
 

 

 

ご視聴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。 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

◆ご感想など  

· コロナ禍の中、オンラインでの説明会を実施してくださり、ありがとうございました。資料を見ながら、お話を伺

うことができ、とても参考になりました。質問事項も共有してくださって、なるほどと思うことばかりでした。 

オンラインでの説明会の進行がスムーズで良かったです。  

· 制服が素敵で、TPO によって自分でチョイスできるというところも良いです。  

· 説明会がとてもわかりやすく、参考になりました。是非オープンスクールにも参加させて頂きたいと思いました。

どうもありがとうございました。  

· オンラインのライブ校内案内のような機会がありましたら参加したいです。その中で生徒さんの普段の様子が少

しでも拝見できたら嬉しいです。コロナが落ち着き、来校型の説明会に親子で参加できることを楽しみにしてお

ります。本日はありがとうございました。  

· 校長先生が学校のことをよく把握しており安心しました。  

· 新しい学校紹介動画を拝見し、とても素敵だなと思いました。生徒達の雰囲気も伝わってきて、楽しい学生生活が

想像出来ました。  

· 新校長先生をはじめ、先生方の雰囲気が和気藹々としていて、普段の学園の様子も想像することができました。  

· 先立って学園パンフレットを送ってくださったり、オンラインを活用した説明会や座談会を多く開催してくださ

ったり、貴校のきめ細かさや学園の良さを積極的に発信する学校としての一体感を感じることができ、本当に素

敵な学校でいらっしゃると感じました。  

· コロナ以前に学校見学へ伺ったことがあります。様々な学校へ見学に行きましたが、三輪田の生徒さんはどなた

も積極的に挨拶をしてくださったことが印象的でした。  

· コロナの流行が落ち着いたら娘と見学へ伺えることを楽しみにしております。  

· 校風と建学の精神に共感し、ぜひ娘を通わせたいと思っております。学習に励み目指して参ります。今後共、よろ

しくお願い致します。  

· コロナ禍で色々と手探りの中、不安がありますが、今日、校長先生の笑顔とハキハキお話される様子を観て、学校

の様々な活動もわかり、とても明るい気持ちになりました。  

· 親子に向けた細やかな御配慮もそこここに有ったと感じています。  

· 何より娘が前向きになれたことに大変感謝しております。ありがとうございました。コロナ禍で外出がままなら

ない中で、オンラインでの説明会に参加する機会があり、大変助かりました。ありがとうございました。  
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感想やご質問についてのまとめ 



◆ご意見など 

· 中高一貫教育について、他の科目についても教えていただきたいなと思いました。  

· 先生方のアットホームな雰囲気が伝わってきました。生徒との距離が近く、良い関係を築いていけるのではと感

じました。  

· 娘は探究授業にとても関心があり、今年度より新しく MIWADA-HUB が始まるときいて、嬉しく思っております。

オープンスクールの頃には、状況が少しでも改善されて、娘が伺えると嬉しいです。来週の座談会は上の子の保護

者会と重なってしまい残念ながら視聴できないので、ライブでなく視聴できるような仕組みがあると嬉しいです。

今後ともよろしくお願いいたします。  

· 今回、娘と一緒に拝聴したのですが、「またこんなに勉強しなきゃいけないのか…」と暗い気持ちになったようで

す。 

もちろん、学生の本分は学業です。彼女も遊びほうけようなどと考えていないと思います。  

· コロナ禍までの受験生は文化祭など学校や生徒さんの明るい部分を見て志望校を選んでいるところが少なくなか

ったと思います。学校生活や生徒さんの雰囲気がわかるような、小学６年生向けの Web 説明会を開いていただけ

たらと少し感じました。  

· 時間制限があり難しいと思うが、英語科以外のお話も聞きたかった。  

· 今後、生徒さんのインタビュー等もお聞きする機会があればうれしく思います。  

· 次回は学校生活（生徒の日常）や他の教科、行事等の説明が聞きたいです。  

· 三輪田の生徒さんのお話も聞けるとより学校の雰囲気が伝わりやすいかなと思います。  

· オンライン中、雑音が混ざっていて聞きづらかったので、早めに把握してもらえるとありがたいです。  

· 年々英語の話が多くなっている印象です。  

· 確かに英語は大事ですが、立派な理科施設が有効活用されているのか不安になります。  

· せっかく設備が充実しているのに、理系に強い印象がないのが残念です。  

· 今後は通われている生徒さんの雰囲気や施設のご紹介があればありがたいです。  

· またぜひ子ども自身が学園の雰囲気を直接感じ取れる機会がありましたら、参加させていただきたいと思います。

生徒さんにも直接質問できると嬉しいです。  

 

 

◆時間内に回答ができなかったご質問について  

 

生活指導関連   

・女子同士の揉めごとやトラブルなど、どのように対処しているのでしょうか。   

面接週間を年に２回実施していますので、そこで友人関係について相談にのることもあります。自分たちで解決

できるようでしたら見守り、何とかして欲しいということでしたら間に入ってお互いの言い分を聞くこともあり

ます。お互いの価値観を認め合い、トラブルを乗り越えることで成長するきっかけにもなります。本校には専任カ

ウンセラーもおりますので、自分で予約し相談することもできます。  



・埼玉県から通学している生徒も 30 パーセントくらいいるお話を聞き、パンフレットにさいたま市から通ってい

る生徒も 23 名居ると記載されていました。さいたま市浦和区ですが、通学に１時間近く、もしくはそれ以上かか

る事に大きな不安があります。さいたま市の方はどのあたり（実際にどの区から）通われているのか  

浦和区１０名、南区７名、中央区２名、大宮区２名、緑区１名、見沼区１名の計２３名です。現中１の生徒も５名

浦和区から通学しています。電車通学に慣れるまでに少し時間がかかるかも知れませんが、１時間位でしたら十

分通学できる範囲です。ちなみに、埼玉県から通学している生徒は今年は約 14％（137 名)となっております。  

  

・中学生の電車通学というのは体力的・精神的にどのような影響があるものでしょうか。   

中 1 の最初は体力的に大変だという生徒さんもいますが、5 月ぐらいには慣れてきて、特に心配することはない

かと思います。逆に、長時間かかる生徒さんの方が通学時間を有効に使うなど、しっかり時間の管理ができる場合

もあるぐらいです。  

  

・お昼はお弁当以外に購買等、何か選択肢はありますか。   

当日の朝 9:00 までにインターネットで注文できるお弁当ＴＶ（スクールランチ）を利用したり、校内にある自動

販売機でパンやおにぎりなどを購入することができます。また、登校時のみ通学途中にコンビニなどで購入する

ことも認めております。  

  

・登下校時の立ち寄りは可能ですか？   

習い事や病院に行くなど、理由を届けていただければ大丈夫です。  

  

・半蔵門線を利用するので、九段下駅を利用している生徒さん達はどの位いらっしゃいますか。   

帰宅訓練を行う際、毎年帰宅グループを編成していますが、今年度は九段下駅を利用する生徒（乗り換えて市ヶ谷

駅下車も含む）は４グループ３６名います。  

  

・制服は色々な組み合わせが出来るとの事でしたか、式典の時はこれを着用するとかありますか。   

式典での正装は、ジャケット、シャツ、スカートまたはスラックス、リボンまたはネクタイとなります。  ジャケ

ット以外のアイテムは複数ありますので、どれを選んでも構いません。  

  

・高校への進学に際した基準、また仮に体調不良、例えば起立性調整障害などになった場合などで出席が難しくな

った場合の措置や対応はどのようになりますでしょうか。   

完全中高一貫ですので、中学での出席日数が大幅に足りない場合を除き、原則としては全員が高校進学できます。

体調不良が続く場合も、なるべく遅刻しても登校できるように体調管理をして、出席日数を確保できるように対

応しています。  

  

・自転車通学は可能ですか。   

自転車通学は認めておりません。  

  

・校則についてのお話で、一時音声が聞き取りにくいことがございましたので、こちらで質問させて頂きます。「パ

ーマ」は禁止されていらっしゃいますでしょうか？髪型や服装を集団で検査するようなことがございますでしょう

か？  

・頭髪のルールについて。癖毛で困っており、身だしなみのためにストレートパーマをかけることは可能か？   



パーマと染髪は禁止しています。それ以外、髪型は自由です。頭髪についてだけでなく、もし何かそれぞれ個々の

事情などがある場合はご相談いただければと思います。また、新学期の最初に、各担任が服装検査を実施しており

ます。  

 

授業関連  

・プールはどういう授業を行っているのか、イベントはどのような雰囲気で行われているのかもっと詳しく伺いた

いです。  

水泳は、中１～高１までの学年で実施しています。中 1 から学年ごとにクロール、平泳ぎ、背泳ぎ、バタフライ、

100ｍメドレーという順番で行います。体育の授業は、じっくりと学ぶ為に学期中は単一科目のみを行います。具

体的には、中１の１学期は 25 時間程度、水泳の授業を行います。   

  

・理数教育についての方針や取り組みをお聞かせいただければ、ありがたいです。    

文系・理系の割合は大体 3：2 となっており、女子校の中では理系は多い方だと思います。数学は差が開く科目で

もあり、中学の代数や高校の数学では習熟度別クラス編成で行い、一人一人のレベルに合わせて丁寧に指導して

います。理科の授業では、中学 3 年間で 100 回近く実験を行ったり、高大連携を結んでいる法政大学との実験プ

ログラムに参加したりと、自ら考察し検証していく力を身に付ける教育をしています。昨年度はコロナの影響で

実験の回数が少なかったのですが、その代わり実験動画を流して実験結果や考察まで行うなど、ＩＣＴを活用し

ています。  

  

・クラスは学力別でしょうか。もし学力別ではない場合に、勉強の成績が個々に違う中、どの成績の学生さんに合

わせて授業をするのか気になったので。宜しくお願い致します。   

英語は、中 1 からレベル別の分割授業を行っています。数学は、差が開く中 2 または中 3 から習熟度別授業を行

い、一人ひとりの学力向上を図っています。一斉授業を行う科目では、中もしくは中の上あたりに合わせて授業を

行っています。授業についてこられないなど苦手な生徒がいた場合は補習、余力がある生徒には発展課題など適

宜対応しています。  

  

・2021 年度以降の理科教育の取り組みについてご教示ください。   

コロナ対策を万全にして、可能な限り実験を行う予定です。本物に触れることで、新しい発見と感動が味わえる機

会をたくさんつくっていきます。中学２年の理科Ⅰでは、授業開始の５分間理科読書を行い、今話題となっている

科学・環境に関するニュースにも興味を持ってもらう工夫をしています。  

  

英語関係  

・英語科以外の特徴を教えてください。   

中１の国語と中 3 の社会科で「読書」の時間があります。中１の国語読書は、週に 1 時間、図書館で読書にいそ

しむものです。古今東西の様々なジャンルから本校の教員がピックアップした数十冊の課題図書から、本人が読

みたい本を選び、授業の中で読み進めます。その感想を文章にまとめたり、「おすすめ本」としてブックトーク

（ビブリオバトル）したりと、読むだけでなく様々な発表の機会につなげる授業です。中 3 の社会科読書は、週

に 1 時間、こちらも図書館で行います。こちらのメインは夏休みから取り組む卒業論文です。卒論のテーマは各

自が決めます。学校案内の 31 ページに「近年の卒業論文の主なテーマ」を掲載しましたのでご覧ください。卒論



での学びが、その先の学部・学科選びや将来の職業と結びついている生徒が一定数います。卒業論文への取り組み

によって、自分自身の進むべき道を発見したということもできましょう。  

   

・英語科について、スタンダードクラスから上のクラスにあがることはありますか？   

・英語のクラスは固定でしょうか。英検のスコアが 1000 点超えたらアドバンスクラスに移動等あるのでしょうか。 

中１の間は固定クラスですが、中２以降はクラスの入れ替えがあります。昨年のスタンダードクラスには、中１の

１年間で実力をつけて 4 月からアドバンストクラスに上がった人もいました。   

 

部活関係   

・部活動で強い部はありますか。   

区大会レベルで入賞する運動部はあります。運動部はどのクラブも活動の範囲内でできる限り上位入賞を目指し

て活動しています。   

  

・部活の１日の活動時間は大体どのくらいですか？   

平日１時間半程度、土曜日３時間程度です。日曜・祝日は大会以外はお休みです。   

  

・無い部活は同好会等で作れますか？(軽音楽部など)   

同一学年内で愛好会の設立が認められています。文化祭での発表を目指した軽音楽愛好会の申請は多いです。そ

の他、歴史愛好会や囲碁愛好会など、様々な愛好会が過去にも作られました。現在のダンスクラブは愛好会が発展

してクラブに昇格したものです。   

  

・クラブ活動について、質問を書かせていただきました。現在、水泳の育成クラスで活動しておりますが、中学入

学後も育成から選手として活動するか、決めかねており、やめた後も泳ぐことは好きなので、水泳を続けられる学

校を検討しています。その一方で、もうしばらく競泳を続けることも考えており、外部のクラブチームに所属しな

がら、中体連の大会参加のために、校内のクラブに所属し、クラブチームの練習がない日に校内の練習に参加する

ような活動が可能なのか、それともどちらか一方を選ぶ必要があるのか、ご教示下さい。   

ケースバイケースですが、現在、学校の水泳クラブに所属し、外部のスイミングと両立している生徒はいます。   

 

 

PTA 関係  

・父母会の委員はどのように決めますか。   

基本的には立候補で決めています。1 クラス 2 名です。小学校の PTA のトラウマがあるためでしょうか、なかな

か決まらない場合もあります。   

  

・PTA 活動などへの親の参加機会の頻度はどのぐらいでしょうか？   

ご安心ください。小学校の PTA のように役員になることを強制されたり、強制的にお仕事を割り振られたりする

ことはありません。現在コロナの関係で、学年の懇親会などは行なっておりませんが、クラス・学年の懇親会など

のとりまとめなどが主な仕事でしょうか。委員以外は、父母の会総会以外、ほとんどないものとお考えください。

委員であっても、委員総会は年間３回です。もちろん、お仕事などでご都合がつかない場合にはお休みされても構

いません。   



  進路関係  

・国公立大への進路指導は具体的にどの様に行われているかをお聞きしたい   

高２に進級する際に、国公立型の選択をします（共通テストの５教科７科目に対応）。基本的にはその選択授業の

中で指導していきますが、課外や長期休暇中に補習や個別指導を行うことも多いです。推薦や総合型の場合は高

３の段階で担当教員がつき、個別指導を行っています。   

 

 ・海外大学への推薦制度について、進学実績の詳細をもう少し知りたいです。また、帰国子女でも英語経験もなく

中学から初めて勉強する生徒でも、過去に進学した実績などあるものでしょうか。   

本校の学業成績のみで出願・進学できる制度があります。アメリカを中心とする多数の大学への進学が可能です

（詳細は個別にお問い合わせ下さい）。実際の進学については年度によるばらつきが非常に大きいです。一昨年は

留学経験者が積極的に海外大学にチャレンジし、10 校近い合格を勝ち取り第 1 志望に進学しました。逆に昨年度

は海外大学への進学者がいませんでした。ちなみに、帰国子女・英語経験の有無は、実際の進学とあまり関連性は

ありません（少なくとも本校においては）。ただ、高校での留学体験がきっかけになる場合はあるようです。   

  

・生徒さんの通塾している子がどれくらいいるのか教えてください。   

中学での通塾は少数です。中学受験で通っていた個人塾にそのまま通うケースと本校での学習フォローのために

個別指導の塾に通うケースが大半です。高校では高１の冬あたりから塾・予備校の勧誘がかなりあるようで、徐々

に通塾者が増える傾向があります。高３では過半数が利用しているようです（統計は取っていませんが）。※ 類

似の質問については説明会の間にもチャットで返答。   

  

・指定校推薦のある大学を教えてください。   

100 以上の大学からの推薦枠を頂いています。ここ数年は推薦進学者も増え、昨年度は 27 名が指定校で進学しま

した。主立った指定校の大学は以下になります。 ※（）は複数枠ある場合の人数。   

東京理科（３）、立教・法、明治・理工、法政（３）、学習院（２）、北里・薬、明治薬科・薬など。学校案内に

もう少し詳細な大学が記載されています。   

  

・高大連携の取り組みについて。法政大学の他はありますでしょうか。   

現時点で他大学との連携はありません。   

  

・進路指導について、最近は AO 入試利用者が増えていると聞きますが、実際の AO 入試と一般入試の比率はどれ

くらいでしょうか？   

高大接続改革の中、名称が AO から総合型に変わりました。昨年度の総合型（自己推薦含む）進学者は 34 名、指

定校推薦・公募推薦と合わせて学年の 4 割以上が年内進学を決めました。   

 

入試関係  

・複数回受験の優遇措置があるかどうか教えて頂ければ幸いです。   

各回の入試の合格判定時に、合格最低点から下３～５点の範囲で、繰り上げ合格者のリストを作成し、欠員が生じ

た場合に繰上げ合格者を出す場合があります。第１回午後以降の入試では、そのリスト作成時に、複数回受験の方

をまず得点順に並べ、その下に単数回受験の方を得点順に並べます。また、繰り上げ合格者のリストに２回入れば

合格とします。   



  ・11 月以外で帰国生試験は実施する予定はありますか？または、一時帰国せずに海外からでも受験ができるように

オンライン受験などは検討されていますか？   

 コロナ禍で帰国が難しい受験生に海外からオンラインで受験できる C 方式を１１月に予定しています。   

   

・英検入試の条件『CSE1,000 点』について教えてください。   

・英検４級のリーディングとリスニング満点が CSE1,000 点となります。   

任意のスピーキングを加えると CSE1,500 となりますが、条件の CSE1,000 点はスピーキングも加えた点数で

よろしいのでしょうか？   

英検４級はリーディングとリスニングが必須で 1,000 点満点です。この２技能で 1,000 点満点をとるという意味

ではなく、任意で受けられるスピーキングテストを受検すると 1,500 満点になりますので、その 3 技能を受けて

1,000 点以上であることを出願条件としています。3 級を受検し、不合格になったとしても CSE スコアが 1,000

点以上あれば、出願資格を満たしますので、スコアが証明できる書類のご提出をお願いします。その場合の英語の

みなし点は７０点(2022 年度入試）となります。   

 

その他 

・運動会の会場はどこになりますか？   

駒沢オリンピック公園の運動場を借りて実施しています。青空の下、生徒たちは思いっきり体を動かして競技や

ダンスを楽しんでいます。   

  

・図書館は充実しているか。利用率、蔵書の数などの点において。   

「読書の三輪田」として、中 1 は国語科読書、中 3 は社会科読書の授業がそれぞれ 1 時間ずつあり、利用率は大

変高いです。蔵書は約 5 万 5 千冊あり、放課後や長期休暇中も自習スペースとして開放しております。   

  

・先生方における卒業生（OG)の比率を教えてください。文化の継承というメリットと同時に村の価値観のような

悪影響もあると思っています。   

教員の卒業生の割合は、1 割弱です。教科も年齢もさまざまで、人数は多くはありませんので、価値観の偏りとい

う点では悪影響はないと思っております。   

   

   

その他、個人的なご質問につきましては、直接ご来校の際に、または、お電話やメールでお問い合わせください。   

  

  

在校生の様子が見たい、在校生から直接話が聞きたいというご意見をたくさんいただきました。緊急事態宣言が解

除されましたら、学園にお越しいただき、ぜひ生徒の様子をご覧いただきたいと思っております。オンライン中の

音声の不具合がありましたこと、お詫び申し上げます。皆様から頂きましたご意見を参考に、今後の説明会を改善

してまいります。 

貴重なご意見をいただきまして、誠にありがとうございました。  

 

 


