
小/中 ご質問の種類 ご質問 回答

小学校 学習について; 授業についていけない等学力不足の生徒に対し、学校側から体制的なフォ

ローはどのようなものがありますでしょうか？

必要に応じて補習を行うほか、各学期後の長期休み期間に「学年講座」を行っています。

各々の学年の取り組みとして、各教員が成績上位者から下位者までさまざまな階層の生徒に合わせて実施しています。

小学校 学習について; 英語の勉強は中学入学後に始めて間に合うのでしょうか。

小学生のうちから塾に通う等勉強しておいたほうがいいのでしょうか。

中学校入学後、授業の予習や宿題、自学をコツコツと行うことで、英語の学力を伸ばすことは十分可能です。

自ら考えて行動する気持ちが大切です。

小学校 学習について; 帰国子女で既に英検2級レベルなのですが、英語の授業は習熟度などでク

ラス分けしていますか？

習熟度に基づいたクラス分けは行っておりません。

小学校 学習について; 授業が理解できないお子さんがいらした際は、どのようなフォローがある

のでしょうか？

補講等はありますか？

夏休みは宿題以外の講座はありますか？

夏休み・冬休み・春休みに「学年講座」を実施する時期を設けています。

夏休みは、1学期終業式直後の前期と2学期始業式直前の後期がございます。

内容は、学年ごとに異なります。

考査直前の学習強化週間では、成績不振の生徒を対象とした補習などが実施されます。

通常の時期でも、科目・担当教諭ごとに補習が実施されることがございます。

中学校 学習について; 学校での学習+自学だけで、内部進学は充分望めますか？

難関学部を目指すためには、別途塾に通う生徒が多いでしょうか？

また、学内で季節講習や補講などは行われますか？

学校での学習と自学だけで希望の進路を実現させた卒業生はたくさんおります。

一方で、塾などを利用する生徒もおります。

夏休み・冬休み・春休みに「学年講座」が実施されます。

夏休みは、1学期終業式直後の前期と2学期始業式直前の後期がございます。

各々の学年の取り組みとして行われており、内容はさまざまです。

通常の時期は、高等学校では、各々の学年で必要に応じて「放課後講習」が実施されます。

内容は、学年ごとにさまざまです。

考査直前の学習強化週間では、成績不振の生徒を対象とした補習などが実施されます。

小学校 日常の学校生活について; 校則やルールで、他校と違う所や特徴的なものはありますでしょうか？ 特徴的かどうかは分かりませんが、携帯電話やアルバイト、自転車通学などは基本的にこれを認めていません。

学校所在地周辺には住宅地が広がっており、常に近隣住民との関係性を教員と生徒で考え、より良い環境を作ろうと模索していま

す。

小学校 日常の学校生活について; 学校が目指す生徒像や入学して来て欲しい生徒像があれば、ぜひ教えてい

ただきたいです。

当校の校訓は「謝恩礼節」「自立実践」です。

つまり謙虚であるとともに常に自発的に前を向き進んで行ける芯のある生徒を求め、また育てていきたいと考えています。

小学校 日常の学校生活について; 女子の制服にスラックスがある所に興味を持ちました。

実際普段、何％位の女子が着ていますか？スラックスをはいていると、浮

いてしまうことはないですか？

具体的な数値は分かりませんが、各クラスに1人か2人いるという実感がございます。

日によってスラックスとスカートを履き替えてくる生徒もいます。目立つようなこと、揶揄するような雰囲気はございません。

小学校 日常の学校生活について; 図書館の蔵書数、自習室の座席数について教えてください。

利用に制限など（放課後のみなど）がありましたら合わせておしえていた

だけますでしょうか。

図書室の蔵書数は、2020年11月の時点で39,000冊です。

自習室の座席数は、40席です。

図書室の開室時間は、通常10:20-15:45、長期休暇10:00-15:45です。

自習室は、授業時以外の時間帯(始業前、休み時間、放課後)で利用が可能です。

小学校 日常の学校生活について; 携帯電話の持ち込みは許可されていますか。 許可制です。

家庭との連絡のための持ち込みは許可されますが、その際は許可願を提出していただくようお願いしております。

校内での使用は禁止です。
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小/中 ご質問の種類 ご質問 回答

中学校 日常の学校生活について; 自習ができるスペースはありますか?

また、図書室での自習は可能ですか?夏季休暇中を含めた利用時間等につ

いても教えて下さい。

自習室、図書室、総合学習コーナーで自習を行うことができます。

総合学習コーナーは、廊下の一角に設けられている共用スペースで机・椅子が設置されています。

図書室の開室時間は、通常10:20-17:45、土曜日と長期休暇中は10:00-15:45です。

自習室と総合学習コーナーの利用時間は、通常の時期は授業時以外の時間帯(始業前、休み時間、放課後)で、長期休暇中は終日で

す。

なお、長期休暇中に生徒が登校する場合は、各々の活動において顧問となる教員の確認が必要になります。

＊2020年11月14日の時点では、感染症対策・クラスター対策を講じつつ、上述の運用を変更しています。

中学校 日常の学校生活について; 一年次は高入生だけのクラス編成との事ですが、例年クラスの男女の割合

はどのくらいでしょうか。

高入生のクラスでは、概ね男子：女子＝1：2の比率です。

中学校 日常の学校生活について; どのような生徒を求めていますでしょうか？ ご質問の回答として適切か分かりませんが、日常の学校生活の中で、校訓の「謝恩礼節」と「自立実践」が引用される場面が多く

ございます。

中学校 日常の学校生活について; 在校生の自宅分布の割合はどのようになっていますでしょうか？

横浜市◯%、県央◯%、県西◯%、県外◯%など。

或いは、通学時間分布の割合、30分程度、1時間程度、1時間半以上な

ど。

きちんとしたデータをもっておりませんが、通学時間40-50分の生徒が多い印象がございます。小学校 部活動について; 陸上部とバトミントン部の具体的な活動内容（活動日・部員数等）を教え

てください。

〔陸上部〕

活動日：週5～6日　

部員数：中学校17名（男子7名　女子10名）

　　　　高等学校32名（男子10名　女子22名）

〔バドミントン部〕

活動日：週5～6日　

部員数：中学校25名（男子5名　女子20名）

　　　　高等学校58名（男子30名　女子28名）

小学校 部活動について; バトン部の練習動画が見たいです。 申し訳ございません。

公開できるものがございません。

中学校 部活動について; 今年のバトン部は全国大会（映像発表）と、ジャパンカップに出場します

か？

バトン部は、2020年度の全国大会とジャパンカップに参加いたします。

中学校 部活動について; 各部活の朝練の状況を知りたいです。

曜日や時間等。

現在新型コロナウイルスの影響で部活動の朝練習は行っておりません。

このような状況になる前は陸上競技部、バスケットボール部などが毎日30分から1時間ほど練習を行っていました。

中学校 部活動について; 通学に時間が掛かるため、朝練がある部活の場合、行けるかどうか、朝練

は参加できなくても大丈夫かどうかが不安です。

※部活紹介のページではあまり情報が得られなかったため、質問させて頂

きました。

特に男子バスケ部の様子を知りたいです。

朝練習の参加は任意です。

参加できなくても、まったく問題ありません。

ご不安の際は、直接お問い合わせください。
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小/中 ご質問の種類 ご質問 回答

中学校 部活動について; 女子バレーボール部ついて質問です。

1.各学年毎の人数は？

2.おおよその活動日程はホームページ掲載通りか？金、土のみ体育館使用

ですか？

3.顧問の先生はバレー経験者ですか？外部講師はいますか？

1. 中2：9名　中3：5名　高1：7名　高2：8名　高3：4名

2. 基本的にはホームページ記載通りですが、朝練習はありません。

3. 顧問はバレーボール経験者ではありません。また、外部講師もおりますがバレーボール経験者ではありません。

小学校 進路・進学指導について; 高校生で他大学受験や中大内部進学のために、予備校などに通う生徒の割

合を教えてください。

きちんとしたデータはございませんが、実感としては2～3割の生徒が何らかの形で利用しているように思います。

ただし、予備校などに安易に頼らないような指導を行っております。

小学校 進路・進学指導について; 国公立大学及び、私立大学のうち中央大学に設置されていない学部の受験

は、中央大学への内部推薦権を留保したまま、併願受験をすることが可能

とのことですが、カリキュラムがかぶっている学部の場合は、対象外にな

るのでしょうか。

また中央大学以外の指定校推薦の枠はどのくらいあるのでしょうか。

〔一般選抜〕

国公立大学：併願可能です。

私立大学：カリキュラムの重複があるか否かについて中央大学が判断し、条件を満たせば併願可能です。

〔総合型選抜・学校推薦型選抜〕

定められた期日までに合否の結果が出るものについては、併願可能です。

定められた期日までに合否の結果が出ないものについては、カリキュラムの重複があるか否かについて中央大学が判断し、条件を

満たせば併願可能です。

指定校推薦に関する詳細(受け入れ生徒数等)につきまして回答を控えさせていただきますが、多くの生徒は内部推薦の方を利用し

ます。

小学校 進路・進学指導について; 中大理工学部に進学を希望している生徒の何割くらいが推薦枠を取れます

でしょうか？

推薦枠から漏れた場合、他大受験するしかないのでしょうか？

年度によって異なります。

データの公表は控えさせていただきます。

申し訳ございません。

高2での学習は文系と理系に分かれて行いますが、その選択は高1の2学期に行います。

理系の進路を考える生徒は、中央大学以外の大学を受験することを前提に理系の選択を行います。

多くの生徒が、自身の将来について真剣に向き合い、調べ、相談し、考えます。

中学校 進路・進学指導について; 中央大学に進学された方について、内進生と高入生の割合はそれぞれどれ

くらいでしょうか。

公表を控えさせていただいております。

中学校 進路・進学指導について; 他大学を希望する生徒に対して、受験対策は校内でしていただけるので

しょうか？

また、全生徒に対して、他大学を受験できるような学力を身につけるため

の授業カリキュラムはあるのでしょうか

当校では主要教科に関して標準よりも多くの時間数を設定しています（学校案内12ページ）。

また、授業も他大学受験・進学希望に備えられる内容となっています。

中学校 進路・進学指導について; 大学進学するにあたり、学校の授業で成績と外部模試で判断すると記載さ

れていましたが、外部模試は学校の勉強をしっかりやっていれば対応出来

るものなのでしょうか？

外部模試の問題を解くための学力は学校の勉強で身につきます。

それぞれの模試のための準備は、その方法やスケジュール等を生徒自身が考えて行います。

中学校 進路・進学指導について; 新しくできた国際情報学部、国際経営学部に進学した人数が少ないです

が、それぞれ上限人数は何人ですか？

 回答を控えさせていただきます。

小学校 その他; 第二回の受験を希望しています。

遅刻者の取り扱いについて教えてください。

1科目目の試験の開始後10分までは受験可能です。

以降は受験をご遠慮いただいております。

小学校 その他; 入試当日、原因がはっきりしない発熱があった場合（インフルエンザや、

当日のため感染症かどうかも不明な場合も含めて）別室受験は可能でしょ

うか？

もしくは、後日に追試などの設定はありますか？

また入試当日、試験の合間の休憩では、飲水や軽食は可能ですか？

体調不良の場合は、別室での受験をお願いしています。

追試を行うことはございません。

試験の合間の休憩時間で、飲食は可能です。

小学校 その他; 中学で入学した生徒が高校進学時に再度入学金は必要でしょうか。 中央大学附属横浜中学校を卒業した場合でも、高等学校の入学金の納付をお願いしております。

小学校 その他; 入試当日発熱している場合、別室等で受験は可能でしょうか。 前年度までは、別室で受験していただきました。

今年度につきましては、現在対応を検討しているところでございます。
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小/中 ご質問の種類 ご質問 回答

小学校 その他; 入学後、親が海外に転勤になった場合、復学は可能ですか？

年数や試験など条件がありますか？

中学・高校で対応が違う場合はそれぞれ教えてください。

〔中学校〕

いったん退学の手続きを行っていただきます。

中学校の3年生の2学期終了より前に日本へ戻られた場合、再び入学の手続きを行います。

その際に、試験は行いません。

〔高等学校〕

留学に関する制度をご案内させていただきます。

2つの方法がございます。

①休学の手続きを行って1年間の留学を行い、帰国した際は1つ下の学年に籍を移す。

　中央大学附属横浜高等学校で3年間学び、内部推薦の権利を有することとなる。

②留学中の学びによって単位が認定される制度を利用して1年間の留学を行い、帰国した際はもとの学年に戻る。

　原則として、内部推薦の権利をもたなくなる。

※3学期だけ留学を行う制度もございます。

小学校 その他; 入試についてですが、入試は前年と同じような出題傾向になるのでしょう

か。

学校によっては、このコロナ禍で塾や学校に行けなかった時期もあるの

で、出題を縮小させてという学校もありましたので、気になりまして質問

させて頂きました。

出題傾向につきましては、過去問題をご覧になっていただければ幸いです。

大きな変化はございません。

中学校入試に関しまして、出題範囲の縮小は考えてございません。

小学校 その他; 中学入試について質問です。

複数回受験した場合、一回だけ受験するよりも繰り上げ合格等、優遇され

ることはありますか。

また繰り上げ合格は、どちらの回で受験しても、それぞれの点数で判定さ

れるのでしょうか。

優遇措置はございません。

第1回、第2回それぞれの点数で判定されます。

小学校 その他; 授業料や入学金について、試験の結果などによって優遇・免除される措置

はありますか。

入学金や授業料等を免除する制度は、特退制度なども含め一切ございません。

なお、これまで同じ年度に兄弟姉妹が同時に入学する場合、入学金を1人分免除する制度がございましたが、2021年度入学生より

廃止いたします。

中学校 その他; 一般B方式入試の選抜方法で学力試験及び書類審査とありますが、書類審

査の割合はどのくらいでしょうか。

入試要項に記載がございますように、学力試験と書類審査による総合判定ですが、基本的には当日の学力試験の点数で決まるとお

考えください。

中学校 その他; 過去問の解答はありませんか？

英語のヒアリングもファイルダウンロード出来たりしないですか？

過去問題の解答につきましては、公表を控えさせていただいております。

リスニングの音声データにつきましては、公表を控えさせていただいております。

中学校 その他; 学校見学会の申込はどのようにすれば良いのでしょうか？ ホームページで入力の上、登録を行っていただいております。

中学校 その他; 一般Bの「書類審査」とは，何をどの程度見るのか知りたいです。 入試要項に記載がございますように、学力試験と書類審査による総合判定ですが、基本的には当日の学力試験の点数で決まるとお

考えください。

中学校 その他; 進路相談について

　①推薦入試　

　②推薦入試→水準以下→一般A方式へ切替（区分変更相談希望）

　③一般A方式

　上記①②③においての結果は、すべて12月17日に中学校へ郵送されま

すでしょうか。

　特に②の場合の結果時期をご教示頂ければ幸いです。

いずれの場合(推薦、一般A、区分変更)も、その結果を12月17日までに中学校へ発送いたします。

中学校 その他; 推薦入試において12月に基準を達し出願させていた場合、1月の推薦入試

（面接）にて不合格になることはありますか？

12月の進路相談で基準に達し出願していただいた生徒に対して、1月に面接の入学試験を実施させていただきます。

進路相談の結果を十分尊重した上で、合否を決定いたします。

中学校 その他; この度、11/21,28の見学会の申し込みを、開始時間ジャストに予約した

のですが、満席になってしまいました。

今後追加で、見学会の予定はありますでしょうか？

11月14日の時点で、具体的な決定事項はございません。
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