
 

 

来校していただいた方からのご感想やご質問をまとめましたので、よろしければご覧ください。 

 

  

 

【校長先生による学校紹介】 

・校長先生のお話にあった「with・After コロナの社会で求められるもの」について、規範意識や感謝の 

 気持ちを育てるという点が、安心して子供をお預けることができると思いました。 

・伝統校ですが、外に開かれた活動が多く、視野を広くして進路を考えられる環境であると感じました。 

・女子校に行きたいという気持ちが高まりました。 

・度々来校させていただきありがとうございます。教育理念、英語のオンライン授業、少人数クラスな 

 ど、また地域・学校との連携の良さもあらためて共感いたしました。 

・どのような子を育てたいのかが明確に理解でき、とても良い説明会でした。 

・校長先生のお話の中で、良き伝統と新しい時代の多様性を追求していく学校方針にとても共感いたし 

 ました。親子共々改めて入学を強く志望いたします。 

 

【卒業生の話】 

・卒業生が生き生きとしている姿に、充実した学生生活を送ることができそうだと感じました。その基礎 

 の部分が三輪田で培われたとお話しされていて、さらに興味を持ちました。 

・「ダンスと科学の両方の好きを伸ばしてくれる環境があったからこそ今の私がある」このような素晴ら 

 しい環境下で学ばせたいと思いました。 

・卒業して帰れる場所として学校がいてくださることは安心感がある。 

・卒業生からのお話に、子供も興味津々で聞いておりました。自分でも学校に入学してからの様子が想像 

 しやすかったようです。本当にありがとうございました。 

・卒業生の方が生き生きと活動されていて素敵だなあと思いました。6 年間の学校生活で今後生きる上で 

 大切な“モノ”を見つけられる学校であると感じました。 

・卒業生のお話で、娘を前向きな気持ちにさせていただきました。 

・卒業生の中学時代のお話を聞けたことです。悩んだときに「好きになるのも才能」と生徒の心を後押し 

 してくださる言葉に感銘しました。 

・何度か説明会に参加しておりますが、今回、卒業生のお話は初めて聞き、とても楽しかったです。輝く 

 素敵なお姿は、中・高での経験が大きく影響しているのだと思いました。 

・卒業生のお話から、卒業後の選択肢の広がりを知ることができ、良かったです。何度か説明会に参加し 

 ていますが、毎回簡潔でスムーズで良いです。 

・卒業生のお話もとても興味深かったです。このような先輩、そして育てられた先生方と娘が過ごせるこ 

 とを望みます。 



【新制服の紹介】 

・新制服が見られてよかったです。 

・新制服がとても素敵でした。制服にスラックスがあることに子供が喜んでいます。 

・新制服がかわいらしく、娘も気に入ったようです。 

 

【４科より】 

・試験対策について詳しく教えていただき、今後の勉強に大変参考になりました。 

・入試問題の傾向と対策の説明を各科目で丁寧に実施していただき参考になるとともに、作成者の思い 

 を感じることができました。 

・社会の先生が残り少ない小学校生活を大切に、テストは受験生へのメッセージとおっしゃっていた点 

 もとても心に響きました。 

 

【その他】 

・コロナの対応についてしっかり考えて準備されているなと感心しました。 

・どれも素晴らしい内容でしたが、最後の教頭先生のお読みくださった詩が心に残りました。ありがとう 

 ございました。 

・生徒一人ひとりを大切に思ってくださっている感じが伝わってきましたし、安心して通わせることが 

 できると思いました。 

・人として女性として社会に出るために必要な大切な事を身に付けられると感じました。 

・コロナの状況が落ち着いたら生徒さんたちの様子も拝見させていただきたいです。 

・3 年連続で説明会に参加させていただいておりますが、本年が一番魅力的に感じました。ありがとうご 

 ざいました。 

・先生方の温かさを感じる説明会でした。ありがとうございました。 

・このコロナ禍において、学校行事を中止する方針の学校が多い中、「どうしたらできるか」を考えてく 

 ださる三輪田学園に大変興味を持っております。 

 

 

 

【改善点など】 

・声が聞き取りづらいことがあった。 

・学校紹介ビデオが流れなかったのが残念。 

・スクリーン，資料の文字が小さい。 

 

 大変申し訳ございませんでした。今後改善して参ります。貴重なご意見をいただきまして、ありがとう

ございました。 

 



【入試関連】 

・繰り上げ合格の仕組みについて 

 三輪田学園では、入学予定者が定員を下回った場合に、繰り上げ合格を出しています。繰り上げ合格対 

 象者は、合格最低点の次点の受験者から得点順に決めています。ただし、繰り上げ合格対象者の公表は 

 していません。また、複数回受験のメリットとして、合格点には達しなかった受験生で、繰り上げ合格 

 対象者に 2 回入った方は、2 回目の入試を合格とします。 

 

・過去の合格平均点、合格最低点はどこで確認できますか。 

 学校案内の「資料編」28 ページに記載しています。ちなみに、2020 年度入試の第 1 回午前の合格最低 

 点は 122.7 点、午後は 135 点、第 2 回 A は 112 点、Ｂは 129 点、第 3 回は 140 点でした。 

 

・コロナの濃厚接触者となった場合の対応 

 本校の在校生への対応は、濃厚接触者は自宅待機となっており、受験生の方へも同様の対応と考えて 

 おります。従いまして、原則として受験はできないことになります。それぞれのご事情で判断させてい 

 ただきますので、濃厚接触者となった場合は学校へお問い合わせください。 

 

・試験問題の内容をもっと詳しくお伺いしたい 

・入試説明についてもう一歩深い話があると良かった 

三輪田学園の入試問題は 4 科の教員が全員で作成していますので、年によって問題の傾向が大きく変わる

ことはございません。従いまして、過去問を繰り返し解くことと、少し遡って解くことをお勧めします。ま

た、時間を計って解いてください。 

 

・入試当日に保護者の控室はありますか？もしくは、保護者は一旦帰宅してもよいのですか？ 

講堂を控え室にします。もちろん一度お帰りになっても結構です。 

 

【在校生について】 

・生徒の雰囲気について 

お昼を食べ終わって、いち早く校庭や体育館に遊びに行く生徒、教室の片隅で読書をしている生徒、何人

かでおしゃべりをしている生徒と実に多彩な生徒がいます。塾の先生方からは、三輪田学園の生徒は真面

目で穏やかな生徒が多いですね、とおっしゃっていただくことが多いです。 

 

 

・在校生の話が聞きたかった 

11 月 28 日(土)の学校説明会では、ミニコンサートを予定しています。その際に、生徒の話を少しお聞かせ

できると思います。また、12 月 20 日(日)の入試説明会では、在校生へのインタビューを企画しています。 

 



・在校生との触れ合い 

今年度に関しては、新型コロナの影響で、生徒が企画する受験生向けのイベントを実施することができま

せん。説明会の最後に校舎見学会を企画しています。その時間が休み時間にあたっていた場合には多少様

子をご覧になれると思います。 

 

・在校生の様子などをビデオでも見せてもらいたい 

次回以降の説明会では冒頭に学校紹介動画をお見せします。こちらの不手際で今回は申し訳ありませんで

した。 

 

・学校での生活について 

毎日、元気に楽しそうに過ごしています。ほとんどの生徒がクラブに入部しており、勉強と両立させなが

ら、充実した学校生活を送っています。たくさんの行事に対して積極的に楽しむ姿が見られます。 

 

・校則について 

身だしなみや基本的なマナーとして心得てほしいこと以外は特に厳しい校則はありません。パーマや髪染

めは禁止ですが、中学生・高校生にふさわしいものであれば髪型は自由です。 

 

・普段の学校の様子を説明会中に見たかったです 

事前のご連絡があれば個人での校舎見学を実施しております。ご都合のよい時間にお越し下さい。生徒の

様子等を動画を用いて説明会で配信することについては今後検討いたします。 

 

【クラブ活動】 

・クラブ活動の様子についてもっと知りたかったです。 

今年度は新型コロナの影響で、クラブ体験を実施できずにすみませんでした。放課後の時間帯の学校訪問

が可能であれば、活動の様子をご覧に入れることは可能です。 

 

・ダンス部について 

最も人気の高いクラブの一つで、ヒップホップ系の激しいダンスも取り入れています。ただし、場所に限

りがあるために、入部の際に人数制限を行っているという実情がございます。入部希望者が多数の場合に

は申し訳ございませんが、抽選となります。 

 

【学習面・授業】 

・授業で理解度の確認をどう行っているか。 

理解度を測るには、定期考査の結果を分析することが最も大切だと考えております。問題ごとの正答率、

誤答のパターンを分析して、問題解説を行い、「満点ノート」を作成させ提出させています。また、一定の

点数を下回った生徒を対象に、指名制の補習も行って、確実な理解を図っています。 



・補習について 

・長期休暇中の講習は有料か、無料か 

夏休み、冬休み、春休みといった長期休業期間中や放課後に実施しています。指名制の補習や、希望制の講

習など多彩なメニューを用意しています。2019 年度の中 1 で約 40 講座、高 3 では約 100 講座を実施しま

した。一部外部講師が担当する英会話などは有料となりますが、ほとんどの補習は無料で行っています。 

 

・各教科においての勉強の進み具合、三輪田学園においての特徴 

・授業について（進度や課題の量・難易度など） 

・授業の取り組み・授業カリキュラムについて 

数学と英語では一部先取りを行い、中 3 で高 1 の内容に入ります。それ以外の科目では、学年相当の進度

で進めています。学校案内「資料編」の 8 ページから 12 ページにカリキュラムや授業の解説を記載してお

りますので、そちらをご覧ください。また、個別の学校見学を受け付けておりますので、その際に案内の者

にご質問ください。 

 

・日々の学習について・補習などのフォローアップ 

中学生には 1 日 2 時間の家庭学習の習慣化を呼びかけ、宿題を出しています。しかしながら、おうちには

様々な誘惑があるために、家庭学習が定着できていないという実情があります。そこで、「まなびクラブ」

というメンター（大学生のお姉さん）の監督の下、学校で宿題や課題、自学自習をするために時間と空間を

設けています。 

 

進路指導  

・キャリア教育について 

中学 3 年生の後半から本格的なスタートをします。社会人の卒業生へのグループインタビューから始まり、

節目ごとに卒業生の話を聞き、自身の将来像を考えていきます。高学年になるにつれ、自分に近い年齢の卒

業生の話を聞くようになります（最後は高３の 2 学期に直近の卒業生から受験対策）。 

その他、高１・高２では大学の関係者をお呼びしての学部学科ガイダンス・模擬講義を校内で実施、大学で

の学びを体感してもらいます。長期休暇中には各種オープンキャンパス・体験講座への参加とレポート提

出が課題となっています。 

 

・大学進学について 

 資料集の P.5 に詳しく載っておりますので、そちらをごらんください。 

 

・進学指導、在学中の特講・補講など 

正規の授業での演習科目を高２から取り入れ、高３では共通科目以外のほとんどの授業が受験対応となり

ます。長期休暇中の補習・補講は中学 1 年から実施、高３では 5 教科の受験指導補習がのべで約 4 週間実

施されます。学期中の補習は必要に応じて随時昼休みや放課後に行っています。 

 



・進学相談など、どのような所に力をいれているか 

多様化する進路に対応するため、個別の面談を重視しています。高３では増加傾向にある推薦・総合型の生

徒について担任以外の教員も複数名を担当、面接や作文などの指導も行っています。 

一般選抜を含めた高３生については年 2 回の志望校検討会で、一人一人の受験について担任＋進路で細か

に検討し、個人面談でフィードバックしています。 

コロナ禍を機に ICT の活用も広がりました。マイクロソフトの Teams を用い、チャットによる相談やデジ

タルデータを介した添削も適宜行っています。 

 

・大学受験対策 

学習面では高２からの演習授業 ・長期休暇中の補習 ・補講や随時行われる学期中の補習 ・個人指導等が挙げ

られます。進学指導面では模試等の客観的データと個々人の特性に基づく細やかな面談指導をくり返すこ

とが対策と言えるでしょう。具体的には他の質問項目をご参照下さい。 

 

・大学推薦枠と学内の基準 

指定校については 100 を超える枠を各大学からいただいています（明治・立教・法政・学習院・東京理科・

東京女子・日本女子など）。学内の基準としては学業成績以外に出席状況・生活態度を考慮しています。 

 

・大学受験に向けて、塾を利用される方は多いのでしょうか。 

特に統計は取っていませんが、高１の秋頃から塾の勧誘が多くなり、高３では一定の生徒が通塾していま

す。予備校に通わず結果を出した生徒も上手く利用した生徒も、逆に塾依存で伸び悩んだ生徒もおります。

本校では通塾の判断は本人の問題だと考えています。 

 

・通塾率や自習室における学校側のサポート体制 

コロナ禍以前には、高校生を対象に 18:30 までの自習を認めていました。今後の再開については検討中で

す。それとは別に、中１を対象に週１回以上の校内放課後学習を促す「まなびクラブ」という制度がありま

す（大学生のメンターが指導に当たるもので別途有料）。 

 

・進学校以外にも、就職先などのデータがあるとよいと思いました 

本校では進学希望の生徒がほぼ 100％で、就職者は数年に一人いるかいないかという状況ですので、就職に

関するデータ分析は行っておりません。大学卒業後のデータは本校だけの教育効果と言えませんので、こ

ちらも積極的なデータ収集・分析は行っておりません。 

その他  

・留学制度について詳しく知りたい 

学校資料集の P.10 に詳しく載せてあります。ターム留学（約 2 ヶ月半）や 1 年間の長期留学制度がありま

す。その他、中 3 ではカナダのホームステイ、高 1 ではイギリス語学研修（いずれも希望者、夏休み中）

があります。 

 



・休校時の対応 

Teams や Zoom を使って、双方向でのオンライン授業を、高 3 は 3 月の春期講習から、その他の学年も 4

月 20 日から開始しました。入学式、保護者会もオンラインで実施しました。 

 

・ブルーアースプロジェクトは希望すれば参加できるのですか。 

高校生はどなたでも参加できます。 

 

・留学体験した生徒さんのお話を聞いてみたいです。 

昨年までは生徒による相談ブースを行っておりましたが、今年は開くことができずに申し訳ありません。

今後、ホームページや学校案内で記事を載せられるように検討していきたいと思います。 

 

・哲学対話について 

現在は中 1 の国語の授業で行っています。これからさらに深めていきたいと考えています。参加者全員で

話し合いたいテーマを決め、自分の意見を自由に話します。相手の意見を批判しない、ボールを持ってい

る人しか発言してはいけないなど、話す際にはいくつかのルールがあります。ファシリテーター（教員）が

いるので、安心して意見を言うことができます。中 1 の生徒からは、またやってみたい、楽しかった！な

どの感想がありました。他者の意見を聞き、自分の意見を言うことで、さらに自分を知ることができ、深く

考える習慣が身につきます。 

 

・制服は愛着を持っている生徒さんが多かったと思いますが、どのようなプロセスで新制服を決定されたので

すか。 

女子だからスカートというような考えではなく、スラックスを取り入れたいということ、多様性が大切で

あり、それが自主性を伸ばすことにつながると考えたことから制服を改定をすることに致しました。全校

生徒へアンケートを実施し、ブレザーの色やデザイン、リボンやネクタイについても生徒の意見を取り入

れながら、１つ１つのアイテムを決定していきました。 

 

・理系、文系のクラスに分かれると、他のクラスとは全くかかわりがなくなってしまうのでしょうか。 

高１秋に文理選択を行いますが、選択科目によるものでクラスは文理混合です。高３では文理のコースに

分かれますが、高２のクラスは維持され、朝終礼や LHR はクラス単位で実施します。 

 

・中学と高校で生徒の人数が 40 名程少なくなっています。高校で外の学校を希望する生徒が多いのでしょう

か。 

三輪田学園の学則定員は 172 名と規定されています。現在の高校 1 年生までは、ほぼ定員通りの入学者が

ありました。しかし、現在の中学 3 年生・2 年生の入試では、定員を大きく上回る入学者がありました。要

因としては、この学年から午後入試を始めたことで、入学者数を読みづらくなったことにあります。入学

者が増えたことでこれまでの 4 クラスを 5 クラスにして対応しています。 


