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学校情報 

洗足学園 受験生応援シリーズ「Be a 洗足生」 

（洗足学園中学高等学校生徒会広報部 ２０１８年４月２８日発行） 

受験生の皆さん、こんにちは。本日は洗足学園の体育祭にお越しいただきありがとうございます｡毎

年、体育祭や洗足祭で発行している受験生応援シリーズ「Be a 洗足生」ですが、今回は、まず洗足

の行事を紹介します！そして、この３月に、卒業式を数日後に控えた高校３年生の先輩方に６年間

を振り返ってのアンケートを実施したので､その結果を紹介します！少しでも､洗足の魅力を知って

いただけると幸いです。それでは、魅力満載な「Be a 洗足生」をお楽しみください！！ 

～行事紹介～ 

＜体育祭＞ 

洗足の体育祭は４月に開催されます。９月や１０月に行う学校が多いので珍しいですね！入学した

ばかりの中学１年生にとっては初めての行事、そして受験を控えた高校３年生にとっては最後の行

事なので、毎年熱く盛り上がります。 

洗足では誕生日ごとに色分けをし、４つの組で競い合います。春生まれ→青組 夏生まれ→赤組 

秋生まれ→黄色組 冬生まれ→白組。中学１年生から高校３年生までずっと同じ色のメンバーとし

て参加するので､色ごとの団結力はとても強く、メンバーとの絆が深まります！自己紹介の時に自分
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の体育祭の色を紹介するくらい、自分の色への思い入れが強いです。 

ここがすごいぞ！体育祭 

その１：吹奏楽部による生演奏！入場行進、表彰式などの時に演奏してくれます。 

その２：グラウンドが広い！中高のグラウンドで行います。人工芝なので、砂ぼこりもたちません！ 

その３：各色に応援団がいる！洗足の応援団は、エール交換や応援合戦の中で、ダンスも披露しま

す。競技の点数で競う総合優勝だけでなく、応援賞もあるので受賞を目指して全力です！応援賞は、

エール交換や応援合戦だけでなく、行進のきれいさ・競技中の応援・風紀面など様々なところを評

価してもらえます。応援団を中心に応援席から元気よく声援を送ります。毎日朝も昼休みも放課後

も頑張って練習している、中学２年生から高校２年生の４０人の応援団によるかわいい演技は必見

です！ 

その４：先生とのニ人三脚！各色、先生と生徒のペア８組による二人三脚は毎年特に盛り上がりま

す。朝や放課後の先生との練習成果が、発揮されます。先生方も所属する色の組があり、毎年色

が変わらないこともあって、本気です！ 

＜合唱コンクール＞ 

毎年６月に、前田ホールにて中学生だけで行われます。学年賞や最優秀賞の獲得に向けて、朝も

お昼休みも放課後もクラスごとに一致団結して課題曲・自由曲の２曲の練習に励みます。生徒の合

唱披露のあと、保護者の合唱サークルによる合唱や先生力による合唱もあり、これらも楽しみの１

つです。 

ここがすごいぞ！合唱コンクール 

その１：クラス単位で取り組む最初の行事！クラス単位で取り組む行事は合唱コンクールと文化祭

です。練習していくうちに意見の食い違いなどで、もめることがありますが、終わった後の達成感は

とても大きいです。また、合唱コンクール後、クラスは本当に仲良くなります！ 

その２：審査は洗足学園音楽大学の先生！洗足中高の音楽の先生だけではなく洗足学園音楽大

学の先生も審査をしてくださいます。コンクール終了後には講評もいただけます。 

＜洗足祭＞ 

毎年９月中旬ごろに開催されます。中学１年生から高校２年生が参加します。中学１年生と中学２

年生は学年単位で１つのテーマについて展示で発表します。中学３年生と高校１年生は、クラスごと

に洗足祭のテーマに沿った企画を考え作り上げます。そして高校２年生は、クラスごとに飲食の販

売を行います。それに加え、部活動団体による展示発表や公演、保護者の方々によるバザーや飲

食物の販売もあります。洗足では Fathers'というお父さんの会があり、“お父さんの縁日”が行われ

ます。 

また、学校・入試相談コーナーでは、生徒が実際に使っているノートや教材の紹介もあります。 

ここがすごいぞ！洗足祭 

その１：凝った展示や企画！どの団体も話し合いを重ね１学期から企画を考えはじめ、夏休みもたく

さんの時間をかけて作り上げています。企画のテーマにあった「文化」についての展示もしています。

洗足祭は、楽しむだけではなく、教養や豆知識も身に付きます！ 

その２：洗足生と話せる！生徒会ブースにお越しいただくと、生徒会役員がどんな質問にもお答えし
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ます。先生ではなく生徒に直接、洗足のことを質問できます！ 

その３：快適に過ごしていただくための工夫！飲食スペース以外に休憩スペースもいくつかご用意し

ています。次に行く教室を決めるときや人ごみに疲れたときはぜひご利用ください。売り切れになっ

たものや落とし物があった場合は、放送のアナウンスでお知らせします。 

その４：東北物産！東北地力の特産品を販売し、その利益を、東日本大震災で甚大な被害を受け

た岩手県大船渡市に毎年寄付しています。すぐに売り切れてしまうのでお早めに！ 

＜オープンキャンパス＞ 

毎年、１０月に開催しています。英語の授業体験や各部活の部活体験ができます。参加するには事

前に予約が必要です。 

ここがすごいぞ！オープンキャンバス 

その１：洗足生と蜜に接することができる！部活の体験で、洗足生が優しく対応してくれます。実際

に入学した後、どの部活に入部しようか考えるときの参考にもなるようです。 

その２：実際に使っている教室！洗足生が毎日使っている教室や施設で、授業や部活体験ができ

ます。 

～卒業生アンケート～ 

ではここからは、この春洗足を卒業された先輩方に行った「洗足を振り返るアンケート」の結果をご

紹介していきます。 

問１ 洗足で一番楽しかった行事は？ 

洗足祭・体育祭が１・２位の理由には「同じ係の子とぶつかりながらも最終的には大成功で楽しく終

わって青春してるな！と思った」という意見が多かったです。洗足祭・体育祭は洗足の行事の中でも

大きな行事で、各々係や実行委員になるとさらに思い出深いものになるのでしょう。洗足の行事は

準備期間が短くとても大変ですが、終わった後の達成感はとっても大きいです。 

他には、「入学式」や「卒業式」、「部活」、「毎日」という回答もありました。 

問２ 洗足に入学してよかったと思うことは？ 

・いろんなバックグラウンドを持つ友達がたくさん出来た 

・校舎がきれいで図書室も大きくてプールもあって最高！ 

・帰国生が多いから刺激をたくさん受けて英語の学習を頑張れた 

・先生方と生徒との距離が近いので、小さなことから将来のことまで相談に乗ってもらえた 

・留学制度が豊富 

・様々な経歴を持った人の講演を聞く機会が多いので将来の選択肢が広がった 

・責任感、耐える力、最後までやり遂げる力、行動力が身についた   など 

様々な意見があったので特に多いものを抜粋しました。「帰国生からの刺激をうけた」、「外部の方・

OG の方の講演で将来を真剣に考えられた」、「施設が整っている」という意見が目立ちました。中学

生の時は特に、帰国生に理科や社会を教え、帰国生から英語を教えてもらうという光景を目にしま

した。 

問３ 卒業を目前にして、名残惜しいことは？  

・友達、先生、後輩と毎日会えなくなる 
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・部活ができなくなる 

・制服を着られない 

上の３つの意見が本当に多かったです。中高６年間を過ごしたこの洗足で一生ものの友達ができる

という魅力があります！また、入学当初は他校の友達の制服と比べるとかなり目立つ「綠の制服」

を恥ずかしく思うことがありましたが、今となっては「緑の制服」を毎日着られないのが寂しい、いつ

までも「溝の□のまりも（毬藻）」でいたいと先輩が言っていました。 

問４ 卒業したら１番にやりたいことは？ 

・親孝行をする 

・大学に向けて専門的な勉強 

・留学 

・資格勉強 

・運転免許取得  など 

「在学中はできなかったから」「大学生になったのだから、新しいことを始めたい」と思う先輩方が多

いようです。卒業式の答辞で「６年間家族や先生方にたくさんお世話になって、卒業する今そのあり

がたさに気付きました｡」とおっしやっていました。私たちも今から両親や先生方・友達への感謝を忘

れず毎日を送っていきたいと思います。 

最後まで、読んでいただきありがとうございました！洗足のことを少しでも知っていただければ、洗

足を好きになっていただければ、幸いです。 

この紙面だけでは伝わらない、筆舌しがたい魅力が洗足にはたくさんあります！！今年度の洗足

祭は９月１５・１６日、オープンキャンパスは１０月６日に開催されます。是非お越しください！ 

では、魅力たっぷりの体育祭を引き続きお楽しみください！ 

制作：生徒会 協力：２０１７年度高校３年生 

http://www.senzoku-gakuen.ed.jp/ 

 

桜美林中 塾対象説明会（２０１８年９月４日 多摩地区４校合同塾対象説明会より） 

４．中学入試について 

①２０１９年入試 

２月３日の入試を午前から午後に。受験生が受けやすいように。 

２月１日午前 男女３５名 ２科４科 

２月１日総合 男女２５名 総合学力評価 

２月１日午後 男女５０名 ２科 

２月２日午前 男女１０名 ２科４科 

２月２日午後 男女３０名 ２科 

２月３日午後 男女１０名 ２科 

出願はｗｅｂ出願のみ。 

受験料は１回２５，０００円。複数回は３０，０００円。総合は２５，０００円。 

http://www.senzoku-gakuen.ed.jp/
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午後の集合時間は１４：３０、１５：１５、１６：００の３回から、当日、都合の良い時間帯で受験できる。 

２月１日の総合学力評価は適性検査型入試。作文型を新設。 

入学手続きは、総合を除き、各回とも２月５日１２：００まで。 

総合の入学手続きは２月１３日１２：００まで。 

２科４科の判定はまず全受験生を２科で合格者の２／３を選抜。残った４科生の中から残りの１／３

を選抜。 

合格の目安は２科１３０点（２００点満点）、４科２２０点（３６０点満点）。 

加点制度有り。２回目の受験に１０点加点。３日目の受験からはいいとこ取り（各科目とも３回の受

験の中で一番良かった点数の合計で判定）。 

・総合学力評価…与えられた勉強だけでなく、実の周りの物事に関心を持ち、積極的に学ぶことを

評価する。問題を自ら発見し、解決の道筋を見つける能力を評価する。 

学力の三要素である、知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体性・協働性を見る＝大学入試の

新テストの出題傾向に近い。 

総合学力評価テストの過去の試験結果 

       ２０１７年 ２０１８年 

応募者数  １００   １９２ 

受験者数   ９９   １８９ 

合格者数   ５１   １２１ 

入学者数    ９    ２６ 

総合学力評価の変更点 

→募集人数を１５名から２５名に。 

→２つのタイプの試験から選択可能 

総合学力評価タイプＡ…文系総合（国語・社会を中心：５０分１００点）、理系総合（算数と理科を中

心：５０分１００点） 

総合学力評価タイプＢ…文系総合（５０分１００点）、理系総合（５０分１００点）、読解表現総合（４０

分６０点） 

読解表現総合は文章を論理的に読み、それを根拠として自分の意見を表現する。課題文は１５００

～２０００字。設問は３問を予定（要約・部分読解２０点、説明・意見・提案４０点） 

読解表現総合の採点は、内容と表現力（文法事項、誤字脱字での減点はしない）をルーブリック評

価で得点化する。 

②２０１８年入試結果 

    ２／１午前 ２／１総合 ２／１午後 ２／２日午前 ２／２午後 ２／３午前 

募集人数  ４０    １５    ５０    １５     ３０    １０ 

応募者数 １６７   １９２   ５１０   ２７８    ４４９   ３４８ 

受験者数  ９７   １８９   ４７２   １１１    ２０５    ８６ 

合格者数  ４５   １２１   ２９３    ３０     ８９    ２２ 

http://www.obirin.ed.jp/index.html 

http://www.obirin.ed.jp/index.html
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日大三中 塾対象説明会（２０１８年９月４日 多摩地区４校合同塾対象説明会より） 

１０．中学入試（高校入試は省略） 

・２０１９年入試概要 

第１回 ２月１日 男女１６６名 ２科４科 

第２回 ２月２日 男女 ８０名 ２科４科 

第３回 ２月３日 男女 ２０名 ２科 

入学手続きは各回とも２月１０日正午まで。 

特待制度あり。 

・２０１８年入試結果 

        第１回       第２回     第３回 

       男子 女子   男子 女子  男子 女子 

応募者数 ２６３ １５１  ３２２ ２００  ２９２ １７６ 

受験者数 ２３３ １２９  １９１  ９７  １０７  ４３ 

合格者数 １２２  ８２   ６９  ５８   ２５  １４ 

合格基準 

（２科）    １１０       １１０      １２５ 

（４科）    ２１２       ２１９ 

２科は２００点満点、４科は４００点満点。 

http://www.nichidai3.ed.jp/j_index/ 

                                                               

公開模試情報 

日能研模試１２月 合格判定テスト（１２月２日） 

前年比５．０％の増加。男子は４．７％の増加、女子は５．４％の増加。 

         １３年   １４年    １５年   １６年    １７年    １８年 

男子 ４科  ５２３３   ５５０９   ５１７８   ４９４５   ４８１２   ５００９ 

    ２科   ７８４    ８０１    ７９８    ７２１    ７０６    ７６９ 

女子 ４科  ５２２１   ５２８５   ５１８１   ４９８２   ４７０６   ４９１３ 

    ２科   ４３０    ５０９    ４９９    ５５９    ５０１    ５７５ 

合計     １１６６８  １２１０４  １１６５６  １１２０７  １０７２５  １１２６６ 

＝１４年、１５年は首都圏模試と別日程だったが、１６年、１７年、１８年は同じ日程に。＝ 

                                                               

http://www.nichidai3.ed.jp/j_index/

