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ふと、空を見上げてみる。

広々とした青空に、ゆらゆらと流れる白い雲。

ソフトクリームみたいなあの雲は、甘い味がするのだろうか。

海のように青い空の向こうには、見たこともない生き物たちが

暮らしているのだろうか。

視点を変えて、見えないモノを想像すると

この世界にあふれる、たくさんの「問い」が見えてくる。

“文化”と“自然”と“世界”がほど良く調和する街、

吉祥寺で学ぶからこそ出会える景色がある。

「たった一つの正解しかない問い」だけじゃ、つまらない。

自分だけの問いを見つけ、自分らしい答えを探しに行こう。

@kichijoji

見えないモノを、見つけるチカラを。
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身体も頭もあなたにそっくりなAIが出現！

“AIのあなた”に負けないためには

どんな力が必要だろう？

AI技術が発達した未来の世界でも、あなたが自分らしく活躍していく「生きる力」を身につけるために。

藤村女子中学校は、知識を学ぶ場から、探究心を育む場へと生まれ変わります。

自ら見出した問いから、導き出した答えを分かりやすく他者に伝えていく。

この繰り返しの中で、学力の伸長はもちろん、個性を伸ばし、表現力を磨いていく。

それが、探究心を育む、藤村女子中学校の新たな姿です。

自由な発想力や課題解決能力を養い、自分の意見を他者に分かりやすく伝えるスキル
を身につけることで、AI技術が発達する未来でも活躍できる女性を育てます。

毎週土曜日に実施される3つのオリジナル授業では、仲間と協力して様々な課題に取り組む
ことで学習意欲やコミュニケーション力を育み、総合的に「生きる力」を伸ばします。

「自分の想いを的確に伝える発表」を目標
に、発声や表現方法を学びながらiPadで
制作した資料をもとにプレゼンテーション
を繰り返し練習。3年次には英語でのプレ
ゼンテーションや大会出場を目指します。

興味

実践 知識

LEARNING
CYCLE

Interest

Practice Knowledge

自己表現

遊園地などのコンテンツについて消費者・
経営者の双方の視点から研究し、「人を喜
ばせるために」という観点でリアル脱出
ゲーム®や謎解きなどのイベントを企画・制
作。文化祭などでの開催を目指します。

自己探求

検定試験合格に向け、チームで協力しな
がら取り組むことで、楽しみながら一人
ひとりの学力をさらに向上させる独自の
プログラムを実践。中学在学中に英検®・
漢検ともに3級以上の合格を目指します。

自己研鑽

オリジナル授業

中学の全生徒が学年を横断してグループを組み、3年間かけて吉祥寺の街でフィールドワークを実施。
主体的に物事に取り組む姿勢を育みながら、リーダーとしての素質も養います。

吉祥寺シアターのポスター作成や俳優へ
のインタビュー、ワークショップを通して
「表現すること」の楽しさを学びます。

ふじ活!!

SDGｓについて学び、オンラインで現地
の方と交流しながら、海外と吉祥寺周辺
の取り組みとの比較研究を行います。

武蔵野市が抱える課題や政策の中で興
味・関心があるものについての情報を集
め整理・分析し、解決策を発表します。

家庭科の授業で作成するおもちゃを使
い、吉祥寺周辺のこども施設に通う子ど
もたちと交流。子育てを幅広く学びます。
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井の頭恩賜公園で暮らす動植物の生態
調査をはじめ、学校周辺でミツバチの生
態を学び、採蜜などの体験も行います。

教育用マインクラフトを用いて学校全体を
データ化。校舎の全容を把握することで、
建築に必要な知識を探究します。

探 究
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196か国から1人ずつしか入れない

会社が設立。

言語も文化も違う人たちに、あなたなら

日本代表としてどんな自己紹介をする？

今よりもっと世界が近くなって、

様々なバックボーンを持つ人々と協働することが求められるこれからの社会。

藤村女子中学校では、コミュニケーションツールとしての英語の習得はもちろん、

ICTを活用して自分の意見をより分かりやすく他者に伝えるスキルの向上など、

人と人とのコミュニケーションから生まれるさらなる学びを促進するためのプログラムを実践しています。

「人と人とのつながりを強化した学び」を実現するためのツールとしてiPadを活用。
すべての教科でICTを活用した取り組みを実践しています。

デジタル教科書をはじめとしたICT教育への切り替えを推進している本校では、入学後に
1人1台iPadを配布。授業理解を深めるとともに、個別学習や調べ学習での情報共有ツール
として活用するため、インターネット・リテラシー教育を徹底して行っています。

1人1台iPad

一人ひとりの弱点に対応した宿題の配信をはじめ、毎年4月と9月に実施する「到達度テスト」
の結果から単元をピックアップした講義動画を配信。また、「確認テスト」や「チェックテスト」
などの実施により家庭学習を習慣化させ、自主的に学ぶ力を育みます。

スタディサプリ

グローバル化の進展を見据え、「英語を学ぶ」ではなく「英語で学ぶ」教育を実践。
会話力を養うことに重きを置き、コミュニケーションツールとしての英語力を高めます。

中学生の全員が参加する6泊8日の語学研修旅行を実施。ホームステイや現地大学内にある
語学学校でのプログラムをこなしながら、自分で行動・表現することを目標に現地のお店で
ランチの注文などを体験。様々な交流を通して英語への学習意欲を刺激します。

LA語学研修旅行

中3の希望者を対象に、2週間のホームステイを実施。現地では語学学校の授業に参加して英
語力を高めながらホストファミリーとの交流を通じて英語で会話する楽しさを実感。高校では
1・2年生を対象に、ニュージーランドでの3ヶ月留学の機会も設けています。
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海外語学研修
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国際理解
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現役大学生・大学院生チューターと本校教員が常駐し、
日々の学習を支援。在籍している東大生チューター全員
に質問・相談が可能な集団サポートをはじめ、担当の東大
生チューターによるマンツーマン指導も実施しています。

藤村女子では、生徒一人ひとりの自分らしい進路選択ができるよう、「あなた」のための学習
サポートで丁寧に力強く支えていきます。

進路指導 年間行事

学習センター

202 1年度 進学実績

主な大学合格実績

長期休業中に学習習慣の定着と基礎力・実践力の養成を
目的とした進学講習を実施。また、苦手科目の克服に向
けた少人数での放課後のフォローアップ学習など、一人ひ
とりの進路に対応するためのサポートが充実しています。

講座・講習会の実施

シスター制度

有志の高校生が中学生へ学習サポートを行うプログラム。自学自習の
フォローや学習方法の相談はもちろん、進路についてのアドバイスをも
らうことで将来を具体的に想像するきっかけとなり、学習意欲が高まっ
ていきます。

UP！
PICK 

Student Voice

文化祭では、全校生徒に楽しんでもらえるような企画を各クラスで試行錯誤しながら
創り上げていきます。「自己探求」の授業で学んだ企画の立案や進行の方法を活用し、
みんなでアイデアを出し合うことで、限られた準備期間の中でも協力してやり遂げる
ことができました。

一人ひとりの想いを重ね、生徒主体で作り上げるたくさんの行事が、藤村女子の毎日をカラフル
に彩っています。

■ 開校記念日
■ ホームルーム合宿 ※
■ 保護者会総会
■ クラブ懇談会　
■ 生徒総会　

■ キャリアガイダンス
■ English Program
  （TOKYO GLOBAL GATEWAY）
■ 終業式　
■ 進研模試
■ 修学旅行 ※

■ 入学式　
■ 始業式
■ 新入生オリエンテーション
■ 第1回学力推移調査・
　到達度テスト
■ SNS講習

■ 夏期進学講習
■ 始業式　

■ 第2回学力推移調査
■ 演技発表会　
■ 文化祭　

■ スポーツ大会
■ 保護者会　
■ 英検®（自由受検）
■ 漢検（自由受検）　
■ ニュース検定　
■ 家庭料理技能検定
■ グランドコンテスト
■ 期末考査

4月 5月 6月 7月 8月 9月

10月 11月 12月 1月 2月 3月

■ 始業式
■ 百人一首大会　
■ 英検®（全員受検）　
■ 漢検　
■ 進研模試

■ グランドコンテスト
■ LA語学研修旅行
■ 職場インタビュー（２年）、
     キッザニア（１年）、
　職場体験（３年）
■ 芸術鑑賞

■ 第3回学力推移調査
　（1・2年）
■ 起業体験
  プレゼンテーション ※

■ 期末考査　
■ クラブ役員研修会　　
■ 終業式　
■ 冬期進学講習　
■ キャリアガイダンス

■ 公開授業週間　
■ 保護者会

■ 学年末考査　
■ 卒業式
■ 修了式　
■ 春期進学講習
■ キャリアガイダンス

■LA語学研修旅行
6泊8日のLA語学研修旅行では、LAの
市内視察をはじめ、ディズニーランド
自由散策など、楽しいプログラムを通
して異文化を体験します。

■文化祭
「自己探求」の授業で学んだことを基
に、来場者に楽しんでもらうための多彩
なイベントを実施。また、生徒の日々の
取り組みの発表も行っています。

■スポーツ大会
実行委員を中心に生徒が主体となり、
当日のプログラム作成から運営までを
実践。中高を横断した3チームそれぞれ
が力を合わせて優勝を目指します。

授業で学んだ成果を、発揮できる文化祭

※イベントスケジュールは変更になる場合があります

進路種別 

入試方法別  

防衛大学校
立教大学
法政大学
國學院大學
日本大学

東京学芸大学
中央大学
成蹊大学
武蔵大学
東洋大学

跡見学園女子大学
共立女子大学
女子栄養大学
東京女子医科大学
東洋英和女学院大学

大妻女子大学
昭和女子大学
聖心女子大学
東京女子体育大学
日本女子体育大学

受験中　
就　職
短期大学  
専門学校

 5.0%
 0.6%
3.9%
17.9%

一般選抜 20%

2022年4月現在

80%が推薦型選抜

大学72.6%
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クールジャパン研究会や水球部など、個性豊かな部活動の中には、全国大会に出場するチーム
もたくさんあります。「好き」を極める楽しさを、いっしょに体験してみませんか？

正装としても着用可能なスラックスをはじめ、ポロシャツやソックスなど、自分らしく着こなし
を楽しめるアイテムが充実しています。

部活動 制服紹介

■ 美術部　■ 合唱部　■ クッキング部　■ 囲碁部　■ 吹奏楽部　■ 華道部　■ 児童文化部　■ 茶道部　
■ ボーカロイド研究会　■ クールジャパン研究会 　■ 理科同好会

文化部・同好会 11clubs

■ 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　
■ 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

運動部 12clubs

短い靴下

UP！PICK 

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！

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

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


