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次回発行は9月25日です

発行

保護者の皆さんに聞きました

わが子には能力を生かして、幸せな人生を送ってほしいもの。
そこで大切なのが教育環境です。私立・公立の選択がありますが、
近年私立の中高一貫校を選ぶ保護者も増えているようです。中学
の進学について経験した保護者に聞いてみました。
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※貸会場 開室も可能です

（要予約）

説明会の予約・
資料請求は
こちらから→

0120-889-100
（平日９時〜17時）

9月23日
（水）
静岡事務局
10:00〜11:30

9月24日（木）
WEB説明会
10:30〜12:00

★価格は、特別に表記しているもの以外は税込み価格です

中学の進路選択
どう考えますか

学研のせんせい募集！
学研のせんせい募集

９月説明会

無料

〒420-0858 静岡市葵区伝馬町16-3
☎054
1231
（255）

私立

9月30日
（水）
WEB説明会
10:30〜12:00

お気軽にお問い合わせください♪

学研教室 静岡事務局
〒420-0853 静岡市葵区追手町2-20 ヤマムラビル追手町4F Ａ号室

《
私立

公立

私立中学校・公立中学校に対する保護者のイメージ

・教育熱心な家庭の子が多く、学力が高そう
・私学は教育方針がしっかりしていて校則も厳し
そうだが、面倒見はよさそう
・校舎がキレイで、制服がかわいい
・中高一貫した環境でじっくり学べるのは魅力
・大学進学の際は、内部進学の他、外部進学もで
きるので、子どもの可能性も広がるかなと思う
・授業料の支援制度などができたので、ハードル
が下がったような気がする
・お金がかかりそう

私立中学校・公立中学校を
選択した保護者の声

》

・管理が行き届いているため、通わせて安心！
・放課後や部活動がない日などは、勉強のサポー
トをしてくれた
・ゆったりとしていて環境が良く、友だちに恵ま
れた
・授業や行事などに取り組む意識がみんな高かっ
たので、母親として自分の意識も高くなった
・希望して進学した学校だが、通学にとても時間
がかかった
・朝は早い時間の電車に乗るため、６年間お弁当
作りが大変だったが、今では良い思い出
・帰りが遅くなり、送迎することも多かった

公立

《
私立

公立

》

・いろいろな環境の子どもたちがいそう
・地元意識が強い

選んだのは私立それとも公立？
選択の決め手は？

》

・近所の公立中学の雰囲気が、うちの子どもに合
わない気がしたので
・そこにしかないやりたい部活があった
・塾の先生から、将来の進学に有利だと勧められ
たので
・給食な苦手な子どもが希望したから
・家から近く、小学校から一緒の友だちが大勢い
たから
・そのまま、自然の流れで決めた
・私立中学の手厚いサポートは分かっているが、
金銭面で不安があったので…

・小学校からの友人が多くコミュニケーションが
取れた
・小学校からの友人がいたので様子が分かって安
心した半面、入学してすぐ高校受験のことがあ
り、塾選びが大変だった

私立中学の教育の特徴は？
２・３面では、私立中学校特集を掲載しています。

リビング静岡アンケートによる。個人の意見でありすべてに当てはまる考えではありません

2020年 秋
静岡学園
中学校・高等学校
常葉大学附属
常葉中学校・
常葉高等学校

常葉大学附属常葉中学校
■プレテスト
（国語・算数）
・学校説明会：9月19日
（土）
＝午前9時30分〜11時30分
■授業体験会：10月24日（土）＝午前9時30分〜正午／ジュニア英会話
■プレテスト（国語・算数）
：11月14日
（土）
＝午前9時30分〜11時30分
■学校説明会：11月21日（土）＝午前9時30分〜正午／
「イングリッシュアドベンチャー」
見学・体験、、WEB出願説明
■入試説明会：12月6日（日）＝午前9時30分〜正午／入試説明
（手続き）
・受験アドバイス、
WEB出願説明
常葉大学附属常葉高等学校
■学校説明会：9月19日（土）、10月25日（日）
、
11月22日
（日）
＝午前9時40分〜正午
■授業体験会
（英語・数学）
：11月8日（日）
＝午前9時40分〜正午
■入試説明会：12月13日（日）＝午前9時40分〜正午・12月19日
（土）
＝午後2時〜4時

常葉大学附属常葉中学校・高等学校

常葉大学附属橘中学校・高等学校

https://www.tokoha.ac.jp/hs-tokoha/

http://www.tokoha.ac.jp/tachibana-jh/

御幸通り

国道1号

住所／静岡市葵区西草深町 8-1
☎ 054
（254）
7401

JR草薙駅

住所／静岡市葵区瀬名 2-1-1
☎ 054
（261）2256

2021 年度中学特待生入試、昨年比 3 倍に！
合格者は入学金・授業料免除などの対象

静岡英和女学院中学校・高等学校

静岡サレジオ中学校・高等学校

http://www.shizuoka-eiwa.ed.jp/

https://www.ssalesio.ac.jp/

静岡英和女学院の教育の根底は「聖書の教え」です。その最も
大切なことは「一人ひとりの存在は素晴らしい」という教えで
す。生徒たちは毎朝の「礼拝」
で共に聖書を読み、賛美歌を歌い、
自分を見つめ、
聖書を学び、喜びと感謝に心を寄せています。そ
して一人一人が愛されている存在として、お互いを大切に思い、
励ましあい、仕えあう喜びと感謝する学校生活を描いています。
ネーティブ教師による授業
また多様性ある社会で生きる力を養うため、海外スタディー
ツアー、留学、国際交流を積極的に実施。さらに内なるグロー
バル化に向けた取り組みや体験を通して、異文化理解を深めています。
同女学院は、1887
（明治 20）年、静岡県初の私立女学校として
「日本女性の教養を
静岡英和女学院
高めるためには女子教育が必要である」との考えから建学されました。以来、その精
市立
神である「愛と奉仕」の心を養い続けています。
静岡病院
英和は生徒たちが羽ばたいていく未来を共に描き、目指す未来へ向かって寄り添
県庁
北街道
い、未来へつながる資質と能力を養うことを目指しています。
松坂屋

ヤマダ電機

国道1号

「一人ひとりの存在は素晴らしい」
英和で描き、
英和で目指し、英和でつなげる未来

JR静岡駅

東部団地

住所／静岡市葵区水落町 1-30
☎ 054
（245）
5401

より高きを目指して を建学の精神に掲げ、中高 6 年間を
見据えた教育プログラムに取り組む「常葉大学附属橘中学校・
高等学校」
。耐震性を備えた新校舎や全面人工芝運動場が完備さ
れ、学校生活を支えています。
中学校では少人数教育を実施し、学年の隔たりなく交流でき
るプログラムで「協調性」
「主体性」の向上を目指しています。中
学習記録のほか、学習動画や「web ドリル・ 学 1・2 年では応用発展を重視した
「アドバンスコース」と、確
テスト」にも活用している
実な学力を身に付ける
「スタンダードコース」を設置。中学 3 年
では進学に向けたクラス分けを行うなど、一人一人の望む進路に合わせたコースが
選択できます。そのほか、
「夢手帳」
「7 つの習慣 J」
「よのなか科」など「人間力」を高
常葉大学附属橘中学校・高等学校
常葉入口
める道徳授業にも取り組んでいます。さらに、今年 4 月からスタートしたのが ICT
常葉大学
教育の推進です。学習ツールとして、中学生全員に iPad を無償貸与し、オンライ
橘小
交番
ン双方向授業などを実施。学校だけでなく自宅でも使用することができるので、生
徒主体の学習をサポートするとともに、より良い学習環境を提供しています。
長尾川
流通通り

御幸通り
静岡市役所

ホテルアソシア静岡

静岡サレジオ中学校
■中学入試説明会:10月17日（土）、11月14日（土）、12月5日（土）＝午前11時〜
静岡サレジオ高等学校
■学校説明会：10月17日（土）＝午後1時〜
■入試説明会:11月14日（土）
＝午後1時〜
■進学個別相談会：11月28日（土）、12月5日（土）
・12日（土）
・19日（土）、1月9日（土）＝午後1時〜、
12月6日（日）
・13日（日）＝午前9時〜

ICT 教育推進のため、中学生全員に iPad を無償貸与
学校だけでなく、自宅での学習もサポート

「Imagine the NEXT ！ 夢ひらけ、ワタシらしく。」をスロー
ガンに、新たなステージに向かって動き始めた、常葉大学附属
常葉中学校・高等学校。昨年度からスタートした「水落 One
Campus 構想」では、中高生・大学生がお互いに交流・支援を
する機会を持ちながら、
「共に学びあうキャンパス」を目指して
います。また「NEXT3 宣言」として、「共育 ･ 挑戦 ･ 実学」を
中高一貫校だからこそできるプログラムで、進
教育活動の柱に掲げ、可能性を追求。なかでもキャリア教育に
路実現をサポート
力を入れ、一人一人の夢を実現させています。
中学では、学校と企業が協働し、
「答えのない」創発的な学びを目的とする「シヅ
クリプロジェクト『エンジン』」も今年 9 月からスタート。生徒が新しい商品や仕
常葉大学附属常葉中学校・高等学校
事を提案するなど、県内私立中学としては初めての試みです。
駿府城公園
また常葉大学・短大部の進学を目指す附属生を対象に、令和 5 年度入試から
「附
水落交番
静岡県庁
属高校総合能力入試」
が始まります。さまざまな取り組みの成果を総合的に評価して
合否を判定する魅力ある新しい入試制度で、より多くの生徒が進学可能となります。
静岡市民文化会館 北街道
国道1号

常葉大学附属橘中学校 ※ホームページから申し込みを
■授業体験会：10月17日（土）＝午前9時30分〜11時30分／授業体験、学校紹介／会場は同校
■プレテスト：10月31日（土）＝午後2時〜4時／国語・算数の模擬テスト、保護者説明会／会場は同校
■入試説明会：11月22日（日）＝午前9時30分〜11時30分／入試対策授業、入学試験説明会
会場は常葉大学草薙キャンパス
常葉大学附属橘高等学校 ※ホームページから申し込みを
■オンライン学校説明会：9月19日（土）＝午後1時〜2時／説明会
■授業体験会：英数科／10月31日（土）＝午前10時〜正午／体験会終了後に個別相談実施／会場は同校
総合芸術コース／10月17日（土）＝午前10時〜正午／体験会終了後に個別相談実施／会場は同校
■入試説明会：12月5日（土）
・12日（土）＝午前10時〜正午、12月19日（土）＝午後3時〜4時30分／会場は同校

静岡サレジオ
中学校・高等学校

静岡英和女学院
中学校・高等学校

静岡英和女学院中学校
■学校紹介：9 月 26 日（土）＝午前 9 時 20 分〜／授業体験、クラブ活動の見学・体験
■入試説明会：10 月 17 日
（土）・11 月 14 日
（土）＝午前 9 時 30 分〜、10 月 30 日
（金）＝午後 6 時〜／願書の書き
方、入試ワンポイントアドバイス
静岡英和女学院高等学校
■授業公開日：10 月 3 日（土）＝午前 10 時〜／授業見学
■学校紹介：10 月 31 日（土）＝午後 1 時 30 分〜／授業体験、クラブ活動の見学ほか
■入試説明会：12 月 5 日（土）・12 日（土）
＝午前 9 時 30 分〜／入試の概要、個別相談
■個別相談会：12 月 14 日（月）〜 19 日（土）
＝時間応相談

「Imagine the NEXT ！
夢ひらけ、ワタシらしく。」

JR静岡駅

常葉大学附属
橘中学校・高等学校

静岡学園中学校 ◇いずれもホームページから申し込み
■地区別個別相談会：10 月 5 日
（月）〜14 日
（水）＝午後 5 時〜、12 月 12 日
（土）＝午前 9 時〜、中部地区 6 カ所で
開催 ／ 5 日：清水、7 日：焼津、9 日：富士、12 日：藤枝、14 日：島田、12 月 12 日：同校 ※会場などの詳
細は同校ホームページで確認
■陶芸体験・英会話文化部見学会・個別相談会：10 月 17 日（土）
= 午後 1 時 15 分〜、同校／【陶芸体験】小学 4・
5・6 年次対象。20 分程度で小作品を制作 【英会話文化部見学会】
入退場自由。質問も受け付け可 【個別相談会】
学校生活の様子や、受験に対する疑問・不安・学習方法などについて相談可能
■入試個別相談会：11 月 21 日
（土）
= 午後 1 時〜、同校／校長による同校の教育方針の説明会や、入試に関する
疑問点に答える個別相談
■前期出願期間：前期 A 方式・前期 B 方式 =12 月 8 日（火）〜 24 日（木）※前期 A 方式と前期 B 方式は同時出願が可能
■前期試験日：前期 A 方式 =1 月 9 日
（土）
、
前期 B 方式 =1 月 10 日
（日）
、
A・B 同時出願 =1 月 9 日（土）
・10 日（日）

国際社会で活躍する人材を育成するため、
「知と心」の人間教
育を推進する「静岡サレジオ」。受験勉強にとらわれない、ハイ
レベルな独自の教育プログラムを展開しています。
中学からの入学者には、一貫教育の 2・4 制「サレジオステー
ジ」を実施。2021 年度中学特待生入試は昨年比 3 倍に拡大し
ます。この合格者は入学金・授業料免除などの対象になります。
幼稚園から高校まで一貫のカトリック・ミッ
高校は、全学部対象の特別推薦入学枠 30 人を持つ上智大学進
ション系スクール
学を目指す「ソフィアコース」、医学部・難関大学志望者の「エ
グゼコース」
、多様な進路に対応する「フロンティアコース」の三コース制。難関大
学への進学実績も厚い同校は、120 大学 240 学科の推薦枠に加え、
「フロンティアコー
静岡サレジオ
ス」を対象に、東京都市大学との連携プログラムも導入。東大、一橋、医学部には 12
常葉大学
国道1号
人が合格、
上智大学との教育提携により 3 年で 70 人が同大学に現役合格しています。
日本理化
静岡
製紙 静岡 銀行
整備が完了した JR 草薙駅北口から徒歩約 3 分と、通学にも便利。安全性に優れ
銀行
た環境も整っています。
JR草薙駅
草薙駅

清水→

住所／静岡市清水区中之郷 3-2-1
☎ 054
（345）2296

近年、私立中学校のさまざまな学習カリキュラムの導入や特徴の
ある教育、丁寧な進学のサポートなどが注目されています。そこで、
静岡リビング新聞社では「私立中学校特集」を企画。各校の特色や
注目点、学校説明会・相談会情報などを紹介します。
城南静岡
高等学校・中学校

静岡北中学校
■学校説明会：9 月 26 日（土）、10 月 31 日（土）、11 月 7 日（土）・21 日（土）、12 月 5 日（土）＝いずれも①午後 1
時〜・②午後 2 時 30 分〜・③午後 4 時〜（9 月 26 日＝①午前 9 時 45 分〜・②午前 10 時 45 分〜）
■入試説明会・同時開催「静岡大学加藤英明先生特別公演会」：10 月 17 日（土）＝午前 10 時〜
■授業見学・施設見学会：11 月 7 日（土）＝午前 9 時 30 分〜 11 時 30 分
■体験授業（50 分）：9 月 26 日（土）＝①午前 9 時 45 分〜・②午前 10 時 45 分〜
■親子サイエンスクラフト：10 月 31 日（土）＝①午後 1 時〜・②午後 2 時 30 分〜・③午後 4 時〜
■保護者対象学校説明会： 11 月 25 日（水）＝静岡、26 日（木）＝清水、27 日（金）＝焼津の各会場で開催（詳細は HP
に掲載）。いずれも午後 7 時〜
■親子パッケージデザイン教室：11 月 21 日（土）＝①午後 1 時〜・②午後 2 時 30 分〜・③午後 4 時〜
■入試対策教室：11 月 7 日（土）
・21 日（土）、12 月 5 日（土）＝いずれも①午後 1 時〜・②午後 2 時 30 分〜・③午後 4 時〜
※個別説明、個別相談、授業見学は随時受け付け ※ 同日開催日の場合①②③は同じ内容
※ 詳細は HP で確認、または電話でお問い合わせください

静岡雙葉
中学校・高等学校

静岡聖光学院
中学校・高等学校

■学校説明会：今年度開催済み分をYouTubeチャンネルで視聴可能
■入試説明会：10月17日
（土）
：3つの新しい入試説明会
11月8日
（日）
：プレテスト&国語算数&理科社会入試説明会
12月12日
（土）
：入試直前対策説明会
■個別相談会：随時受け付け中
◇会場：いずれも同校
◇入試説明会、
個別相談会、
学校見学などの申し込みは、学校ホームページの登録フォームから
◇駐車場完備
◇詳細はホームページで確認を

静岡北
中学校・高等学校

東海大学付属
静岡翔洋
高等学校中等部

■保護者のためのプチスクールツアー：10 月 1 日（木）
・2 日（金）、11 月 12 日（木）
・13 日（金）＝午前 11 時 30 分〜
午後 1 時 30 分
■学校説明会：10月10日
（土）
、
11月7日（土）
・28日（土）＝午後1時〜3時30分
10月11日
（日）
、
11月8日（日）＝午前9時30分〜午後0時30分
■ナイトツアー：9月29日
（火）
、10月13日（火）
・22（木）、11月4日（水）
・19日（木）＝午後6時〜8時
いずれも同校／学校説明、
入試問題解説、施設見学、個別相談、
部活動見学など
同校ホームページより事前申し込み
■個別入試相談会：第Ⅰ期／12月5日
（土）＝午後1時〜3時・6日（日）＝午前10時〜正午
第Ⅱ期／1月16日
（土）
・17日（日）＝午前10時〜正午
いずれも同校／受験生および保護者を対象に受験や学校生活の疑問、質問などに対応

城南静岡中学校
■授業体験：10月17日（土）、11月7日（土）、12月5日（土）／学校説明、授業体験、施設見学、個別相談
■入試相談・入試対策：12月12日（土）／学校説明、入試対策（国語・算数）、施設見学、個別相談
※個別相談・施設見学は希望者のみ ※いずれも午前9時〜11時30分（受け付けは午前8時20分〜）、要保護者同伴
城南静岡高等学校
■学校説明・授業体験：10月17日（土）、11月7日（土）／学校説明、授業体験、施設見学、個別相談
※いずれも第1回：午前8時40分〜、第2回：午前10時25分〜、施設見学と個別相談は希望者のみ
■入試対策・個別相談会：12月5日（土）
・12日（土）／入試対策、学校説明、個別相談
※いずれも第1回：午前8時40分〜、第2回：午前10時25分〜、学校説明と個別相談は希望者のみ
■個別相談会：12月19日（土）／個別相談のみ午前8時30分〜。完全予約制 ◇すべての申し込みはHPから

■学校説明会：オンライン配信中
■オンライン文化祭：準備の様子から順次配信中
■中学入試説明会：10 月 3 日（土）、午後 1 時 30 分〜 3 時。オンラインでも配信
■小学 6 年生限定個別学校案内会：10 月 3 日（土）・10 日（土）・31 日（土）
■オンライン体験授業：10 月 31 日（土）、英語「ハロウィンをお祝いしよう」
■オープンキャンパス：11 月 14 日（土）、授業見学・個別相談会実施
■オンライン公開授業：12 月公開予定。家庭科「おせち料理を作ろう」
◇いずれもホームページで確認し、お申し込みください

夢中って無敵
学びの中で夢を追いかけ、
夢実現のために学ぶ…
東海大学付属静岡翔洋高等学校中等部
https://www.shoyo.tokai.ed.jp/

清水港

→清水市街

「学びの中で夢を追いかけ、夢実現のために学ぶ…心と体と頭
にいっぱい汗をかきながら、 夢中 になれるものが静岡翔洋中
等部にはあります。それが無敵の力となります」と話す同校は、
「3 つの実践」を掲げ、2021 年度に向け進化を続けています。
第一は
「学校完全週 6 日制」の実施。公立中学校に比べて 3 年
間で 574 時間増の学習時間を確保し、学習できる、学習させる
校舎外観。生徒が学習や部活動に専念でき、夢
環境を整えています。東海大学の付属校として、静岡翔洋高校・
中になれる 環境が整備されている
東海大学への推薦による進学を見据えた指導も行っています。
また、2020 年度から一人 1 台 iPad を購入し、ICT 教育をさらに推し進めています。
第二は
「全国大会・東海大会を目指す部活動」
。学習活動を中心とした生活の中で、
東海大学付属静岡翔洋高等学校・中等部
部活動を通じて心と体を鍛え、
より高い目標が達成できるための指導も好評です。
第三は登下校の「全 7 路線無料スクールバス運行」
。静岡便、清水便、富士宮 ･
街道
三保
富士便、吉田便、北街道便、用宗・南幹線便、藤枝便があります（会員登録 3 年間
東海大学・
3000 円）。新しい取り組みの中で、
「豊かな心と創造性を育む教育」
を実践しています。
海技短大前
0号

15

道

バス停

駿河湾

国

住所／静岡市清水区折戸 3-20-1
☎ 054
（334）
1851

従来型入試に加え、3 つの新たな入試スタイル
「21 世紀型」「英語 1 科目」「BIGIRION」
静岡聖光学院中学校・高等学校

静岡雙葉中学校・高等学校

http://www.s-seiko.ed.jp/

http://www.shizuoka-futaba.ac.jp/

静岡北中学校・高等学校

城南静岡高等学校・中学校

https://shizukita.jp

https://www.johnan.ac.jp/

鳥坂IC
清水→

住所／静岡市葵区瀬名 5-14-1
☎ 054
（267）
6151（中学校） ☎ 054
（261）
5801
（高等学校）

将来を見据えた幅広い教育を実践し、生徒の自己実現に力を
注ぐ「城南静岡高等学校・中学校」。
中学校が目指すのは 生きる力の育成 です。農業体験や国際
交流、充実した設備での授業を通し、人間力や学力を育んでい
ます。特に英語教育に力を入れ、多読授業や外国人講師の授業
を活用。中学 3 年生で英検 2 級合格者も輩出しました。
「知・徳・体」
。バランスのとれた「生きる力」
また高等学校には 2 つの学科があります。ICT 科は、情報技
を養う教育を実践
術（IT）とコミュニケーション技術（CT）を磨き、将来に役立
つ高度な資格取得を目指します。日商簿記検定 1 級をはじめとする各種商業検定の
合格者数は、全国でもトップクラス。資格推薦により有名私立大学への進学や、各
城南静岡高等学校・中学校
種業種への就職が可能です。普通科は、国公立大学や有名私立大学合格に向けて、
JR静岡駅
南幹線（テレしず通り）
少人数で丁寧な指導を実践。ゼミ授業や補講で基礎学力を高め、目標進路達成をしっ
ファミリー
マート
かりサポートし、毎年県内の国公立大学に合格者を出し続けています。
南部図書館
体験入学、各種イベントは、HP から予約を。
信用金庫
石田街道

北街道

住所／静岡市葵区追手町 10-71
☎ 054（255）0305

国道1号

将来に役立つ資格を取得！
幅広い進路目標に対応

静岡北中学校・高等学校は、文部科学省から先進的な理数教
育を行う「スーパーサイエンスハイスクール（SSH）
」に、県内
唯一、私立中高一貫校として指定され、
「課題探究」を中心に、
さまざまな理数教育の研究開発を行っています。
静北式 G-STEAM 教育の基礎となる
「SSZ
（ サイエンス・スタ
ディ・ゼロ）
」のさまざまなプログラムを、
「見つける力」
「つなげる
力」
「ともにつくる力」
を合言葉に学習することにより、
「思考力」
「判
「その学びが、君の未来を変える。
」と、笑顔
の生徒たち
断力」
「表現力」
を中学校段階で養うことに重点を置いています。
昨年度も中高一貫生が、日本代表として「ストックホルム青少年水大賞」に出場
するなど、高校でも大活躍しています。大学進学も大阪大学、東北大学、名古屋大
静岡北中学校・高等学校
学などの国立大学をはじめ、早稲田大学、上智大学、東京理科大学などの難関私立
ファミリーマート
竜爪街道
大学にも数多く合格しました。
西奈小
「その学びが、君の未来を変える。
」静岡北中学校・高等学校の 6 年間で世界観を広
静清バイパス
西奈中
げ、
社会の中で強く生き抜く力を付け、
「未来を驚かせる」自分づくりをしませんか。
瀬名IC

市民文化会館

JR静岡駅

県内唯一！私立中高一貫校で SSH 指定
「その学びが、君の未来を変える。
」

←静岡

御幸通り

住所／静岡市駿河区小鹿 1440
☎ 054
（285）
9136

静岡県庁

静岡大学

深い知性と豊かな精神性を備え、自立した女性の育成を目指
し、カトリックの理念に基づいた教育を実践する「静岡雙葉中
学校・高等学校」
。6 年間の完全中高一貫教育の特性を生かし、
生きる力と高い学力を育てています。
雙葉独自のプログラム「ふたばのコース制」は、中学 1・2 年
次はさまざまな分野に関心をもたせ、中学 3 年次では、「生命・
カトリックの理念に基づき、自由でのびのび
自然科学コース」「人文・社会科学コース」のいずれかを選び、
した 6 年間を過ごす学校生活
高校 1 年次に「生命科学コース」
「科学技術コース」
「社会科学コー
ス」
「国際教養コース」から 1 つを選択し、専門的に学ぶことができます。6 年間で計
画的に進めるための学習・進路アドバイスなど、サポート体制も万全です。また、部
静岡雙葉中学校・高等学校
活動では、中・高校生が一緒に活動することで、自主性やリーダーシップを育てます。
市立病院
コロナ禍でオンライン授業を行っていた同校では、新しい試みとして、9 月 19 日
駿府城公園
（土）・20 日（日）の雙葉祭をオンラインで配信する「オンライン文化祭」を開催。
HP から見ることができます。
中町交差点

ＳＢＳ通り

大谷街道

静岡聖光学院中学校・高等学校では、国内大学進学はもちろん、
海外大学への直接進学やグローバル化、AI などの IT 化が急速に
進む未来の社会情勢を踏まえ、教育環境を進化させています。
同 校 では、従 来 型 入 試 に 加 えて
「21 世 紀 型 「
」 英 語 1 科目」
「BIGIRION
（ビギリオン）
」の新しい入試スタイルを導入していま
す。
「21 世紀型」
は
「思考力課題」
を事前提出し試験日に口頭試問、
新たに整備された
「トリニティ・アリーナ」
「英語 1 科目」
では英語筆記と英語面接、
「BIGIRION」
ではプログラ
ミング作品を事前提出し口頭試問を実施。国語・算数のペーパー
テストでは計ることが難しい
「未来型」
の才能を発掘するため、教育内容の進化に合わ
せ、入学試験でも柔軟な対応を行っています。
静岡聖光学院
国道1号
3 年前の創立 50 周年を契機に変革を続ける同校は、先進的で骨太な教育改革への
JR東静岡駅
JR静岡駅
取り組みをパンフレットやホームページ、学校ブログ
「聖光見聞録」
、YouTube チャン
東豊田小
南幹線（テレしず通り）
ネルで公開しています。また、
星野校長の実体験に基づく、
星野流子育て論シリーズ「思
春期男子の育て方」
も YouTube で毎月配信中です。
静岡インター 静岡新聞

完全中高一貫教育の特性を生かしたプログラム
「ふたばのコース制」で 未来への志 を実現

アピタ

SBS通り

駿河区役所
静岡新聞社

住所／静岡市駿河区南八幡町 1-1
☎ 054（285）6156

