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自転車通学
2階建駐輪場完備（収容500台以上）
電車通学
JR藤枝駅からは徒歩5分です

JR東海道線 用宗駅以東、菊川駅以西の方には
交通費補助制度があります。

焼津地区、榛南地区からの通学生のた
めに、スクールバスが運行されています

美術デザインスタイル・クックデザインスタイル 実習体験

3日土第1回 9月 12日土第2回 11月

高等学校  体験見学会・説明会・相談会

30日土第1回 7月

5日土11月
17日土9月
20日土第2回 8月

17日土第2回12月10日土第1回12月

3日土12月

夕方個別相談会

12月5日月～9日金・12月12日月～16日金
午後5時から午後7時までの相談会＜予約不要＞

イベント

しらうめ祭 ＊中学生と高校生の文化祭10月22日土・23日日
小学生対象のイベント※小学生全学年対象

夏休み学習室『夏休みの課題をみんなでやってみよう』

6日土・8月18日木8月

24日土受験生クリスマス勉強会（入試直前の勉強会です） 12月

母の日プレゼント『お母さんに私だけのプレゼントを作ろう！』午後～ 7日土5月

＜小学校6年生対象＞講習会・オープンテスト

オープンテスト（国語・算数の入試の模擬テストです）

3日土9月第1回 26日土11月第2回

入試対策講習会（国語・算数の入試に備えた学習をします）時間：17:30～

30日火・31日水8月第1回 21日月・22日火11月第2回

中学校体験会・見学会・説明会・相談会※表記がない場合は小学生全学年が対象です

1日体験入学 参観授業、部活動見学、施設見学 他

学校説明会 部活動見学、施設見学 他

入試説明会 入試について、学校生活、諸経費など 他

個別相談会 ＜予約不要＞

体験見学会 授業体験、部活動見学、施設見学 他

在校生と一緒に、美術・調理の実習授業を体験

オープンテストの解説や、入試情報を詳しく説明入試説明会 3日土12月

体 験 会 授業と部活動の見学・体験、施設見学など

18日土6月第1回 20日土8月第3回30日土7月第2回

22日土・23日日（しらうめ祭と同時開催）10月
文化祭見学、個別相談ブースにて募集要項配布・経費説明など見学・相談会

17日土9月授業参観、諸経費説明、部活動見学など見 学 会

25日土2023年 2月＜小4、5生対象＞学校紹介、部活動見学・体験など  午後～

学校説明会

5日土11月＜小6生対象＞出願書類の配布、入試手続き説明など

ACCESS

INFORMATION 2022

通学のご案内

入試のためのご案内



　本校は「自覚」を校訓に掲げ、校章の「白梅」は凛とした順心生の象徴で
す。教育目標「清楚・芳香・忍耐」は、清らかで謙虚、けじめある態度とか
ぐわしい気品、知的な教養と豊かな感性そして、現代の国際社会に貢献
しようというしっかりとした意志、それらを兼ね備えた生徒の育成を目
指しています。

　たくましく、しなやかで魅力ある女性を目指

して、順心だからこそできる教育があります。

清楚 芳香 忍耐

FUJIEDA JUNSHIN JUNIOR and SENIOR High School 2FUJIEDA JUNSHIN JUNIOR and SENIOR High School 1



　本校は「自覚」を校訓に掲げ、校章の「白梅」は凛とした順心生の象徴で
す。教育目標「清楚・芳香・忍耐」は、清らかで謙虚、けじめある態度とか
ぐわしい気品、知的な教養と豊かな感性そして、現代の国際社会に貢献
しようというしっかりとした意志、それらを兼ね備えた生徒の育成を目
指しています。

　たくましく、しなやかで魅力ある女性を目指

して、順心だからこそできる教育があります。

清楚 芳香 忍耐

FUJIEDA JUNSHIN JUNIOR and SENIOR High School 2FUJIEDA JUNSHIN JUNIOR and SENIOR High School 1



中学2年生 中学3年生 高校1年生 高校2年生

学習習慣を身につけ、基
礎学力をつけるとともに、
より良い人間関係を作る。

中学 1年間で培った基礎
学力を定着させ、ものの見
方や考え方を広げる。

それぞれのスタイルで将来
の進路を考えながら専門
学習を進める。

STEP

中学1年生

STEP STEP STEP STEP1 2 3 4 5
高校3年生

STEP 6
進路イベントを通して選択肢を
増やす。特進は海外語学研修旅
行で自己を革新する。

世界を視野に入れた進学、地域に
貢献する就職、それぞれの目標に
向けて思いっきり取り組む。

45分×7時限  年35週（令和5年度予定）
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国語・英語・数学の主要教科では情報の、家庭科ではクックデザインの、美術では美術デザインの基礎を学び高校でのスタイル選択に備えます。

　木曜日の放課後50分間、中学１年生から３年
生まで一斉に学習会を行います。英語・数学・漢
字の検定対策、スタディサプリによる学力向上、
定期試験に向けた学習をします。中等部全員で
取り組むプラスαの学習会です。

　復習シートというプリントを利用して授業の
振り返りをします。先生が大切だと言ったところ
にポイントをしぼってまとめたり、疑問点を確認
したりします。テスト前には復習シートを見なが
ら、授業のポイントをまとめることができます。

　1日の授業は45分の授業を７時間目まで行い
ます。特に国語、数学、英語は多くの授業時間が
割り当てられ、学習の基礎的な力の充実を図っ
ています。定期試験を年6回実施し学習内容を
確実に習得できているか確認しています。

　順心の先生は、一人ひとりの理解・習熟を確かめながら授業を
進めます。授業は少人数なので、声が届きやすく、先生と生徒がお
互いの意見を交換しやすくなっています。パソコンやタブレットを
活用し、討論やグループ学習といった参加型の活動を多く取り入
れて、現代社会で通用する問題解決能力を育成しています。
　中学1年生では学習習慣を身につけていきます。授業や課題、
テストを通して、予習・復習の仕方をマスターし、習慣化します。2
年生では、検定や高校進級を意識した学習をはじめ、より積極的
に取り組む姿勢を身につけます。3年生では義務教育範囲を確実
に自分のものにして、高校学習の基礎を固めます。

順心の中高一貫教育だからできること

　幼稚園児と触れ合うことによって母性を養うこと、職業の現
場を体験することを目的として、本校の附属幼稚園で2日間の
研修を行います。笑顔と落ち着いた行動の大切さがよくわかる
研修です。

　9月上旬、2泊3日で集中して学習に取り組む、勉強合宿に行
きます。定期試験に向けての勉強やこれまでの学習内容の復習
を皆ですることで、共に向上しようというクラスの団結を図りつ
つ、学習に取り組む姿勢を磨きます。

　6月下旬、2泊3日で方広寺に宿泊研修に行きます。入学して
2ヵ月経った自分の姿を確認し、これから順心生としてどんなふ
うに成長していきたいかを考え発表します。研修として清掃に
取り組み、写経や座禅にも挑戦します。

　中学1年生から高校3年生で縦割りグループを作り、校外で楽
しく交流します。令和3年度は「浜松フラワーパーク＆動物園」
で活動しました。写真撮影ゲームを行い、グループで協力をしな
がら園内を回り競い合いました。

歴史や文化、現代の社会などを学びます。
　自分の国のことを知らずに現代の国際社会は理解できま
せん。京都・奈良修学旅行、校内外の研修を通して日本の文
化を学びます。本校では年2回、中学1年生から3年生で校内
外の研修があります。自然科学や現代社会について授業だけ
では得られない体験をします。令和3年度は富士山世界遺産
センター・富士の広見公園を訪れました。2月には劇団たん
ぽぽの感動的な演劇を鑑賞しました。

自分の思い描く将来像に
向けて、目標を定めながら
充実した学習にいそしむ。

修学旅行は京都・奈良
3泊4日で歴史を学びます

富士山世界遺産センター

富士の広見公園で！

藤枝順心中学校
202220th

藤枝順
心中学

校は

創立 20
周年を

迎えます！
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合服に
なります

夏服に
なります

冬服に
なります

　入試改革により、大学入試の英語試験は大きく変ってい
ます。外部試験の重要性が高まる中、本校では中学から英
検取得の指導を積極的に行っています。また、中学３年生か
ら年２回、GTECの受検をして到達度を確かめます。

　毎回授業の中で、ReadingやSpeaking
の発表を取り入れています。人前で英語を話
すことに慣れ、また相手の話をよく聴いて理
解できる力が育ちます。

生きる英語、生かせる英語を意識し工夫した教育
外国人講師と楽しく英語を学びます。
　中学では毎週の英語の授業の中に、ネイティブ・スピーカーとのレッ
スンがあります。身近な話題で楽しみながら英語を学びます。「聞く」「話
す」「読む」「書く」をバランスよく取り入れ、国際人としてのコミュ
ニケーション能力と大学受験に向けた英語力の基礎を身につけます。

東進「グローバルイングリッシュ
ワークショップ」　

＜英検準2級以上（希望者）8月頃＞

福島「ブリティッシュヒルズ」研修＜高校１年生 ５月頃2泊3日（全員）＞ カリフォルニア修学旅行
＜高校２年生 12月頃2週間（全員）＞

　学びの集大成として、カリフォルニ
ア州で２週間のホームステイをしま
す。現地カレッジでの英語授業、ホー
ムステイ、アクティビティ（UCLAや
ディズニーランド等）、若いアシスタン
トガイドたちとの交流を通して、まる
ごとアメリカ文化を体感します。

前期始業式 ●
入学式 ●

中高交流会 ●
交通安全教室 ●

● 母の日プレゼント
● 中高部 DAY
● オープンキャンパス
● 前期第 1 回定期試験

校外学習（演劇鑑賞） ●
高校 6年生を送る会 ●

● 顕彰式
● 高校卒業式
● 学年末定期試験
● 後期球技大会

● 前期課程修了式
● 終業式・離任式
● 春季休暇

高校修学旅行＜カリフォルニア＞ ●
マラソン大会 ●

ウインタースタディマラソン ●
冬季休暇 ●

● 後期第 2回定期試験
● 書き初めコンクール

しらうめ祭（文化祭） ●
中学修学旅行＜京都・奈良＞ ●

 芸術鑑賞教室 ●
前期球技大会 ●
前期終業式 ●
後期始業式 ●

● コーラスコンクール
● 後期第 1回定期試験
● オープンキャンパス
● 冬服着用

 全校登校日 ●
サマースタディマラソン ●

課題テスト ●

● 創立記念日
● 勉強合宿
● 新体力テスト
● 前期末定期試験 ● 合服着用

体育大会 ●
サマーキャンプ ●

保育研修 ●
夏服着用 ●

● 前期第 2回定期試験
● 校外学習
● 夏季休暇
● 小学校里帰り訪問

● 学力・学習調査
● 合服着用

● 第１回 静岡親善中学生体重別柔道大会
57kg級＜第３位＞  63kg級＜第２位＞  70kg級＜優勝＞  70kg超級＜優勝＞

● 令和3年 静岡県中学校総合体育大会柔道競技
女子団体の部＜第２位＞　
44kg級＜出場＞  63kg級＜ベスト８＞  70kg級＜第２位＞  70kg超級＜第２位＞

● 令和3年 東海中学校総合体育大会柔道競技
女子団体の部＜出場＞  70kg級＜第３位＞  70kg超級＜出場＞

● 令和3年度 中学校総合体育大会
静岡県大会バスケットボールの部
＜ベスト16＞

● 静岡県U15カテゴリー
新人バスケットボール選手権大会
中部地区大会＜ベスト16＞

● JFA 第26回 全日本U-15
女子サッカー選手権大会  
東海大会 ＜第5位＞

● JFA 第26回 全日本U-15
女子サッカー選手権大会＜出場＞

目指すは、全国制覇！

夢は全国大会出場！ ねらえ、日本一！

スタッフも充実し、これからが本番です

● 志太榛原支部
中学校総合体育大会＜ベスト16＞

● 春季中部中学校
バレーボール選手権大会＜出場＞

● 令和3年度 藤枝市中学校
新人戦大会＜出場＞

国 語
140 時間

外 国 語
140 時間

国 語
175 時間

外 国 語
210 時間

California
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合服に
なります

夏服に
なります

冬服に
なります
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国公立大学、難関私立大学、海外留学を目標としたカリキュラム。

 国公立大学進学を考えている
 難関私立大学進学を考えている
 海外の大学進学を考えている

国公立大学
難関私立大学
海外の大学

高い英語力と
グローバルな視野を身につけます

未来の自分 順心で学ぶこと 卒業後の進路

3年間通して月曜日と木曜日は8時限目まで授業を行い、授業時間をしっ
かりと確保しているので高校3年生にはしっかりと受験勉強に取り組め
る体制が整っています。

　少人数を生かし、個々の希望進路に沿った学習指導とスマホ・タブレット、電子黒板を活用したアクティブラーニングで
大学入学共通テストに対応します。

＊少人数指導 ＊充実した課外授業＊ICT活用授業（スマホ・電子黒板）

スタディサプリを活用！
スタディサプリを併用し大
学受験対策を低学年からお
こなっています。

藤枝順心高等学校
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　1年次から学習の到達度や学力を測る外部の試験に挑戦します。ICT機器を使って、親切丁寧に学習を進め生徒の学力
を伸ばします。

＊探究型授業
（テーマに沿ってグループで追究）

＊ICT活用授業
（スマホ・タブレット・パソコン・AV利用）

国公立大学、私立大学（看護医療系、保育系、体育系）を目指すカリキュラム

主要教科をバランスよく学び、受験では幅広い分野に対応できます。

＊チューター制による進路指導
（生徒の学力や適性に沿った個別の進路指導）

美術大学、絵画・デザイン専門学校への進学を目指すカリキュラム

 大学進学を考えている
 専門学校進学を考えている 
公務員の仕事を考えている

国公立大学・私立大学
短大・専門学校
公務員

幅広い教養と
確かな学力を身につけます

未来の自分 順心で学ぶこと 卒業後の進路

 美術系大学への進学を考えている
 美術系専門学校への進学を考えている
 美術に関する仕事に就きたい

美術系大学・専門学校
デザイナー
イラストレーター 等

基礎技術と
多彩な創造性を身につけます

未来の自分 順心で学ぶこと 卒業後の進路

こんな検定にチャレンジ！

デザイン分野、絵画分野での基礎、基本
を学びます。

イラストレーター、フォトショップを使い
作品を仕上げ、美術展に出展します。

美術系大学への進学に対応できる学習
を指導していきます。

構　 成

素　 描

映像表現絵　 画

ビジュアル
デ ザ イ ン

美 術 史

スタディサプリでレベルアップ！
スマートフォンやタブレットでオンライン授
業が可能。授業の復習、補習、入試に向けて勉
強したいなど自分に合わせた学習が可能。

● 英語検定　● 数学検定　● 漢字検定　● 毛筆・硬筆検定
● 世界遺産検定　● ニュース検定　● GTEC

伝えるべきことを、魅力的に視覚伝達する力を育
てます。

美術作品と時代の関わりを知り、美術が果たした
役割について考えます。

全ての生徒がイラストレーター、フォトショップの
ソフトをペンタブレットを使ってデザインします。

形体、色彩、素材を生かしたデザイン力を育て、陶
芸や染色に取り組みます。

鉛筆デッサンは、見たものを把握し画面に描く
「基礎的素描力」を磨きます。

油絵、水彩画、描写を中心に学び、見る力、描く力
を育てます。
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＊調理器具の使い方を
　身につける

＊洋菓子、パン作りの基礎を
　身につける

＊レシピ作りをする授業
（食材の知識、栄養、衛生管理など）

　パソコン操作の基本を学びます。簿記では、経済の仕組みを学びます。たくさんの検定に挑戦するためパソコンを使っ
た学習が充実しています。

　調理の基本、器具の使い方、レシピ作りなどを実習を重ねて身につけます。食材選びや栄養・衛生管理など、食に関して
の知識を学びます。

＊簿記技術を学ぶ授業
くり返し、問題を解き知識を定着させる

＊パソコンを使った授業
各種ソフトを使って操作を身につける

情報化社会で働くスキルを身につけ、即戦力となることを目指すカリキュラム

社会の仕組みを学びながら、情報化社会で必要とされる能力を身に付ける。 調理の技術と共においしさの理由を理論として理解し、食品の特性や栄養と身体の関係を学びます。

＊各種検定の取得
パソコン系検定で5種目1級を目指す

スウィーツのパティシエ、フレンチやイタリアンのシェフを目指すカリキュラム

 地域で活躍したいと考えている
 資格を生かしたいと考えている

事務系、生産系、
サービス系への就職
大学、短大、専門学校 大学、短大、専門学校

経理やパソコンの基礎知識を学び
各種検定試験で多くの資格を
取得します

未来の自分 未来の自分順心で学ぶこと 卒業後の進路

 食に関わる仕事に就きたいと考えている
 将来は自分の店を持ちたいと考えている

生産系、ホテル
医療・介護・保育園等
各種施設（給食）への就職

食に関する技術と知識を身につける授業と
一般教養を身につけます

順心で学ぶこと 卒業後の進路

こんな検定にチャレンジ！

● 日商簿記検定3級　● 全商簿記検定会計1級　● 全商簿記検定2級　● 全商簿記検定3級　● ワープロ検定1級　● 表計算検定1級
● 文書デザイン検定1級　● プレゼンテーション検定1級　● スピード検定1級　● 毎日パソコン入力コンクール

調理養成学校日本一の技術と求人数を誇る「辻グループ」と特別提携をしています。
年２回の特別実習指導や、受験時の特別措置など様々な特典が受けられます。

「辻グループ」と特別提携をしています。
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食に関する技術と知識を身につける授業と
一般教養を身につけます

順心で学ぶこと 卒業後の進路

こんな検定にチャレンジ！

● 日商簿記検定3級　● 全商簿記検定会計1級　● 全商簿記検定2級　● 全商簿記検定3級　● ワープロ検定1級　● 表計算検定1級
● 文書デザイン検定1級　● プレゼンテーション検定1級　● スピード検定1級　● 毎日パソコン入力コンクール

調理養成学校日本一の技術と求人数を誇る「辻グループ」と特別提携をしています。
年２回の特別実習指導や、受験時の特別措置など様々な特典が受けられます。

「辻グループ」と特別提携をしています。
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食品製造
23.5％

サービス
23.5％

その他
9.9％

事務系
7.8％

製造
31.4％

介護系
3.9％

100%
となっています

＜3年＞本校での企業説明会
進路ガイダンス（企業の求める人材等の講話）
オンライン企業説明会（6月1日～）
求人票配布（7月1日～）
面接練習（夏季休暇中）
企業訪問（7月下旬）
3者面談（8月上旬）
受験先決定（8月中旬）
応募書類履歴書作成

就職試験開始9月16日～
内定先決定9月25日～
＜2年＞進路ガイダンス（消防・警察の講話等）
＜2年＞本校での企業説明会
内定者講話①「仕事の続けることの大切さ」
内定者講話②「入社に際して」
本校での企業説明会＜1年＞
＜1・ 2年＞合同企業説明会（令和3年度は静岡県武道館）

5月

6月

7月

8月

9月

11月

1月

2月

3月

スタディ・サプリ開始
全統共通テスト模試
受験対策講座開始
自分未来ブックワーク
基礎力診断テスト
スタディサポート
進路希望調査
全統記述模試
進研総合学力マーク模試
進路ガイダンス
進路希望調査
進研総合学力テスト①

美術進学ガイダンス
マイナビ講演会
全統マーク模試
夏季大学受験対策講座
サマースタディマラソン
オープンキャンパス参加課題
スタディ・サプリ到達度テスト①
大学・短大・専門 総合型選抜入試開始
ベネッセ・駿台マーク模試
私立大学推薦入試開始
進路ガイダンス
国公立大学推薦入試開始

進研総合学力テスト②
進路希望調査
スタディ・サプリ到達度テスト②
ウインタースタディマラソン
共通テストシミュレーション
受験対策年末年始勉強会
進研総合学力テスト③
大学入試共通テスト
２次試験対策指導
国公立大学前期試験
国公立大学後期試験

3年
1年・2年
3年

2年

3年
3年

1年・2年
2年
全学年
2年・3年

3年
3年
3年
3年

1年・2年
3年
3年

1年・2年
1年・2年
1年・2年
1年・2年

2年
1年・2年
全学年
3年
3年
3年

1年・2年
1年・2年
1年
3年
3年

1年・2年 11月

12月

1月

2月
3月

7月

8月

9月

10月

11月

4月

5月

6月

“行きたい学校”に合格できるよう全力でサポートします。 生徒、一人ひとりの希望、個性及び能力を生かした就職指導をします。

　私は、学校生活、サッカー部での活動を通し
て、他人を思いやること、チームワーク、継続す
る努力、体力を培ってきました。その経験を活
かせる仕事として、警察官への道を志し、その夢
を掴みました。部活と勉強の両立は、簡単なも
のではなく、苦労の連続でしたが、諦めず努力
したことが実を結びました。将来、市民に信頼さ
れる立派な警察官を目指します！

　私は国公立大学合格を目指して取り組んでき
ました。勉強面で分からないことは先生に質問
しに行き、とても丁寧に解説していただきまし
た。また、面接に関しては先生方のアドバイスや
部活の経験、友人の励ましもあり本番は落ち着
いて臨むことが出来ました。この経験を糧に、
今後も成長していけるように頑張っていきたい
と思います。

　美術の授業が好きという理由で順心の美術
造形デザイン科に入りました。この3年間で沢
山の作品・価値観に触れ、人と関わってきまし
た。そのなかで思うようにいかない出来事も自
分で解決し、“美術”という枠組みを越え、人とし
て成長できた3年間でした。大学でも人と接す
る楽しさを忘れずどんどん行動していこうと思
います。

　私は12歳の時に順心中学高等学校への入学
を決めました。6年間、バスケットボール部の活
動と勉強との両立を妥協せずに取り組んだから
こそ粘り強く完遂する力が身についたと思いま
す。また、受験前には先生方から手厚い指導を
して頂き、志望校に合格できました。今後も目標
を高く掲げ頑張ります。

　私は入学時から文武両道を心掛けて生活し
ていました。サッカーをしながら就職活動をす
るのは大変なこともありました。しかし、面接練
習をして下さる先生方や友達に支えられ自信を
持って試験に挑むことができました。部活も勉
強も目標をもって取り組むことができました。次
のステージでも頑張ります。

　私は、調理師に憧れ順心高校に入学しまし
た。実習ではどんな年齢層の方でも食べやすく
なるように工夫するなど、みんなが食べること
を考えて作ることを学びました。食品学などを
学ぶうちに改めて料理の楽しさに気づくことが
できました。卒業後は、夢である調理師として働
くことになりました。今まで学んだことを生かし
て頑張っていきたいです。

京都大学
金沢大学
筑波大学
千葉大学
東京学芸大学
宇都宮大学
静岡大学
山梨大学

和歌山大学
高知大学
琉球大学
静岡県立大学
静岡文化芸術大学
名寄市立大学
長野大学
長岡造形大学

トロント大学(カナダ)
北京外国語大学(中国)
ミズーリバレー大学(アメリカ)
ケンタッキー州立大学(アメリカ)
ペンシルバニア州立大学(アメリカ)
フレイザーバレー大学(カナダ)
バトラー大学（アメリカ）

早稲田大学
慶応義塾大学
明治大学
津田塾大学
成蹊大学
成城大学
日本大学
東洋大学
駒澤大学
専修大学
日本社会事業大学
大東文化大学
東海大学
亜細亜大学 
国士舘大学
武蔵野美術大学
多摩美術大学
女子美術大学
東京造形大学
日本体育大学

東京女子体育大学
明治薬科大学
東京薬科大学
神田外国語大学
順天堂大学
東京工芸大学
文教大学
東京国際大学
帝京平成大学
東京農業大学
神奈川大学
関東学院大学
山梨学院大学
東北芸術工科大学
常葉大学
聖隷クリストファー大学
静岡福祉大学
静岡産業大学
愛知大学
中京大学

愛知淑徳大学
名城大学
名古屋外国語大学
椙山女学園大学
日本福祉大学
名古屋経済大学
名古屋造形大学
名古屋芸術大学
岐阜女子大学
立命館大学
京都産業大学
関西学院大学
関西大学
京都外国語大学
関西外国語大学
大谷大学
京都造形芸術大学
大阪体育大学
福岡大学 
立命館アジア太平洋大学

亜細亜大学 短期大学部
共立女子短期大学
小田原女子短期大学

日本大学短期大学部
常葉大学短期大学部

静岡市立静岡看護専門学校
静岡市立清水看護専門学校
静岡済生会看護専門学校
静岡県中部看護専門学校
島田市立看護専門学校
静岡県東部看護専門学校
茅ヶ崎看護専門学校
下田看護専門学校
富士リハビリテーション専門学校
エコール辻大阪・東京
中央調理製菓専門学校
東海調理製菓専門学校
静岡デザイン専門学校
静岡産業技術専門学校

静岡歯科衛生士専門学校
名古屋リゾート＆スポーツ専門学校
中央医療健康大学校
ルネサンス・ペット・アカデミー
大原法律公務員専門学校
静岡福祉医療専門学校
資生堂美容技術専門学校
静岡インターナショナルエアーリゾート専門学校
トヨタ名古屋自動車大学校
桑沢デザイン研究所

しずおか焼津信用金庫
マルハチ村松
梅の木
御前崎プラスチック

事務系

東洋水産
ネスレ
日清食品
はごろもフーズ
富士食品工業
プリンス食品

柳屋本店
藤枝農産加工所
ヤマザキ

食品製造

静環検査センター
INAC神戸
日テレ・東京ヴェルディベレーザ
ちふれASエルフェン埼玉
ノジマステラ神奈川相模原

その他

サンエレック（携帯販売）
販売系

中島屋ホテルズ（調理）
ホテル・レストラン

スズキ
ピアス
住友ベークライト
三共静岡製作所
小糸製作所
ツムラ
バスクリン
エフシー中央薬理研究所

資生堂
松浦スチロール
ナカダ産業
カヨウコーポレーション
シヨウケンガリレイ
FPKナカタケ

食品以外製造

ふじトピア
第二開寿園

介護

日本郵便
東名自動車学校
トヨタ生協
ゆりかご保育園（調理）
静岡カントリー島田ゴルフコース
太平洋フェリー
日進医療食品
知久
魚国総本社（調理）
セイワ企画（調理）

サービス系
静岡県警察

公務員

海外大学

私立大学 私立短期大学

専門学校

国公立大学

多くの人に支えてもらえた学校生活人に触れる大切さ 夢は掴むもの！ 文武両道私が手に入れた未来

しずおか焼津信用金庫
令和3年度卒業  河村 茉奈さん

太平洋フェリー
令和3年度卒業  増田 明流さん

静岡文化芸術大学 文化政策学部
令和3年度卒業  野末 舞さん

東京造形大学 造形学部
令和3年度卒業  渡會 凜さん

静岡県立大学 経営情報学部
令和3年度卒業  河村 佳乃さん

静岡県警察
令和3年度卒業  池谷 琉奈さん

国公立大学合格への6年間

1年間を通して、就職活動や面談指導があります。スキルアップのため、多種の検定が行われます。

進  学 就  職
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食品製造
23.5％

サービス
23.5％

その他
9.9％

事務系
7.8％

製造
31.4％

介護系
3.9％

100%
となっています

＜3年＞本校での企業説明会
進路ガイダンス（企業の求める人材等の講話）
オンライン企業説明会（6月1日～）
求人票配布（7月1日～）
面接練習（夏季休暇中）
企業訪問（7月下旬）
3者面談（8月上旬）
受験先決定（8月中旬）
応募書類履歴書作成

就職試験開始9月16日～
内定先決定9月25日～
＜2年＞進路ガイダンス（消防・警察の講話等）
＜2年＞本校での企業説明会
内定者講話①「仕事の続けることの大切さ」
内定者講話②「入社に際して」
本校での企業説明会＜1年＞
＜1・ 2年＞合同企業説明会（令和3年度は静岡県武道館）

5月

6月

7月

8月

9月

11月

1月

2月

3月

スタディ・サプリ開始
全統共通テスト模試
受験対策講座開始
自分未来ブックワーク
基礎力診断テスト
スタディサポート
進路希望調査
全統記述模試
進研総合学力マーク模試
進路ガイダンス
進路希望調査
進研総合学力テスト①

美術進学ガイダンス
マイナビ講演会
全統マーク模試
夏季大学受験対策講座
サマースタディマラソン
オープンキャンパス参加課題
スタディ・サプリ到達度テスト①
大学・短大・専門 総合型選抜入試開始
ベネッセ・駿台マーク模試
私立大学推薦入試開始
進路ガイダンス
国公立大学推薦入試開始

進研総合学力テスト②
進路希望調査
スタディ・サプリ到達度テスト②
ウインタースタディマラソン
共通テストシミュレーション
受験対策年末年始勉強会
進研総合学力テスト③
大学入試共通テスト
２次試験対策指導
国公立大学前期試験
国公立大学後期試験

3年
1年・2年
3年

2年

3年
3年

1年・2年
2年
全学年
2年・3年

3年
3年
3年
3年

1年・2年
3年
3年

1年・2年
1年・2年
1年・2年
1年・2年

2年
1年・2年
全学年
3年
3年
3年

1年・2年
1年・2年
1年
3年
3年

1年・2年 11月

12月

1月

2月
3月

7月

8月

9月

10月

11月

4月

5月

6月

“行きたい学校”に合格できるよう全力でサポートします。 生徒、一人ひとりの希望、個性及び能力を生かした就職指導をします。

　私は、学校生活、サッカー部での活動を通し
て、他人を思いやること、チームワーク、継続す
る努力、体力を培ってきました。その経験を活
かせる仕事として、警察官への道を志し、その夢
を掴みました。部活と勉強の両立は、簡単なも
のではなく、苦労の連続でしたが、諦めず努力
したことが実を結びました。将来、市民に信頼さ
れる立派な警察官を目指します！

　私は国公立大学合格を目指して取り組んでき
ました。勉強面で分からないことは先生に質問
しに行き、とても丁寧に解説していただきまし
た。また、面接に関しては先生方のアドバイスや
部活の経験、友人の励ましもあり本番は落ち着
いて臨むことが出来ました。この経験を糧に、
今後も成長していけるように頑張っていきたい
と思います。

　美術の授業が好きという理由で順心の美術
造形デザイン科に入りました。この3年間で沢
山の作品・価値観に触れ、人と関わってきまし
た。そのなかで思うようにいかない出来事も自
分で解決し、“美術”という枠組みを越え、人とし
て成長できた3年間でした。大学でも人と接す
る楽しさを忘れずどんどん行動していこうと思
います。

　私は12歳の時に順心中学高等学校への入学
を決めました。6年間、バスケットボール部の活
動と勉強との両立を妥協せずに取り組んだから
こそ粘り強く完遂する力が身についたと思いま
す。また、受験前には先生方から手厚い指導を
して頂き、志望校に合格できました。今後も目標
を高く掲げ頑張ります。

　私は入学時から文武両道を心掛けて生活し
ていました。サッカーをしながら就職活動をす
るのは大変なこともありました。しかし、面接練
習をして下さる先生方や友達に支えられ自信を
持って試験に挑むことができました。部活も勉
強も目標をもって取り組むことができました。次
のステージでも頑張ります。

　私は、調理師に憧れ順心高校に入学しまし
た。実習ではどんな年齢層の方でも食べやすく
なるように工夫するなど、みんなが食べること
を考えて作ることを学びました。食品学などを
学ぶうちに改めて料理の楽しさに気づくことが
できました。卒業後は、夢である調理師として働
くことになりました。今まで学んだことを生かし
て頑張っていきたいです。

京都大学
金沢大学
筑波大学
千葉大学
東京学芸大学
宇都宮大学
静岡大学
山梨大学

和歌山大学
高知大学
琉球大学
静岡県立大学
静岡文化芸術大学
名寄市立大学
長野大学
長岡造形大学

トロント大学(カナダ)
北京外国語大学(中国)
ミズーリバレー大学(アメリカ)
ケンタッキー州立大学(アメリカ)
ペンシルバニア州立大学(アメリカ)
フレイザーバレー大学(カナダ)
バトラー大学（アメリカ）

早稲田大学
慶応義塾大学
明治大学
津田塾大学
成蹊大学
成城大学
日本大学
東洋大学
駒澤大学
専修大学
日本社会事業大学
大東文化大学
東海大学
亜細亜大学 
国士舘大学
武蔵野美術大学
多摩美術大学
女子美術大学
東京造形大学
日本体育大学

東京女子体育大学
明治薬科大学
東京薬科大学
神田外国語大学
順天堂大学
東京工芸大学
文教大学
東京国際大学
帝京平成大学
東京農業大学
神奈川大学
関東学院大学
山梨学院大学
東北芸術工科大学
常葉大学
聖隷クリストファー大学
静岡福祉大学
静岡産業大学
愛知大学
中京大学

愛知淑徳大学
名城大学
名古屋外国語大学
椙山女学園大学
日本福祉大学
名古屋経済大学
名古屋造形大学
名古屋芸術大学
岐阜女子大学
立命館大学
京都産業大学
関西学院大学
関西大学
京都外国語大学
関西外国語大学
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住友ベークライト
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海外大学

私立大学 私立短期大学

専門学校

国公立大学

多くの人に支えてもらえた学校生活人に触れる大切さ 夢は掴むもの！ 文武両道私が手に入れた未来

しずおか焼津信用金庫
令和3年度卒業  河村 茉奈さん

太平洋フェリー
令和3年度卒業  増田 明流さん

静岡文化芸術大学 文化政策学部
令和3年度卒業  野末 舞さん

東京造形大学 造形学部
令和3年度卒業  渡會 凜さん

静岡県立大学 経営情報学部
令和3年度卒業  河村 佳乃さん

静岡県警察
令和3年度卒業  池谷 琉奈さん

国公立大学合格への6年間

1年間を通して、就職活動や面談指導があります。スキルアップのため、多種の検定が行われます。

進  学 就  職
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ショッピングモール
でのランチ

UCLAキャンパスツアーで広大な敷地を散策

合服に
なります

夏服に
なります

冬服に
なります

合服に
なります

コート
着用
OK!

前期始業式 ●
入学式 ●

新入生歓迎会 ●
交通安全教室 ●
半僧坊研修 ●

● ブリティッシュヒルズ研修
● 食事作法研修
● オープンキャンパス
● 前期第1 回定期試験
● 合服着用

着付け教室 ●
ステイマナー ●

卒業生を送る会 ●
水引講座 ● ● 卒業式

● 学年末定期試験
● 後期球技大会
● 終業式・離任式
● 春季休暇

修学旅行 ●
＜カリフォルニア＞
マラソン大会 ●
水引講座 ●
冬季休暇 ●

● 後期第2回定期試験

 芸術鑑賞教室 ●
前期球技大会 ●
前期終業式 ●
後期始業式 ●

しらうめ祭（文化祭） ●
冬服着用 ●

● コーラスコンクール
● 後期第1回定期試験
● 美術デザインスタイル
クックデザインスタイル作品展

 全校登校日 ●
スタディサプリ到達度テスト ●

● 創立記念日
● 集団宿泊訓練
● 新体力テスト
● 前期末定期試験
● 合服着用

体育大会 ●
進路ガイダンス ●
サマーキャンプ ●

修学旅行 ●
＜北海道＞　 
保育研修 ●
夏服着用 ●

● 前期第2回定期試験
● 地震避難訓練
● 夏季休暇
● 中学校里帰り訪問

入学式
食事作法研修

体育大会
集団宿泊訓練

コーラスコンクール

美術デザインスタイル
クックデザインスタイル作品展

芸術鑑賞教室

しらうめ祭

マラソン大会

ステイマナー

水引講座 卒業式

1日目 学校出発 ⇒ 羽田空港 ⇒ 北海道 ⇒ 支笏湖 ⇒  ホテル

3日目 国立アイヌ民族博物館・ウポポイ ⇒ グランテラス千歳 ⇒ えこりん村

⇒ 小樽市内班別行動4日目 青い池 ⇒ ファーム冨田 ⇒  フラワーランドかみふらの

2日目 オリエンテーリング ⇒  希望別学習体験 ⇒  ホテル

5日目 羊が丘展望台 ⇒ 学校到着⇒ 羽田空港⇒ 新千歳空港

　3年生全員が同一日程で、北海道（道南中心）を周遊し、自然・文化・
産業に触れて、歴史と人々の生活について学習します。

学校出発 ⇒ 羽田空港発 ⇒ ロサンゼルス着 ⇒ サドルバック着
⇒ ホームステイ先対面式⇒ ホームステイ（終日）

サドルバック・キャンパスツアー・英語授業 ⇒ 
ロサンゼルス ・Alliance Ted K. ・Tajima High School 訪問⇒ 

ロサンゼルス・UCLA見学・California Science Center ⇒
サドルバック ⇒ 英語授業 

アナハイム ・ディズニーランド⇒サドルバック・ホームステイ・英語授業

サンディエゴ ⇒研修　サドルバック ⇒ 修了書授与
ロサンゼルス ⇒ ローカル研修

ロサンゼルス出発⇒ 羽田空港着⇒ 学校 着

英語による異文化交流を目指す「英語学習中心」の研修旅行です。
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■ 第33回 東海高等学校バスケットボール新人大会 ＜ベスト8＞
■ 第73回 全国高等学校バスケットボール選手権大会 静岡県予選 ＜ベスト8＞
■ 令和2年度 静岡県高等学校バスケットボール新人大会 ＜第3位＞
■ 令和3年度 全国高等学校総合体育大会 静岡県大会 ＜第6位＞
■ 第74回 全国高等学校バスケットボール選手権大会 静岡県大会 ＜ベスト8＞

「夢をあきらめない」「和を以て技を制す」

■ 令和3年度 静岡県高等学校総合体育大会
　　静岡県大会 ＜優勝＞
　　東海大会 ＜優勝＞   
■ 令和3年度 全国高等学校総合体育大会 ＜準優勝＞
■ 皇后杯第43回 全日本女子サッカー選手権大会 ＜3回戦敗退＞

■ 第30回 全日本高等学校女子サッカー選手権大会
　　静岡県大会 ＜優勝＞　
　　東海大会 ＜優勝＞
■ 第30回 全日本高等学校女子サッカー選手権大会 ＜第3位＞

「 挑戦 夢をつかめ！ 」を合言葉にNo.1を目指します。

■ 令和2年度 静岡県高等学校新人柔道大会
　女子団体の部 ＜優勝＞　個人の部48kg級 ＜優勝＞
■ 第43回 全国高等学校柔道選手権大会 
　女子個人の部48kg級 ＜出場＞
■ 令和3年度 全国高等学校総合体育大会 東海大会
　女子団体の部 ＜出場＞
　48kg級 ＜第2位＞　52kg級 ＜第3位＞　63kg級 ＜優勝＞　　

■ 令和3年度 全国高等学校総合体育大会 全国大会
　48kg級・52kg級・63kg級・78kg超級 ＜出場＞
■ 令和3年 全日本ジュニアオリンピック柔道体重別選手権大会 
　静岡県予選　48kg級・63kg級・78kg超級 ＜優勝＞
■ 令和3年度 静岡県高等学校新人柔道大会 中部地区予選
　48kg級 ＜優勝＞　52kg級 ＜優勝＞＜第4位＞
　52kg級 ＜優勝＞　63kg級 ＜優勝＞＜第2位＞＜第4位＞
　無差別級 ＜優勝＞＜第3位＞＜第4位＞

整った設備の中で、夢・心・絆をモットーに雰囲気のよい練習が毎日行われています。

■ 第69回 静岡県高等学校総合体育大会 一次予選 ＜第3位＞
■ 第69回 静岡県高等学校総合体育大会 ＜ベスト8＞
■ 令和3年度 静岡県高等学校ソフトボール選手権大会 ＜ベスト8＞
■ 第32回 中部私立高等学校選抜大会2部 ＜ベスト4＞
■ 令和3年度 静岡県高等学校女子新人ソフトボール大会 ＜ベスト8＞

Enjoy Softballをモットーに日々練習に励んでいます。
■ 令和元年度 静岡県高等学校総合体育大会
　中部地区予選 ＜団体戦 ベスト8＞
■ 令和元年度 静岡県高等学校総合体育大会
　＜個人戦・団体戦 出場＞
■ 第59回 石垣杯争奪静岡県高等学校
　剣道優勝大会 ＜団体戦 出場>

技術とチーム力の向上を目指し、
少人数で活動しています。

■ 令和3年度 静岡県高校総体 バレーボール競技 静岡県大会＜ベスト8＞
■ 令和3年度 全日本バレーボール高校選手権大会 静岡県予選大会＜ベスト8＞
■ 令和3年度 望月杯 富士宮市バレーボール選手権大会（招待試合）＜優勝＞4連覇
■ 令和3年度 静岡県高等学校新人体育大会バレーボール競技中部地区＜第6位＞
■ 令和2年度 井林杯 藤枝市高校女子バレーボール選手権大会＜優勝＞3連覇

「ノリと勢い！」Aggressive Volleyball
バレーボール部
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「夢をあきらめない」「和を以て技を制す」

■ 令和3年度 静岡県高等学校総合体育大会
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　　東海大会 ＜優勝＞   
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■ 令和2年度 静岡県高等学校新人柔道大会
　女子団体の部 ＜優勝＞　個人の部48kg級 ＜優勝＞
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■ 令和3年度 全国高等学校総合体育大会 東海大会
　女子団体の部 ＜出場＞
　48kg級 ＜第2位＞　52kg級 ＜第3位＞　63kg級 ＜優勝＞　　

■ 令和3年度 全国高等学校総合体育大会 全国大会
　48kg級・52kg級・63kg級・78kg超級 ＜出場＞
■ 令和3年 全日本ジュニアオリンピック柔道体重別選手権大会 
　静岡県予選　48kg級・63kg級・78kg超級 ＜優勝＞
■ 令和3年度 静岡県高等学校新人柔道大会 中部地区予選
　48kg級 ＜優勝＞　52kg級 ＜優勝＞＜第4位＞
　52kg級 ＜優勝＞　63kg級 ＜優勝＞＜第2位＞＜第4位＞
　無差別級 ＜優勝＞＜第3位＞＜第4位＞

整った設備の中で、夢・心・絆をモットーに雰囲気のよい練習が毎日行われています。

■ 第69回 静岡県高等学校総合体育大会 一次予選 ＜第3位＞
■ 第69回 静岡県高等学校総合体育大会 ＜ベスト8＞
■ 令和3年度 静岡県高等学校ソフトボール選手権大会 ＜ベスト8＞
■ 第32回 中部私立高等学校選抜大会2部 ＜ベスト4＞
■ 令和3年度 静岡県高等学校女子新人ソフトボール大会 ＜ベスト8＞

Enjoy Softballをモットーに日々練習に励んでいます。
■ 令和元年度 静岡県高等学校総合体育大会
　中部地区予選 ＜団体戦 ベスト8＞
■ 令和元年度 静岡県高等学校総合体育大会
　＜個人戦・団体戦 出場＞
■ 第59回 石垣杯争奪静岡県高等学校
　剣道優勝大会 ＜団体戦 出場>
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「ノリと勢い！」Aggressive Volleyball
バレーボール部
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しらうめ祭での
パフォーマンスや

外部の展覧会応募にむけ、
作品制作に

取り組んでいます。

ボランティア活動で点字の講習、募金活動などを
中心に行っている部活動です。

全国の特別支援学校への点字のカレンダーを
贈呈する活動をしています。

日本の伝統楽器である
お箏を演奏する部活です。

浴衣の着付けも
習うことができます。

各自の計画に沿って
各種検定の合格を目指し
活動しています。

みんなで稽古を重ねて
しらうめ祭で発表をします。

物語を作るって
楽しいですよ。

池坊流師範の
先生のご指導の元、
四季の花を使った
生け花を

楽しんでいます。

■ 静岡県高等学校文化連盟「器楽・管弦楽」専門部 第25回 演奏会 ＜出演＞
■ 藤枝順心中学校・高等学校 創立110周年記念式典で演奏
■ 第16回 定期演奏会を開催

3名のプロの先生方から指導を受けオーケストラの素敵な響きを追究しています♪

■ 令和3年度 高等学校総合文化祭美術工芸部門 第69回静岡県高等学校 美術・工芸展

■ 静岡県高等学校総合文化祭美術工芸部門 第37回 中部展 ＜特選＞2名　＜入選＞11名
■ 前島神社 干支大絵馬 奉納
■ 前藤枝市蓮華寺池公園 藤の里 樹名板15種デザイン

高文祭に向け、全員入賞を目指しがんばっています。

■ 第45回 全国高等学校総合文化祭（紀の国わかやま総文2021）＜出演＞
■ 第76回 関東合唱コンクール静岡県大会 ＜金賞・全日本理事長賞＞（事前録音を審査する形で行われました）
■ 第76回 関東合唱コンクール ＜銅賞＞
■ 第32回 静岡県ヴォーカルアンサンブルコンテスト ＜金賞・グランプリ＞

全国大会を目標に、心に響く音楽を奏でられるよう、日々練習に励んでいます。

■ 静岡県高等学校文化連盟
　「器楽・管弦楽」専門部 第25回 演奏会 ＜出演＞
■ 藤枝順心中学校・高等学校 創立110周年記念式典で演奏
■ 第16回 定期演奏会を開催
■ 関東ブロック商工会議所青年部連合会 
　令和3年度スクラム情報交換会で演奏

アルプス山脈が目に浮かぶような
スイスの民族楽器アルプホルン。
高校の部活動では全国唯一です。

＜特選＞「talks」
望月　春

＜特選＞カエルのお出迎え」
五十川 あおい

＜特選＞お宮さんそうじ」
平口　鈴

表千家師範の先生の
指導を受けながら
日本文化・お茶文化の

奥深さを
知ることができます。

■ 点字カレンダー寄贈20年
　点字絵本を作成
■ 藤枝駅南口
　ハンギングバスケット入れ替え
■ 静岡県私学協会
　日本善行賞 ＜受賞＞

　主に点字カレンダー作成や点字、駅前のハンギングバスケッ
トの手入れをしています。その活動が認められ、善行賞を頂き
ました。その他にも外部のボランティア活動をしています。
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7:50
＜高校登校・朝学習＞
一日がスタート！

朝の挨拶はしっかりと

8:15
＜朝礼＞

クラスで先生から
連絡事項を聞きます

8:10
＜中学登校＞
朝礼まで朝自習！

8:30
＜（月曜日）第1時限 講話＞

講堂に集まり
校長先生の講話を聞きます

9:25
＜（月曜日）第2時限  HR活動＞
進路や行事について話し合います

10:20
＜第3時限  情報＞
パソコンソフトの
使い方を学びます

11:15
＜第4時限  体育＞

広い体育館と
人工芝のグラウンドで行います

12:45
＜第5時限  礼法＞

礼法室で
礼儀作法を学びます

13:40
＜第6時限  英語＞

英語の授業を
集中して受けます

14:35
＜第7時限  音楽＞
歌唱、鑑賞をして

芸術的な感性を養います

15:30
＜清掃＞
割烹着を着て

丁寧に掃除をします

16:30
＜下校・部活動＞
終礼後は自主勉強や
部活動に励みます

　放課後は受験対策講座や、オンライン
学習（右記）、図書室や教室での自学自
習・補習など、様々な学習サポートがあ
ります。受験対策講座は1年生9月から
3年生12月まで英・国・数を中心に行っ
ています。大学や看護・医療専門学校を
希望の人は、ぜひ活用してください。

　スタディサプリは何千講座もの中から、
自分に必要な講義動画を選び、好きな時に
好きな場所で、何度でも受講できる学習シ
ステムです。実際に塾に通うよりも選択の
幅が広く、費用も何十分の一かで済みます。
そして、順心ではスタディサプリをパソコ
ン室で受講できる体制を取っています。

12:00
＜昼食＞

教室で昼食を取ります

整った環境で
充実した高校生活！
順心高等学校は８階建て校舎と、

講堂・体育館がレイアウトされています。
教育設備はもちろん、

部活動を支えるトレーニングフロアも
完備しています。

柔道部、剣道部が
活動しています。

トレーニングフロアが
あります

1Ｆ
格技場

8 Ｆ
音楽室

4 Ｆ
図書室

6 Ｆ
礼法室

3 Ｆ
パソコン室

1 Ｆ
調理室

2 Ｆ
体育館

講 堂

屋外
人工芝
グラウンド

12月、インターアクト部が2022年の点字カ
レンダー 403部を制作しました。全国の視
覚特別支援学校や視覚障害者福祉施設、藤
枝市等に送りました。カレンダーの制作は
20年前から毎年している取り組みです。

蓮華寺池公園内　藤の里広場改め、フジに特化
したエリア「フジの庭園」に改名。この場所の知名
度を上げ、楽しんでもらえるよう藤枝順心手工芸
部が樹名板のデザインをリニューアルしました。

11月9日㈫に創立110周年記念式典が行われまし
た。悪天候の中、大勢の来賓の方々に御出席いただ
きました。式典の最後には管弦楽部と全校生徒の
合唱による「ふるさと」と「大地讃頌」の演奏が行わ
れました。

様々な学習サポート スタディサプリの活用
放課後学習 自主学習の推進

令和3年度の順心の様子

インターアクト部「点字カレンダー2022」
寄贈を続けて20年！

藤の郷広場リブランディング
樹名板デザイン設置

創立110周年記念式典が行われました。
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静鉄ストア

▲ QRコードを
読み込んでください

順心HPを
ご覧ください

〒426ｰ0067 静岡県藤枝市前島2丁目3番1号　tel.054ｰ635ｰ1311（代）　fax. 054ｰ635ｰ6119
＊http://www.fgjunshin.net ＊post@fgjunshin.net

自転車通学
2階建駐輪場完備（収容500台以上）
電車通学
JR藤枝駅からは徒歩5分です

JR東海道線 用宗駅以東、菊川駅以西の方には
交通費補助制度があります。

焼津地区、榛南地区からの通学生のた
めに、スクールバスが運行されています

美術デザインスタイル・クックデザインスタイル 実習体験

3日土第1回 9月 12日土第2回 11月

高等学校  体験見学会・説明会・相談会

30日土第1回 7月

5日土11月
17日土9月
20日土第2回 8月

17日土第2回12月10日土第1回12月

3日土12月

夕方個別相談会

12月5日月～9日金・12月12日月～16日金
午後5時から午後7時までの相談会＜予約不要＞

イベント

しらうめ祭 ＊中学生と高校生の文化祭10月22日土・23日日
小学生対象のイベント※小学生全学年対象

夏休み学習室『夏休みの課題をみんなでやってみよう』

6日土・8月18日木8月

24日土受験生クリスマス勉強会（入試直前の勉強会です） 12月

母の日プレゼント『お母さんに私だけのプレゼントを作ろう！』午後～ 7日土5月

＜小学校6年生対象＞講習会・オープンテスト

オープンテスト（国語・算数の入試の模擬テストです）

3日土9月第1回 26日土11月第2回

入試対策講習会（国語・算数の入試に備えた学習をします）時間：17:30～

30日火・31日水8月第1回 21日月・22日火11月第2回

中学校体験会・見学会・説明会・相談会※表記がない場合は小学生全学年が対象です

1日体験入学 参観授業、部活動見学、施設見学 他

学校説明会 部活動見学、施設見学 他

入試説明会 入試について、学校生活、諸経費など 他

個別相談会 ＜予約不要＞

体験見学会 授業体験、部活動見学、施設見学 他

在校生と一緒に、美術・調理の実習授業を体験

オープンテストの解説や、入試情報を詳しく説明入試説明会 3日土12月

体 験 会 授業と部活動の見学・体験、施設見学など

18日土6月第1回 20日土8月第3回30日土7月第2回

22日土・23日日（しらうめ祭と同時開催）10月
文化祭見学、個別相談ブースにて募集要項配布・経費説明など見学・相談会

17日土9月授業参観、諸経費説明、部活動見学など見 学 会

25日土2023年 2月＜小4、5生対象＞学校紹介、部活動見学・体験など  午後～

学校説明会

5日土11月＜小6生対象＞出願書類の配布、入試手続き説明など

ACCESS

INFORMATION 2022

通学のご案内

入試のためのご案内


