大変有意義なものです。高倍率の

受検ですから、
合格するかどうかは最後までわか
りませんが、
受検勉強するというプロセスが大切
です。
親は神経質にならずに、
よく勉強している
＜ボンカレーさん＞
子どもを見守ってあげて下さい。
まだ小学生ですので、
落ちたらこれで終わりと
は思わせたくなかったです。
ただ、
落ちて後悔ば
かりの勉強では困ると思っていました。

直前までは親子で楽しむこと。

直前はさすがにはらはら、
ドキドキ、
衝突するのも
またいい思い出かも。
合格不合格に限らず、
いい勉
＜サウザンドさん＞
強だったと思えるといいですね。

本をたくさん読む事。
＜M.M.さん＞
色々な体験をさせてあげる事。

子どもを信
じましょう。
<ちこさん>

とが大事。
暗記ものも必要であるが、
それを使っ
＜K・Ｉさん＞
て何かを考える能力は必須。

息子は、
小6の春から通塾させていただきまし
た。
学習面は全て先生方におまかせでした。
受
検するのはお子さんです。

親があまり熱くならない

>

見守る部分と声をかける部分と ︒
バランス
…
が難しいと思いますが︑

をプレッシャーを与えない程度に送り続け
ください︒
︿Ｓ・Ｎの母﹀

受検当日の適性検査の結果が合否
に大きく関わります︒
あゆみが

オール３でなくても
大丈夫です︒

倍率が高いので、入れたらラッキーぐらいに
考えた方が良いと思います。インフルエンザ
が流行している時期なので、

応 援しているというメッセージ

事をおすすめします。＜Ｎｉｃｋ母さん＞

子どもにプレッシャーをかけ過ぎることなく︑
おおらかに見守られると良いと思います︒ ピ<ー母さん >

自分で考える能力を身につけるこ

適性検査の内容にその子の思考
が合うかどうか見極めが大事だ
と思います。
合わないと努力が
なかなか反映されにくいので難
しいかもしれない。
とにかく勉
強の方法をどうすればよいか難
〈井本かおりさん〉
しかったです。

子供を信じ、
見守る。

息抜きの場をもうけてやり、
心身共に元気に当日をむかえ
＜Ｋ・Ｔさん＞
させてあげる。

健康管理はしっかりやった方が良いと思
います
（家は前日に38℃も熱がでてしまい、
慌て 我が家は本当に中萬のおかげで入れたと思っています。
南
＜まいけるさん＞ 中を目指す事になったのも塾の先生にすすめられたから
て病院でリレンザをもらいました）
だし、
勉強についても家では全くみませんでした(子どもの
月並みですが、
健康管理に気を使いました。
また、
性格上その方がいいかなと)。
途中子どものやる気が感じら
本人が弱音を吐けるのは親しかいないと思った
れず、
受験自体やめようと思ったこともありましたが、
先生
ので、
いつでも
に相談したら
「塾では一生懸命やっていますよ。
オンオフの
“お父さんとお母さんはあなたの味方よ〜。 切り換えができてるだけのことでしょう」と言われ「そんな
大丈夫だよ〜。
”と信号を送っていました。 ならやめちゃえば」という禁句を言わずにすみました。
本人が感じ取っていたかわかりませんが…。
よかったです。
＜Ａｙａさん>

公 立 中 高 一 貫 校 対 策 専 用 情 報 誌 C G ニ ュ ー ス・プ ラ ス
昨年に引き続き、中萬学院グループ

受検までの間、
子供中心の生
活になり、
何かとリズムが狂
い大変かとは思いますが、
ま
ずは子供も含め家族が体調
をくずさない様に受検当日
をむかえていただきたいと
<Ｙ．
Ｎ．
さん>
思います
入学させて︑
改めてこの学校で勉強させられる事が嬉しい︒
子
どもがくじけそうになったら︑
入学した時のことを想像させて
励ましてください︒ ほ<の母さん >

少し勉強を休んだり、
宿題をしなくてもいいこ
とにしたり。子供の様子を見ながらがんばっ
ちゃう子にはたまには休む事も必要かなと思
<Ｍｉｒａｉさん>
います。

作文は早い時期から︵小６夏頃に
は︶取り組んだほうがいいと思い
ます︒ Ｍ<・Ｓさん >

とにかく基礎固めが大事だったと
今頃になって実感しています︒中
萬の授業・先生方のフォロー︑
受検
仲間との刺激が大変ありがたく︑
保護者としては見守ることしか出
来ませんでしたが︑それでよかっ
たようです︒ ？<さん >

＜みんな合格さん＞

＜はるママさん＞
ので気を付けたほうが良いと思います。

塾の先生に相談して

＜まみこさん＞
合格する場合もあります。
あきらめずにがんばって下さい。

Plus

親の発言によってモチベー
ションが下がることもある

子供にとって初めての受検、
初めての試練。
う
ちの子はそのプレッシャーとストレスで体調
をくずしてしまいましたが、

模試等で好成績を出せなくても、
小学校の勉強をおろ
そかにしない（合格判
定の25％が内申点）。
塾のプリント・模試・
ノート・テキストを子
どもと一緒に見て（お
母さんが黙って一人
で片付けない）出来て
いるところははげま
し、出来なかったとこ
ろは見直すよう声か
けし、整理したりファ
イルしたりする。その
際大切なのは出来な
かった箇所で、いつで
も何度でも見直せる
ような工夫をする。塾
の勉強を漏れなく確
実に身に付けられる
よう家庭のサポート
があった方がいいよ
うに思う。速読と小論
文に慣れておく。

受検当日まで本人の南中に行きたいという気持ちが高まる
ようサポートすることが大切だと思います。

子供が神経質になっていたことに︑
もっと
気遣ってやれば良かったと思います︒ 母<さん

塾での学習をしっかりやる事だと思い
ます︒
中萬はノウハウもあり実績もある
ので︑
本当に入会して良かったと思って
います︒
親としては試験日まで普段通り
お手伝いをさせたりと特別扱いせずに
過ごしました︒
︿かえるママさん﹀

やる 気を持続 させるのが大 変で し
た︒
定期的に子供とこのまま本当に
受験するのかを話し合いました︒
時
には
﹁受験をやめて残りの小学校生
活を楽しんでもいいんだよ﹂
と話を
すると︑
我が子は
﹁頑張る﹂
と︑
またや
る気を出してくれました︒ あ<や母さん >

本人の意志に任せることだと思います。
特に勉強
をやるようにきつくは言いませんでしたが、
模試
のテストが悪かったときはその日だけは次はＡ
判定取るようにきつく言いました。
Ｃ判定取って
も、
次につなげられるようにアドバイスしてあげ
＜ヒメさん＞
ることを心掛けてました。

後悔しないよう︑できるだけ努力するこ
とを心がけました︒まだ︑小学生なので︑

南附中向けの勉強は(受検結果にかかわらず)

遊ぶ時は思い切り遊んで

2期生保護者の方から保護者の方へのエール
めりはりをつけるように勉強させてあ
げてほしいと思います︒ ば<けねこさん >

YELL

プロの目にお任せして

＜みるきいさん＞

第29号

から南高附属中に進学した卒塾生・
保護者の方にアンケートをお願いし

ました。限られた誌面ですが、そのま
まの声をできる限りご紹介します。

高橋校長先生講演会特別号
発行中萬学院広報室

2013.9.8

アンケート 中萬学院グループから南高校附属中学に進学され
た43家庭にアンケート用紙を郵送、7月31日まで
実施方法 に返信された28件（回収率65％）を集計しました

南附属中2期生保護者・卒塾生アンケート
Ｑ：他校(私立)は受験しましたか？

他校受験

なし
他校受験

あり
○近くにいい私学があ
たので○小6の4月ま
で私立用の塾に通って
いたので区切りをつけ
るために受けました○
本人からチャレンジし
たいと言われ、親とし
て通学させたいと思う
学校だったから○本番
慣れさせるため

○本人が南附属中志望
だった○つめ込み受験
勉強をさせたくなかっ
た○親も南附属中に行
かせたかった。無理なら
地元の公立中で頑張れ
ばいいと思っていたの
で○国大附属を受けさ
せたかったが子どもが
南附属中を選んだ○国
立は同日実施だったた
め○公立の中高一貫校
に入りたく、そのための
対策しかしていなかっ
た○経済的に○公立中
にもいいところはたく
さんあると思ったから
○中学からあまり通学
に時間をかけたくな
かった

Ｑ：受検対策で特に力を入れたのは？（複数回答）
2013年(Ⅱ期生)
2012年(Ⅰ期生)

昨年結果は…
他校受験

塾の対策講座

他校受験

他都道府県
の過去問題

なし
あり
昨年はアンケート回
答者の33％が他校
も受験していました
が、今年の併願受験
者は14％に減少し
ています。これは、横
浜国立大学附属横浜
中・鎌倉中の試験日
が2月3日に移動し、
国立との併願ができ
なくなったことも影
響したようです。

塾の復習
学校の勉強
家の人に教
えてもらう
市販の問題集
通信教育教材
塾の対策講座
の予習
その他

0

20

40

60

80

100

（％）

中萬学院グループのＷｅｂマガジン

「ｆｕｒｅｌ」第20号 洗足学園中学高等学校訪問記
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トップは 先生の熱心さ
先生の熱心さ

96.4

教育方針

94.6

学校施設

94.6
90.2

課外活動
授業内容
生活指導

0

20

総合ポイントも昨年を上回る
今年の保護者アンケートでは、｢教育方針｣｢課
外活動｣での満足度ポイントが上昇し、全体で
は92.3ポイントと、昨年の89.9ポイントを上
回る結果となりました。学校の積極的な広報
活動により、十分に学校を理解して受検・進学
したご家庭が増えたこと、何より南高附属中の
指導実践によるものといえます。
その教育方針に関して保護者の方からは「具
体的に数字を掲げて頑張っている｣「校長先生
のお考えがしっかりしていてぶれない｣｢高い
志を持っている」などの声が挙がっています。
高橋校長先生のリーダーシップのもと、実際に
指導にあたる先生方。その評価は2年連続で
トップの満足度となっています。
「クラス作りもとても熱心な先生方です｣「生
活面もよく見てくださいます｣｢面談にも時間を
かけしっかり対応して下さいます」｢授業参観
や懇談会で話していて一生懸命さが伝わって
くる｣｢毎週、学習プランを提出し担任の先生に
コメントをいただくので計画的に過ごすこと
ができます｣など、生徒一人ひとりをしっかり見
て指導している様子が伝わってきます。
そして授業内容について｢プリントや先生のコ
メント・添削から充実感がうかがえる｣「スピー
ドもありフォローもある」
「調べる・発表する
学習も多い｣といった声が挙がっています。
生徒に好きな教科を聞くと、実に半数近くが
「数学｣と回答しています。理科を含めると7割

40

60

80

【集計方法】
各項目を４段階で回答していた
だきました(4が最高)。
回答いただいた評価ポイントを
それぞれ100点満点に換算し、
左のグラフにまとめました

開校初年度アンケート結果
今回実施したアンケートは
開校初年度にも同様に実
施しました。
ご参考ください
96.4

先生の熱心さ

95.2

89.3

学校施設

88.4

授業内容

89.3

生活指導

88.1

課外活動

88.0

100
ポイント

弱が理数教科が好きと回答しているのが特徴
です(昨年もトップは数学でした)。

教科書以外でも豊かな学び
「EGGでは勉強以外に様々なことが学べる」
「JAXA・TBS・日揮など社会で活躍する人
たちの話を聞いたり体験できる｣「入学してす
ぐのPAA、年間(土)にあるEGGはとても魅力
的です」など、総合学習EGGへの評価と期待も
うかがえます。
南高附属中の部活動は学業とのバランスを重
視し、活動日は月・水・金、朝練習なしといった
基本方針が示されています。｢活動日は少ない
が先生がとても優秀で内容が素晴らししい」
といった声の一方で、
「高校生優先でせっかく
の施設が使えない」など、開校間もない公立中
高一貫校ならではの悩みも聞かれました。

充実の施設、確かな生活指導
プラネタリウムなど充実の施設も南高附属中の
魅力。
「学食・売店があるのはありがたい」と
お母さんからは好評です。また「公共マナーも
指導していただけている」｢携帯についての指
導や規律はしっかりされています｣と生活指導
に対しても安心の声が多く聞かれましたが、改
善を望むものとして「最寄駅までも自転車通学
が不可」の声もありました。
2期生の南高附属中生活は始まったばかり。今
後の大いなる成長を期待して結びとします。

91.7

教育方針

0
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ポイント

２期生に聞きました
Q:平日の家庭学習時間は?

1時間
未満
2時間以上

教育方針・課外活動もポイントアップ！

通わせて良かった!南附属中
勉強や学校生活などに対して自主性が身
についてきたと思います。周囲の子供達も
勉強に対する意欲が高いので自然と勉強
するようになります。<はるママさん>
今まで生きた勉強をさせたいと思ってい
た。この学校に入り、まるで私自身がカリ
キュラムを作ったかと思うくらいやらせた
かった事が組み込まれている。何もかも良
すぎる。<M.Ｍ.さん>
何よりも本人が楽しく通学している点で
す。<ｌａｎｉさん>
教育方針がしっかりしていて、中学は2年
めの学校なので先生も生徒もとてもやる
気がある。<こっちさん>
・生徒さんたちが皆さん前向きで積極的な
ので、お互い刺激を受け合いながら、良い
仲間をたくさん作れそうな点。
・学校がいろいろな取り組みに熱心で、良
い環境で過ごせる点。<ぴー母さん>

自由記述でお書きいただきました。原文そのままご紹介します

普通の公立中学にはない施設がたくさん
あり、様々な経験が出きそう。高校生と一
緒に活動する事も多く
（部活等）、刺激を
受けることが出来る(高校の先輩が教えて
くれる事もあり、楽しみにしている)。
<みるきいさん>

ＥＧＧなどの教科書の勉強以外の課外授
業に、
とても刺激を受けているようです。貴
重な体験だと思います。
＜あや母さん>
自分より頭のいい子がいっぱいいて、もの
すごい読書の量、小説を書いている子がい
たりとても刺激をうけています。部活もそ
んなにハードではないので、勉強と両立が
出来ること。
ＥＧＧの活動でとてもいい体
験が出来ること。<Ｍｉｒａｉさん>
考えて表現し、人に伝えるという将来的に
必要な技術を学ばせてくれます。又、パソ
コンの技術の習得も早いです。社会に出た
ことを見据えたカリキュラムだと思います。
<井本かおりさん>

1〜2時間

いいえ

Q:好きな教科は何ですか?

実技
科目
英語
EGG

理科

数学

2期生アンケートにみる
南附属中１年生の平均像

起 床は6時 過ぎ、7
時過ぎに家を出て、
帰 宅 する は 6 時 半
頃です。
平日の家庭学習は1
時間半弱です。

まず、担任の先生がとても熱心に指導して
くだる点です。
それときちんとしている生徒
さんが多く、身だしなみも中学生らしくき
ちんとしている点。クラス全員が部活動に
参加していて、勉強だけではない点。
<ばけねこさん>

先生方の熱心な指導、行事の組み立て方
も流れがよい(中間終了後、部活開始や期
末終了後9月の南高祭等)。周りのお子様
方の志も高く、授業に対する姿勢が素晴ら
しい。子供自身「南高最高!!」
と言って心か
ら親子で喜ぶ日々です。<Ｋ・Ｔさん>
よい先生たちばかりで安心してまかせられ
る。勉強だけ出来る子もいるが、多才多芸
の子たちも多くて刺激を受ける。通わせて
よかったとつくづく思う。<Ｋ・Ｉさん>
学習面において同じくらいのレベルの子た
ちが集まっているので、可能な事だと思い
ますが、興味の先取りで学習がすすめられ
ていっている気がします。また、現在の高
校生たちがとても学校生活を楽しんでい
る姿がいいお手本になっていると思いま
す。<サウザンドさん>

Q:塾に通っていますか?

はい

学習内容は熱心に取り組む環境で期待通
りでした。それ以外の委員会活動等にも、
生 徒 達は積 極 的で良い雰 囲 気なようで
す。体育祭、合唱コンクールでは高校生の
パワフルさに刺激を受け、中高一貫校の良
さを感じました。<？さん>

志の高い生徒ばかりで、生徒の家庭も落
ちついているようで、今のところ友達関係
は良好。<ボンカレーさん>
入学してまだ一年もたっていないのに、本
当に色々な体験をさせていただいて感謝し
ております。
また学力向上にむけて学校、先
生方と熱意が感じられ、六年間の一貫教
育で子供がどの様に成長していくか楽しみ
です。<Ｙ．Ｎ．さん>
勉強熱心な所です。定期的に学力診断テ
ストなどを行い、
自分が全国でどの位置に
いるのかを常に把握させている。定期テス
ト(中間・期末)も順位ではなく自分が理解
出来ているかを重視している。
<ヒメさん>

男女共学でいろいろなタイプの子供がい
るので刺激があり、友だちもたくさん出来
て毎日楽しく通っています。<まいけるさん>
まだわからない。<ちこさん>

学習意欲のあるお子さんが多いので、
いい
刺激をうけていると思います。<Ｍ・Ｓさん>
・同じ小学校から来た者同士のグループな
どがなく、新鮮な人間関係が築ける。
・ＥＧＧなどの体験授業が充実している。
<まみこさん>

入学後すぐに生徒同士の交流を深めるよ
うなプログラムがあるなど配慮がある。
<母さん>

・子どもが楽しそうにしている。
・熱心に指導してくださる。
・家庭学習へのフォローがある。<Ｓ・Ｎの母さん>
先生方やお友達、中学２年生や高校生か
らたくさんの刺激を受けられること。日々
成長していると感じます。<Ｎｉｃｋ母さん>
授業数が多いところ。保護者も教育熱心
で子供をきちんとみている方たちばかりで
安心しました。<かえるママさん>

レベルの高い良質の授業のため、
しっかり
授業を受けていれば、塾に行く必要がない
ところ。生徒たちが自信を持って物事に取
り組んでいることが伝わってくる。
お互いが
刺激し合える友達であること。<ほの母さん>
施設が充実しているのはもちろん、先生・
生徒たちが明るく元気で活気にあふれて
います。高校受験を気にせず６年間このよ
うな環境で過ごせるのは恵まれていると
思います。
しかし何よりも我が子が毎日本
当に楽しそうに学校生活を送っているの
を見ると、
この学校で良かったな…と思い
ます。<Ａｙａさん>
向学心の旺盛な生徒が多く、切磋琢磨し
あっている。学校と外部との交流、受験生
をはじめ外部からの期待や注目に対する
レスポンス、学校からの情報発信、非常に
風通し良くひらけている。子どもの問いか
けや相談に応えてくれる優秀な先生がい
る。一日一日が濃密で無駄な時間がない。
<みんな合格さん>

