みます。
まさに１期生は６年間かけてその強い意

進学したある生徒は、12月頃になって文章を読

志を持った生徒に育ったのだと思います」。

６カ年教育の強みを生かして
相模原中等１期生のセンター試験受験率は

92％だそうです。
６カ年教育の強みを生かし、
４

さらなる高みを目指して
１期生に続く２期生について鈴木教頭先生は
「１期生の姿を見てきた２期生も、
自信を持って
受験に臨んでいくことと思います。
ややおとなし
いかな、
と思いますが底上げができている学年
なので私たちも期待しています」。

の強みが進路指導です。
「中３で学部・学科研究

の検証など進めていき、必要な点は作りかえて

を始め、秋には志望校・選択科目の調査を行い

いきます。保護者方には本校のスタイルを理解

ます。
もちろんその後の変更もありますが、東大

していただき、お子さんに合っているかどうか、

に進学した生徒はこの時点で東大志望でした」 お子さん自身の気持ちを踏まえてみていただき

と鈴木教頭先生。高校受験で区切られず、早期

たいと思います」。

年間にわたる学校作りは、関係者の期待を上回る
素晴らしい進路実現によって結実したのです。
相模原中等、平塚中等１期生が切り開いた道を、
後輩たちは自信と誇りを持って歩んでいくことで
しょう。
１期生の健闘をたたえるとともに、新たな人
生に幸多かれ!とエールを贈り、結びとします。 (天)
■2015年度県立校大学現役合格状況(対卒業生)

4/18時点でHP上に実績を公開している進学重点校+県立中等
並び順は国公立現役合格者の割合

現中１生からセンター試験に代わり
「大学入

ではです。教頭先生は続けて
「確かに校外でのさ

学希望者学力評価テスト」が導入されます。坂

まざまな体験学習など、将来を考える機会をい

本校長先生は「ものを考える力、表現する力が

ろいろと仕掛けてきました。
しかしそれだけでな

問われる新しい入試は、
まさに本校が力を入れ

く、やはり仲間の存在が大きかったのではない

そして成果を上げている点です。
これでOKとい

でしょうか。高い意識を持つ仲間から良い刺激

うことではなく、
さらに磨きをかけていきます」
と

学校
横浜翠嵐
相模原中等
平塚中等
柏陽
厚木
川和
平塚江南
秦野

を受けたと振り返る卒業生の声が印象的でし

力強くお話くださいました。

(※1)学士認定のある大学校含む(気象大・防衛大・看護大など)
(※2)明治・青山・立教・法政・中央・東京理科

た」。

１期生が伝えたこと
「学校が大事」
「１期生は進路講演会で後輩たちに
『学校（授
業）
を大事にしろ』
と話してくれました。学校をサ
ボったり行事に手を抜いたりすることなく、最後
まで伸び伸びと学校生活を送り受験に向かった
子たちです。
『危機感はなかった』
と言いますし、
教員たちも
『生徒たちはやってくれるよ』
と期待
を込めて話していました。難関大受験者のほと
んどが、週35時間、学校の授業が入っていまし

■入学から１カ月、
「サイエンスチャンネル」
で発表する相模原中等１期生

国公立(※1)

国公立+早慶上智 明青立法中東(※2)

140(45.0%)
55(36.2%)
45(30.6%)
85(30.4%)
95(27.1%)
78(24.6%)
61(19.7%)
29( 8.2%)

311(100.0%)
137(90.1%)
87(59.2%)
190(67.9%)
221(63.0%)
201(63.4%)
145(46.8%)
57(16.1%)

253( 81.4%)
167(109.9%)
151(102.7%)
302(107.9%)
352(100.3%)
318(100.3%)
280( 90.3%)
211( 59.8%)

■入学から2カ月、
平塚中等１期生の元気な声が響きわたる英語授業の様子

組み水準を高める一方︑
例えば
﹃科学甲子園

に目標を見定め準備できるのは中高一貫校なら

﹁問う力﹂
をもっと育てたい

けですから、
それに応えられるようカリキュラム

平塚中等では﹁表現コミュニケーション ジュニア﹄
への出場など︑
受験だけを意識し

路希望の制限になることはありません。
もう一つ

感じ取れました。校長先生のリーダーシップのも
と、
フロンティア精神に富んだ先生方と１期生の６

力﹂﹁科学・論理的思考力﹂﹁社会生活実践力﹂ た学びではなく︑スケールの大きい学びを

見て本校に期待して入学するご家庭が増えるわ

徒たちのさまざまな作品からは、充実した学びを

を育成する３つの柱にすえています︒アク してもらいたいと考えます︒そして生徒一

終わるカリキュラムなので、選択履修科目が進

びに何かしら
「変化」があり、校舎に掲示される生

﹁生徒の発表力の高さは︑
目指すところま

今回の成果を踏まえ坂本校長先生は
「実績を

に、毎年続けてきた２校への取材訪問。訪れるた

められる力につながります︒

年生まででセンター試験に必要な中身はほぼ

そして１期生の成長と校長先生とのお話を楽しみ

11

大学でこうしたい！が原動力

こそ、学力が伸びた典型的な例でしょう」。

■入学前の平塚中等１期生懇親会(中萬学院グループ卒塾生)

第一志望にこだわり︑幅広い進学となっ ティブな授業︑さまざまな場面での生徒の 人ひとりの︑自分で見えていない個性を気

活動を通して身につけた力が根底にあったから

創造する」
と、
それぞれ力強く説明されていました。

﹁前期課程での様々な体験・学びが後期課

む力がグンと伸びたそうです。本校独特の学習

塚中等の初代校長望月先生は
「全く新しい学校を

”

“

県立平塚中等教育学校

力』
がついているのではないかと。早稲田大学に

先生は
「相模大野高校のよき伝統を受け継ぐ」、平

業は︑１年から４年生まで週６時間ずつ確 程での課題研究につながり︑さらに大学で できました︒これからは﹃問う力﹄の育成に

は、学校でも塾・予備校でも、授業に集中して臨

10

高い学力と 高 い 志 を

て国語科の教員が話していたことですが、
『読む

ている平塚とでは、
スタート時からすでに
「個性」
が
あらわれていました。相模原中等の初代校長田中

だからこの大学・学 力を入れたいと考えます︒一方通行の発表
月頃の模試結果では︑
まだ力が現れてい 保され︑さらに２年はクラスを分けての少 こういうことがしたい︑
なかったという１期生︒
予備校の推測してい 人数制︑３年からは習熟度別編成と︑量・質 部に入りたいという将来の道につながって では不十分です︒自分が問われたときの対
や
﹃かながわ 応︑
自分が疑問を見つけ︑
しっかりと問える
た見込みより大幅に伸びた１期生の結果は︑ とも十分な体制が敷かれています︒英語も います︒﹃かながわ次世代教養﹄

という強い意志を持った生徒
えて行動する生徒を育てられたと思います。
そし 『そこに行くんだ』

相模原と、学区３番手校が母体校で駅からも離れ

鈴木校長先生は
﹁難関大への対応 探究﹄
などの多彩な体験学習活動は︑
受験勉 力︑教養を自分に課す力を育成したいです
彼らが６年間で身につけた確かな学力の土 同様です︒
を強化するには英語力の強化が必要だと考 強に拍車をかける一つの材料ですね︒挑戦 ね︒そして同時に教える側にも﹃問う力﹄が
台と︑
集中力の高さを物語っています︒
生徒一人ずつにＧＴＥＣスコア・英 した課題研究で︑将来の学部学科と違った 試されています︒授業で分かりきったこと
﹁３年・４年での勉強合宿をはじめ︑日々 えます︒
︒
テーマを研究した生徒もいます︒むしろそ を発問して答えさせるような授業では生徒
の講習・補習︑休日の補習と︑先生方も生徒 検取得級の目標を立てていきます﹂

本校長先生は「いろんな生徒を見てきましたが

先生方の問う力が︑
生徒
自分の道を選択する の力は伸びません︒
たちと一緒になって頑張ってくれました︒ 塾・予備校の利用状況はどうだったので の 試行錯誤や失敗 が︑
材料にもなるのです︒中等での学び︑成功・ の問う力を伸ばすとも考えています﹂
﹃ 結 果 を 出 す ﹄の 使 命 を 持 ち ︑本 当 に よ く しょう︒
映像授業 失敗の経験の積み重ねが大学での学びへの
やってくれました︒塾・予備校に頼らず︑自 ﹁正確な調査はしていませんが︑
ですから︑
１期生は
個性を気づかせ︑
潜在力を伸ばす
分たちで生徒を第一希望に導くという流れ 型 の 予 備 校 に 通 っ て い た 生 徒 や 横 浜 ま で モチベーションとなる︒

が身についたと思います」。鈴木教頭先生も
「考

通っていた生徒もいました︒難関大学に合 目先のことで大学を選ぶのではなく︑第一
最後に鈴木校長先生から保護者の方に
を︑
これからも堅持していきます﹂
︒
メッセージをお願いしました︒
平塚中等では︑
先生方の授業力・指導力向 格した生徒は︑頼りどころを学校にしてい 志望にこだわったのでしょう﹂
月には た生徒ですね︒予備校頼りではなく学校の
﹁６年後の大学入試改革も意識して取り

態勢だった生徒が少なくなかったようです。坂

初年度倍率は、相模原が１６.1倍、平塚が6.4倍。
当時の学区トップ校が母体校で通学の便も良い

上に向け日々研さんを積み︑
今年

語活動の充実した展開で、考える力、調べる力

でも覚えています。

教育関係者に向けた
﹃教育課程研究発表会﹄ 勉強が中心で︑予備校の勉強とも両立でき
も予定されているそうです︒カリキュラム た生徒たちです﹂

の予定や苦手・補強したい科目に合わせて受講
できる映像授業のメリットを生かした受験勉強

の面ではどうでしょう︒

究・ディベート」
などの言語活動にも力を入れて

います。坂本校長先生は「特に前期課程での言

開校２年前、
２校合同説明会での質疑応答を今

﹁数Ⅲを５年次に修了するカリキュラム

予備校や塾通いについてお聞きすると、
自分

「生徒一人ひとりの進路実現が大切」(県教委)

は︑特に理系の進学状況が良かったことか

はかりながら、
「 発表・質疑応答・レポート」
「探

「実績目標は示さないのか?」(説明会参加者)

らも有効だと考えます︒
一方︑
それだけ進度 た１期生︒平塚中等のホームページには６ 質の高い発表︑それらはまさにセンター試 づかせてあげること︑一人ひとりを本当に

(笑)」
と鈴木教頭先生。

も早いわけですから︑数学につまずかない 年間の詳細な﹁キャリア教育グランドデザ 験に代わる
﹁大学入試学力評価テスト﹂
で求 伸ばしきることに力を入れていきます﹂

誦・ドリル」
を中心に基礎・基本の確実な定着を

生徒を育てるための対策は︑もっと充実さ イン﹂
が掲載されています︒

たから、手を抜くヒマもなかったかもしれません

せたいと思っています﹂
︒
平塚中等の数学授

県立相模原中等教育学校

相模原中等では中１・中２の基礎期に
「読書・暗

