以来の長い歴史の中で培われてきた「穏
やかで堅実、自主的で誠実」な校風は、脈 と々
引き継がれています。建学の理念のもと、生徒
の皆さん一人ひとりが安心して、そして心豊かに
満足して学園生活が送れるよう、Gross School 
Happiness（学校総幸福量）を向上させることに
教職員一同尽力することをお約束いたします。
横浜富士見丘学園の教育にご期待ください。

ぜひ一度本学園に足をお運びいただき、美し
いキャンパスで、素敵な生徒たちと触れ合ってく
ださい。

そして、本学園で一緒に大きな夢を描き、未
来を創造していきましょう。

校長　駒嵜　健

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●あり
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【学校説明会】
● 6月19日㈮ …10:00～11:00（オンライン）

● 7月17日㈮ …10:00～11:00（オンライン）

●10月14日㈬ …10:00～11:30（予約不要）

●11月13日㈮ …10:00～11:30（予約不要）

●12月 5日㈯ …10:00～11:30（予約不要）

● 1月15日㈮ …10:00～11:30（予約不要）

【ナイト説明会】（旭区民文化センター サンハート）

●日程未定 …19:00～20:00

＊開催の１ヵ月前に日程をHPに掲載する予定です。

【オープンスクール】　 要予約 
● 8月22日㈯ …10:00～12:00（クラブ・授業体験）

【文化祭】（予約不要）
● 9月26日㈯ …12:00～16:00

● 9月27日㈰ …10:00～15:30

…個別相談コーナーあり
※日時は変更する可能性があります。
　詳細はHPでご確認ください。

【過去問解説会】　 要予約 
●10月31日㈯ …10:00～12:00

【適性検査説明会】　 要予約 
●10月31日㈯ …14:00～15:30

【入試対策会】　 要予約 
●11月15日㈰ …9:00～12:00

【プレ入試体験会】　 要予約 
● 1月 7日㈭ …8:40～12:00

中学 ３年で実施する、Global-Eyeは、留学生とコミュニケーションを図り他国の
文化を学び理解し（Global）、日本の地域理解を深めその特徴を英語で表現し
（Local）、他国文化から見た視点で日本の魅力をまとめ世界に発信する（Glocal）
ことを目的にしています。
生徒の感想文を紹介します。

・私は、「はっきり話さないと伝わらないこと」と
「英語はすごい！」ということを今回学びました。
・ファシリテーターに「文法にとらわれないで、ど
んどん英語を使ってみて」と言われ、実際に
使ってみると自分でも思ってないくらいに英語が
好きになりました。

・留学生が何に対して興味を示すのかを考え、英
文メモを作成しました。「これ作ってきたの？」
と聞かれ、「昨日からまた成長したね」と褒めら
れ、うれしかったです。

共学校

横浜富士見丘学園
中学校

〒241-8502　横浜市旭区中沢1-24-1
☎045-367-4380　FAX045-367-4381
URL　https://www.fujimigaoka.ed.jp
e-mail address　kouhou@fujimigaoka.ed.jp
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【ACCESS】
●相鉄線「二俣川駅」…徒歩12分

●教育理念
本学園は、「真の教育は魂の教育」と

信じ「どこまでも修養本位・人物本位で
教育をしなくてはならない」という理念
のもと、敬愛・誠実・自主の校訓を掲げ、
創立以来9７年の歴史を刻みます。

昨年度から男女共学化を図り、「たく
ましくしなやかに自ら未来を創造し、社
会に貢献できる、未来を幸せに生きる人
間（ひと）の育成」を目指します。

●英語でアウトプットできる環境づくり
グローバル社会を生きる上で必要不可

欠な使える英語コミュニケーション力を
身につけるためには、face to faceでの体
験的な学びが必要であると考え、 1 ・ 2
年次にネイティブ副担任制を導入し、日
常的に英語を使う環境を作っている。他
に中 ３ ・高 1 にオンライン英会話、３ 年次
に校内英語研修Global-Eyeと、女子AUS
研修、男子USA大学訪問研修を実施。そ
のほか希望制のAUSターム留学、CEBU
島研修など多彩なプログラムを用意。さ
らに英検講習や、英検BOOT CAMPを
実施し、全員がCEFRでB 2 レベル以上
を取得するよう指導しています。

●理数教育の充実
「理系の学び講座」や「プログラミング

講座」「アルゴリズム授業」など、興味・
関心を引き起こす多彩なプログラムによ
り、先端の科学技術のあり方を理解する
と同時に、情報分析力や数理能力を養い、
自らイノベーションを起こす発想力や判
断力、AI社会を生きる上での正しい価値
観・倫理観・世界観を育みます。

●ジェネリックスキル（生きる力）を育む
変化していくこれからの社会を幸せに

生きていくためには、自ら課題を見つけ、
深く探求し協動的に課題を解決していく
力（ジェネリックスキル）が必要です。
本校では 1 年次より自ら感じ、考え、協
働的に学ぶ課題解決型・課題探究型の深
い学びを繰り返し実践し、将来、社会人
として活躍するために必要な能力を育み
ます。グローバル社会だからこそ日本文
化を理解し、「おもいやりの心」と「品
格」を身につける目的で、 1 年次に学校
設定科目「礼法」を導入し、また、思考
する力を養うために「哲学対話」も実施
しております。

●難関大学進学を見すえた教育プログラム
国公立・難関私立大学をゴールに、大

学入試改革を見据えた学習プログラム 
を実施しています。礎となる中 1 ・ 2 年
は「しっかり学ぶ・誠実に学ぶ」ことを
重視し、週に ３ 日は ７ 時間目を設置。 
授業の他に、放課後学習支援センター

「TERAKOYA」で徹底した基礎学力の
定着と自ら学ぶ姿勢を身につけます。

また、男女の特徴を捉えた独自のクラ
ス編成で効果的な教育を行います。 1 年
から高 1 までは男女別クラス編成で、女
子は少人数制で決め細やかな学習指導を
行い、高 1 で進学と特進に、高 2 で特進
が文系特進と理数特進に分かれます。男
子は中 1 から理数特進クラスとして数学
を先取りし、高 2 からは男女混合クラス
となり互いに切磋琢磨しながら希望進路
を実現します。

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

Global-Eye（グローバルアイ）

●保護者の皆さまへ…

創立以来の長い歴史の中で培われてきた「穏
やかで堅実、自主的で誠実」な校風は、脈 と々
引き継がれています。建学の理念のもと、生徒
の皆さん一人ひとりが安心して、そして心豊かに
満足して学園生活が送れるよう、Gross School 
Happiness（学校総幸福量）を向上させることに
教職員一同尽力することをお約束いたします。
横浜富士見丘学園の教育にご期待ください。

ぜひ一度本学園に足をお運びいただき、美し
いキャンパスで、素敵な生徒たちと触れ合ってく
ださい。

そして、本学園で一緒に大きな夢を描き、未
来を創造していきましょう。

校長　駒嵜　健

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●あり
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【学校説明会】
● 6月19日㈮ …10:00～11:00（オンライン）

● 7月17日㈮ …10:00～11:00（オンライン）

●10月14日㈬ …10:00～11:30（予約不要）

●11月13日㈮ …10:00～11:30（予約不要）

●12月 5日㈯ …10:00～11:30（予約不要）

● 1月15日㈮ …10:00～11:30（予約不要）

【ナイト説明会】（旭区民文化センター サンハート）

●日程未定 …19:00～20:00

＊開催の１ヵ月前に日程をHPに掲載する予定です。

【オープンスクール】　 要予約 
● 8月22日㈯ …10:00～12:00（クラブ・授業体験）

【文化祭】（予約不要）
● 9月26日㈯ …12:00～16:00

● 9月27日㈰ …10:00～15:30

…個別相談コーナーあり
※日時は変更する可能性があります。
　詳細はHPでご確認ください。

【過去問解説会】　 要予約 
●10月31日㈯ …10:00～12:00

【適性検査説明会】　 要予約 
●10月31日㈯ …14:00～15:30

【入試対策会】　 要予約 
●11月15日㈰ …9:00～12:00

【プレ入試体験会】　 要予約 
● 1月 7日㈭ …8:40～12:00

中学 ３年で実施する、Global-Eyeは、留学生とコミュニケーションを図り他国の
文化を学び理解し（Global）、日本の地域理解を深めその特徴を英語で表現し
（Local）、他国文化から見た視点で日本の魅力をまとめ世界に発信する（Glocal）
ことを目的にしています。
生徒の感想文を紹介します。

・私は、「はっきり話さないと伝わらないこと」と
「英語はすごい！」ということを今回学びました。
・ファシリテーターに「文法にとらわれないで、ど
んどん英語を使ってみて」と言われ、実際に
使ってみると自分でも思ってないくらいに英語が
好きになりました。

・留学生が何に対して興味を示すのかを考え、英
文メモを作成しました。「これ作ってきたの？」
と聞かれ、「昨日からまた成長したね」と褒めら
れ、うれしかったです。

共学校

横浜富士見丘学園
中学校

〒241-8502　横浜市旭区中沢1-24-1
☎045-367-4380　FAX045-367-4381
URL　https://www.fujimigaoka.ed.jp
e-mail address　kouhou@fujimigaoka.ed.jp
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DAYS

【ACCESS】
●JR京浜東北・根岸線「石川町駅」…徒歩1３分
●地下鉄「元町・中華街駅」…徒歩 6分

●創立と建学の精神

18７2（明治 ５）年、修道女として最初
に来日したマザー・マチルドによって始
められ、1900（明治３３）年、横浜紅蘭女
学校として設立されたフランス系カトリッ
クのミッションスクールである。設立母
体である修道会は「幼きイエス会」で、
その姉妹校が「雙葉」の名称に統一され
るのに伴って、「横浜雙葉」となった。
現在国内には四ツ谷、田園調布、静岡、
福岡、インターナショナルスクールの５校、
海外にも多くの姉妹校がある。校訓「徳に
おいては純真に　義務においては堅実に」
と校章は、世界中の姉妹校で共通である。

●教科の学習

国語や英語はもちろんのこと、理数系
を強化したカリキュラムのもとで、きめ
細やかな学習指導を展開している。英会
話と中 1・中 2の英語は少人数クラス、
中 ３からは英語と数学で習熟度別授業を
導入している。質の高い授業を展開する
とともに、小テストや課題などを通して
学習をサポートしている。
クラスでは、個人面談やLHR等によって、
生活や学習の基本的習慣が身につくよう
に中高 ６年間を通して計画的に指導して
いる。英語と数学に関しては、授業を補
う指名制補習を全学年で放課後と夏休み
に行っている。発展的な内容の希望制補
習も、数学では放課後と夏休みに、英語
では夏休みに実施している。

●総合学習・体験学習

教科を中心とした学習に加えて総合学
習、校外学習、奉仕活動、グローバル学
習などにも力を注ぎ、これらを有機的に
連携させ、なぜ学ぶのか、どのような人
間になろうとするのかを主体的に考え行
動することができるよう導いている。
豊かな自然の中での中 1・中 2校外学
習や、奈良京都方面への中 ３校外学習で
は、自然との関わり、日本の伝統文化と
の触れ合いや平和学習を通して、生徒一
人ひとりが現代における自分自身の生き
方を考える場が与えられている。

●制服

西暦2000年の創立100周年を記念して、
生徒・教師・卒業生・保護者の意見をも
とに検討がなされた。その結果、正制服
であるジャンパースカートには大きな変
更はなかったが、夏の準制服は 4通りの
組み合わせを楽しむことができるように
なった。白い夏用ベスト、紺のセーター
とカーディガンも用意され、生徒たちか
らも好評である。デザインは卒業生の稲
葉賀惠による。

【学校説明会】　 要予約  ホームページより

● 6月13日㈯　（中止）

● 9月 4日㈮　10:00～

●11月 3日㈷ …10:00～、14:00～

【オープンキャンパス】  要予約  ホームページより

● 7月 4日㈯ …9:00～ （中止）
…小5・6体験授業に参加されない場合は予約不要です
　詳細は本校ホームページでご確認ください。

【文化祭・学園祭】　 要予約  ホームページより

●10月17日㈯ …10:00～

●10月18日㈰ …9:00～
…入試相談コーナーあり
…受験生と付き添いの方は予約不要です

【個別相談・学校見学】
●事前にお電話にてご相談ください。

【土曜日学校案内】　 要予約  ホームページより

● 5月16日㈯　（中止）

● 7月11日㈯　
●11月14日㈯
●12月 5日㈯　
…対象は小6の児童と保護者

※2020.05.15現在の予定です。今後変更の可能性もありますの
で、必ずHPにてご確認ください。

各日とも
1回目：9:00～
2回目：10:00～
3回目：11:00～

: : 併設校

: : 高校募集

: : 学期制度 : : 5日制／6日制

土曜日のキャンパス

●保護者の皆さまへ…

土曜日には、授業は行なっていませ
んが、特別フランス語や土曜講座、ク
ラブ活動などに、多くの生徒が登校し
ます。土曜講座では各分野の専門の先
生方から直接にご指導をいただいてい
ます。小学校 6年生とその保護者を対
象とした土曜日学校案内にもぜひお出
かけになってみてください。横浜雙葉
の家庭的な雰囲気や、土曜日ならでは
の生徒の表情に出会うことができるは
ずです。

春休みのウェルカムデイや入学式前の中 1
ガイダンス、入学後の新入生オリエンテー
ションなどを経て、生徒たちの学校生活はス
タートします。特に、毎年ゴールデンウィー
ク前後に企画されている 2泊 ３日の校外学習
を経験すると、クラスは急に親しくなってい
きます。雙葉小学校から進学する約半数の生
徒たちと受験勉強を経験した生徒たちとが、
それぞれのよさや経験を生かしあって、横浜
雙葉らしさができ上がっていくのです。一人
ひとりちがっていることのすばらしさを日々
体験し、おたがいを大切にする姿勢が自然に
身につきます。

中 1担任

幼 小 中 高 短 大 専

●2期制

●なし

●土曜休日52

女子校

横浜雙葉
中学校

〒231-8653　横浜市中区山手町88番地
☎045-641-1004　FAX045-663-1650
URL　http://www.yokohamafutaba.ed.jp
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