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【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、
グラフにまとめました
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■総合満足度■項目別満足度

　「受検対策で特に力を入れ
たもの」をまとめたのが右のグ
ラフです。トップ3は毎年変わら
ず「塾の対策講座」「塾の復習」
「過去問」です。逆に減る傾向
にあるのが、「通信教材」「学校
の勉強」「市販の問題集」「家の
人に教えてもらう」です。塾の授
業を学習の中心にすえ、それを
しっかり自分のものにしていく
学習スタイルが見て取れます。
　実際、「一番役に立った・大切
だった」こととして、塾で与えら
れた問題を何度も解き、時には
先生に質問して理解を深めて

いったことを挙げる卒塾生が多
く見られました。また過去問(銀
本)などを活用して多くの問題を
解くことも役立ったと、多くの卒
塾生が回答しています。
　「小学校時代にやっておいた
ほうがよい」ことも尋ねました。
卒塾生からの回答は「メリハリ
をつけ何事にも積極的に取り組
む」とまとめることができます。
受検対策学習だけでなく充実し
た小学校生活を送ることが、南
附属中での豊かな学びの土台を
形成するということを、卒塾生
たちは教えてくれています。

通わせて良かった!南附属中ボクたちワタシたちはこうして合格した！ 保護者の方に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

何よりもこどもが毎日楽しく通っている点で
す。授業・部活動・先生・友人、全てが新鮮
かつ面白い様で毎日笑いっぱなしです
<M・Oさん>

英語の授業を日本語を使わず教えて下さ
り、ＬＬ教室も利用できる事。施設では図
書室や校庭・体育館やホールが広くて充
実している事です<Mさん>

とても恵まれた環境で学ばせていただけ
ていると感じています。学校の未来を見据
えた質の高い目標と実践力は素晴らしく、
特にＥＧＧの外部講師を招いての本格的
な体験学習は他では行えない活動であり
がたいです。子供も学校が楽しく毎日が充
実しているようで本当に通わせて良かった
です＜アプリコットさん>

とにかく子どもが楽しそうな点。他の子た
ちも積極的な感じの子が多く、活発な雰
囲気の学校なので子どもが生き生きして
いる<ちゃっぴーさん>

意欲的に学習や学校生活に取り組んでい
るすばらしい生徒ばかりなので、その中で
一緒に成長していけることは今後に良い影
響をもたらしてくれることと思います。ま
た、大先輩方の様々な偉大な姿を目の当
たりにする機会が多いので、そこからも良
い刺激を受けながら、良い校風や施設等
恵まれた環境の中で学べることもすばらし
いことだと思います<ママちゃんさん>

・みんな同じ様に受験をしてきた生徒なの
で、レベルが高いと思われる。
・自宅から近い事<モコにゃんさん>

英語教育に力を入れていること<苔の親さん>

子供が毎日楽しそうに学校に通えている。
週プランを通じて自分から机に向かう習慣
ができている。周りがとても積極的、優秀な
ので、いい意味で刺激を受ける事ができる
<くーちゃんさん>

授業内容が濃く、基礎からしっかり理解さ
せようとしている。どの授業も体系的に進
められており、宿題もたくさんあるので自
然と学力がつく<Ｍ・Ｉさん>

娘が毎日とても楽しく学校に通っている様
子を見て安心しています。担任の先生にも
恵まれ教科ごとの先生方の指導もすばら
しいと思います。他の学校ではなかなか出
来ない職業体験など（EGGの授業）も良い
と思います<K・Mさん>

発展的な学習、提出物がたくさんあり色々
な課題をやる事ができる。文化・体育面で
もイベントに力を入れて取り組み、盛大に
行われる。施設が豊富で部活動等で使用
する際にも充実している。ＥＧＧの授業は
多岐にわたっていて良い経験になる。
<ももの母さん>

熱心な先生方に教えてもらい、個性的な
お友達がたくさんできたこと<Tの母さん>

女の子とも男の子とも皆仲が良い様で、と
ても楽しそうに毎日通学しています。勉強
だけでなく、体育祭や合唱コンクールも高
校生と一緒に大変盛り上がります。生徒主
体の運営でとても良いと思っています。又
通学時間も遠過ぎず、良かったと思ってい
ます。そしてやはり公立でありがたいです
<Y母さん>

何よりも楽しく学校へ通っていることで
す。性格が明るくなりました<メカブさん>

周りの友達に刺激されて、勉強に対して意
欲的に取り組んでいます。先生方も熱心に
指導してくださっているので、安心して通
わせられています<KICKさん>

行事に打ち込んで、楽しく通っているとこ
ろです<SIさん>

家庭学習、生活面、すべてにおいて自主性
が育つ。施設も良く、授業内容、特にＥＧＧ
が素晴らしい内容<ゼウス母さん>

勉強する環境が良いと思います。朝読書や
週プランなど。ＥＧＧを通して将来の夢が
広がりそう。全体の学力が高いので切磋
琢磨できる。高校生との行事も多いので、
学校行事が楽しめる<パンケーキさん>

周りの生徒の学習レベルが高い為、本人
の刺激になる点<Sさん>

切磋琢磨する仲間がいる。中学生以上大
人未満の少し遠い将来をイメージできる
高校生もいて、こうなりたいなど憧れの気
持ちを持てる<チェロ弾きさん>

通学時間も長く通うのは本当に大変そう
ですが、それ以上に学校生活が楽しい様
でよかったです<K・Kさん>

目的意識をはっきりと持っている生徒が
多いので、非常に活気あるクラスになって
いる。ほとんどが知らない子同士の集団の
ため、一から人間関係を築いていくので大
変な部分もあるが、自分をどう主張する
か、周りから吸収していくかを捜すこの時
期に良い環境にあると思う。またＥＧＧ活
動がととても魅力的で本人のヤル気次第
でどんどん成長すると思う<ユーフォ母さん>

・個性的で魅力的な友達が多く、クラスや
学校の雰囲気がとてもよい。
・教育プログラムがよい。<リンゴ母さん>

数学・英語については少人数制で授業を
行っているので、理解しやすい点。授業中
静かで集中しやすい点<ウサギさん>

他都道府県
の過去問題

Ｑ：受検対策で特に力を入れたのは？
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（複数回答）

Ｑ：これが一番役に立った・大切だったことは？

（％）

塾の授業と復習を大切に

過去問を解いてその
学校に慣れること

銀本などの過去問で
時間配分を考えて勉
強したこと

何と言っても「銀本」です。
他校の問題を解くことで
様々な問題に慣れました

作文の書き方や型が
役に立ったと思う

分からない問題、間違え
た問題に印をつけておい
てスラスラできるようにな
るまで解き直しをすること

分からないところは先生
に質問し家で復習する。課
題はすべて提出する

過去問を繰り返しや
ること

南高附属中の対策
講座

質も大切だけど量も大切。
いろいろな問題を解くほ
どたろいろな問題に対応
できます

・基礎の計算
・過去問演習（銀本）
・作文対策

メリハリをつけて短
期集中型の勉強をす
ること

国語…本を読むこと
算数…分析すること
全てにおいて…
ポジティブになること

一番は塾の宿題が
役に立った。同じ問
題を何回も解く

特訓で同じ志望校の仲間
と、学校の傾向にあった内
容の学習ができたこと

受検直前の今までの
総復習や勉強を計画
する表みたいなもの

模試や授業内の小テスト
などを直して分析し、さら
に何度もその問題を解く
こと

塾の対策講座と、先
生への質問が一番
役に立ちました

課題以外の問題にも積極
的に取り組み、他の人より
多く問題を解くこと

Ｑ：南附属中の生徒になって、
　「小学校時代もっとやっておいたほうがいい」と思うことは？

（自由記述)

Ｑ：南附属中の良いところは？（自由記述)

（自由記述)

論文というよりは、
文章を書くことに
なれてください
<苔さん>

小学校で習ったことが中学の勉
強の基礎になります。「簡単︕」
と思っても一つひとつていねい
にやることが大切だと思います
<ももさん>

言葉や大切な用語
だけでなく、その意
味など詳しいこと
まで知っておくこと
<74さん>

何事にも積極的に取り組み、いろい
ろな発見をする。作文＆入ってから
のＥＧＧ等に役立つ
<きのこさん>

委員会活動など、勉強以外
のことにも全力で積極的
に取り組むこと良いです
<ゼウスさん>

少しでも体力をつけ
ること。勉強にも使う
だろうし、意外に中学
の体育は大変です
<RYUさん>

家庭学習の習慣
をつけておいたほ
うがいいと思う
<MIさん>

本を読むこと。で
きる限り作文コン
クールなどに応募
すること。勉強の
楽しさを知ること
<H・Mさん>

英検・数検などを
取得しておく
<コンブさん>

自分の趣味や勉強以
外でがんばっているこ
とはやめずに続けたほ
うがいいと思います
<ゆかさん>

漢字の勉強（漢検用の漢字問
題集がテストに出されるので）
<PANDAさん>

小数や分数の
基本的な計算
をしておいた
方が良かった
と思う
<R・Kさん>

心配しなくても大丈
夫なので特になし
<Y.T.さん>

計算力をつけること
<Tさん>

｢社会｣や｢理科｣などの塾ではあま
りやらないところも学校の復習くら
いでやっておいた方が良いと思う
<ぴっちさん>

勉強と遊びをしっかり
切り替えてやること
<ごりこちゃんさん>

小学生時代に習った
漢字をカンペキに書
けるようにすること
<コバルトさん>

進みが早いので基礎がしっかりでき
るようにしておくといいと思う
<Sさん>

・今、自分が苦手だと思う小学校の勉強
・好きなこと、趣味をする
<りんごさん>

友達づくりのため
の行事や高校生と
合同で行う行事が
あり、盛り上がって
楽しい。また広い
図書館やグランド
があり、施設が充
実している。
<Y.T.さん>
「EGG」他の学校
にはない勉強法が
ある。
<サッカー少年さん>

先生は優しく、クラ
スはいつも明るい
雰囲気です。みなと
みらいホールを貸
し切って行う合唱
コンクールや、体育
祭など楽しい行事
がたくさんありま
す。またEGGにはい
ろいろな講座があ
り、とても内容が濃
く楽しいです。
<ゼウスさん>

英語の授業をはじ
め、全ての教科にお
いて他の公立中学
校よりも高いレベル
の授業が受けられ
るのが良いと思う。
<R・Kさん>

どの先生もユニー
クで楽しい授業をし
てくださいますよ。
<苔さん>

まず授業ですが、先取りし
ています。「大変なんじゃな
い…︖」と思いますが、ひっ
ぱってくれるのは先生です。
豆知識を交えながら優しく
教えてくださいます。また、
先輩や友達はとても優しい
です︕部活内やクラス、どち
らも明るい雰囲気でなじみ
やすいです。<A・Oさん>

授業がとても分かりやすい。
<ダシカミンホーさん>


