2021年度オンライン学校説明会

入試以外の質問と回答（全6ページ）
※個人的なお問い合わせは、下表には載せていません。本校まで直接お問い合わせください。

質問
鞄や靴、靴下は指定ですか？

回答
鞄や靴、靴下は指定ではありません。スクールガイド22ページで制服を紹介していますの
でご覧ください。

制服について、決まりなど知りたいです

http://www.agh.aoyama.ed.jp/wp-

content/uploads/2021/05/schoolguide_2022_all.pdf
通学時間の制限はありますか。また、在校生はどのような地域から通学しています 全校生徒のうち、東京都在住64%、神奈川県18%(そのうち半数以上が横浜市在住)、埼玉
か。

県11%、千葉県7%です。通学時間に制限は設けていません。在校生は、概ね30分から1時

最も遠方から通っている生徒について、どれくらいの時間をかけて通学しています 間程度の通学時間ですが、中には片道2時間かけて通学する生徒もいます。ごく少数です
か？

が、過去には新幹線通学の生徒もいました。

新幹線で通学している生徒はおりますでしょうか。
毎日礼拝と書かれていましたが、土曜日も日曜日も礼拝堂に行かなくてはならない 登校日は、礼拝の時間があります。
のですか
内部生と外部生の仲の良さはどうですか？

はじめはお互いに不安があると思いますが、5月初旬のホームルームデー（遠足）、6月の

内部生と外部生との間に壁はありますか？

バレーボール大会などをとおしてクラスの仲を深めています。

内部進学生の割合や同じクラスになるのか？などや高校から入学する生徒との雰囲
気も含めて知りたいと思いました。
内部進学の生徒達と仲良くやっていくことができるか心配です。
幼稚園からある学校なので、どうしても人間関係が気になります。実際のところど

学校生活について

うなのか、生徒さんの声が聞きたいです。
入学後のクラス編成

一般入試・推薦入試・帰国生入試および中等部からの内部進学による入学者が、ほぼ同じ
比率で10クラスに分かれます。1クラスの生徒数は約42名です。

一日何時間くらい授業がありますか。

50分授業×6時間です。詳細はスクールガイド20ページをご覧ください。
http://www.agh.aoyama.ed.jp/wpcontent/uploads/2021/05/schoolguide_2022_all.pdf

入学当初において、中等部からの中入生と高入生との学力差はどのくらいあるので 高等部からの入学者、中等部からの入学者に関わらず、人それぞれに得意な科目、不得意
しょうか。

な科目があり、全体として顕著な差はありません。

塾や予備校に通っていらっしゃる生徒さんはどのくらいいらっしゃいますか？

学校として人数等は把握していません。学校の授業をしっかりと受けていれば成績に大き

入学したら、学校の授業についていくのに、塾や予備校に通う方はどの程度の割合
でいらっしゃるのでしょうか。
日々コツコツ学習できるシステムが整っているのでしょうか。

な心配は不要ですので、通塾が必要というわけではありません。ただし、自らの学力向上
のために、一部の生徒は塾などにも通っているようです。
日々の学習は、生徒自身に任せています。
なお、英語は1 年生の 1 学期中間試験の成績が振るわなかった生徒に対し、放課後に補習
を行っています。その他の教科に関しては、教科担当者が試験前に独自に補習を設定した
り、休み時間や放課後に相談にのったりしています。

保護者が授業を見学する授業参観などの機会は設けられていますか。

授業参観は設けていません。

アルバイトはできますか？

禁止はしていません。保護者のご判断に任せています。

コロナ禍において、学習や生活の面で変化したところがあれば知りたいです。

以下のこと等を実施しています。
・毎朝、登校前にアンケートフォームを利用して健康調査
・登校時には、校舎に入る際に手指消毒とサーモグラフィーでの検温
・昼食時は映像を見ながらの黙食
・授業では、ICT機器を使える環境を整備（オンライン授業の必要があればスムーズに移行
できるようになっている）

体育祭や文化祭などの学校行事の内容や雰囲気を知りたいです。

生徒会活動について本校ウェブサイトに掲載しておりますので、下記URLにアクセスいた
だければと思います。
http://www.agh.aoyama.ed.jp/school_life/council_homeroom/index.html

生徒がコロナ禍でも、諦めずに活動をしているとおっしゃっていましたが、具体的 また、スクールガイド21～24ページもご覧ください。行事やクラブ活動について、生徒の
話も掲載されています。
にはどのような活動をしていたのでしょうか
http://www.agh.aoyama.ed.jp/wp生徒会が行っている活動について、詳しく教えていただきたいです。

content/uploads/2021/05/schoolguide_2022_all.pdf

何故体育祭がないんでしょうか。

本校では伝統的に体育祭ではなくバレーボール大会を実施しています。全校生徒が熱くな
り、クラスの団結が深まる行事です。

青山学院大学以外の大学との関わりはありますか？

学校としての公式な関わりはありません。ただし、講師として、外部の大学や企業の方を
お招きすることがあります。

学校生活について

コロナ禍における、オンライン授業の割合をご教示頂きたく存じます。

感染状況が悪化した場合はオンライン授業を行っていますが、通常は対面授業です。

リモート授業などの対応はあるのでしょうか？
希望者が参加できるバイブルキャンプというものが動画にあったのですが、具体的 夏と冬の年2回バイブルキャンプを行っており、大自然の中で神様の創造の業に目を留め、
に何をしますか。

レクリエーションで親睦を深め、聖書を学び、自分の生き方について考え、祈り、神様と
の関係を深めています。クラスや学年、部活を超えて、普段関わることができない生徒や
教員と親睦を深めます。

入学してからの帰国生向けの国語、理科、社会等の補講などはありますか？

なかには最初国語などで苦労する生徒もいますが、それぞれ努力をし、成果をあげていま
す。また、 補講という形ではないですが、国際交流委員会が各教科に依頼して「質問の
会」を行ったり、一人一人の相談の場であるアドバイ ザー・システムを設けたりして、学

帰国生なのですが、一般受験生についていけるか不安があります。

習面、生活面でのケアを行っています。帰国生も円滑に学校生活 を送っています。帰国生
入試で入学した生徒が学校生活について語った動画を本校ウェブサイト にて公開していま
すので、ご覧ください。

御校は共学校ですが、男女別れて学習する場（例えば体育）等、ありますでしょう 体育の授業のみ、男女別に実施しています（保健の授業は男女同じ）。
か？
いじめ対策を教えていただきたく願います。

生徒から訴えがあった場合、あるいは訴えがなくても問題と考えられることが起こった場
合、当事者や周囲の人からよく事情を聞いて調べ、解決を図るようにしています。その際
は担任・学年だけでなく、保健室、相談室カウンセラー・管理職が連携して動く体制を
取っています。

留学する生徒は全体の何割くらいになるのでしょうか。

公的非営利留学斡旋団体（ＡＦＳ、ＹＦＵ、ＩＦ、国際ロータリークラブなど）の選考試
験に合格して海外留学する生徒が毎年１5～20 名程度います。留学の種類には、第 1 種留
学と第 2 種留学があります。第 1 種留学は、1 年間の留学の後に元の学年に戻れる制度
で、第 2 種留学は１年下の学年に復学する制度 です。 また、英国ケンブリッジのリース
スクール、イタリアのレニャーニ校との間で姉妹校提携し、それぞれ数 名の生徒が 2 週間
程度の短期交換留学を行っています。その他、夏休みには学校主催でカナダのトロン ト市
郊外のベリー市へのホームステイが行われています。（2020-2021 年度は感染症拡大の状
況から 一部プログラムを中止しました）

1年程度海外に留学したい場合、海外の学校で得た単位など換算されますか？

留学には、帰国後元の学年に復帰する第1留学と、1年下の学年に入る第2種留学がありま
す。第1種留学では、留学中の成果を本校の単位習得とみなします。

今はコロナ禍ですが、短期留学などの海外プログラムは実施予定はありますか。

現在は、新型コロナウィルスの影響により交換留学は行えていません。世界的に感染状況
が落ち着いたときには国際交流も通常に戻していきたいと考えています。
青山学院大学に在籍する留学生とのコミュニケーションの場「チャットルーム」は、今年

国際交流・留学
について

度も実施しています（ある程度の制約はあります）。
留学についての質問をさせていただきます。

１年の長期留学の行き先は、学校で決めるものではありません。個人で外部の斡旋団体等

留学先は学校側で決まっているのでしょうか。例えば、主人が海外にいて、赴任先 を通して行き先を決める生徒が多いです。また、ご質問のようにご家族の転勤で１年間一
に家族帯同の場合、その国のインターナショナルスクールで同じような成績を取得 緒に海外で過ごすために留学を選択するケースもあります。本校の留学は、出発時にいた
すれば次学年に戻ってくる事は可能なのでしょうか。

学年に戻る第１種留学と、１つ下の学年に戻る第２種留学があります。どちらの留学を選
ぶかは出発前に決めます。なお、審査のために用いる成績は、留学前の本校に在籍してい
るときの成績です。第２種留学に関しては、最低限の成績基準を満たしていれば許可され
ますが、第１種留学については、本校にいない間の高等部での学習を自力で補うことので
きる生徒のみが許可されるため、厳しい成績基準が設定されています。なお、留学は最長
で１年と決められており、ご家族の赴任期間がそれ以上であっても、本校に戻ることを希
望される場合には１年で戻ってくる必要があります。また、学期途中からの留学は認めら
れないため、最も早くて高１の夏休み以降の出発となります。毎年４月に留学に関するオ
リエンテーションを行っていますので、ご入学された後、そちらで詳細をご確認くださ
い。

海外との交流プログラムは、コロナ禍の今年度も実施されていますか？

現地を訪れることはできていませんが、オンラインでできる交流は続けています。

ネイティブの先生と１対１で話す機会が今までほどんどなかったため、英語の授業 必修授業では3段階の習熟度別授業を行い、自分のレベルに合ったスピードで学習できるよ
についていけるかどうか、不安があります。

うに配慮しています。また、選択の授業では、各生徒のニーズに合わせた幅広い種類の授
業を用意しています。詳細はウェブサイト「英語授業紹介」をご覧ください。

英語・外国語教育
について

http://www.agh.aoyama.ed.jp/education/subjects/english/index.html
任意の英語教育は何割位の生徒さんが参加しているのか聞きたいです。

毎年、カナダホームステイは約30名、イタリア・イギリスの姉妹校との短期交換留学はそ
れぞれ数名ずつ、フィリピン訪問プログラムと東ティモールスタディツアーもそれぞれ数
名ずつの希望生徒が参加しています。
チャットルームについては、コロナ前は年間延べ1400回ほどの高等部生の利用がありまし
た。

写真部のような活動ができる部活動はありますか？

放送部（動画中心だが写真も可能）や美術部（写真作品の制作も可能）があります。

乗馬部以外で大学生と交わる部活があればご教示頂きたく存じます。

各クラブの活動については、高等部ウェブサイト「クラブ・同好会紹介」をご覧くださ

チアダンス部と外部の習い事の両立は可能ですか？

い。ただし、活動曜日や場所は年度によって変わることがあります。
サッカー部に所属しようと考えているのですが、活動時間、毎週の活動日程はどう 大学生と一緒に活動することは基本的にありませんが、大学生コーチが指導に来てくれて
なってるいるのでしょうか？
いるクラブはたくさんあります。
現在陸上部に所属しており、高校入学後も続けたいと考えております。陸上部の練
習場所、練習時間、大会に於ける競技実績等なるべく詳しく教えていただけると助 今年度は、新型コロナウィルスの影響で、申し訳ありませんが部活動を見学できる機会は
かります。宜しくお願い致します。
ありません。部費やクラブチームとの両立などについては、クラブにより異なります。特
部活動では、調理などをする部活にこれまで所属していましたが、コロナ禍で十分 別な事情等がある場合は本校に直接お問い合わせください。
な活動が出来ませんでした。また歌も好きで聖歌隊やハンドベルの活動も興味あり
ます。まだまだ続くコロナ禍でどこまで活動してるのか

どのクラブも、競技や活動内容に応じて感染対策をしながら、できる限りの活動をしてい

入試前に部活動の見学等は可能でしょうか。

ます。

馬術部はどちらで活動されているのか教えて頂きたかったです。
もっと詳しい部活動紹介も知りたいと思いました。

http://www.agh.aoyama.ed.jp/school_life/club/index.html

硬式野球部の活動詳細（活動方針、練習場所、練習時間、朝練、練習試合等）が知
りたい。
コロナ禍で部活動の活動頻度は、変わっていますか。
部活動で、「出版」がどのような活動をしているのか気になりました。

出版部は歴史の古い部活で、年３回の「高等部新聞」を発行しています。
先生や生徒会長へのインタビュー、社会問題や学校のありかたについての記事を掲載する

クラブ活動について

他、部員が小説やブックレビューを書いたりもしています。新聞のレイアウトなども自分
たちで考え、楽しみながら活動しています。兼部ができる上、昼休みの活動なので忙しい
人にもおすすめです。
ゴルフ部当に興味を持ちましたが初心者でも大丈夫でしょうか？

ゴルフ部に所属する生徒のほとんどは、ゴルフ初心者ですのでご安心ください。

アメリカ現地校在籍中、吹奏楽を選択しオーボエに熱中していました。貴校のブラ ブラスバンド部は学校行事（新入生歓迎会、文化祭、クリスマス合同コンサート、送別会
スバンド部の活動のご様子をうかがえたらと存じます。どのくらい活発に活動され など）でも演奏しています。詳細は本校ウェブサイトをご覧ください。
ていますか。先輩と後輩の関係や、普段の練習は厳しいですか。

http://www.agh.aoyama.ed.jp/school_life/club/index.html

部活動の兼部をされてる方はいらっしゃいますか?

本校には、以下の4種類のクラブがあります（詳細はウェブサイトをご覧ください）。
①文科系クラブ

②体育系クラブ

③同好会

④特設クラブ

このうち、①と②の兼部はできませんが、①（または②）と③や④を兼部することは可能
です。
http://www.agh.aoyama.ed.jp/school_life/club/index.html
入学後どれくらいの期間で部活動の活動がはじまるのでしょうか？

入学後約2週間でクラブ登録の手続きをします（その前に見学・体験期間あり）。

運動部に入っていらっしゃる生徒さんはどのくらいの割合でしょうか？

全校生徒の約85％の生徒がクラブや同好会に入っています。運動部に所属しているのは全
校生徒の約65％です。

新しい部活や同好会などを作ることは可能でしょうか。

条件を満たせば同好会の新設は可能です。ただし、現在、活動場所や顧問の人員確保がき
わめて困難な状態であるため、同好会や部活の新設に関する申請は受け付けていません。

どれくらいの生徒が大学にそのまま進学していますか？

内部進学者は、約85％です。学部ごとの進学者数については、スクールガイド27ページを

大学への進学時、どちらの学部に多く入学されてるかが知りたいです。

ご覧ください。

青山学院大学の経営学部に内部進学される方は全体の内どのくらいの割合でいます
か。
大学進学するときの学部選択はどうなるのかもう少しお話聞いてみたいです。
青山学院大学に進学する場合の、学部の希望、選考はどのようなことを基準に、決
められるのでしょうか

http://www.agh.aoyama.ed.jp/wpcontent/uploads/2021/05/schoolguide_2022_all.pdf
希望する学部学科への推薦は、生活態度が良好であることや、高等部3年間の成績と3年次
に受験する学力テストの成績などにより決まります。内部進学をするか、外部進学をする
のかの最終決定時期は11月上旬です。

内部進学の場合、希望学部への進学は何を基準に決定されますか。

理工学部に関しては必ず履修しなくてはいけない科目の規定がありますが、その他の学部
大学進学について学部選択は成績によるとのことでしたが、もう少し具体的に知り については、どの選択科目を受講していたかということは学部選択の条件になっていませ
たいです。選択科目と学部選択の関係性なども教えていただきたいです。
ん。
青山学院大学への推薦基準ですが、定期試験ならびに最終学年テストで、どのよう どの学部に推薦するかは、本人の希望を尊重しながら、在学中3年間の成績の総合評価、適
な数字の場合不合格になるのでしょうか。上位より希望学部への推薦は理解できる 性、出席状況その他を考慮して決定します。学部ごとに推薦できる上限人数も決まってい

大学進学やその後の
進路に関して

のですが、相対評価や順位での足切りがあるのでしょうか。

て（男女別定員なし）、必ずしも第一志望の学部に推薦されるとは限りません。その場合

大学の推薦枠は、男女別定数はありますか？男女関係なく、成績や希望で決まるの は、第二志望以下の学部に推薦されます。
上記の基準を満たせば全員推薦されますが、実際には、例年内部推薦の基準に届かない生
でしょうか？
徒が数名～10名程度います。
青山学院大学への推薦について、基準や日頃から心がけておく点を知りたいです。
毎日の学校生活や授業を大切にしていただければと思います。
青山学院大学の理系に進みたい場合、成績はどの程度で進学出来ますか。
大学進学時、希望する学部に何割くらい進めるのでしょうか？
大学の推薦に関しては、推薦ができないと言う事由もありますでしょうか？
進路に関して、どのようなスケジュールで指導されているのでしょうか？

2年、3年の選択科目登録、2年次、3年次の進学指導会、担任との面談などを通じ、卒業後
の進路を決定していきます。内部進学か外部進学かの最終決定は、3年生の11月ごろに行い

内部進学決定時期はいつになりますか？その前に行われるＡＯ入試や指定校推薦な ます。ただし、外部進学をする際には、その出願が認められた時点で内部進学の権利を放
棄することになります。（AO、指定校も同様）
どを受験しても、内部進学を放棄する事になるのでしょうか。
なお、生徒たちは学年の進路担当の教員やクラス担任への相談、面談、指導などを通じ、
計画を立てていきます。また、過去の進学実績や各種資料を参照することもできます。

理系に進みたいと考えています。学部選択の指導・アドバイスはあるのでしょう

外部進学のための補習授業などは行っておりませんが、生徒たちは学年の進路担当の教員

か。そしてどのくらいの成績が必要なのかを知りたいです。

やクラス担任への相談、面談、指導などを通じ、計画を立てていくことになります。ま

様々な理由で、他、私大や国公立大学を希望された生徒さんに対しての、学習の補
助の有無、相談できる環境があるか。などが知りたいです。

た、過去の進学実績や各種資料を参照することもできます。全体としては、2年、3年の選
択科目登録、2年次、3年次の進学指導会、担任との面談などを通じ、卒業後の進路を決定
していきます。

医学部受験を考えた場合、どのようなサポートを受けられるでしょうか。
内部進学の推薦については、2つ上の回答をご覧ください。
大学は医歯薬系学部への進学も考えています。どのような指定校推薦先があります 2021年3月卒業生の指定校推薦での進学状況は以下のとおりです。

大学進学やその後の
進路に関して

か？

国際基督教大、慶應義塾大、上智大、東京理科大、聖マリアンナ医科大、日本歯科大

海外への大学進学はありますか

生徒の希望進路によるため、毎年海外の大学へ進学しているとは限りませんが、海外の大
学へ進学している年もあります。詳しくは本校スクールガイド27ページをご覧ください。
http://www.agh.aoyama.ed.jp/wpcontent/uploads/2021/05/schoolguide_2022_all.pdf

青山学院大学では、他大学の授業や単位をとることができる伺いました。具体的に 青山学院大学のウェブサイトをご覧いただくか、大学へお問い合わせをお願いします。
どのようなプログラムがあるのか教えてください。

http://www.aoyama.ac.jp/

職場体験や、実習はありますか。

学校として職場体験は行っていません。（個人的にそのような活動に応募して参加してい
る人はいると思います。）

学校見学・入試相談

学校説明会以外に学校に行ける機会(文化祭など)はありますか。

今年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、文化祭は一般公開しておりません。
校舎見学会以外に、校内を見学できる機会はありません。（現在、新型コロナウィルス感

について

染拡大防止のため、上級学校訪問はご遠慮いただいております。）
高等部にはプールがないのですか。

高等部にはプールはなく、体育でも水泳の授業はありません。水泳部は、中等部や初等部
のプールを借用して活動しています。

施設について

施設のことをもっと詳しく知りたいです。

スクールガイド25～26ページにも施設の写真を掲載していますのでご覧ください。
http://www.agh.aoyama.ed.jp/wpcontent/uploads/2021/05/schoolguide_2022_all.pdf

