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本日の配布資料

• 説明会資料
• 学校パンフレット
• 募集要項
• 通学状況について
• 学校案内図
• アンケート(バインダー)



[10:00-11:40] 理事長挨拶
片山学園学校紹介
通学方法・学費・特待生制度など
令和４年度入試出題内容

＆学習アドバイス

学生寮説明会(希望制）
学校見学(希望制)
個別相談会(希望制）

本日の予定

※途中休憩含む

[12:00～]



ご挨拶
片山学園中学校・高等学校

学校法人片山学園 理事長

片山浄見



学校紹介

片山学園中学校・高等学校

片山学園中学校 教頭

杉林功一



沿革と教育理念
【沿革】

平成17年(2005年) 片山学園中学校開校

平成20年(2008年) 片山学園高等学校開校

平成31年(2019年) 片山学園初等科開校

【教育理念】

校訓「孝 恩 徳」を体現し、夢に邁進する
情熱を胸に、他者を助け、国際社会への貢
献を己の喜びとする「真のリーダー」を養
い育てる。



学校情報
【募集定員】８０名
【クラス】３クラス
【在寮生比率】在籍人数の約２割（91名在籍)
【授業時限】月～金:7限/土:4限
【学校校時】登校:8時40分 下校:18時30分※

※水曜日のみ17時00分下校(ノー部活動デー)



◯ 目標とする大学への進学

◯ ゆとりを持った中高一貫教育

◯ 生徒の「未来」を見据えた学校活動

◯ 私立ならではの“柔軟な発想と対応”



次年度からのクラス編成について

次年度より選抜クラスを設置します。

⚫ホームルームクラス単位

⚫年度毎に成績・学校生活を考慮し編成

⚫推薦入試合格者

⚫国内入試・一般入試(前期)の優秀者



片山学園の授業
□豊富な授業数 →35～39時限/1週間

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

１限 国語 家庭科 社会 国語 英語 国語

２限 英語 家庭科 数学 英語 理科 英語

３限 保体 社会 総合 社会 保体 数学

４限 美術 音楽 国語 数学 国語 理科

５限 音楽 英語 英語 理科 社会
毎月
１回程度
土曜授業

６限 理科 国語 理科 総合 数学

７限 数学 数学 ＨＲ 保体 道徳
中学1年生の時間割例

主要５教科の授業時数は
公立中学校の１．６倍



６年間のカリキュラム
全ての教科における基礎知識の習得と理解力、読
解力、演習力の向上に努め、中学校学習内容の完
全定着を促す。また、道徳の授業やボランティア
活動などを通して、倫理観や道徳心を育てる。

高校内容の学習に入る。進路希望を確認し、志望
大学の受験に必要な教科の基本的な理解度を深め
る。修学旅行では進路や海外交流をテーマに自分
のキャリアについて考える。

入学後すぐに学習オリエンテーションを実施。高校生活
の流れや日々の学習（予習や課題）のイメージを再確認。
共通テストや各大学の2次試験レベルの問題にも触れ、
苦手教科・苦手分野の克服や、得意教科・得意分野の伸
長に努める。

各教科の総復習を行ない、「講座制」ベースにし
た、「過去問演習」＋「添削指導」を充実させ、
受験に対して万全の態勢で臨む。夏休みには勉強
合宿を実施し、『団体戦』で受験に臨む。

中１,２

中３

高１,２

高３

中学校内容の学習
（英数国）

中３の１学期まで

高校内容の学習
（受験科目）
高３の１学期まで

受験対策



片山学園の授業
◇基礎を定着させる工夫

⚫基礎→演習→応用→演習 サイクルの徹底
⚫授業の終わりは確認テスト・単元ごとに小テストを実施
⚫課題は週末ごとに小分けにし、学習習慣を身につける
◇思考・判断・表現力を伸ばす

⚫学ぶことが楽しい！と思える工夫
⚫生徒の知的好奇心を刺激する発問
⚫友人と相談・学び合いができる環境
◇苦手な教科があっても頑張れる環境

⚫習熟度に合わせた問題量
⚫習熟度に合わせた＋αの学習



片山学園の英語教育
□４技能を意識した授業
→外国人教師による授業（中1～高1/毎週１回）
→オールイングリッシュでの会話型授業
→タブレットを使用した授業で世界とつながる

□イギリス語学研修
→行き先は2018年よりETON COLLEGEへ
→高校１年生が生全員が参加
→日本とイギリスとの比較研究とプレゼンの実施

□選べる短期留学・交換留学プログラム
→スイス,フランス,オーストラリアへ短期留学
→オーストラリアから交換留学生の受け入れ



片山学園のICT

• 1人1台のタブレット端末(iPad)を貸与

• さまざまな授業で利用，オンライン授業の実施

• タブレットを用いた学習教材の利用

“誰一人取り残すことのない
公正に個別最適化された学びの実現”

ＩＣＴを取り入れる意義



定期考査・全国模試・各種検定
４月下旬 ベネッセ学力推移調査
５月中旬 中間考査
６月中旬 英語検定①
７月初旬 期末考査
８月下旬 夏期実力テスト
９月中旬 ベネッセ学力推移調査
１０月初旬 中間考査・英語検定②
１０月中旬 ベネッセ総合学力調査
１２月初旬 期末考査
１月初旬 冬期実力テスト
１月下旬 ベネッセ学力推移調査
２月上旬 Z会アドバンスト模試
２月下旬 学年末考査

英検は中学校３年生までに
準２級の取得を目指して
生徒全員が受検します。

年間４～５回の模試で

全国での自分の位置を確認。
各自の課題を見つけて
日々の学習に活かします。



学習講演会の実施（中２・中３）

生徒・保護者向けに学習講演会を実施。
定期考査と全国模試（学力推移調査）の目的の違い、全国の学校との比較、平日・休日の継続した学習習慣の
重要性、学習計画表のつくり方など、今後の学習の仕方について親子で学ぶ機会としている。



大学合格実績〔1期生～11期生〕
［難関国立10大学 120名］
東京大学26名・京都大学9名
東京工業大学4名、一橋大学3名、北海道大学10名、東北大学30名、名古屋大学11名、大阪大学16名、神戸大学8名、九州大学3名

［国立大学医学科 84名］
旧帝大医学科14名・東大理Ⅲ4名・京大医2名・名大医1名・九大医1名・東北大医6名
富大医学科41名、金大医学科13名、新潟大医学科3名

［国公立大学合格数 495名］
富山大学108名、金沢大学63名、新潟大学26名、横浜国立大14名、お茶の水女子11名

［私立大学合格数 2,580名］
早稲田大学 90名・慶應義塾大学 65名
上智・東京理科・ICU 124名、明・青・立・中・法 296名、関・関・同・立 336名

［私立大学医学部医学科・防衛医大医学科 91名］
慶應大6名、順天堂大5名、自治医大2名、防衛医大7名、昭和大5名、近畿大5名、北里大7名
藤田医科大5名、金沢医大17名



医学部への進学
［医学部進学実績］

122名/1,078名・・・卒業生の11.3%は医学界へ

［国公立大医学科 84名］

東京大理Ⅲ４名、京都大医２名、東北大医６名、

名古屋大医１名、九州大医１名、富山大医41名、

金沢大医12名、新潟大医3名、福井大医３名など

［私立大・防衛医大医学科 39名］

順天堂医２名、自治医科医２名、防衛医科医 2名、

昭和医３名、北里医３名、金沢医科医14名など



初の海外大学合格＆進学！

University of Toronto （ｶﾅﾀﾞ）

The University of 
Hong Kong（香港）

Nanyang Technological 
University（シンガポール）



海外交流プログラム

6月下旬～（2週間） オーストラリア交換留学生 受け入れ
7月上旬～（10日間）英国語学研修（高校1年生全員）
7月中旬～（2週間） フランス短期留学（中2～高2 選抜）
7月中旬～（3週間） スイス短期留学（中1～高2 選抜）
7月下旬～（3週間） 高校生外交官渡米プログラム 代表生徒参加
3月上旬～（2週間） イギリス短期留学（ホームステイ）（中2～高2選抜）



中学生 修学旅行

中学校１年生 → 北陸近辺 １泊２日

中学校２年生 → 京都・大阪・広島 ２泊３日

中学校３年生 → 東京方面 ２泊３日



部活動
【実施曜日】月～金（水はノー部活動デー）※

※休日練習を実施したり、夜間の延長練習を行うことがあります。

【時間】８０分
【中学生】次年度より希望制
【高校生】希望制(運動部６０％文化部２０％)
【文化部】吹奏楽・書道・科学・美術・放送演劇
【運動部】陸上競技・サッカー・バスケットボール

卓球・弓道・空手道・剣道・ダンス・ゴルフ
硬式テニス(男子)・バドミントン(女子)



毎年１月に「成人の集い」を実施



入試概要

片山学園中学校・高等学校



※１２月５日(日) 実施の富山育英センター主催
中学入試プレテストにおいて所定の成績を収めた
者に片山学園より受験資格を付与。

推薦入試 令和３年１２月１９日（日）

令和４年度入試日程

 
 
 

 

※中学入試プレテストのお申し込みは
富山育英センターまでお願いします。

※すべてWeb出願



東京・名古屋・大阪各会場

令和４年度入試日程

 
 
 

 

※すべてWeb出願

国内入試 令和４年１月８日（土）

片山学園中学校

一般入試（前期）令和４年１月２３日（日）

一般入試（後期）令和４年２月６日（日）

片山学園中学校


