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学校情報 

啓明学園 塾対象説明会（２０１８年９月１３日） 

４）２０１９年入試 教頭 尾崎先生 

１．一般入試 

第１回 ２月１日 男女６０名 国算または国英 面接 

第２回 ２月２日 男女１０名 国算または国英 面接 

第３回 ２月４日 男女１０名 国算または国英 面接 

受験料は何回受験しても２３，０００円。 

出願はｗｅｂで。 

国算または国英の選択は３年目に。 

英語は英検４級程度だが、難易度を上げる。 

２．国際生入試 

１２月８日 第１回入試の人数（６０名）に含む 英語型・日本語型・外国語型 面接 

帰国生、外国籍の生徒対象。 

事前にプレインタビューを受けてから出願。 

http://www.keimei.ac.jp/ 

http://www.keimei.ac.jp/
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横浜富士見丘 塾対象説明会（２０１８年９月５日） 

 

２）富士見丘学園の新たな教育改革 校長 駒崎先生 

社会が変わっていくが富士見丘学園の教育目標は変わらない。 

１９２３年創立…「真の教育は魂の教育」「修養本位・人物本位の教育」「教育の中心を和とする」 

校訓は「敬愛」「誠実」「自主」 

校風はアットホームで堅実、誠実で自主的。 

生徒一人ひとりが自分を活かし、自らが主体的に未来を切り拓き、幸せに未来を生きる資質・能力

を育成し、その能力を社会に活かす。 

１．４つの教育基本方針 

・生きた英語力…グローバル社会で必要となる英語コミュニケーション能力を身につける。ＣＥＦＲで

Ｂ２レベル以上の取得 

・高い学力の養成…きめ細かい学習指導で確かな基礎学力を育成。難関大学合格力の育成。 

・理数教育の強化…数理的・論理的思考力の育成。ＡＩ時代の正しい倫理観を構築。難関理数系大

学合格力の育成。 

・ジェネリックスキルの育成…社会人としての基礎力の育成。自ら幸せに生きる力の育成。ポートフ

ォリオの活用。 

２．独自のクラス編成 

   中学       高１                高２・高３ 

女子クラス → スタンダードクラス ―――――――――→ 

        → グローバルサイエンスクラス → 文系特進 

                                理数特進（男女混合） 

男子クラス → 男子クラス ―――――――→ 理数特進（男女混合） 

クラス編成は２０１９年度からの共学化にあたり、今やれる形で編成。 

長期的には男女混合クラスも検討している。 

男女完全混合という考え方もあったが、もとは女子校で女子校だから入学している生徒・保護者も

いるので、当面、別クラスで。 

理科大との教育連携にも現れているように、女子の理系を育てるのは今までと同じ。 
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男子はまず、理数系のクラスとして受け入れる。 

・中学女子クラス…基礎学力（特に英数国）の充実、英語教育の充実、週３５時間授業＋チューター、

中３ＡＵＳ研修 

・中学男子クラス…数学教育の充実、英語教育の充実、週３６時間授業＋α、中３ＵＳＡ研修 

・高校スタンダードクラス…難関・中堅私立文系大学進学 

・高校Ｇ＆Ｓクラス…国公立・難関私立文系・理系進学－週３日７時間授業 

・高校理数特進…医学部・国公立・難関私大理系進学－数学の先取り、英語教育の充実、週３日７

時間授業 

中学は１学年１００名、高校は１学年１６０名を最終的に予定している。 

３．生きた英語力の養成 全員が英語でコミュニケーションが取れる環境作り 

・抵抗感をなくし英語好きな生徒を育てる…中１、中２にネイティブの副担任 

・生活により密着した英語…中１家庭科は英会話とのコラボ（イマージョン） 

・英語でのアウトプットの向上と国際相互理解…中３グローバルアイ、ＡＵＳ研修（女子）、ＵＳＡ研修

（男子） 

・体験型プログラム（希望制）の充実 

 ＡＵＳ短期（ターム）留学…中３冬、高１・高２夏 

 セブ島英語研修…２週間 

 オンライン英会話…必修化を検討 

 ＵＳＡ短期（ターム）留学…検討中 

・大学入試を見据えた英語４技能の育成 

 英検２次会場校（年２回）に…大学共通テストの英語に英検の資格が利用できる 

 エクステンション英会話…中２・中３・高１ 

 英検特訓講習…無学年、全員必修で２日間 

４．高い学力の養成 きめ細かい学習指導、確かな基礎学力育成 

・学習記録ノート「あしあと」の活用…中学３年間 

 毎日の生活のリズム、学習リズムを作る 

・中１・中２にチューター制導入…自学自習の習慣をつける 

 チューター制と合わせ補習の実施 

 中１・中２の月・水・金は勉強する日 

・中学生の朝学習 

５．難関大学合格力の育成 

・専属の進路カウンセラーの配置 

・大手予備校講師による英語特訓講座…高２Ｇ＆Ｓクラス必修、高３希望制 

・英語勉強会（基礎編）…高１・高２希望者対象、部活終了後に実施 

・理数フェロー制…医歯薬・難関大学理数系進学支援、土曜日放課後 

・放課後・長期休暇中の進学講習 

・大学共通テスト直前講習・私大入試直前講習 
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・英検対策講習 

６．理数教育の強化 

・数学の基礎力育成…中学女子クラスは週５時間、男子クラスは週６時間。英語は女子、男子とも

週７時間。 

・本物体験で興味関心を引き起こす…理系学び講座、理系分野別説明会、理科大キャンパスツア

ー、大学教授・学生との交流 

・プログラミング講座の先行実施 

・世界の最高峰を体験する…ＵＳＡ研修（中３男子、高校希望者）で世界をリードする大学やシリコン

バレーの大企業を訪問 

・東京理科大との教育連携 

７．ジェネリックスキルの育成 

・中１に礼法の時間…国際基準の品格を育て、真のグローバル人を育成する 

・アクティブラーニングでの課題解決型学習…学年に応じて課題を設定。アクティブラーニングで主

体的、協働的にまとめ、ＰＰで発表。 

 １ｓｔステージ…自己理解期 

 中１…他人史、学園史、１年の振り返り 

 中２…鎌倉散策、地域研究 

２ｎｄステージ…自己啓発期 

中３…プロフェッショナルに学ぶ、グローバルアイ（英語ＰＰ） 

高１…クエストエデュケーション（企業連携探求学習）への参加 

３ｒｄステージ…自己実現期 

高２…大学受験に直結したテーマでの探求型の論文作成 

大学入試では学力型ＡＯ入試（総合型選抜）が新しい入試の形に。昨年度クエストカップ全国大会

出場者４名のうち３名がＡＯ入試で大学に合格。 

３）２１０９年入試について 入試広報部長 竹添先生 

今春の入試から高校募集を開始。藤沢、大和、相模原、海老名からの受験生が多かった。 

１．中１入学者アンケートより 

・本学園をどこで知ったか 

生徒・保護者とも紹介・勧めが一番多い。次が校外での説明会、受験情報誌。 

紹介・勧めのうち、生徒・保護者を通じて塾の先生が一番。 

・本学園を選んだ理由 

保護者は教育内容、校風、施設・設備の順。生徒は施設・設備、教育内容、校風の順。 

教育内容では英語教育が保護者・生徒とも一番多い。保護者はジェネリックスキルにも期待してお

り、子どもの将来のことを考えている。 

２．中学入試について 

・２０１９年入試概要 

第１回   ２月１日午前 女子２０名・男子１０名 ２科・４科・英語２科 
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適性検査型   〃         〃         適性検査 

第２回   ２月１日午後 女子２０名・男子１０名 ２科・算数・英語２科 

第３回   ２月２日午前 男女１０名        ２科・４科 

第４回   ２月２日午後 男女１０名        ２科 

未来力   ２月３日午前 男女１０名       未来力 

第５回   ２月４日午前 男女１０名        ２科 

英語２科は英国または英算。 

適性検査は検査Ⅰ、検査Ⅱ。 

未来力は基礎学力テスト、課題作文、課題作業。プレゼン中心の入試。 

第５回の集合時間は受験生の負担を考えて、他の午前入試より１時間遅らせる。 

出願はｗｅｂのみ。 

受験料は１回２０，０００円。２回以上２５，０００円。 

・英語入試について 

英検５級レベルを７割程度出題。英語に対する興味関心が高く、若干の英語学習経験があれば受

験できる。 

・未来力入試について 

基礎学力テスト（３０分）…国語と算数の基本的な内容（小学校で学んでいる内容）を出題。 

課題作文（３０分）…文や図、表などを見て内容を把握し、それに対する自分の意見を述べる。内容

の読解力や問題は握力、論理的思考力を評価する。 

課題作業（９０分）…グループワークやペアワークを通じて主体性や協働性、創造性、感性などを評

価する。 

・算数１科入試について 

問題を正しく理解し、解法を筋道立てて考え、文章・図などを用いて相手に伝える記述力が備わっ

ているかを問う。 

後半の文章題の中に記述式の設問がある。 

２科４科の算数より難易度はやや高くなる。 

基本的計算問題・文章題が４割、記述式を含む総合的な文章題が６割程度の出題。 

・特待生制度について 

以下の基準を満たした受験生は入学金（２５万円）を免除。 

①第１回～第５回、適性検査型において２科（国算、英国、英算、適性Ⅰ・Ⅱ）の合計得点が１７０点

（２００点満点）以上。 

②未来力入試において各項目の評価がすべてＡ評価。 

③算数１科入試の得点が９０点（１００点満点）以上。 

特待生を目指して何度でも受験できる。 

http://www.fujimigaoka.ed.jp/ 

                                                               

http://www.fujimigaoka.ed.jp/
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公開模試情報 

四谷大塚模試１２月 合不合判定テスト（１２月９日） 

前年比２．８％の増加。男子は２．２％の増加、女子は３．４％の増加。 

         １３年   １４年    １５年   １６年    １７年    １８年 

男子 ４科  ６９５２   ６４８７   ６６１７   ６４３８   ６５６７   ６６８３ 

    ２科   ４５７    ４４２    ４５２    ４２５    ４０５    ４４０ 

女子 ４科  ６２０９   ５８４６   ５６８３   ５４５８   ５６０１   ５７８７ 

    ２科   ３５７    ３７２    ４０６    ３５６    ３８９    ４０９ 

合計     １３９７５  １３１４７  １３１５８  １２６７７  １２９６２  １３３１９ 

 

１２月三模試合計 

前年比３．０％の増加。男子は３．７％の増加。女子は２．２％の増加。 

          １３年   １４年    １５年    １６年    １７年   １８年 

男子 ４科  １７８６８  １７７５４  １７６１６  １６８０２  １６８２８  １７３１７ 

    ２科   １６９７   １８２１   １８６５   １８０１   １８０３   ２０１２ 

女子 ４科  １７６１９  １７２３７  １６７７０  １６２１５  １６０２６  １６２１０ 

    ２科   １６８７   １９５６   ２１３９   ２１３４   ２１３１   ２３４０ 

合計      ３８８７１  ３８７６８  ３８３９０  ３６９５２  ３６７８８  ３７８７９ 

                                                               


