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●地下鉄　南北線北18条駅下車、徒歩5分
●地下鉄　東豊線北13条東駅下車、徒歩9分

●JR線　JR札幌駅下車、徒歩15分
●バス停　中央バス　北15西1　徒歩1分
　　　　　　　　　　 北18西5　徒歩6分

〒001-0016 札幌市北区北16条西2丁目　TEL（011）707-5001（事務室）　FAX（011）746-7371
HP http://www.fuji-gjshs.jp/　E-mail kouhou@fuji-gjshs.jp

藤女子中学校・高等学校
藤女子は

サッポロスマイルを
応援します

北 口

南北線
北12条

中央バス
北15西1
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環状通

←至 桑園
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藤女子中学校
北16条西2丁目

寄宿舎
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学校説明会

入試関連スケジュール
内　　容

入学願書出願期間

入学試験会場下見（本校（札幌）のみ）

入学試験日

合格発表

入学手続期間

月　　日

11月26日（月）～12月26日（水）

1月10日（木）

1月11日（金）

1月13日（日）

1月15日（火）～2月8日（金）

時　　間

郵送（当日消印有効）

13：00～16：00

9：00～15：30

郵送のみ

郵便振込・郵送（当日消印有効）

入試会場は札幌以外にも
次の4会場で実施 旭川・北見・釧路・帯広

詳細はHPにて

● 5月12日（土）･････････････････ 旭川会場

● 5月13日（日）･････････････････ 北見会場

● 5月20日（日）･････････････････ 函館会場

　　　　　　　　　　　　　 苫小牧会場

● 5月26日（土）･････････････････ 釧路会場

● 5月27日（日）･････････････････ 帯広会場

5月28日（月）・6月4日（月）

6月23日（土）

9月1日（土）

7月15日（日）

10月20日（土）

11月23日（金・祝）

学校公開日

第1回  寄宿舎見学

学校祭・バザー

第1回  学校見学会

第1回  小6学習会（国・算・理・社）申込制

申込制

申込制

第2回  学校見学会

第2回  小6学習会（国・算・理・社）申込制

第2回  寄宿舎見学 申込制

全道各地で
説明会を実施します。

藤女子中学校・高等学校
Fuji Girls’ School

School Guide 2019



S I N C E 1 9 2 5
93 年前、ドイツからやってきた 3 人のシスターが北の大地に遺したもの。

それは、キリスト教の愛の精神に基づき、豊かな感性と

人を思い遣る女性を育てるという使命。

自分を知り、相手を理解し、他者と共に生きるために。

ひとりの小さな女の子が、素敵なレディとなるために。

ここは、女子が幸せになる学校。

理事長　永田 淑子
学校法人 藤学園
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数学

英語

ＬＣ

１年 ２年
基礎期

３年 ４年
充実期

文
理
選
択

中学学習内容
修得

英検３級レベル
修得

少人数
レッスン

Motivation

Standard

Advanced

Motivation

Standard

Advanced

Motivation

Advanced

Motivation

Standard

５年 ６年
発展期

Motivation

Advanced

Motivation

　第二次性徴が男子より平均して２年早いといわれる女
子にとって、10 代前半に「先取り学習」を行うことは理にか
なっています。物足りなさを感じることなく、学習の基礎
を形成することができます。語学力や筆記能力に加え欧米
型思考力を育む「Language and Culture」では、自分で選択
したレベル別クラスでの学びが２年次より始まります。

　自分を客観的に見つめはじめる時期、「とにかくやりな
さい」という指示では力が入りません。中学レベルの内容
を終えた数学と英語の授業では、半期ごとにレベル別クラ
スが選択可能となります。自分で選ぶという行為が、自分
の背中を押すのです。ゴールが見えるから歩き出し、ゴー
ルするから次のスタートを切ることができる２年間です。

　４年生の秋に、理系と文系のどちらに進むかを選択しま
す。「発展期」は、仲間と共に培ってきた４年分の力を、自分
の未来のために集結させる２年間です。５・６年生には、
学年ごとに自習室が設定され、学習環境が整えられます。
休み時間や放課後、先生方に熱心に質問する先輩の姿をあ
ちこちで目にすることができます。

※数学と英語のAdvanced には学内基準が設けられます。 ※理系Advanced のみ学内基準が設けられます。

余裕をもって、着実に。
それが心地よさの秘密。

目標をもって、選択する。
それが熱心さの理由。

未来の「わたし」に出会うため。
それが選ぶことの土台。

理系

文系

Advanced

女
子
の
た
め
の
６
年
間
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JICA 開
発途

上
プ
ロ
グ
ラ
ム

マナー
教室

鎌
田
實

先生の講演会

待
降節期間の募金活動

千

羽鶴を献納し平和を
願う

室蘭工業大学
の出

前
授
業

車椅子体験・高
齢者

体
験

被災地へのボランテ
ィア

活
動

オーストラリア海
外研

修
出
発

乃村工藝社
ワー

ク
シ
ョ
ッ
プ

避難所運営ゲーム「
Do

は
ぐ
」
体
験

札
幌
市
北
消
防

署
と札幌市保健福祉

局に

よ
る
救
命
講
習

ジュニアロースクール
へ参

加

謙遜
Modesty

忠実Sincerity

潔白Purity

育まれる３つの
エレメント

M
element

モダン・スタディ。
めまぐるしく変化する現代社会を読み解いてゆく人文系の学問。

マナー。
レディになるための大切な準備。

モラル。
正しいことを正しいと素直に告げる勇気。

「わたし」を磨く、藤のＭエレメント

フィジカル。
身体と向き合い、柔軟である。

ピュリティ。
心に曇りなく、相手と向き合う。

プレジャー。
喜び合えるという、喜び。

「わたし」と「あなた」が共に生きる、
藤のＰエレメント

S
element

サイエンス。
自然や宇宙における原理を明らかにする学問。

スキル。
様々な分野の技に出会い、習得する。

サポート。
いま自分が心を込めてできることを行う。

「あなた」を想う、藤のＳエレメント

P
element

05 06
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藤
の
6 5
分
授
業
、
そ
れ
は
未
来
の
た
め
に

本当に、板書は必要なのでしょうか？

テキストに書いてあることを教員が黒板に

まとめ直し、それを生徒が書き写す行為

は、21世紀の学びなのでしょうか？藤の

歴史の授業では、ＫＷＬ法をもちいて、

自らテキストを読み解く力をつけています。

予習段階で、Ｋ（＝自分が知っている知識）、

Ｌ（＝知らなかったけれど読んで理解した

知識）、Ｗ（＝「なぜ」「どのように」などの

疑問）の３つに整理しておけば、授業の時

間はクラスメートと共に仮説をたてる作業

にあてることができます。もう、「15 6 0年

桶狭間の戦い」とチョークを走らせる教員

の後ろ姿を生徒たちが見る必要はありま

せん。「なぜ1560年だったのか？」「なぜ今

川は敗れたのか？」、テキストや資料集を

めくり、それまで身につけた知識を総動員

して、「こうかもしれない」という可能性を

言語化する大切な時間だけがあります。

「正解はない、あるのは仮説だけ。だから、

発言をおそれないで」「わからなくても、こう

やって頭を動かすことが大事」、ファシリ

テータである教員は、声かけします。気が

つけば、学問の本質に触れる時間が展開

されているのです。

勉強がつまらないなんて誰が言ったので

しょう？

学びは楽しい。藤の65分授業。

07 08
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■ ■ 

　メディア・リテラシー。10 年ぶりに改訂された『広辞苑』には、「メディアの伝える情報を批判

的に読解・判断・活用する能力」と書かれています。藤では、新聞を素材として、この能力を育

成してきました。しかし、コンピュータやデータ通信技術を用いて知識を共有する現在の ICT

社会において、ウェブページの情報を使いこなす力は必要不可欠となりました。小学校は 2020

年、中学校では 2021 年からプログラミング教育が必修になります。

　藤では、2017 年度よりクロームブックを導入いたしました。今まで調べ学習を行うと「ネット

で調べたら早いのに」とつぶやいていた生徒たち。しかし、いざインターネットを用いてみる

と、どのような言葉を検索エンジンに入力するかで苦慮し、厖大な量の情報に圧倒され、情報の

真偽を判断できずに戸惑います。普段、使いこなせていると思っていた「ネット」が、実はそうで

はなかったことに気づかされるのです。ウェブという“波”を乗りこなし、問題解決に活用する

――藤では、第４次産業革命を推し進める現在の社会に対応する女性を育てる、21 世紀型授業

を展開しています。

■ ロイロノート ■

株式会社 LoiLo が開発
したアプリ。校内にある
すべてのクロームブック
にインストール済で、グ
ループ学習などにおいて
活用することができる。
簡単に発表用資料を作成
することができ、データ
の共有もスムーズに行え
る。

■ クラスルーム ■

Google が提供する教育
支援ツール。ネットワー
ク上にいくつもの「クラ
ス」を設けることができ
る。授業内で意見や質問
を投稿、家庭学習での課
題提出など、様々な用途
に対応する。インター
ネットを使用できる環境
であれば、Google アカ
ウントを用いてどこでも
開くことが可能。

■ クロームブック ■

「Classroom」を利用す
る た め に 導 入 し た、
Chrome ブラウザのみ
が動作するノート PC。
起動にかかる時間は 10
秒以内と高速。クラウド
ストレージに対応してお
り、ドキュメントやスラ
イドなどを用いて作成し
たデータは、自動保存さ
れる。自動アップグレー
ドにより、最新のコン
ディションを保つ。

本校オリジナルの中学生向
け「進路の手引き」。なぜ学
ぶのか、学校の授業によっ
てどんな力が身につくのか、
新しい大学入試制度で求め
られるのはどのような力な
のか、思考力を伸ばす方法
とは…等々、高度な内容が
中学生にもわかるように書
かれている。先輩からのア
ドバイスや、中学３年間の
読書記録などもあり、生徒
たちのステップアップをサ
ポートする１冊。

自己管理能力を高めるた
め、全員が使用する。学習
手帳には、毎日の時間割や
宿題、やるべきこと、目標
などを整理して書き込む。
たとえば、毎日の学習時間
の合計を書き入れておく
と、変化や推移が一目で確
認できるようになり、「先
の見通しを立て、計画的に
行動する」という習慣が身
につく。本校では、「4ステッ
プ」を意識した記載方法を
「型」として示している。

裏うつりしない
紙用マッキー

黒・赤・青・緑４色×８
を１セットとした「紙用
マッキー」を常備。グルー
プ学習において、ＫＰ法
など紙媒体でまとめる
作業で活用。

ClassroomLoiLo noteChromebook 学習手帳學問へススメ

学ぶ力を伸ばす  ６アイテム
09 10
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・3歳の頃からヨーロッパの様々な言語に触れ、
外国語に対する興味が湧く。

・18歳で初めて日本語と出会い、やがてその言語
をもっと知りたいと思い、人生の半分以上は日
本で過ごしている。

・フランス語とイタリア語も堪能

・日本語能力試験1級と日本漢字能力検定準1
級を取得

マギンティ・ニール
英語科主任

（スコットランド出身）

・「JC青年の船」の日本人招聘青年として、東南
アジアを研修

・アメリカのESLコースで様々な国の学生相手
に講義

・ポートランド市役 所で、国際交流関係のサ
ポート

・2002年のFIFAサッカーワールドカップでは、
報道関係の通訳

岡﨑 理子
英語科

（藤女子中学校・高等学校出身）

　英語を母国語とする教員が展開するLCの授業が、中１

からはじまります。レッスンでは、英語力の向上はもちろ

ん、日本と諸外国との文化の違いを学ぶことを大切にしま

す。例えば、中１で使用するアメリカのテキストに載ってい

る”What’s your fi rst  language?”という例文ひとつ

で、「多民 族 国家」を理 解する気づきになるのです。

Writ ingの作業も大切にし、英語圏での書き方を学んだあ

とに、読書感想文を書いたり、短編小説を仕上げたりしま

す。高２からはDiscussionがはじまり、即興型ディベート

や、ディフェンス／アタックスピーチの練習を重ねます。

英語力と海外進学
　サウサンプトン大学では、様々な国籍・人種の

人々が世界中から集まっており、毎日クラスへ行

くこと自体がとても刺激的でした。研究規模の大

きな総合大学で、世界中から様々な年齢層の学

生・教員が集い、ひとたびパブに行くと、10カ国

以上の人々がそこに会することも珍しくありませ

ん。メインキャンパス内には3つパブがあり、私の

コースでは講義の後に教授に連れて行ってもらう

こともあります。

　わたしは、BA Games Design and Artで学

んでいます。L e c t u r eで新しいことを学び、

Seminarで仲間と議論し理解を深め、Tutoria l

で教授と個人的に話し合います。Seminarでは、

実際にフィールドワークへ出かけてゲームの発想

になるものを探したり、文学などからリサーチして

デザインに結びつけたりします。思いつきだけで

提案しても、相手を説得することができないんで

す。たとえば「子ども向けのゲームを考えよう」と

いう課題があるとします。日本だと、「子どもが好

きそうなキャラクター」を考えようとするかもしれ

ません。でも、ここではまず、「実際に遊んでいる

子どもの様子」を観察します。公園で、けんけんぱ

したり、水遊びをしている様子。それをいったん

抽象化して、べつの具体へ変換します。提案する

ときは、「子どもたちのこういう姿をみて、こういう

ことを感じたので、こういうゲームのアイディアに

使えるに違いありません」という提案の仕方をし

ないと、みんなは納得してくれないんです。根拠を

もとに論じるという環境が当たり前の空間で学ぶ

ことで、大きく成長することができました。

　のびのびとできる環境で中高６年間をすごし

たからこそ、自分の生き方をしっかりと考え、「海

外進学」を選択できたと思っています。

金岡 史織

英国国立
サウサンプトン大学在籍

「 欧 米 型 思考力 」を学ぶ
L Cレッスン

65 回生
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　海外留学ではなく海外進学を選択した率直な理由は、「憧れ」です。海外研修でカナダの大学を訪れたとき、キ

ラキラしたお姉さん達がたくさんいて、建物もアトリウムみたい！高３のときに藤がI.F.Uと提携し、それが併願可

の推薦制度だったので、挑戦しました。I.F.Uのファウンデーションコースは、とにかく楽しかったです。ホストファ

ミリーとの相性もすごく良く、「もう日本に帰らなくていいのでは？」と思ったくらい（笑）。いざ大学に進学すると一

転して、最初の２ケ月間は毎日号泣…。アイリッシュってすごいスピードで話すんですが、それが拷問のようでした。

人生初の、「勉強についていけない」「友達ができない」状態に。徐々に、チュートリアルの授業で話す子が出来た

り、親日家の人が話しかけてくれたり。「囲碁に興味あるんだけど」って（笑）。その子達とお茶するようになって、自

分の居場所をようやくみつけることができました。オーケストラ部に入ったことも、大きいですね。

　わたしはすごく負けず嫌いなんですが、「どんなにがんばっても、ネイティヴにはなれない」という壁をつきつけら

れて。それで、もう少し力抜いてもいいんじゃないかって、すこし楽になりました。でも、根本的な部分は変わらない

ですね。「人間」を、俯瞰的に見られるようにもなりました。アジア人のわたしがアイリッシュと思われることもあるん

です。なぜなら向こうの人は見た目で国籍を判断しない。「アイルランドにいるから、アイリッシュでしょ？」という感

覚。そういう意味では、「人間はみんな人間」。

　藤がカトリックで有り難かったです。向こうの授業では、聖書の内容が入っているのが当たり前。「宗教」という

以前に、常識なんです。それに困っている日本人の学生がいたけど、わたしはわかるんですよ、「これはあのシーン

だな」って。

　いま大学で専門的に学んでいるのは、社会学と哲学。社会学は、「ジェンダー」。アイルランドは同性婚が認めら

れていて、身近な話題として勉強しやすいんです。ゲイの友達がいたり、それがオープンだったり。あまり、そんな

環境にいなかったので、面白いなと。哲学は、まだ広く浅く…の領域で。やらなきゃいけないことがたくさんありす

ぎて。宗教哲学、心の哲学、科学哲学、数学哲学、論理学、カント、ヘーゲル、経験主義…。今の流行はアメリカ哲

学なので、交換留学制度を利用してアメリカへ１年間行きます。

　海外進学をして、いろんな選択肢が広がりました。交換留学も、「オーストラリア？アメリカ？それとも、ドイツに

しようかな」って。就職に関しても、日本だと「どの国で就職しようかな」とは中々ならない。だいぶ、世界が広がり

ましたね。

武田 彩花

アイルランド国立
トリニティカレッジ
ダブリン大学在籍

ファウンデーションコースとは
現地の大学に入学し、現地の学生と同じレベルで専門的

な研究をするためには、それにふさわしい語学力と専門知

識が必要です。「ファウンデーションコース」は、留学生がそ

のような準備をするための機関で、このコースへの入学は

該当大学への道がひらけたことを意味します。

国際大学連合（I.F.U）との提携で
海外の大学へ進学

英国立
セント・アンドリュース大学
1410年創立。英語圏全体でも3番目に設立年
代が古く、ウィリアム王子の母校でもあります。
100カ国以上からの留学生が集う国際色豊か
な大学です。

英国立
バンガー大学
1884年創立。8つのカレッジからなる英国国立
大学の１つで、チャールズ皇太子が総長を務
めます。海洋生物学部は世界でもトップレベル
です。

アイルランド国立
トリニティカレッジ ダブリン大学
1592年、エリザベス1世が創立したアイルランド最
古の大学。ヨーロッパではケンブリッジ大学、オッ
クスフォード大学に続くトップレベルの大学で、
多くのノーベル賞受賞者を輩出しています。

私立グリーンビル大学
 （アメリカ合衆国）
1892年創立。少人数制で密度の高い授業を行
う、隠れた私立名門校のひとつで、プレメディ
カルコースもあります。クリスチャンの大学とし
ても有名です。

2014年度より、藤女子は国際大学連合（I.F.U）と提携を結
びました。これにより、海外の大学進学への強い意欲を持
ち、かつ推薦基準に達した生徒は、留学生候補として推薦
され、I.F.Uの試験に合格することで、下に紹介する4つの大
学直属のファウンデーションコースに入学することができま
す。本校からは昨年度まで5名がI.F.U推薦試験に合格し、
進学を実現しています。

2017年度より、希望者対象で行っているDist a nce  
Learning。TRINITY COLLEGEの教授陣による講
義ビデオを視聴します。講義内容は、数学、歴史、ビジ
ネスなど、様々。生徒たちは講
義前にテキストを予習し、視聴
後には課題に挑戦します。

ディスタンス・ラーニング

65 回生

中学3年生の希望者が夏休みを利用して約2週間ホームステイ
を体験します。
月曜から金曜の午前中はESLティーチャーによる英会話レッス
ン、午後は学校や社会福祉
施設などを訪れます。

高校1年生の希望者が春休
みを利用して約 2 週 間の
ホームステイを体験します。
英語・歴史・文化に関する
レッスン受講や、支援物資
用の乾燥スープ作りなど、
大学が用意するプログラム
に参加します。

オーストラリア海外研修

カナダ海外研修

藤の海外研修I.F.Uのプログラム

チャールズ皇太子
が総長を務める英
国立バンガー大学
主催の語学研修に
参加し、高い英語力
を身につけます。

英国海外研修
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2017年度より、希望者対象で行っているDist a nce  
Learning。TRINITY COLLEGEの教授陣による講
義ビデオを視聴します。講義内容は、数学、歴史、ビジ
ネスなど、様々。生徒たちは講
義前にテキストを予習し、視聴
後には課題に挑戦します。

ディスタンス・ラーニング

65 回生

中学3年生の希望者が夏休みを利用して約2週間ホームステイ
を体験します。
月曜から金曜の午前中はESLティーチャーによる英会話レッス
ン、午後は学校や社会福祉
施設などを訪れます。

高校1年生の希望者が春休
みを利用して約 2 週 間の
ホームステイを体験します。
英語・歴史・文化に関する
レッスン受講や、支援物資
用の乾燥スープ作りなど、
大学が用意するプログラム
に参加します。

オーストラリア海外研修

カナダ海外研修

藤の海外研修I.F.Uのプログラム

チャールズ皇太子
が総長を務める英
国立バンガー大学
主催の語学研修に
参加し、高い英語力
を身につけます。

英国海外研修
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世界を理解する

カトリックの学び
藤の「宗教」授業。

キリスト教だけでなく、イスラム教や日本の宗教…

いくつもの宗教を学ぶ理由、

それは「信仰」を通じて、「共通善」を見出すため。

さまざまな問題を抱える現代社会。

自分ができること/できないことを見つめる機会がここにはあります。

「わたし」が「あなた」にできることとは－？

待降節などの宗教行事を通じて、実践します。

　先生方は「カトリックの教養は、将来あらゆる文化や芸術を理解するのに役立つ」とおっ

しゃり、大人は都合がいいなぁって、正直ちょっと訝しがっていました（笑）。大学時代に半年

間、シンガポールの会社でインターンをしたのですが、たとえばオフィスに向かうエレベー

ターの中に、華僑も、ムスリムも、インド系も、ベトナムやマレーシア出身の人も、欧米人もい

る。こういう風に外国の人と一緒に過ごすとき、12歳の柔軟なうちから宗教に触れてきたこと

が、相手の信仰や習慣を尊重する心の礎になっていると思います。

59回生 二木 緑葉さん（独立行政法人 国際協力機構　勤務）

「わたし」を磨く

今まで自分になかった価値観を知る楽しみ。

これからの人生観をよりよいものにする授業。

キリスト教だけでなく、
世界の色々な宗教を学ぶことが出来た。

生徒の声

「あなた」を想う

人として大切なことを改めて考えさせられる。

創世記を学んだことが、ニュースで
話題になっている首都エルサレムのことを

理解するのに役立った。

信仰は全世界共通なので、色々な宗教の考え方を
学ぶことで将来国際的な場で働く場合でも役に立つ。

生徒の声

共にいきる

キリスト教だけでなく、
世界で起こるたくさんの問題や、仏教のこと、

さらに性についても授業で扱ってくれて、
とてもためになった。

自分の利益に関係なく
人の事を助ける気持ちを深く学べた。

生徒の声

卒業生の声
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月刊ふじ

高校生新聞主催の第１回全国
高校生イラスト・マンガグラ
ンプリで大賞を受賞しました。

第 51 回全道高等学校美術展・
研究大会で入選した生徒作品
「函館の空」が、来年夏の全国
大会へ出品されることになり
ました。

新体操部が中体連札
幌市新人戦団体の部
で優勝しました。

毎日学生音楽コン
クールバイオリン部
門学コン課題曲コー
ス中学校の部で第１
位に輝きました。

シミュレーターを使って操
縦を学ぶパイロット同好会
の活動が日刊スポーツに紹
介されました。

車両進入禁止

4位

藤女子の新着情報は
こちらをご覧ください。

美術作品、創作童話、感想文、エッセイなど、在校生と卒業生のさまざまな作品が掲載される、
「月刊ふじ」。ＨＰ上で電子書籍のように読むことができます。

第35回北海道高等学校空
手道選抜大会に出場し、個
人形と個人組手ともに準優
勝に輝きました。

高円宮杯第69回全日本中
学英語弁論大会道央地区
大会で優勝し、決勝大会
ではファイナリストとな
りました。

第70回秋季北海道高等学
校野球大会開会式に本校
運動部の高校生がプラ
カードボランティアで参
加しました。

合唱部が札幌宮の沢脳神経外科病院でクリスマ
スコンサートを行いました。

ランキング2017 年 いいね！

ＰＴＡバザー キューピー

１位

学校祭と同日に開催されるPTAバ
ザーで「藤子ちゃんキューピー」を
販売することをお知らせした記事
が、堂々の1位となりました。毎年
「藤子ちゃん」グッズが販売される
バザー。さて、2018年度は？

Ｓｒ.ハンナ  コラム

2位
夏休み明けの
準備のやかん

3位

中学校の昼食時に使用している伝統のやかん。夏休み中
に、用務の方々が磨きあげてくださっているという事実
をお伝えしたところ、大きな反響をいただきました。学
校生活はさまざまな方に支えられています。

保護者向けの配布プリント「かけはし」に連載されてい
るSr.ハンナのコラムを紹介した記事がランクイン。実際
の連載では、英文とともに国語科の林詩子先生による日
本語訳も添えられています。

中学2年生三宅茉熙さんが公益財団法人日本英語検定協
会が実施する実用英語技能検定の1級に合格した記事。
合格率10％ともいわれる難関の合格に、校内からも賞
賛の声が。昼休みや放課後、スピーキングの練習を重ね
たSr.ハンナとパチリ。

西門にある「車両進入禁止」の立て札。学校用務員の福
井さんが、廃材をリサイクルして生徒の落し物の彫刻刀
一本で彫ったものであることを紹介したところ、大反
響！校内には「これも手作りなの？！」と驚くものが多
数あります。

藤女子中学校・高等学校Facebook

中学 2年生
英検 1級合格！

5位

ロボカップジュニア・ジャパンオープン
2018 和歌山で優勝し、カナダで行われる世
界大会への出場が決定しました。
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・早稲田大学
・上智大学
・明治大学
・青山学院大学
・立教大学
・中央大学
・法政大学
・学習院大学

・東京理科大学
・成蹊大学
・日本大学
・聖マリアンナ医科大学
・白百合女子大学
・聖心女子大学
・津田塾大学
・日本女子大学

・東京女子大学
・東洋大学
・神戸女学院大学
・南山大学
・関西大学
・同志社大学
・関西学院大学

他多数（2017年度例）

文学部　2018年度合格者
●英語文化学科･･････････････････････････ 12名
●日本語・日本文学科 ･･････････････････････ 6名
●文化総合学科･･･････････････････････････ 8名

人間生活学部　2018年度合格者
●人間生活学科･･････････････････････････ 14名
●食物栄養学科･･･････････････････････････ 5名
●保育学科 ･･･････････････････････････････ 6名

姉妹校推薦枠

藤女子大学
道内唯一の女子大学

＊＊

＊＊

「もっと藤で学びたい」と藤女子大学への進学を目指す人のために
姉妹校推薦枠があります。藤女子大学は文学部の「北16条キャンパ
ス」、人間生活学部の「花川キャンパス」のふたつの学部からなり、選
べるキャンパスライフが待っています。

全国の大学から指定校推薦枠をいただいております。
卒業生の信頼によって、多数の進路が開かれています。

藤女子高等学校から藤女子大学への
2018年度合格者　総計51名

藤女子高等学校からの受験料無料

指定校推薦枠

3名が獣医学部へ進学

北16条キャンパス

花川キャンパス

　英語の長文読解は、中学生の頃から地道に単語を習得していたので得意でした。小論文は過去問をもら
い、現代文の先生に添削をお願いしました。その際、「理系の書く文章」というものを意識しました。農林水産
省のホームページから役立ちそうな資料をコピーしたり、毎日昼休みに図書館に通って新聞を読み、知識を
増やしました。計算問題は過去問に無いタイプで、解答用紙も自由記述欄になっていて本当に戸惑いました
が、絶対に白紙では出さない！と思いとにかく一生懸命記述しました。後からあの粘りが功を奏したのだと思
います。受験は本当に選択の連続です。大切なのは、自分で選んだことに責任を持って誠実に取り組むこと
です。受験は個人の頑張りだけではうまくいきません。周りの人達（時には全然知らない人まで）に支えられて
ここまでできたことを、今切に感じています。感謝の気持ちでいっぱいです。

帯広畜産大学畜産学部共同獣医学課程合格　岩館　夢さん

2018年度 合格実績

東京藝術大学 ･････････････････1名
北海道大学 ･･･････････････････5名
札幌医科大学 ･････････････････3名
小樽商科大学 ･････････････････2名
帯広畜産大学 ･････････････････1名
北海道教育大学岩見沢校 ･･････1名
北海道教育大学函館校 ････････1名
札幌市立大学 ･････････････････1名
弘前大学 ･････････････････････2名
高崎経済大学 ･････････････････1名

合計18名

国公立大学

藤女子大学 ･･････････････････51名
北海学園大学 ･････････････････7名
天使大学 ･････････････････････5名
酪農学園大学 ･････････････････4名
北海道医療大学･･････････････12名
北海道科学大学･･･････････････6名
日本医療大学 ･････････････････4名
千歳科学技術大学･････････････1名
北星学園大学 ･････････････････8名
札幌大谷大学 ･････････････････1名
北海道文教大学･･･････････････2名
札幌学院大学 ･････････････････3名
札幌国際大学 ･････････････････1名
札幌大学 ･････････････････････2名
東海大学 ･････････････････････3名
星槎道都大学 ･････････････････1名
北海商科大学 ･････････････････2名

合計113名

私立大学（道内）

バンガー大学 ･･････････････････1名
Columbia West College ･･････1名
Douｇlas College ･････････････1名

合計3名

海外大学

中村記念附属看護学校･････････1名
岩見沢高等看護学校･･･････････1名
勤医協札幌看護学校･･･････････1名
北都保健福祉専門学校 ････････1名
札幌放送芸術専門学校 ････････1名
東京こども専門学校 ････････････1名
東京スイーツカフェ専門学校 ･････1名
北海道文化服装専門学校 ･･････1名

合計8名

専門学校

青山学院女子短期大学･････････1名
光塩学園女子短期大学 ････････1名
北海道武蔵女子短期大学 ･･････2名

合計4名

短期大学

進学別割合

■ 看護・医療・理工系
■ 文・人文・教育系
■ 法・社会・経済系
■ 芸術・技術・スポーツ系
■ 医歯薬獣医
■ 保育・生活科学系
■ 海外進学

28%

23%17%

10%

10%

9%
3%

京都外国語大学･･･････････････1名
津田塾大学 ･･･････････････････3名
東京女子大学 ･････････････････2名
京都女子大学 ･････････････････1名
実践女子大学 ･････････････････1名
星薬科大学 ･･･････････････････1名
明治薬科大学 ･････････････････1名
多摩美術大学 ･････････････････1名
東海大学 ･････････････････････1名
東北芸術工科大学･････････････1名
東北福祉大学 ･････････････････1名
東洋大学 ･････････････････････4名
文京学院大学 ･････････････････1名
明海大学 ･････････････････････1名
龍谷大学 ･････････････････････1名

合計51名

早稲田大学 ･･･････････････････3名
上智大学 ･････････････････････2名
東京理科大学 ･････････････････2名
青山学院大学 ･････････････････2名
明治大学 ･････････････････････3名
法政大学 ･････････････････････1名
中央大学 ･････････････････････3名
同志社大学 ･･･････････････････3名
日本大学･･････････････････････2名
成蹊大学 ･････････････････････3名
成城大学 ･････････････････････2名
関西学院大学 ･････････････････1名
関西外国語大学･･･････････････1名
神田外語大学 ･････････････････1名
北里大学 ･････････････････････1名

私立大学（道外）
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・早稲田大学
・上智大学
・明治大学
・青山学院大学
・立教大学
・中央大学
・法政大学
・学習院大学

・東京理科大学
・成蹊大学
・日本大学
・聖マリアンナ医科大学
・白百合女子大学
・聖心女子大学
・津田塾大学
・日本女子大学

・東京女子大学
・東洋大学
・神戸女学院大学
・南山大学
・関西大学
・同志社大学
・関西学院大学

他多数（2017年度例）

文学部　2018年度合格者
●英語文化学科･･････････････････････････ 12名
●日本語・日本文学科 ･･････････････････････ 6名
●文化総合学科･･･････････････････････････ 8名

人間生活学部　2018年度合格者
●人間生活学科･･････････････････････････ 14名
●食物栄養学科･･･････････････････････････ 5名
●保育学科 ･･･････････････････････････････ 6名

姉妹校推薦枠

藤女子大学
道内唯一の女子大学

＊＊

＊＊

「もっと藤で学びたい」と藤女子大学への進学を目指す人のために
姉妹校推薦枠があります。藤女子大学は文学部の「北16条キャンパ
ス」、人間生活学部の「花川キャンパス」のふたつの学部からなり、選
べるキャンパスライフが待っています。

全国の大学から指定校推薦枠をいただいております。
卒業生の信頼によって、多数の進路が開かれています。

藤女子高等学校から藤女子大学への
2018年度合格者　総計51名

藤女子高等学校からの受験料無料

指定校推薦枠

3名が獣医学部へ進学

北16条キャンパス

花川キャンパス

　英語の長文読解は、中学生の頃から地道に単語を習得していたので得意でした。小論文は過去問をもら
い、現代文の先生に添削をお願いしました。その際、「理系の書く文章」というものを意識しました。農林水産
省のホームページから役立ちそうな資料をコピーしたり、毎日昼休みに図書館に通って新聞を読み、知識を
増やしました。計算問題は過去問に無いタイプで、解答用紙も自由記述欄になっていて本当に戸惑いました
が、絶対に白紙では出さない！と思いとにかく一生懸命記述しました。後からあの粘りが功を奏したのだと思
います。受験は本当に選択の連続です。大切なのは、自分で選んだことに責任を持って誠実に取り組むこと
です。受験は個人の頑張りだけではうまくいきません。周りの人達（時には全然知らない人まで）に支えられて
ここまでできたことを、今切に感じています。感謝の気持ちでいっぱいです。

帯広畜産大学畜産学部共同獣医学課程合格　岩館　夢さん

2018年度 合格実績

東京藝術大学 ･････････････････1名
北海道大学 ･･･････････････････5名
札幌医科大学 ･････････････････3名
小樽商科大学 ･････････････････2名
帯広畜産大学 ･････････････････1名
北海道教育大学岩見沢校 ･･････1名
北海道教育大学函館校 ････････1名
札幌市立大学 ･････････････････1名
弘前大学 ･････････････････････2名
高崎経済大学 ･････････････････1名

合計18名

国公立大学

藤女子大学 ･･････････････････51名
北海学園大学 ･････････････････7名
天使大学 ･････････････････････5名
酪農学園大学 ･････････････････4名
北海道医療大学･･････････････12名
北海道科学大学･･･････････････6名
日本医療大学 ･････････････････4名
千歳科学技術大学･････････････1名
北星学園大学 ･････････････････8名
札幌大谷大学 ･････････････････1名
北海道文教大学･･･････････････2名
札幌学院大学 ･････････････････3名
札幌国際大学 ･････････････････1名
札幌大学 ･････････････････････2名
東海大学 ･････････････････････3名
星槎道都大学 ･････････････････1名
北海商科大学 ･････････････････2名

合計113名

私立大学（道内）

バンガー大学 ･･････････････････1名
Columbia West College ･･････1名
Douｇlas College ･････････････1名

合計3名

海外大学

中村記念附属看護学校･････････1名
岩見沢高等看護学校･･･････････1名
勤医協札幌看護学校･･･････････1名
北都保健福祉専門学校 ････････1名
札幌放送芸術専門学校 ････････1名
東京こども専門学校 ････････････1名
東京スイーツカフェ専門学校 ･････1名
北海道文化服装専門学校 ･･････1名

合計8名

専門学校

青山学院女子短期大学･････････1名
光塩学園女子短期大学 ････････1名
北海道武蔵女子短期大学 ･･････2名

合計4名

短期大学

進学別割合

■ 看護・医療・理工系
■ 文・人文・教育系
■ 法・社会・経済系
■ 芸術・技術・スポーツ系
■ 医歯薬獣医
■ 保育・生活科学系
■ 海外進学

28%

23%17%

10%

10%

9%
3%

京都外国語大学･･･････････････1名
津田塾大学 ･･･････････････････3名
東京女子大学 ･････････････････2名
京都女子大学 ･････････････････1名
実践女子大学 ･････････････････1名
星薬科大学 ･･･････････････････1名
明治薬科大学 ･････････････････1名
多摩美術大学 ･････････････････1名
東海大学 ･････････････････････1名
東北芸術工科大学･････････････1名
東北福祉大学 ･････････････････1名
東洋大学 ･････････････････････4名
文京学院大学 ･････････････････1名
明海大学 ･････････････････････1名
龍谷大学 ･････････････････････1名

合計51名

早稲田大学 ･･･････････････････3名
上智大学 ･････････････････････2名
東京理科大学 ･････････････････2名
青山学院大学 ･････････････････2名
明治大学 ･････････････････････3名
法政大学 ･････････････････････1名
中央大学 ･････････････････････3名
同志社大学 ･･･････････････････3名
日本大学･･････････････････････2名
成蹊大学 ･････････････････････3名
成城大学 ･････････････････････2名
関西学院大学 ･････････････････1名
関西外国語大学･･･････････････1名
神田外語大学 ･････････････････1名
北里大学 ･････････････････････1名

私立大学（道外）
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神吉　ひかる さん

ピアニスト

（ドイツ在住　ハノーファー音楽大学修士課程）

「自分は何をしたいんだろう」という悩みに、担任の
先生は本当につきあってくれました。あの頃考えてい
たことが、いま支えになっています。悩めることができ
たのは、先生、親、友達…周りのおかげだなって。友
達もみんながんばっていたから。藤は、心置きなく悩
めて、好きなことができる場所です。

山本　友絵 さん

小児専門歯科医

「藤に入って本当によかったな。人生が変わったな」っ
て思うのは、40代になってからでした。20～30代は、
生きていくことに必死だから、振り返っている余裕が
なくて（笑）。40代になって、「いま自分はどうしてこう
していられるのかな」と考えた時に、やっぱり私の人
生の転機は、「あそこで藤に行ったから、自分の仕事
をみつけられて、今こうしてやっている」という。

友成 姫佳 さん

カタールのドーハ在住　外資系航空会社勤務

「愛されて、愛せるようになる」。これは本当にそうだ
と思っています。藤は、どうやって人に優しく接するの
かを学べる場所です。共学ではなく女子校を選ぶの
は、勇気のいることかもしれない。けれど、自分ではそ
うは思わないですが、「優美だね」と言われることが
あります。在学中は、元気に伸び伸びと過ごします
が、先生方の姿で正解をみているから、社会に出る
と、自然と自分も同じ振る舞いができるんです。

姉：思春期の時期に、異性の目を気にせず好きなように好
き勝手やらせてくれていたので、個性豊かに育ったと思い
ますね。進路指導でも「こっちに行きなさい」というのもな
いじゃないですか。「それやりたいの？がんばってね」っ
て。本当に、伸び伸びさせてもらったなって。
妹：小学校６年間親しんだ仲間と離れて全然違うところ
に中１で来るというのはなかなか大変なことだと思うんで
すが、来てくれたら、楽しい６年間と一生ものの仲間との
出会いが待っていると思います。

姉　安岡　阿沙子 さん

妹　安岡　沙東子 さん

藤女子大学文学部　在籍

竹中工務店　勤務 藤卒のレ ディたち
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施設紹介

７階建てでエレベータを３基備える校舎は、南

向きで明るい日差しが入るＨＲ教室が並ぶ教室

棟と、職員室のある管理棟の２つからなります。

特別教室は、第１・第２音楽室、美術室、化学

室、生物室、被服実習室、調理実習室、社会科教

室、コンピュータ室、視聴覚室、茶室などがあり

ます。７階には、見晴らしのよい図書館と、300人

収容可能な大会議室を備えています。憩いの場

としてキノルドホール、談話室、各階の畳スペー

スなどがあります。毎日生徒たちが清掃し、清潔

な空間が保たれています。

どの場所にも溢れる「空間力」。
秘密は、校舎のなかにあります。

放課後、自前の割烹着を着用し、清掃活動

憩いのキノルドホール 6F多目的室で自習する6年生 1人1つ与えられ、6年間使用するロッカー

JRタワーが見える7F図書館で自習する生徒たち

寮生たちは「黙学」と呼ばれる勉強時間や、成長

期に必要な食事・睡眠をしっかり確保しながら規

則正しい生活を送っています。

季節の行事やレクリエーションを通し、仲間や寮

母さん、先生たちと絆を深めていきます。

黙学 1人部屋
中学2年生以上は1人部
屋で生活します。入学し
たての中学1年生は、話し
相手がいる2人部屋から
スタート。毎年9月と3月
に部屋移動があります。

洗濯室
2～4階に2台、5階に1台
洗濯機を備える部屋が
あり、寄宿生たちは平均
して1週間に2回ほど利
用します。4階に広い乾
燥室があり、ゆとりをもっ
て干すことができます。

食堂
季節の食材や行事を取り
入れて、栄養バランスの
よい食事を提供していま
す。毎月誕生会にはケー
キが登場。昼食時には、
学校にお弁当が届きま
す。

中学生が先生の監督の
もとで行う自学自習の時
間です。19時から90分
間、21時から6 0分間。
部屋で勉強する高校生
になる前に、勉強習慣を
身につけます。

校舎から徒歩１分のところにある寄宿舎は、
自宅のようにリラックスできる生活の場です。

寄宿舎

寄宿舎の主な行事

● 遊園地・観劇・
ホテルで食事のマ

ナーを学ぶ会など
、外出して 親睦を

深める寄宿レクが
年２回あります。

● その月に生まれ
た寄宿生を祝う誕

生会が、毎月開か
れます。

● 寄宿生が企画す
る、新入生歓迎会

と卒業生を送る会
があります。

● 七夕・お月見・節
分・ひなまつりなど

、季節を味わう行事
があります。

● 土曜日に寄宿に
残った子どもたちが

学校の体育館で遊
ぶ、 「体育館

レク」があります。
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未来のわたしが、
ここにいる。
わからないことだらけで不安なのに、

決めることを、急かされる毎日。

でも、わかったの。

未来のわたしが未来で待っていること。

あの女の子に、会ってみたいってこと。

まっててね。

広がる、きっと、新しい世界。



未来のわたしが、
ここにいる。
わからないことだらけで不安なのに、

決めることを、急かされる毎日。

でも、わかったの。

未来のわたしが未来で待っていること。

あの女の子に、会ってみたいってこと。

まっててね。

広がる、きっと、新しい世界。



交通機関

ACCESS･･････････････････････････････････

●地下鉄　南北線北18条駅下車、徒歩5分
●地下鉄　東豊線北13条東駅下車、徒歩9分

●JR線　JR札幌駅下車、徒歩15分
●バス停　中央バス　北15西1　徒歩1分
　　　　　　　　　　 北18西5　徒歩6分

〒001-0016 札幌市北区北16条西2丁目　TEL（011）707-5001（事務室）　FAX（011）746-7371
HP http://www.fuji-gjshs.jp/　E-mail kouhou@fuji-gjshs.jp

藤女子中学校・高等学校
藤女子は

サッポロスマイルを
応援します

北 口

南北線
北12条

中央バス
北15西1

中央バス
北18西5

東豊線
北13条東

北海道大学

環状通

←至 桑園

JR札幌駅

南北線
北18条

国
道
五
号
線

藤女子中学校
北16条西2丁目

寄宿舎

since
 192

5

学校説明会

入試関連スケジュール
内　　容

入学願書出願期間

入学試験会場下見（本校（札幌）のみ）

入学試験日

合格発表

入学手続期間

月　　日

11月26日（月）～12月26日（水）

1月10日（木）

1月11日（金）

1月13日（日）

1月15日（火）～2月8日（金）

時　　間

郵送（当日消印有効）

13：00～16：00

9：00～15：30

郵送のみ

郵便振込・郵送（当日消印有効）

入試会場は札幌以外にも
次の4会場で実施 旭川・北見・釧路・帯広

詳細はHPにて

● 5月12日（土）･････････････････ 旭川会場

● 5月13日（日）･････････････････ 北見会場

● 5月20日（日）･････････････････ 函館会場

　　　　　　　　　　　　　 苫小牧会場

● 5月26日（土）･････････････････ 釧路会場

● 5月27日（日）･････････････････ 帯広会場

5月28日（月）・6月4日（月）

6月23日（土）

9月1日（土）

7月15日（日）

10月20日（土）

11月23日（金・祝）

学校公開日

第1回  寄宿舎見学

学校祭・バザー

第1回  学校見学会

第1回  小6学習会（国・算・理・社）申込制

申込制

申込制

第2回  学校見学会

第2回  小6学習会（国・算・理・社）申込制

第2回  寄宿舎見学 申込制

全道各地で
説明会を実施します。

藤女子中学校・高等学校
Fuji Girls’ School

School Guide 2019


