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山脇学園の学び

校長 西川史子



Since 1903
山脇学園ってどんな学校？

〇1903年（明治36）創立118年
初代校長 山脇房子

〇赤坂にある唯一の私立学校
〇生徒数１６００名余 教員数１２０名余
〇校舎は２０１４年に竣工 １号館～６号館
〇校地面積は、都内私立学校の１．６倍
〇豊かな教養・人間性を育てる伝統の継承と
、
未来社会で活躍する力の育成を目指し
進化を続ける



Since 1903多くの出会いと体験が生徒を育む6年間

一人一人をきめ細かく伸ばす環境を整えています

中１・中2は３５名×８クラス編成

学年教員１２名

学習面・生活面へのサポート充実

希望選択制の、

豊富な学びプログラムを用意しています

アイランドでの英語・科学カリキュラム

語学研修・留学、放課後体験講座・

探究講座、校外学習



Since 1903教員たちの言葉

○10年後の山脇をどのような学校に

したいですか

○そのためには、現状にどんな課題が

ありますか

○課題を達成するために、ご自身は

どのようなミッションを考えていますか



Since 1903「志」

時代や社会の変化に対応できる力

内面に変わることのない「核」＝「志」が必要

「志」とは
自分を見つめ、夢や憧れを高め、

自分のミッション（使命）を決めること
それを人のため・社会のために役立てようと
すること

中高6年間は、
そのために「根を張る」時期



Since 1903
本校の「志」

豊かな教養と人間性を育てる伝統を継承し
生徒一人ひとりが「志」を携えて

未来社会で活躍する手助けをするために
多様な学びの場として進化し続けること

教育目標

〇自ら求め深く学ぶ

〇志を抱き、未来を拓く

〇互いに思いやり仲間とともに創る



Since 1903

山脇学園の学び

１．基礎学力の習得・自走し続ける力の養成

２．社会でよりよく生きる力・「志」の養成



Since 1903

１．基礎学力の習得・自走し続ける力の養成

中１ 中２ 中３ 高１ 高２ 高３

学ぶ楽しさを知り、
自律的な学習習慣を

身につける

文理別・選択制授業で
実戦力を育成し、

大学合格力を身につける

主体的な学習姿勢と
探究的な学び方を

身につける

基盤となる学力重視の進度・テキスト 高２から

理系・文系別カリキュラム

数学、国語コマ数増
中３二学期から高校の

内容へ（英・数・国）

習熟度別授業 英・中1 数・中3から
すべての受験科目で

習熟度別授業

高２教科書範囲ほぼ終了
高3入試問題演習

日々の補習・放課後特別講座（基礎定着・スキルアップ）

意欲的な学習姿勢と日
々の学習方法の確立

学習手帳・
GoogleClassroomで
自律した学習習慣



Since 1903日々の学習フォローアップ

・プレテスト（考査と考査の間の単元テスト）
基礎問題のみ
勉強すれば点が取れる⇒自信につながる
考査でも同じ範囲を出題⇒基礎の定着

・放課後特別講座（補習・スキルアップ）
指名制・希望制

基礎学力と自走し続ける力の育成

New



Since 1903自学館

自由に利用できる

自習室

１８：３０まで開館



Since 1903ＳＳＩ（セルフスタディアイランド）
自習室＋質問対応あり

毎日２０：００まで開室（中学生は１９：００まで）



Since 1903
大学入試に向けた学習フォローアップ

・夏期（200講座以上設置）

・冬期・春期講習

・高3受験直前講習（1月末まで）

・外部英語検定対策講座（英検・TOEFL ）



Since 1903
進路決定に向けたフォローアップ

・志を育成する総合（全学年）

・進学ガイダンス（全学年）

・大学訪問（高1・高2）

・志望校決定面談（高3 数回）

・推薦入試志望者への面接・論文指導



Since 1903２．社会でよりよく生きる力・
「志」の育成

3つのアイランドでの特色ある学び

イングリッシュ サイエンス リベラルアーツ



Since 1903
実践的な教育プログラムで

学びを志や実社会につなげる

EI：英語をツールとしたグローバルに活躍する力の育成
語学力・対話力養成、異文化に対する理解、チャレンジ精神、
アイデンティティー育成

SI：体験的・問題解決的な学習による科学リテラシーの育成
知的好奇心、自発的な研究態度、探究の手法の育成
観察力・考察力養成

LI：自己知・社会知を高め、社会に貢献する志の育成
課題発見力、情報収集し分析する力、発表・表現力育成
ディスカッション・ディベートの手法の育成



Since 1903本校で育てた「志」で大学合格

EIでの英語チャレンジプログラム、

語学・海外研修の経験から

・海外留学生に観光地を案内したり日本文化
を

紹介した経験から異文化交流に興味
➡早稲田大学文化構想学部へ

・留学生に茶道を英語でプレゼンした経験や
、

オーストラリアターム留学の経験から
➡早稲田大学国際教養学部へ

・イギリス語学研修をきっかけに、



Since 1903本校で育てた「志」で大学合格

SIでの科学チャレンジプログラムや、

研究活動の経験から
・西表島で地層に興味を持ち、地質研究に興味

➡千葉大学理学部地球科学学科へ

・西表島で野生生物保護に興味

➡東京農業大学農学部資源開発学科へ

・プログラミングを学びアニメ制作に打ち込む

➡早稲田大学基幹理学部学系へ

・マングローブの研究に打ち込み、学会で発表

➡琉球大学農学部亜熱帯農林環境科学科



Since 190320２１年3月卒業生大学合格状況
四年制大学進学者 志望系統の内訳

文・人文, 53

社会・国際, 32

経済・経営・商, 24

法・政治, 9
医・歯・薬・保健, 40

農・水産, 20

工, 13

理, 9

生活科学, 14

総合・環境・情報・人間, 9



Since 1903

2021年度大学入試合格状況
（卒業生230名＋既卒生）

7（2
）

13（2
）

18（4
）

84（6
）

93（4
）

202（
10）

13（1）
9（1
）

31（1
）

43（3
）

131（11
）

167（14
）

※（ ）内の数字は既卒生内数



Since 1903本校が新カリキュラムでめざすもの

①教養重視型カリキュラム編成

幅広い学びで総合的な「知の力」

②未来社会での活躍に不可欠な科学的思考力の
育成

を育む科学的教養、

ICT活用能力、批判的・論理的思考
力

③大学入試改革を見据えた探究授業の推進と編成

従来型の入試対策に加え、21世紀型
能力



Since 1903未来社会で活躍するために必要な力を育む

教育プログラムの準備を進めています

SDGｓ等の環境教育 グローバル教育

海外校との交流・教育連携、

大学や企業との交流・教育連携

STEAM教育、ICT教育（データサイエンス）

等々…



Since 1903総合的な探究の時間（高1～高３ 各1時間）

探究の見方、考え方を働かせ、

横断的・総合的な学習に取り組む

○現代社会への理解を深める

○科学的教養を身につける

○自らの人生のミッションを探究する

＜予定している内容＞

・世界の問題に対し「問い」を立てるワーク

・大学・企業と連携したプロジェクト研究

・学問分野別ゼミによる課題研究

・論文作成・プレゼン発表



Since 1903

サイエンスクラス（仮称）を新設します

2022年度高校入学生より



Since 1903
2022年度高校入学生のクラス編成について

スタンダード
クラス

サイエンスクラス

理系クラス

サイエンスクラス（理
）

文系クラス

H1 H２，H３



Since 1903

サイエンスクラスの趣旨

～SIにおける科学研究活動の継承と発展～

・サイエンスアイランド（SI）という資産を活かしつつ、

科学への明確な「志」を持った生徒を集め、育成する。

・ＳＩでの教育を高校へとつなげ、大学進学までを見通し

た、特色あるカリキュラムで、科学技術人材を育成する。

・データ・サイエンスを活用した探究型学習や研究開発活動

を、英語での発表を含め先進的に行い、生徒の主体的・

自律的な学びの姿勢やチャレンジ精神を醸成する。

中学入試 中1・中2 中3 高1 高2・高3

探究
サイエンス
入試

サイエン
ティストの
時間（全員）

科学研究チャレンジ
プログラム
（希望選択制）

サイエンスクラス

その他の
入試

探究基礎（全員） スタンダード
クラス

文系クラス・
理系クラス



Since 1903



Since 1903本校の入試で求める生徒
（アドミッションポリシー）

○グローバル社会で活躍するために、

主体的に志を立てていく生徒

○自らの探究心から、興味や関心をもっ

て自律的に学びに取り組む生徒

○得意科目を活かして、

伸びる資質を持っている生徒



Since 1903

2018高三夏７分.avi


Since 1903

教科教育の特色と
2022年度入試の出題方針

国語科主任 砂口義智

国語科



Since 1903
山脇学園の考える国語力

これからの社会で活躍するための読解力・思考力

＋

すべての教科を学ぶ基礎力としての日本語力



Since 1903国語教育で育てていきたい力

＜思考力・判断力＞
・学問的思考を日常生活や自己のあり方と関連付ける力

・文学作品を通して時代を超えた物事の本質を学ぶ力

＜主体性・対話力＞
・他者との相対化の中で、自分の考えを見出す力

・自分の意見を論理的にまとめる力

想像力 創造力
（感性 思考 表現）



Since 1903
取り組みの紹介

～「知の技法の時間」～

 ２０１６年度中１より 「知の技法の時間」 を新たに実施。

 人文科学、社会科学、自然科学の文章を読んで、様々なテーマ
の 「答えのない問い」 について考える。

 個別学習→ペア学習→グループ学習を通じて、多様な意見に触
れることで、より客観的で多角的な視点から自らの考えを深めて
いく。

 生徒が自分自身の思考力・判断力で答えを発見できるように、
教師は「論点の提示や整理」や「議論の活性化」などの働きかけ
をするファシリテーターの役割をする。



Since 1903
「知の技法の時間」実施内容 ＜中１-1学期＞

【テーマ：言葉】

第１回 : 「言葉」の働きについて考えよう
- 金田一 秀穂 『15歳の日本語上達法』 を読んで

第２回 : 「伝わる文章」について考えよう
- 飯間 浩明『伝わる文章の書き方教室』を読んで

第３回 : 「視点」について考えよう
- 森 達哉 『たった一つの「真実」なんてない」を読んで

第４回 : 「「場所」の紹介文を書こう」
- 自分のお気に入りの場所を１つ挙げ、その場所を

知らない人にもその魅力が伝わるように紹介する。



Since 1903
「知の技法の時間」実施内容 ＜中２-1学期＞

【テーマ：多様性】

第１回 : 「文化の画一化」ついて考えよう①
- 青木 保 『多文化世界』 を読んで

第２回 : 「文化の画一化」ついて考えよう②
- 真田 真治『方言は気持ちを伝える』を読んで

第３回 : 「マイノリティ」について考えよう
- 渡辺 大輔『性の多様性ってなんだろう？』を読んで

第４回 : 「『違いがもたらす問題』を考えよう」
- 桜井 邦朋『「考え方」の風土』

保坂 俊司『宗教の経済思想』を読んで



Since 1903

① ルールは守りにくい部分はあるけれど、自分と他の
人たちに迷惑がかからないようにするために、また全ての人
が気持ちよく過ごすために必要だと感じた。
そして、ルールがあることに理由はあるので、その理由を

きちんと理解した上でルールを守ればもっとルールに対する
理解が深まるのではないかと考えた。

② 色々なルールがあったけれど、どれもそのルールがある
理由はみんなのためであるということが分かった。みんなの
ためにルールがあり、それによって自由になれるので、自分
の欲望が制限されてしまうこともあるけれど、ルールは大切
なんだと思いました。

「知の技法の時間」生徒のワークシートの紹介

中１国語 知の技法
「『ルール』は何のために必要か」より



Since 1903
2022年度入試の出題方針

 日本語の基本的な知識や、文脈や場面

に応じた言葉の運用能力を問う問題を

出題します

 中学・高校での国語の授業で必要となる

論理的思考力のベースとなる

読解力や表現力を問います



Since 1903

大問構成

[一] 読解問題（説明的文章）

[二]     読解問題（物語的文章）

[三] 総合問題（短い説明的文章の読解＋意見論述型問題）

[四] 知識問題



Since 1903[一]・[二] 文章読解問題

・ 漢字や語句の意味などの単純な知識問題は出題しません

・ 論理的読解力や思考力を問う問題を中心に出題します
（主な出題内容）
① 論理構成や文脈の把握（接続語の空所補充など）
② 本文の内容の言い換えや要約
③ 抽象的な考え⇔具体例の置き換え
④ 登場人物の心情
⑤ 論理展開や場面ごとの心情変化
⑥ 本文全体をふまえた筆者の主張や、本文の主題 ⇒
⑦ 本文全体の表現の特徴 ⇒

※文末表現（「～こと。」「～から。」）の不備は減点となります。

例年、大きく
差がつくのは
このタイプの
選択問題です



Since 1903
[三] 総合問題

・ 短い説明的文章の内容読解問題

・ 説明的文章の本文中における漢字や語句などの知識問題

・ 意見論述型問題
（出題例）
① 本文で書かれていることの具体例を自分で考えなさい。
② 本文で書かれている問題の解決策を自分で考えなさい。
③ 本文で書かれている問題についてのあなた自身の意見

を述べなさい。
※応用力や発想力を問う問題です。
※配点は文章題の記述問題と同じ程度です。
※答案の内容に応じて、部分点を与えています。



Since 1903
[四] 知識問題

・ 漢字や語句、文法などの知識問題。

※漢字の書き取り問題や読みの問題は、小学校で習う1006字の中か
ら出題します。

※漢字の書き取り問題ではトメ・ハネのいい加減なものや、二画で書く
べきところを一画で書いているものは、減点の対象となります。

×

×



Since 1903
2022年度 午後入試の出題方針

国語の授業で必要となる論理的思考力や

読解力、表現力を問います。

＜一般入試と異なる点＞

本文の文章量が一般入試よりも長めです。

記述の長さが一般入試よりも長めです。

試験時間は一般入試よりも長い60分です。



Since 1903

[一] 読解問題（説明的文章）

[二] 読解問題（物語的文章）

※ 漢字の書き取りや語句・知識問題を出題します。

※ 文章題の中で意見論述型問題を出題する場合がありま
す。

※ 設問数やバランスについては過去問題をご参照ください。

大問構成



Since 1903

算数

数学科主任 春 暢子



Since 1903

山脇学園での

中高 ６ 年間の数学教育の目標

数学への興味関心を高め、

数学的思考力を育てる。



Since 1903

入学後に数学を学んでいくために必須となる

算数の能力を問う出題をします。

→ 一般入試、１科入試、ＡＬ入試

すべてに共通する考え方

特別な知識やテクニックは問いません。

出題の方針



Since 1903
【一般入試】 出題問題の構成

基本的な知識を問う問題（大問[1]）

基本～標準レベル。計算・数の性質・比・図形・文章題など

の分野から10問程度、できるだけ偏りなく出題します。

思考力を問う問題（大問[2]以降）

標準～応用レベル。

問題文の設定から、解法の流れを組み立てて、必要な

情報を見きわめながら、問題を解決する思考力を問う

問題を3問程度出題します。



Since 1903
【一般入試】 解答の形式

1 は答えのみ書く。

途中の部分点はありません。

数字をていねいに書きましょう。

２ からは「求め方」を書く問題もある。

解答につながる途中の式や図などは、

部分点として加点します。

答えまでたどりつけなくても、途中の式など

を書き残してください。



Since 1903
【１科入試】 出題問題の構成

基本～応用レベル

計算・数の性質・比・図形・文章題など幅広い分野から

20問程度、できるだけ偏りなく出題します。

【１科入試】 解答の形式

答えのみ書く。

途中の部分点はありません。

数字をていねいに書きましょう。



Since 1903
【ＡＬ入試】 出題問題の構成

算数問題
・基本～標準レベル。
・学習ソフト「すらら」で学んだ内容に沿い、計算・数の
性質・比・図形・文章題など幅広い分野から20問程度、
できるだけ偏りなく出題します。

論理的に考えて記述する問題
・計算するのではなく、答えに至る道筋を日本語で説明
する問題です。国語との融合問題です。

・１題出題します。



Since 1903
論理的に考えて記述する問題

例題

旅人が、いつも本当のことを言う村人が住む「正直村」と、いつもウ
ソをつく村人が住む「ウソつき村」の近くを旅していました。 正直村
とウソつき村の村人は互いの村を自由に行き来しています。

ある日、旅人は正直村かウソつき村のどちらかの村に着きました。
そこにいた村人に「ここは正直村ですか？それともウソつき村です
か？」とたずねましたが、旅人にはその村人が正直村の村人かウ
ソつき村の村人か区別がつかないので、答えが正しいかどうかわ
かりません。

そこで、「あなたはこの村に住んでいますか」とたずねたところ、答
えを聞いた旅人は、そこがどちらの村なのかを知ることができまし
た。その理由を説明しなさい。



Since 1903

【ＡＬ入試】 解答形式・採点方法

算数問題
答えのみ書く。
・途中の部分点はありません。
・数字をていねいに書きましょう。

論理的に考えて問題記述する問題
作文と同様に採点します。
・途中の部分点があります。
・答えに至る道筋が正確に書けているか、日本語は正し
いかを採点します。



Since 1903
出題例 (2021年度Ａ入試 大問3)



Since 1903
解答例 (2021年度Ａ入試 大問3)

(2)水を入れ始めてから10分後の水面の高さは何cmですか



Since 1903
入試に向けてのアドバイス

◆まんべんなくどの分野も学習する。

割合や速さ、面積・体積等の問題は頻出。

◆「なぜそう解くのか」をしっかり理解する。

解き方の丸暗記は×。

◆問題文をよく読み、状況を整理する。

図や表が効果的！

◆計算ミスや単位ミスに注意。

◆普段から途中の式を書く習慣をつける。



Since 1903

社会

社 会 科 主 任 猪 野 一 洋



Since 1903

国際社会で活躍できる人材
を育てるための教育

＝ 異なる価値観をもつ人たちと、

自己の価値観を対話によって

調整しながら主張していける人材

→ 異なる価値観をもつ人たちとの対話

→ 答えのない問題に向かっていける力

→ 自分の考えを主張できる力



Since 1903地理

環境が変わると、生活も変わる

異なる価値観を理解するための基礎



歴史

日
本
の
歴
史

世
界
の
歴
史

対
立
・
対
話

☆
「
点
」
で
は
な
く
「
線
」
と
し
て
の
存
在

☆
外
国
と
の
比
較

日本に生活している
者としての価値観



公民

現代社会の制度
問題点
→改善策



Since 1903現状：大学入試に必要な知識を漏れなく扱う授業

→① 基本的な「知識」は所与のものとして行なう授業

→② 小論文入試で問われるテーマを低学年から扱う

→③ 「日本に生活の拠点を置いている者」としての価値観

→④ 歴史学習においても、地理的な視点を重視

→⑤ Critical reading と Logical thinking&writing

「考えたり表現したりできる力」
を育てる教育へのシフト

↓



Since 1903
入試問題にどのように反映しているか

• 基本的な知識・用語は、変わらず必須で
す。

• 原理・原則や原因・背景など、やや深く理解
しているかを試す問題もあります。

• 答えが一つではない問題も出したいと考え
ています。

• 論述する問題は、配点を高くします。



Since 1903

 毎年、途中までしか解いて
いない答案があります。

⇒ できる問題から解いて、
完答をめざしてくださ

い。

※ 解答用紙はＢ４サイズ

地理

歴史

公民



Since 1903
受験生にありがちなミス

• 漢字の書き間違い

→漢字指定の問題では減点となります。

• 似たような用語の区別ができていない。

→定義をしっかりとしておきましょう。

• 設問の要求に答えていない。

→慌てず設問をよく読むことです。



Since 1903
ここだけは押さえておくべき点

• 地理…地名とその位置、地図や表の読み取り

• 歴史…基本的な人名や用語、年表

• 公民…憲法の条文



Since 1903

理科

理科主任 藤村文美



Since 1903
山脇学園での理科教育

• 中学

実験、グループワーク、ディスカッションを中心とし
た基礎学力の定着



Since 1903
山脇学園での理科教育

・中学

基礎の定着 ≠ 暗記

基礎の定着 ＝ 日常生活とのつながりを見つける

周りにある当たり前のものは本当
に当たり前？

持っている知識で説明できる？

「知りたい！」「わかりたい！」を

大切にしていきたい。

→自ら学べるようになろう！



Since 1903
山脇学園での理科教育

• サイエンティストの時間（1,2年生）

• 探究基礎（3年生）

「仮説」「実験」「考察」「発表」

→情報分析力、論理的思考力、人に伝える技術



Since 1903
山脇学園での理科教育

• 中学理科

• サイエンティストの時間と探究基礎

基礎知識をしっかりと身に付けて、思考力を磨く



Since 1903
山脇学園での理科教育

高校

• 物理基礎・化学基礎・生物基礎（全員）

→現代社会を支えるサイエンスの役割を理解する

• 化学 & 物理or生物 （理系）

→論理的な思考力に磨きをかけ、

未知の問題へのアプローチ力を身につける

⇒現代社会で生き生きと活躍する女性に！



Since 1903
理科の入試で見たいもの

→山脇学園の理科への適性

・基礎学力

用語の理解、基本的な計算問題 など

・与えられた情報の分析力
グラフ、表の読み取りと応用

・論理的思考力
与えられた条件を正しく読み取り、論理的に考え、正しい
答えを導きだす思考力と、それを人に伝える表現力



Since 1903理科の入試問題

・出題傾向、難易度は例年通り

・物理・化学・生物・地学を偏りなく出題

・単年だけの時事問題の出題はしません
例:「ノーベル化学賞受賞者の名前を答えよ」



Since 1903
理科入試問題出題のポイント

日常の中の理科を大切にしています

・１、２ 知識問題

・３、４ 問題文やグラフ、データを読み解き、持って
いる知識をベースに思考力と表現力を問う
記述問題や計算問題など

日頃からニュースで話題になっている現象・事象や
教科書にトピックス的に扱われていること、日常生
活に関わることをテーマに作問しています。

例：慣性、料理の「さしすせそ」、鳩の歩行実験など



Since 1903

・1から順番に解答する
だんだん難易度が上がっていきます

・1,2は知識問題と基本的な計算問題
引っかかったらこだわらずにどんどん進みましょう

・3,4は好奇心を持って取り組む
持っている知識をフル活用して問題文をしっかり読ん
でその場で思考していきましょう

過去問で時間配分の練習を！

理科入試問題出題のポイント



Since 1903理科解答の仕方

問題文をよく読んで！

・ 「あてはまるもの」 or 「あてはまらないもの」？
下線が引いてあったり、太字だったりします

・ 「１つ」 or 「全て」 選べ
2つ選べなら解答欄が２つに分かれています

・ 「東西南北」 or 「AまたはB」 を答えよ
選択肢から選んでください



Since 1903
理科の計算問題

・計算
落ち着いて、単位まで確認しましょう
桁違いの解答が散見されます

・整数で？小数点以下第1位まで？

どこで四捨五入するのか確認しましょう

分数で答えることはありません



Since 1903記述について

・ 「何が」「どうして」を明確に
・ 短い文章でいいので伝わりやすい表現を
・ 無理に漢字を使わなくて構わないが、

全て平仮名は減点対象

自由記述には前向き
に取り組んで！



Since 1903

探究サイエンス
入試

ＳＩ運営

伊藤 華子



Since 1903

基盤となる学力「知識・技能」
＋

新しい学力「思考力・判断力・表現力」

本校のアイランドにおける特徴的な学びの
中には、沢山のアウトプットの場がある

SI LI EI

山脇学園での学び ～創造的な学力～



Since 1903
サイエンティストの時間（中１・中２）

山脇学園での学び（ＳＩ）

探究基礎（中３）
継続研究（高校）

科学研究チャレンジプログラム
（中３）

../動画/★山脇サイエンスSmaster.wmv


Since 1903

★本校の科学的探究エリア“サイエンスアイランド”

を活用して、未知の世界に臨む生徒。

★探究心をもって課題を追究し、科学を通して

社会に貢献したいという志をもつ生徒

探究サイエンス入試について



Since 1903

〇２０２２年２月３日（木）１５:００集合

〇理科(30分)

課題研究(60分)

〇合格発表 ２月３日 ２２：００

探究サイエンス入試について



Since 1903

〇理科(３０分)
小学校理科の基礎知識を問う過程で、

計算処理の必要な問題・読解力の必要な問題

４科入試の理科 大問１～３のレベルに相当

〇課題研究(６０分)
根拠のある仮説に基づいた実験の組み立てと実施、

情報と分析、考察の表現



Since 1903
課題研究(60分)
根拠のある仮説に基づいた実験の組み立てと実施、
情報と分析、考察の表現

ある課題をその場で提示し、

受験生が取り組んだ思考過程を評価します。

評価の項目は探究活動における

各々のステップごとに行い、合算します。



Since 1903

テーマとなるモノやコトをていねいに観察し、
きちんとした方法で記録することができる

観察

仮説

検証

結果
考察

発表

理由を示しながら、仮説をたてることができる
○○したら→○○だろう→なぜなら・・・

工夫して、その場でできる方法でやってみる

検証結果を正しい方法で示すことができる

始めに立てた仮説に対して、結果から筋道立てて考える

適切な文章、グラフや図を用い、人に伝わる表現ができる

探究活動における評価項目と各項目の内容



Since 1903
「課題研究」を体験していただく機会

を設けています！

８月・オープンキャンパス
「工作用紙とストローで作成した紙トンボ」を、

より遠くへ飛ばすにはどのような構造に
したら良いか？

今後も実施いたしますので、是非！



Since 1903

問
工作用紙を翼に、ストロ－を軸にする紙とんぼをつくり、

どのような構造だとより遠くへ飛ぶのかを探りましょう。
軸は、端に切り込みを入れて十字型に開いたものを、

セロハンテープで貼り付けます。
翼の半径は 60 mm以下、軸は120 mm以下とします。
これらの条件で、用意された材料と道具を使って、より遠

くへ飛ぶ紙とんぼを作りましょう。



Since 1903

考察・研究を深めるには

仮説の設定

実験方法・実験についての注意点

結果

表現（発表ポスター作成）

2022年度 探究サイエンス入試
評価項目とその内容



Since 1903仮説の設定
・根拠を示しつつ、論理的に仮説が
立てられている

・結果を予測し、そこから導かれる結論までを
想定できている

実験方法・実験についての注意点
理由を示して、納得のいく複数の項目を
グループ分けしながら示すことができている



Since 1903
結果
意味のあるデータを処理し、それらが
分かりやすい形で示せている

A B

①

②

③

平均

・比較している
・複数回のデータを処理している



Since 1903考察
実験の目的に従い、仮説に照らし、
結果の範囲内で、適切に考察されている

自分の仮説に対して…

予想通り飛んだ。

どのような 工夫で
どれくらい 飛ぶようになった？

予想とはちがい、
飛ばなかった！

なぜ？
原因は？



Since 1903
研究を深めるには

・実験の問題点や不足点を明確に示すことが
できている

・具体的な解決方法（より実験を発展させる
方法）を示し、結果を予想できている

・翼の幅や長さの種類を増やす
・翼の形や曲げ方
・材料の見直し など

根拠を持って具体的に書けると、さらによい。



Since 1903
表現（発表ポスター作成）
・各項目が分かりやすい配置になっている
・時系列が明らかで、レイアウトが適切である

※紙トンボの話題
とは違いますが



Since 1903

発想！

当日は、ワクワクするような問題！？



副校長・入試業務統括

加藤 秀爾



募集人員について

帰国生入試と英語入試で合わせて５０名（１０名増）

一般入試１６０名（１０名減）

Ａ入試 ７０名

Ｂ入試 ５０名

Ｃ入試 ５０名→４０名

全体で２８０名の募集



英語入試について
 １日午後に「英語ＡＬ入試」を新設

英検３級相当以上で、アダプティプ・ラーニング・ア
プリを使って算数の学習をした人が対象。

試験科目は算数のみ。ただし、国語力を評価する
問題もある。

 こんな人に好適

 英語は早期に学習していたが、中学受験は考えていな
かった人

 英語は得意だが、算数には自信がない人

 英語も算数も勉強が楽しい人



試験の日程について

 「探究サイエンス入試」 ２日午後→３日午後

 「Ｂ入試」と重複しなくなった



合否判定について 一般入試

合否判定は４科（Ｂ入試は２科）の合計点で行う。

 「基準点」は設けていない。

 ４科入試は合格最低点が６割程度なので、不得意教
科があっても合格点に達することは可能。

英検４級以上の取得者には、合否判定の際、配慮あ
り。



合否判定について 英語入試

英検の取得級ごとに、国語と算数の合計点で合否
判定

一般入試の合格点が６割程度の場合の、合格の
めやす

英検３級 国算５０％程度

英検準２級 国算４５％程度

英検２級 国算４０％程度

英語ＡＬ入試は、算数の点数で合否を決める。



合否判定について 国・算１科入試

国語または算数の点数のみで合否判定

国語受験と算数受験で、難易度が同程度になるよう
に、合格者数を案分している



合否判定について 探究サイエンス入試

 「理科」と「課題研究」の合計点で合否を決める

 「理科」の得点が低得点の場合、不合格とすることが
ある

サイエンスアイランドでの諸活動の中心になってくれ
る人に入学してもらいたい

理科が特に好きな人にお勧め

 「課題研究」の採点は、ルーブリック評価で行う



複数回受験の優遇措置

各回の入試の合否判定は、その入試の点数のみで
行う

各回の入試ごとに、繰り上げ合格ゾーンを設定する

そのゾーンに複数回入っている方を優先して繰り上
げる

繰り上げ合格者は複数回受験をした方になっている

国・算１科入試、英語AL入試、探究サイエンス入試も
複数回受験の対象となる



帰国生入試について

 「帰国生入試による入学であること」に束縛されない教
育システムを整えている

出願資格は緩やかになっている

「原則として帰国後３年以内」

英語の試験は行わない

英検３級以上なら、国語または算数のいずれかと面接

英検の資格に関係なく、国語と算数でも受験できる



帰国生入試Ⅰ期

一般入試と並行して、国語・算数の２科で実施

一般入試の合格点が６割弱の場合の合格ラインの
めやす

英検３級 国算５０～４５％程度

英検準２級 国算４５～４０％程度

英検２級 国算４０％程度

帰国生入試Ⅱ期

 １１月２７日（土）午後に実施



出願期間について

英語ＡＬ入試のみ、１月２９日（土）正午で締め
切る

その他の入試は、試験日当日の朝７：００まで
出願可能



入学手続について
 １日・２日に実施した入試（一般入試・英語入試・帰国生入
試Ⅱ期のＡ入試・Ｂ入試および国・算１科入試）

２月４日（金） １２：００ 入学金納入締切

 ３日・４日に実施した入試（探究サイエンス入試および一般
入試・英語入試・帰国生入試Ⅱ期のＣ入試）

２月５日（土） １５：００ 入学金納入締切

 全入試方式共通

２月５日（土） １５：００ 学園維持整備費納入締切

＝入学手続完了者確定



繰り上げ合格について

 ２月５日（土）１５：００ 学園維持整備費納入締切の
時点＝入学手続完了者確定の時点

 ２月６日（日）以降は、辞退者があれば順次

 ２０１９・２０年度は、２年続けて繰り上げ合格なし

昨年度は２月１０日に７名繰り上げ



入試当日の様子 ２０２０年





入試当日の様子 ２０２１年


