
　学習の充実のためにはある程度の授業数が必要ですが、多すぎると「クラブ活動
が十分に行えない」、「ただ授業を受けているだけで、予習復習をする時間がない」と
いうことになります。
　そこで本校では、来年度より１日４５分×７時間の授業を実施します。通常の授業・
長期休暇の講習を増やすことで、右のような演習授業の時間を十分に確保すること
ができますし、下のような先取り学習も「ムリ」なく実施することもでき、万全の体制
で大学受験を向かえます。

　一度学習しただけでは内容を忘れてしまい、模試の成績はすぐには向上しません。
「ある分野を学習している時には理解していても、次の分野に進むと前の分野を忘れ
てしまう」ということはよくあります。
　模擬試験では、高２で高１の内容、高３で高１・２の内容も出題されます。継続して
復習をしていないと、「前年の内容を忘れる→偏差値DOWN」となってしまいます。
しっかり復習をしていれば、「徹底復習→偏差値UP→やる気UP」となり、良循環して
いきます。
　しかし、自分一人で予定を立てて復習を実行していくのは難しいので、本校では演
習授業を利用して前年度の学習内容を徹底復習します。

長期休暇講習で無理なく先取り学習
　下記のグラフのように、長期休暇に学習しないＡさんと、学習するＢ君では長期休
暇の度に大きな差ができてしまいます。学習の「ムラ」を作ることで、学習したことを
忘れる「ムダ」が生じてしまいます。着実に学力を伸ばすために、本校では長期休暇
の講習に重点を置いています。

スタディーサプリ×通常授業 
　ほとんどの高校で映像授業を利用していま
すが、十分に活用できていない場合が多くあり
ます。「週末の課題で受講」「放課後必修で８時
間目に受講」「登録しただけで、ほとんど使用し
ていない」という場合もあるようです。本校で
は、そのようなことがないよう、英国数を中心
に映像講座と通常授業を連動して効率良く学
習を進めていきます。

入学者のレベルが年々向上していることもあり、今後益々上位校の合格者が増加することが予想できます。
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(現中３)

3 11 19 30 40 50 90
国 公 立 早 慶 上 理
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GMARCH
成成獨國レベル

日東駒専
大東亜帝国レベル

コース紹介

大 学 入 試 合 格 状 況 ・ 今 後 の 目 標  
本校の様々な取組みや、充実したスタッフが評価され、特選・
特進コースの入学者が年々増加しています。
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コースⅡ類 23名

特 選・特 進 の入 学 者

H28

短大・大学の実習内容に準ずる内容です。 現場で体験し、将来の勉
強を先取りすることができます。

２年次から週10時間もの保育の授業が展開されます。週４時間の
授業内で無理なくピアノの技術が取得できます。

技術・知識を活用し、「保育技術検定」取得に励みます。 1級取得を
目指し、保育のスペシャリストに！

Ⅰ類：難関国公立・早慶上理　　
Ⅱ類：中堅国公立・GMARCHレベル

土曜講習 必修
勉強合宿 必修

長期休暇講習 必修

目標大学

Ⅰ類：GMARCH・成成獨國レベル　　
Ⅱ類：成成獨國・日東駒専レベル

目標大学

勉強合宿 必修
長期休暇講習 必修

日東駒専・大東亜帝国レベル　　

目標大学

東洋大・東京家政大・文教大・
聖徳大など有名私大のこども・
教育学部など

目標大学

長期休暇講習 選択制
放課後講習 選択制

保育進学
コース

長期休暇講習 選択制
放課後講習 選択制

長期休暇講習は選択制で、前学期の復習を徹底します。通常授業の１教科あたり
の単位数が多いため、3年10月までに3年間の課程を修了することができます。

3年
10月

英語と数学に関しては、大学入試にとって重要な中学学習内容に
ついて、1年1学期に授業・課題を通して復習します。

中学
復習

3年次にはTED TALKSを題材にしてテキストを副教材として用
い、英語力と共に論理的思考能力や小論文の力を養います。

TED

ピアノ

長期休暇講習を利用して、3年7月までに3年間の課程を修了し、
その後演習・過去問対策を行います。

3年
7月

3年秋以降は、スタディサプリの志望校対策講座等を利用しなが
ら、志望校対策最後の仕上げを行います。

志望校
対策

受験の鍵を握る英語を重視し、2・3年次にはそれぞれ週１１時間
の授業を通して得点源にします。

11
時間

長期休暇講習を利用して、3年5月までに3年間の課程を修了し、
その後演習・過去問対策を行います。

3年
5月

土曜講習では、模試の過去問を集めた問題集を利用して、年間を
通して模試対策を実施します。

模試
対策

国公立志願者は、3年9月以降にＺ会の通信添削を利用した記述
対策と放課後講習を行います。

Z会×
講習

　ドラマ・漫画の好みが、自分のクラブ活動に関連しているかもしれま
せんので、高校選びの参考にしてください。そして、自分が主人公のス
トーリーを描き、貴重な高校時代のクラブ活動で充実した時間を過ご
して欲しいと思います。

　自分自身が①～③のような経験をした場合、それぞれのケースで、
それぞれの貴重な体験をするはずです。
　①の場合、チーム内のライバルやライバル校と切磋琢磨しながら全
国大会を目指して頑張ることで、技術面だけでなく精神面でも学ぶこ
とは多いでしょう。
　②の場合、裏方でチームを支えることで、他人に対して優しくなれる
かもしれません。ただし、貴重な高校３年間を裏方で費やすのはもった
いないという考えもあります。 レギュラーであれば、有名大学にスポーツ

　高校のクラブ活動を題材にしたドラマや漫画が多くありますが、皆さんは
どのようなストーリーが好きですか。

強豪校に入学して、レギュラーとして活躍するストーリー。
強豪校に入学して、裏方としてチームを支えるストーリー。
強豪校でない学校に入学し、強豪校にチャレンジするストーリー。

①
②
③

夏期・冬期・春期講習は３年間合計すると１年分の授業に匹敵。
特選・特進コースは先取り学習、進学コースは復習徹底。
１・２年生は午前中授業のため、午後はクラブ活動に専念可能。

①
②
③

文武両道を可能にする学習の取組み

自分が主人公のドラマを作ろう！

再度受講したい・授業以外の講座を受講したい場合、各家庭のパソコ
ン・スマートフォンで受講でき、クラブ活動と両立しやすい。　　
通常授業内で映像授業を受講し、授業と連動して進めていくので、消化
不良にならず、効率良く学習できる。
通常授業で受講した講座の内容は定期試験でも出題されるので、着実
に実力が付いていく。

①

②

③

２・３年の演習授業で「前年度の学習内容」を徹底する。
「解説を聞いて分かる」⇒「自力で問題を解ける」状態にする。
復習を徹底することで、滑り止め・実力相応校の合格を確実にし、安心
してチャレンジ校に挑戦する。

①
②
③

S.H.R. 
１　限　
２　限
３　限　
４　限　

昼休み 
５   限　
６　限
７　限　
S.H.R. 
　

※毎朝S.H.R.では
   英単語テスト等
　を実施します。

本校における映像授業活用の利点

学
力

Ｂ君

Ａさん

4月　　　7月　9月　　　12月　1月　　　3月　4月

復習を徹底する演習授業

2 3 9 10 15 20 30
大学レベル

「ムリ・ムラ・ムダ」をなくし、１ランク上の大学を目指しましょう。

難関私大
中堅私大
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どんなドラマ・漫画が好きですか？

 自分自身に置き換えると

推薦という道もありますが、控え選手は学力等で大学進学を目指さなけ
ればなりません。引退するまで朝から夜遅くまでクラブ中心の生活を
送ったために、希望の大学に進学できないということはよくあります。

　本校では、③を希望する方の入学をお待ちしております。文武両道を
実践している進学校が、スポーツ強豪校に勝利するということがありま
す。恵まれた環境になくても、創意工夫しながら個人もチームも成長し
ていくということは貴重な経験です。たとえ最終的に強豪校に勝てな
かったとしても、その体験は将来の人生に大きく役立つことでしょう。
  合言葉は「３年間レギュラー（^_^）V」
　特に、本校は今年度から男子生徒の募集をしますが、男子の先輩は
いませんので、「３年間レギュラーとして活躍」できる可能性が多いにあ
ります。そのようなチャンスはそうあることではありません。３年間レ
ギュラーとして活躍した経験は、きっと最後の大会で大きなアドバン
テージになるはずです。
　本校では、大学進学とクラブ活動を両立できるための取組みが、下記
のとおり用意されていますので、安心して文武両道を実践してください。
ちなみに図書室にはスポーツ関連
の書籍や漫画がありますので、是
非活用してみてください。

 本校では

一部

検定
取得

幼稚園
実習

効率的な４５分×７時間授業

１日の時程


