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2023年
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“シン”化する、藤村女子

学びのサイクル

放課後カスタマイズ

アカデミッククエストコース

キャリアデザインコース

スポーツウェルネスコース

進路指導/先輩たちの「ふじむら体験記」

部活動

年間行事/制服

03-04

05 - 08

09 -10

11 - 12

13 -14

15 -16

17 -18

19 -20

21- 2 2

i ndex

今までも、
これからも
藤村女子は、
変わり続ける。

School message

Keep changing for the future

学校って、
何のためにあるのでしょう？

学校では、学べないこと。

勉強をするため？友達をつくるため？

この問いに、きっと正解はないけれど

私たち藤村女子は、

「大学合格の先にある、一人ひとりの人生を

支えてくれる力を育むための存在でありたい」と

創立当初から、そう願い続けています。

その“力”を育むために、私たちができること。

それは「何事にも主体的に、

楽しんで取り組むことのできる環境づくり」だと思うのです。

“先生に言われたからする” “やらなきゃいけないからやる”

そんな思いで取り組んでも、

きっと、なんの学びにもつながりません。

生徒自身が「やってみたい」と思えるものを、

楽しみながら全力でやり遂げた先に、

未来に生きる、多くの学びが待っているのです。

“将来のために学びましょう”といわれても、

その“将来”が具体的に想像できなければ、

何を学んでいいか分かるはずもありません。

だからこそ、藤村女子の学びのフィールドは、

学校の中だけにとどまりません。

大学ではどのように学ぶのか、

社会に出て働くとはどういうことなのか

吉祥寺の街に飛び出し、実際に体験する中で、

将来の自分を具体的に思い描いていきます。

藤村女子だから体験できる、多くの学び。

そのすべてが、きっと、生徒の人生を支えていくものであるように。

私たち藤村女子は、たくさんの“楽しい”を生み出していきます。

そのために、挑戦し、変化していく。

そんな学校で、あり続けたいのです。
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表現する!

考える!

行動する!

02

Process

Process Process

03

01

授業

探究活動

放課後

未来を生きる生徒たちが、

どんな社会であっても、自分らしく活躍できるように。

私たちは、“深”い学びを実践できる、

“新”しい藤村女子へと、“進”化し続けます。

シ
ン  

化
す
る
、藤
村
女
子
。

学びのサイクル

未来に生きる力を育む

藤村女子では、「授業・探究活動・放課後」の
3つの時間を使ってさまざまな学びを実践して
いきます。その時間の中で核となる学びのサ
イクル、それが「考える/行動する/表現する」
です。自分自身で考え、実際に行動し、得た学
びを自分の言葉で表現する。どんな場面で
あっても、このサイクルを繰り返し行っていく
ことで、未来の自分を支えてくれる力が育ま
れていきます。

挑戦することを恐れず、

変化することを楽しむ。

そんな学校で

あり続けたいから。 Think!

Act! Express!

ChallengeCha nge
  チ
ェンジ

！チャレンジ！

      New Fujimura
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未知の世界に飛び込んでみたり、新しい何か
を始めてみたり。そういった、経験の中でしか
得られないたくさんの学びと出会うために。藤
村女子では、さまざまなことに挑戦できる機会
を用意しています。「やらされる」のではなく、
自分の意思で行動するからこそ、多くの発見と
出会い、自分の考えを広げるきっかけへとつな
がっていくのです。「やってみる」勇気をもっ
て、経験する楽しさを味わいましょう。

学びのサイクル

01Process
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藤村女子の   の場

藤村女子を支える
「 」って？

学びのサイクル「 」

Think!

Act! ホームルームで行われる日々の授業では、グループワーク
やプレゼンテーションの機会を多く設けています。ただ教
わるだけでなく、学びのサイクルを実践しながら、生徒自ら
が主体的に学びに参加できるよう教員それぞれが工夫を
凝らした授業を展開しています。

授業で行う小テストを増やし、単元ごとに理
解度を確認。自分に必要な学びを自ら考え、
学習に向かう姿勢を育みます。

中間テストを廃止します。

生徒一人ひとりが時間を意識して日々の生活
を送るようにすることで、次に何をするべきか
計画的に考える力を養います。

ノーチャイムを始めます。

ネイティブの先生方と会話できるEngl ish 
Caféの設置など、英検®合格を目指し、楽し
みながら“使える英語力”を養います。

社会に出たら、さまざまな選択を求められま
す。その時に、自分の意思で決断できる人に
なるために。藤村女子ではまず、自分自身に
ついて考えます。“自分はこうだから”と決めつ
けるのではなく、自分の新たな一面を知るこ
とで、「自分らしさ」の可能性が広がっていき
ます。そして、さまざまな課題に対し、“正解”
にこだわらず、多角的に考えることで、自分ら
しい答えを導ける力を育んでいきます。

英検®を全員が受検します。

表現する!
学びを還元し、新たな考えに発展できる人へ。

行動する!
経験から得た学びを、表現できる人へ。

考える!
自分の意思を持って行動できる人へ。

「自分らしい選択」が
できるようになるために。

学

主体的な学びを実現

藤村女子では、一人ひとりの多様な進路に対応するため
3つのコースを設けています。それぞれのコースには、教科
の枠を超えたさまざまな体験ができる「オリジナル探究活
動」が設けられており、その一つひとつで学びのサイクルを
実践しています。

自由に過ごせる放課後だからこそ、何をするかは自分で決
める。部活動はもちろん、多彩な講座を受けてみたり、アル
バイトをしてみたり。藤村女子だからできる新しい放課後
の中でも、学びのサイクルを実践していきます。

3コースそれぞれに必要な力を育む

自分のために、必要な時間を自由にカスタマイズ

アカデミッククエスト
コース

大学と連携した活動や、ビジネスコン
テストへの参加など、幅広いフィール
ドで多彩な学びを体験します。

キャリアデザイン
コース

修学旅行を自分たちでプロデュースし
たり、企業にプレゼンテーションをし
たり、自由な発想を形にする力を養い
ます。

スポーツウェルネス
コース

多彩な経験を通して仲間と協働する
アクティブな学びを展開し、専門的な
知識を深めながらさまざまなスキル
を育成します。

詳細はP11へ！ 詳細はP13へ！

詳細はP9-10へ！

詳細はP15へ！

「考える/行動する/表現する」ことが、なぜ必要なのか？どうやって実現するのか？

新たな藤村女子の根幹となる学びのサイクルを、徹底解剖します！

どうして
考える?

どうやって考える?Why?
How?

45分授業で、午前中に5時限目まで実施。14時
30分から放課後にすることで自由に過ごせる
時間を増やし、主体的な活動を促します。

月に１日、平日に設けられる藤村女子オリジナ
ルの休日です。「自分がしたいこと」「自分に必
要なこと」を考えて挑戦します。

チャレンジデイを設けます。

土曜日の早朝に開催される清掃活動は、各クラ
スが行う藤村女子の伝統行事。吉祥寺の街の
皆様に感謝する大切な時間です。

地域清掃活動に参加します。

行動から生まれる
学びと出会うために。

どうして行動する?
どうやって行動する?Why?

How?

各クラスの日直が毎日のホームルームで1分間
のスピーチを披露。原稿なしでスピーチできる
ようになることが最終目標です。

1分間スピーチに挑戦します。

希望者を対象に、２週間語学研修（アメリカ）
と、３ヶ月短期留学（カナダ）を用意。現地の人
との交流を通して、自らの英語力を試します。

海外研修で英語力を試します。

入学時に1人１台iPadを支給し、プレゼン資料の
作成に活用。また、資料配付や部活動の連絡、AI
教材による自分専用の問題演習も受けられます。

どのような時代になっても、人と人とのつなが
りはなくなりません。相手のことを考えながら
自分の思いを的確に表現することで、より良い
コミュニケーションを築いていくために。藤村
女子では、自ら考え行動して得た学びを発表す
る機会を多く設けています。自分の中だけで
完結させるのではなく、他者にも学びを還元す
ることで多くの人を巻き込み、新たな何かを始
めるきっかけにもつながっていきます。

iPadを活用した
発表の場を設けます。

人とのつながりを
尊重するために。

どうして表現する?
どうやって表現する?Why?

How?

Express!

02Process

03Process

考える・行動する・表現する

を実践する

び

授業

探究活動

放課後

放課後を充実させます。
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01 03

02
自分だ けの

それぞれの目標に向かって切磋琢磨する「部活動」、
平日15時から50分間、先生が講師になって開催される「講座」、吉祥寺の街と連携した「アルバイト」。

3つの時間を自由に組み合わせて、自分だけの放課後を楽しもう！

講座一覧
・コスメの秘密
・動画編集講座
・Vtuber体験講座
・絵本の読み聞かせ練習講座
・英単語グランプリ
・サイエンススイーツを作ろう
・韓流ドラマから見る韓国社会と日本
・女子の気になる妊娠、出産、育児について

・ドトールコーヒーショップ
  吉祥寺元町通り店、吉祥寺公園口店
・エクセルシオールカフェ
  吉祥寺サンロード店、吉祥寺南口駅前店
・パンの田島 吉祥寺店
・吉祥寺PARCO（イベントなど）
・リベルテ・パティスリー・ブーランジェリー
  東京本店・吉祥寺（本来高校生はアルバイト不可）
・藤村水泳教室

・釣りで魚に触れ合おう
・古典と和菓子
・ミュージカルの魅力
・家庭料理技能検定合格講座
・ピラティスで自分の体を整えよう
・免疫力アップ＆腸内環境改善
・大学生座談会

など40種類以上！
など

アルバイト一覧

Custom
ize

Custom
ize

Custom
ize

アルバイト

部活動

講座

アルバイト

週に3日、ハンドボール部の活動を頑張りながら、
部活動が休みの日には「藤村水泳教室」でアルバ
イト。学校のプールで運営しているので、学校内で
アルバイトを体験できます。また、自習室は遅くま
で開いているので、部活動の後に勉強したり、大
学生メンターの方に進路に関する悩みを相談した
りしてから帰宅することも可能です。

「藤村水泳教室」では、スタッフとしてさまざ
まな業務のサポートを体験できます。失敗す
ることもありますが、たくさんの経験から学
んだことを、週末にはレポートにまとめます。
もちろんお給料ももらえるので、責任感を
持って働くことができます。

学びにつな
がる

アルバイト
学校が全力

サポート!

特別講座

40以上の個
性あふれる

講  座

部活動

講座
週に6日、全国大会出場に向けてバドミントン部の
練習に励んでいます。また、週に1回は部活動の友
達と一緒に講座を受けるようにしており、練習が休
みの日には自習室で大学生メンターの方に分から
ないところを質問しに行っています。部活動が忙しく
ても、自由に使える時間は自分の好きなことに打ち
込むことができます。

週に3日、「ドトールコーヒー」でアルバイトをしなが
ら、アルバイトが休みの日には講座を受けたり自習
室で勉強をしたりしています。ほとんどの講座が2～
4回程度で完結する短期講座になっているので、40
以上の講座の中から気になるものを選び、自分の
スケジュールに合わせて気軽に参加することがで
きます。

部活動の時間と重なって講座に参加できな
いからといって、全ての講座が受けられない
わけではありません。評判のいい講座や、多
くの部員が希望する講座があれば特別に部
員限定の講座を開き、全生徒が受講できる
よう学校が全力でサポートしてくれます。

「コスメの秘密」という講座では、理科の先
生が講師となって、コスメに関する専門の
検定に向けて勉強します。その他にも、先生
を目指す生徒が講師になって中学生に勉
強を教える講座や、Vtuber体験ができる講
座など、個性的な講座がたくさんあります。

杉澤さんの一週間（平日）

部活動

15:00 ▶

下校 ▶

月 火 水 木 金

部活動 部活動ア
ル
バ
イ
ト

ア
ル
バ
イ
ト自習室 自習室

稲留さんの一週間（平日）

部活動

15:00 ▶

下校 ▶

月 火 水 木 金

部活動 部活動ア
ル
バ
イ
ト

ア
ル
バ
イ
ト

小池さんの1週間（平日）
15:00 ▶

下校 ▶

月 火 水 木 金

講座 自習室ア
ル
バ
イ
ト

ア
ル
バ
イ
ト

ア
ル
バ
イ
ト自習室

部活動 部活動 部活動 部活動
自習室

講座

カスタマイズ

部活に講座にアルバイト！

※アルバイトは吉祥寺以外の場所でも行うことが可能です。

※2022年7月現在
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Student’s voice

1年生 波戸場 歩 さん

少人数で、
楽しく学べる環境。

グループに分かれて吉祥寺の街を探索

したり、難関大学を目指しながらもアク

ティブで楽しい活動がたくさんありま

す。また、少人数のクラスなのでみんなと

の絆もすぐに深まります！

2年次に、課題研究論文の作成にチャレン
ジします。探究活動を通して得た情報収
集能力や課題発見能力、思考力を発揮し
ながら課題に取り組み、自分の言葉で表
現。また、課題研究論文を作成する過程
で自分たちが生きる社会と向き合うこと
で、将来の自分を具体的に思い描いてい
きます。

社会と向き合う

課題研究論文

1年次に、杏林大学の総合政策学部と連携した授業を実施。
生徒は大学3・4年生とともに大学のゼミに参加し、“住みや
すい街”として評価されている吉祥寺について学びます。そ
の中で、吉祥寺が抱えるさまざまな地域課題を多角的に捉
え、大学生と協働しながら自分なりの解決方法を探究して
いきます。

01 杏林大学のゼミに参加

地域活性化プロジェクト
02

01

探 究

興味を深める

ネイティブ教員による英語授業 ロサンゼルス語学研修旅行

Fuj imura
STYLE

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
ク
エ
ス
ト
コ
ー
ス
藤
村
女
子
の  

特
進
コ
ー
ス

オリジナル 探 究 活 動

2年次に、キャリア甲子園という外部のビジネスコンテストに
出場。キャリア甲子園では、企業が出題したテーマに対し、書
類審査やプレゼンテーション動画審査など、さまざまな課題
が設けられており、1年次に培った課題発見能力と探究心を
生かして、実際の企業に生徒それぞれがプレゼンテーション
を行っていきます。

企業にプレゼンテーション

キャリア甲子園
03

国公立大・上位私立大
第一志望校合格をつかむため、
推薦受験から一般受験まで挑戦していきます。

●持続性のある学習習慣を身につけ、基礎学力の充実をはかり
ます。

●自らの将来や適性を考える中で、進路に対する理解を深め
ます。

●探究活動を通して、自分の強みを活かした進路を考えます。

目指す進路

探究だけ
じゃない！ アカデミッククエストコースの取り組み

発

想力と表現力を育

む

英語の授業では、週6時間のうち4時間は

ネイティブ教員だけのオールイングリッ

シュの授業を実施しています。また、ホー

ムルームに1人ネイティブ教員がついた

り、ネイティブ教員と楽しく交流できる

English Caféを設置したりと、 “使える”英

語力を毎日の学校生活で培っていきます。

アカデミッククエストコースの修学旅行で

す。カレッジ付属の語学学校のレッスンへ

の参加や、ユニバーサル・スタジオ・ハリ

ウッドの見学など、オリジナルカリキュラム

を実践します。また、現地の学生との交流

では、英語で日本についてのプレゼンテー

ションに挑戦します。

アカデミッククエストコースでは、独自のカリキュラムの実践をはじめ、大学生メンターが常駐する学習
センターを利用することで、難関大学合格に向けた“圧倒的な基礎学力”を育みます。一方で、オリジナルの
探究活動により豊かな発想力と表現力を養成し、卒業後の社会でも活躍できる人を育てます。また、担任
や進路アドバイザーによる“個別進路サポート”により、一人ひとりに合ったキャリア教育を行っていきます。

社会に出て、自分らしく活躍するには？

そのために…
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1年次の日帰り校外研修と2年次の修
学旅行では、行き先や当日のプログラ
ムを生徒がセルフプロデュースします。
特に、2年次の修学旅行では、実際の旅
行会社に企画書を携えてプレゼンテー
ションを実施。物事に対するさまざまな
考え方を身につけ、それらを発信する
力も養っていきます。

“行ってみたい”を
  実現しよう！

修学旅行を
プロデュース

01 大学での学びを先取り！

大学との共同授業
02

02

自分と向き合う

中学範囲の復習(英数) 英検®へのチャレンジ

Fuj imura
STYLE

キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
コ
ー
ス
藤
村
女
子
の  

進
学
コ
ー
ス

オリジナル 探 究 活 動

企業訪問や企業研究に取り組みながら、クエストカップへの
出場を目指します。クエストカップでは、さまざまな企業から
のミッションに取り組み、企画の立案、社会課題解決のため
の提案や商品開発など、企業へのプレゼンテーションに向け
て「考える・書く・話す」練習を行っていきます。

企業にプレゼンテーション

クエストカップ
03

探究だけ
じゃない！キャリアデザインコースの取り組み

楽し
みな

がら考える力を育む

特に苦手意識を持たれがちな英語と数学に

おいて、1年次の1学期に「中学範囲の復習」

を週1時間行っています。苦手意識が生まれ

る大きな原因は、基礎知識が定着していな

いまま高校範囲に取り組んでしまうこと。楽

しみながら丁寧に学び直し、苦手教科を克

服します。

基礎学力の定着により、1年次でコース全員

が英検®3級以上の合格を目指します。小さな

目標の達成を積み重ねながら「できる」という

実感も積み重ねていくことで大きな自信が生

まれ、さらに高い目標の達成に向けた学習意

欲の向上へと結びついていきます。

情報経営イノベーション専門職大学と連携し、「マーケティン
グの視点から藤村女子を考える」などのオリジナルプログラ
ムを実践。高校生活だけでは味わうことのできない、大学の
専門的な研究に触れることで刺激を受け、興味のあるものを
見つけることで将来を考えるきっかけになります。

Student’s voice

1年生 小野 日向 さん

仲間といっしょに、
夢を探していきます。  

このコースには、まだ将来の夢が決まっ

ていないという生徒がたくさんいます。

そんな仲間と多彩な経験を積む中で自

分の強みを見つけながら、叶えたい夢や

理想の自分を探していきたいです。

探 究

キャリアデザインコースでは、「自分の人生をプロデュースすること」をテーマに探究活動を実践します。
多くの体験を重ねながら自分との対話を繰り返し、「自分が本当にやりたいこと」を見つける中で、納得
のいく進路を選択していきます。また、探究活動を通して見つけた夢の実現に向けて必要な学力養成の
ため、キャリアデザインコース独自のカリキュラムとして中学範囲の復習(英数)も行っています。

 本当にやりたいことって、何だろう？

目指す進路

四年制大学（文系・理系学部）

第一志望校合格をつかむため、
推薦受験を中心に挑戦していきます。

●社会におけるさまざまな役割を理解するとともに、自分ら
しい生き方について考えます。

●自己と他者の違いに気づき、尊重し合える関係を築く中で、
自分の良さや個性を知ります。

●探究活動を通して、自分の強みを活かした進路を考えます。

そのために…
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2年次からは、専攻ごとに分かれて専門
的な知識を学んでいきます。「教育・医
療専攻」では、スポーツを介して他者と
関わりながら、教育や医療についての
専門性を高めていきます。「スポーツ健
康専攻」では、スポーツに携わりなが
ら、スポーツが社会においてどのような
役割を果たすのかを考えていきます。

2つの専攻で
一人ひとりの進路を実現

「教育・医療専攻」と
「スポーツ健康専攻」

01 サッカーの公式試合をプロデュース！

スポーツビジネスを知る
02

03

Fuj imura
STYLE

ス
ポ
ー
ツ
ウ
ェ
ル
ネ
ス
コ
ー
ス
藤
村
女
子
の  

ス
ポ
ー
ツ
コ
ー
ス

オリジナル 探 究 活 動

「キャンプ実習」や「スクーバダイビング実習」、「スポーツ栄養
学」などの専門的な実習を多く用意。どの実習においても、座
学にはとらわれない「アクティブな学び」を大切にしていま
す。自身の身体で感じ取り、他者と関わる中で協働的な学び
を得ながら多種多様な感性を育むことで、自身の進路を切り
拓いていきます。

アクティブな学びを実現する

多種多様な15の実習
03

もっと
詳しく スポーツウェルネスコース15の実習を知りたい！

   「
自己表現力」を育む 

吉祥寺のサッカーチーム「東京武蔵野ユナイテッドFC」の公
式戦1試合を、集客方法からハーフタイムショーの企画まで完
全プロデュース。実際のチームスタッフの方々とミーティング
を重ね、働く楽しさ、作り上げる難しさを味わいます。また、順
天堂大学の女性スポーツ研究センターと連携しリーダーシッ
プについても学んでいきます。

テーピング実習
コーチング学入門
スポーツ栄養学入門
プロスポーツイベント企画実習
アウトドア実習
スキー実習
子ども遊び場ボランティア実習
教育系小論文実践

救命救急講習
スポーツリーダー養成実習
アンガーマネージメント講習
スポーツビジネス学入門
スクーバダイビング実習
キャンプ実習
スポーツ医学検定（２級）

スポーツウェルネスコースでは、2つの専攻に分かれて進路に合わせた専門的な学びを実践します。
また、「問い→実習→表現→未来」の学習サイクルを実践する“フジムラ Be Active プログラム”(FAP)を
軸とした探究活動を展開。“スポーツを通して、だれもがより健康に生き生きと輝く人生が送れる社会”で
ある“スポーツウェルネス社会”の実現に必要なことを、FAPを通して考え、発表し、創造していきます。

スポーツで、社会をどう変える？

楽しみながら学ぶ

探 究

Student’s voice

1年生 四家 彩菜 さん

授業が毎日の楽しみになりました。  

授業ではクラスのみんなと協力する機

会が多いので、積極的に発言したり行動

に移せるようになりました。先生も生徒

と同じ目線で話してくれるので、毎日の

授業がとても楽しいです！

目指す進路

四年制大学（看護・医療系、保育・体育系を含む）

第一志望校合格をつかむため、
自分の強みを活かした受験方法で挑戦していきます。

●自己と他者の違いに気づき、尊重し合える関係を築く中で、
自分の良さや個性を知ります。

●集団の一員としての役割を理解し、自主性を高めます。
●探究活動を通して、自分の強みを活かした進路を考えます。

そのために…

など28の実習の中から15の実習を選択
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01 伊藤 咲貴さん
東京学芸大学　
教育学部　B類家庭専攻

先生として、戻ってきたいと思える学校。

2021年度
進学実績

主な大学合格実績 進路種別 入試方法別  

防衛大学校
中央大学
成城大学
日本大学

立教大学
成蹊大学
武蔵大学
駒澤大学

東京学芸大学
法政大学
國學院大學
東洋大学

津田塾大学
日本女子大学
東京女子医科大学
日本女子体育大学

共立女子大学
聖心女子大学
東洋英和女学院大学

大妻女子大学
女子栄養大学
東京女子体育大学

受験中　
就　職
短期大学  
専門学校

 5.0%
 0.6%
3.9%
17.9%

2022年4月現在

大学72.6%

大学の
指定校推薦

111大学
約400学科

藤村女子では、技能の習得だけでなく、多彩な実習を通してクラス

メイトと協力して物事を達成する楽しさや、他者を尊重する大切さ

を学ぶことができました。実習以外にも、豊富な学校行事やイベン

トを通して楽しさや苦労を共有することで、さらに絆を深められま

す。生涯の仲間と出会い、たくさんの思い出をつくることができる

藤村女子に通えたことを、とても嬉しく思っています。将来は、家庭

科の先生として藤村女子に戻ってこられるように、大学でも多くの

ことを学んでいきたいです。

「ふじむら体験記」

全力で取り組む楽しさを、教えてくれた3年間。

在学時はバレーボール部のキャプテンとして、関東大会出場を目指し

て日々練習に打ち込んでいました。部活動をはじめ、藤村女子の“何事

にも全力で打ち込む雰囲気”がとても好きで、仲間と共に笑顔の絶え

ない3年間を過ごすことができました。バレーボール部でお笑いライブ

を開催し、漫才やコントを披露したことは今でも良い思い出です。藤村

女子には、生徒の挑戦を全力で応援してくれる先生方と、いっしょに楽

しもうと協力してくれる仲間がたくさんいるので、ぜひさまざまなこと

にチャレンジしてみてください！

面談の実施

学習センター 講座・講演会の実施

Career gu
idance

たくさんの可能性があるからこそ「なりたい自分」を見つけ
るのって、意外と難しい。藤村女子では、一人ひとりの進路
への思いが形にできるよう、多彩なプログラムを用意して
います。

「なりたい自分」に、
なるために。

大学生メンターと本校教員が常駐

する自習室です。勉強のつまずきや

悩みを相談し、解決策を共に考え

ながら日々の学習を支援。また、学

びのロールモデルとして、より年齢

の近い大学生による放課後のメン

ター講座も用意しています。

藤村女子では、担任に加えて、養護教諭、スクールカウンセラー、担任以外

の教員による学習メンターなど、さまざまな大人がチームとなって生徒に

とってポジティブな支えとなる環境作りを目指しています。サポートチーム

のメンバーは定期的にミーティングを実施。生徒の健康を守りながらスムー

ズに学校生活が送れるように、面談などを通して情報提供を行っています。

夏・冬・春の長期休業中における短

期集中型の講座をはじめ、基礎学

力定着・受験対策特化・検定合格を

目標とした講座など、生徒それぞれ

の生活スタイルと目標に合わせて

自由に選択し、自分だけの学習習

慣を身につけます。

先輩たちの

推薦型選抜
80%

20%
一般選抜 一般選抜 

02 松本 郁乃さん
東洋大学卒
ANAエアポートサービス株式会社
旅客サービス部  
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バトン・チアダンス部 ダンス部 硬式テニス部

ハンドボール部 陸上競技部 競泳部

バドミントン部 器械体操部 バレーボール部

吹奏楽部 茶道部 クールジャパン研究会

軽音楽部 クッキング部 理科同好会

美術部 児童文化部 華道部

11
clubs
11
clubs

14
clubs
14
clubs

■バトン・チアダンス部　■ダンス部　■硬式テニス部　■水球部　■競泳部　■器械体操部　■柔道部　■バレーボール部　
■陸上競技部　■バドミントン部　■新体操部　■バスケットボール部　■ハンドボール部　■ソフトボール部

運動 が、好きだから 文化  を、極めたいから

Culture Club
■美術部　■合唱部　■クッキング部　■吹奏楽部　■華道部　■児童文化部　■茶道部　■軽音楽部

■ボーカロイド研究会　■クールジャパン研究会　■理科同好会

Athlet ic Club

■バトン・チアダンス部
バトントワーリング関東大会 出場

■バスケットボール部
令和4年度インターハイ予選 東京都8位

■ソフトボール部
全国高等学校
女子ソフトボール選抜大会 3位

■ハンドボール部
東京都高等学校ハンドボール
春季大会兼関東大会都予選 ベスト32

■バレーボール部
令和4年度関東大会 ベスト16
（4年連続関東大会出場）

■器械体操部
関東高等学校体操競技選手権大会 出場

■陸上競技部
関東高等学校陸上競技大会
4×100mリレー 出場

■ダンス部
第71回全国中学・高校ダンスコンクール
出場

■水球部
第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ
夏季水泳競技大会 ベスト16

■競泳部
第89回日本高等学校選手権水泳競技大会
出場

■硬式テニス部
東京都高等学校テニス選手権大会 出場

■新体操部
令和4年度関東高等学校新体操選手権大会
出場

■バドミントン部
令和4年度春季大会兼
関東大会予選（団体戦） 東京都7位

■柔道部
関東高校大会（団体戦）出場

Reco rd s 実  績Reco rd s 実  績

■軽音楽部
第44回ふれあい夏祭り参加

■合唱部
NHK全国音楽コンクール
高校生の部予選フリー参加

■茶道部
夏：浴衣さらいの茶会
秋：文化祭の茶会

■児童文化部
ボランティア活動に関する表彰多数
(東京都私学財団「奉仕活動賞」など)

■華道部
文化祭　展示
華道展　見学

■吹奏楽部
第26回日本管楽合奏コンテスト全国大会
高等学校A部門 最優秀賞・審査員特別賞

■ボーカロイド研究会
クラブ祭り：ボーカロイド体験会実施
文化祭：ボーカロイド体験会実施

■理科同好会
海水魚・淡水魚・両生類・爬虫類の飼育を開始
エキゾチックアニマルの即売会見学

■クールジャパン研究会
文化祭での作品展示・
来校者アンケート実施

■美術部
第49回東京私立中学高等学校協会
生徒写真・美術展 奨励賞1名・入選2名

■クッキング部
東京武蔵野ユナイテッドＦＣ・
ラフルティエールジャポン協賛による特別レッスン実施
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「すべての人が楽しめること」を目標に行われるたくさんの学校行事。
生徒一人ひとりが全力で考え、行動し、表現するからこそ、毎年多くの笑顔と感動が生まれます。

藤村女子の制服はスタイリッシュなブレザースタイル。
昨年からメンズライクなパンツスタイルも加わり、自由に組み合わせることができるようになりました。
自分らしい“かわいい”を見つけよう！

※イベントスケジュールは変更になる場合があります

在校生からの意見を
もとに生徒会が企画し、
新アイテムに仲間入り！

pick up
短い靴下

各クラスで出し物を決
め、企画や準備、シフトの
振り分けなど、全て生徒
主体で行われます。全校
生徒に楽しんでもらうた
めに話し合いを重ね、時
には意見が分かれること
もありましたが、皆が納
得するものをつくり上げ
る楽しさを学ぶことがで
きました。

4月 5月 6月 7月 8月 9月
■ 入学式　
■ 始業式
■ 新入生オリエンテーション
■ 第1回到達度テスト（2・3年）
■ ホームルーム合宿（1年）
■ 保護者対象進路報告会（3年）
■ SNS講習
■ 全体保護者会

■ 中間考査
■ 生徒総会　
■ クラブ懇談会
■ ふじむら会総会
■ 開校記念日
■ ホームルーム
   役員研修会（1年）

■ 期末考査
■ 各種検定試験
■ マーク模試（3年）
■ 弁論大会
■ 三者面談（3年）
■ 校内実力考査

■ 終業式　
■ キャンプ実習・スクーバ実習
  （スポーツウェルネス）
■ 選択制修学旅行
  （アカデミッククエスト・
　キャリアデザイン）
■ 総合学力テスト（1・2年）
■ 勉強合宿
■ 夏期進学講習①
　

■ 夏期進学講習②
■ 各種検定試験
■ 始業式

■ マーク模試（3年）
■ 第2回到達度テスト（1・2年）
■ スポーツ大会
■ 演技発表会
■ 文化祭

10月 11月 12月 1月 2月 3月
■ 中間考査　
■ 保護者対象進路講演会
■ キャリアガイダンス（2年）
■ 記述模試（3年）
■ 科目選択説明会（1・2年）
■ 進路ガイダンス
■ 主権者教育

■ マーク模試（3年）
■ 芸術鑑賞会　
■ 生徒会役員選挙　
■ 各種検定試験
■ 生徒総会
■ 総合学力テスト（1・2年）
■ キャリア教育講演会

■ 期末考査　
■ クラブ役員研修会　
■ 終業式　
■ 冬期進学講習　

■ 始業式　
■ 数学オリンピック
■ 大学入学共通テストリサーチ
■ 総合学力テスト（1年）

■ 大学入学共通テスト
   早期対策模試（2年）
■ 合唱祭（1・2年）　
■ 保護者会（1・2年）
■ スキー実習
  （スポーツウェルネス）
■ 各種検定試験

■ 学年末考査　
■ 卒業式
■ 卒業生の
   進路報告会（1・2年）
■ 修了式　
■ 春期進学講習

制服だって、自分らしく着こなしたい!

組み合わせ
25通り
以上！

自分らしさを叶える、おすすめポイント＆アイテム！

生徒がつくる学校行事
School event

藤村女子の人気行事TOP

藤村女子の伝統であるマ
スゲームという演技で
は、全校生徒で協力しな
がら、さまざまな道具を
活かした踊りを披露しま
す。大人数で動きを合わ
せるのはとても大変です
が、その分たくさんの絆
が深まり、大きな達成感
を味わうことができる人
気の行事です。

中学生と合同で青・赤・
黄の3色に分かれ、さま
ざまな種目を行います。
リレーやドッジボールで
競い合ったり、高3の先
輩たちが作ってくださっ
たダンスを披露したり、
学年を超えた交流を通
して、周りの人と協力し
合う大切さを実感する
ことができました。

2年生 佐伯 雪乃さん・森 晴奈代さん 2年生 丸山 華依さん

　

皆のために、皆でつくる

文化祭
全校生徒の絆が深まる
演技発表会

学年を超えて力を合わせる
スポーツ大会

3

2年生 石田 千尋さん
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