
12 月 18 日（日）MJG わくわく体験会でいただいたご質問 Q&A 

＜入試・説明会等について＞ 

●授業の様子を見学したり、給食のメニューなどを見たりすることができますでしょうか？ 

⇒来年度（4月以降）、学校説明会・授業見学会を設ける予定です。給食についても、説明会でお話しいた 

 します。 

 

●入試でハサミを使用することはありますか？ 

⇒ハサミを使用しての工作は行わない予定です。今回は、体験内容と保護者様がサポートしていただけること 

前提で、使用しました。 

 

 

 

10 月 28 日（金）入試速報会・学校見学会でいただいたご質問 Q&A 

＜アフタースクールについて＞ 

●チア以外の運動系の課外が新たにできる予定はありますか？ 

⇒今のところ、予定はありません。 

現在、幼稚園で運動を指導してくださっているスポーツ教室が、放課後に幼稚園グラウンドにて、『サッカー 

スクール』を行っています。小学校からも、複数名参加しています。 

 

＜その他＞ 

●現在通学されている児童さんは、近隣の子ども達が多いのですか？ 

⇒半数以上は、豊中市・箕面市・池田市・川西市の子ども達です。本校はスクールバスを『彩都・北千里・ 

 千里中央方面』に運行しているため、幅広い地域のお子様が通える環境にあります。 

 

●学校では、制服で過ごすのでしょうか？ 

⇒今回の学校見学会では、「お客様をお招きする」という観点から、制服での授業（授業内容によっては、体操 

服）でしたが、本来は、体操服で過ごします。 

 ※授業内で体験的学びが多くあり、また 休み時間に、中庭や運動場等で思い切り体を動かせるよう、体操服 

で過ごすこととしています。 

 

 

 

 

 



8 月 7 日（日）入試説明会でいただいたご質問 Q&A 

＜学校生活について＞ 

●コロナ禍におけるオンライン授業の実施や各家庭での選択が可能か 

⇒2022 年度実績 

 コロナ陽性、または濃厚接触者の場合、主要教科（国語・算数・理科・社会・英語）のみ zoomで授業を 

行っています。また高学年ですと、iPadの『まな BOX』を使って、宿題などのやり取りも行っています。 

 

＜入試について＞ 

●WEB出願登録の『志願理由』『教育方針』の文字数上限について 

⇒300 字が上限となっております。テキストデータにご記入いただき、ＷＥＢ上でコピーペーストすることを 

お勧めします。 

 

●入試当日、体調不良『コロナ罹患（濃厚接触を含む）』の場合について 

⇒8月下旬にHP にて、お知らせいたします。 

※対象は、出願登録期間【8月 17日（水）～24日（水）】に、出願していただいた方のみとなります。 

 

7 月 16 日（土）入試説明会・入試体験会でいただいたご質問 Q&A 

＜授業について＞ 

●理科の年間実施数について 

⇒2022 年度実績 

1年生 34 ※生活科の時間を 1時間 理科に設定しています。 

2年生 35 ※生活科の時間を 1時間 理科に設定しています。 

 3年生 105 

 4年生 105（コースにより異なる） ※進学コースは + 35 

 5年生 105（コースにより異なる） ※進学コースは + 35 

 6年生 105（コースにより異なる） ※進学コースは + 35 

 

●学習サポート体制について 

⇒授業内で理解できるよう、進度の調整を行っています。また毎日の宿題でご家庭にご協力いただく場面もあ 

ります。高学年になると、コースに分かれたり、教科学習も複雑になったりしますので、休み時間や家庭学 

習で補っています。（2022年度実績 教科による） 

 

●ICT の授業について 

⇒2022 年度現在、本校では『情報』の授業を設け、児童に貸与している iPadでプログラミングを行った 

り、低学年では、タイピング練習を行ったりしています。（児童用 iPadには、キーボードがついておりま 

す。）中学年・高学年になると、専用機器を使った本格的なプログラミングでゲームを作成する場面もあり 

ます。 



 

●通知表について 

⇒学期末には『あゆみ（通知表）』にて、お子様の学習についてお知らせしております。また、1年生より外部 

テスト（年 2～3回）を実施し（2022年度実績）、個人評価表によりお知らせしております。 

  

 

＜学校生活について＞ 

●登校について 

⇒2022 年度実績 

 桜井駅改札出口（7時 25分～）、春日町 4丁目バス停（7時 30分～）、児童の安全確保のため、教員が登 

校指導を行っています。交通量が多い 171号線には、本校警備員を配置し、安全に横断できるようにしてい 

ます。 

※下校については、桜井駅・春日町 4丁目へ下校指導で教員が引率しています。（低学年） 

 

●バスの時刻表について 

⇒2023 年度用については、2月の入学者説明会時にお知らせします。 

 ホームページは不特定多数の方がご覧になるため、次回の説明会・入試当日の資料に 2022年度実績をご覧 

いただけるように準備しておきます。 

●バス通学・電車通学の併用について 

⇒学園バス通学と電車通学を併用することは可能です。基本、バス停出発時刻にいない場合は『利用しない』 

と判断し、出発します。（阪急バスに影響がでるため） 

下校のバスは、使用するか否かを『れんらくアプリ』にてお知らせいただくことになっています。 

 

●1日の活動の連絡について 

⇒1年生は基本的に毎日、学年通信等でお知らせしております。（2022年度実績） 

 

●コロナ対応について 

⇒2022 年度実績 

 コロナ陽性、または濃厚接触者の場合、主要教科（国語・算数・理科・社会・英語）のみ zoomで授業を 

行っています。また高学年ですと、iPadの『まな BOX』を使って、宿題などのやり取りも行っています。 

 

●給食は、アレルギー対応ですか？ 

⇒アレルギーに対応しております。ご入学後、本校管理栄養士・担任とアレルギー面談を行います。 

 ※部屋を分ける等の対応は行っておりません。 

 

●アフタースクール後のバス送迎はありますか？ 

⇒学園バスは、16時に学校を発車します。それまでの時間に開講しているアフタースクールは、受講可能とな 

ります。 

※現在低学年では、月・火・木曜日は 5時間授業となっているため、アフタースクールを受講可能ですが、 

水・金は 6時間授業のため、学園バスを利用する場合、アフタースクールを受講することはできません。 

 ※16時以降は、お迎えとなります。 



 

 

＜入試について＞ 

●口頭試問について、自分の考えが答えられたらよいのか？正解を求めるのか？ 

⇒正解ではなくても、しっかり自分の考えを答えることができれば結構です。 

※本校の求める子ども像に、『じっくり考えられる子』『自分の考えを伝えられる子』を掲げております。 

 

●ペーパーテストの解答時間について 

⇒どの分野のテストも解答時間に制限を設けております。一問ずつではなく、ページ（5問）での制限時間と 

なります。※作問時、考える時間を考慮して制限時間を設けております。 

 

●ペーパーテストの例題について 

⇒今回の体験会同様、本番試験も例題を行った後、問題に取り組んでもらいます。 

 

●ペーパーテストでの質問について 

⇒基本的には、例題中の質問には応えますが、問題に取り組んでいる途中での質問には、答えることができま 

せん。 

 

●ペーパーテストの合格基準点について 

⇒受験者数にもよりますが、各分野 1種類につき 3問以上正解できるように作問しております。 

 ※合否については、各項目（ペーパーテスト・口頭試問・制作活動・運動・親子面接）で総合的に判断して 

います。 

●親子面接について 

⇒面接時間は約 15分となっています。面接希望日時が 2 時間枠になっているのは、その枠内で数組の面接を 

行えるよう、調整させていただくためです。 

 

●試験当日の持ち物にポケットティッシュを持たせてもよいか 

⇒結構です。 

 

 

＜その他＞ 

●外部への受験生の割合、人数はどのくらいか？ 

⇒年度により異なりますが、約 6 割程度の児童が外部受検をしています。昨年度、中高一貫校となり、大学の 

進学実績も上がっていることから、今後、併設中学校へ進学する子が増えるのではないかと思います。 

 

●遠泳について 

⇒学校の授業では、近隣スイミングスクールでの水泳授業を行っておりますが、回数に限りがあるため、ご家

庭でも、スイミングスクールに通われている児童もいます。遠泳については、それぞれの児童のレベルにあっ

た目標設定をしております。 

 



●親子面接や口頭試問の時、試験管の表情が分かるよう、透明なフェイスシールドを着用してもらえますか？ 

⇒コロナ感染リスクを軽減するため、基本マスクを着用させていただきます。お子様へは、丁寧で優しい言葉 

がけを意識して行います。 

 

●ご両親ともに働かれている方はいらっしゃいますか？ 

⇒いらっしゃいます。本校は、ご家庭を応援できるように放課後プログラムを充実させています。 

 

●入学後、通塾の必要はありますか？ 

⇒ご家庭にお任せしています。（中学受験の志望校によっては、進学コースでも対策がとれない場合がありま 

す。）私たち教職員は、出来る限り学校で学びが充実できるように教科研修を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 18 日（土）MJG わくわく体験会でいただいたご質問 Q&A 

＜授業について＞ 

●集中力が切れた児童に対して、どのように対応しているか？ 

⇒教科にもよりますが、協働学習での意見整理や発表・話し合いを導入することで、学びの幅が広がり、より

深い学びへとつながっていくと考えています。また、タブレットを利用し、それぞれの進度に応じた学習を進

めています。 

 

＜学校生活について＞ 

●友人関係のトラブルに関して、どのように対応しているか？ 

⇒内容にもよりますが、基本的には学校生活で起こったトラブルについては、その日の下校までに話し合いの 

場を設けて、お互いの思いを話し、問題点を解決できるように努めています。また、保護者の方へは、経緯

と指導内容をご連絡し、ご家庭でのサポートをお願いします。 

 

＜入試について＞ 

●入試での運動時、マスクはどうしますか？ 

⇒大阪府教育庁私学課からの通達にしたがって、運動中は熱中症防止の観点から屋内外問わずマスクは外すよ 

うにしています。先日の体験開始時・体験中にも声かけを行いましたが、当日も同様にさせていただきま 

す。そのことを踏まえて、運動試験中のマスク着用については、ご家庭でご判断してください。 

 



●入試時の態度について 

⇒立ち歩き・走り回る…などの行為に関しては、運動時に関わらず、すべての項目において、大きく評価に 

 つながります。※入試当日、他のお子様への影響がある場合、集団行動を乱す行為のみ、注意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 月 21 日（土）学校説明会でいただいたご質問 Q&A 

 

＜学校生活について＞ 

●ICT 活用、国際交流の詳細について 

⇒ICT 活用は、文科省から打ち出されている『タイピング技術の習得』『各教科での ICT 機器の活用』だけでは 

なく、『情報』の授業を設け、プログラミングを学習しています。（2022年度実績） 

 国際交流については、姉妹校（Canon Hill Anglican College）と Skype で交流したり、手紙の交換などを 

行ったりしています。コロナ感染拡大による影響が出る前には、夏休みを利用して、8泊 10日のオースト 

ラリア体験学校がありましたが、この 2年間は実施できておりません。（2021年度実績） 

 次回の説明会時に ICTや英語教育に触れてお話しします。 

 

●バス通学での、乗車場所と降車場所の変更について 

⇒保護者連絡ツール『連絡アプリ』で、登録いただければ可能としています。（２０２２年度実績） 

 低学年時は、連絡アプリに加え、連絡帳に記載き、確認するようにしています。 

 

 

＜入試関連について＞ 

●男女別での合格者の目安人数について 

⇒特に決まりはございませんが、この２年間の受験者数は、男女とも同人数となっております。合格基準につ 

きましては、男女とも違いはありません。（早生まれの考慮はあり） 



 

●1学年のクラス編成、人数について 

⇒現在１クラス１６名～30名となっております。 

 

●年中園児・保護者向けの学校見学会の機会について 

⇒今年度入試が終わり次第、11月以降に日程を調整します。 

 

※授業見学（オープンスクール）を行ってほしいというご希望については、個別相談会（年長園児・保護者様

対象）を設けておりますので、そちらにお申込みいただきますと、日常の授業へご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021～2022 年度 説明会等でいただいたご質問 

※2021 年度実績 

１．学校生活について 

●スクールバスの乗降場所を変更することは可能ですか？ 

⇒可能です。『れんらくアプリ（保護者の方と学校との連絡メールシステム）』で登録いただけます。 

 

●登校時の桜井駅待ち合わせ時間について 

⇒7時 25分～46分の間の桜井駅着電車には、必ず本校児童が乗車しております。万が一、他学年が乗車し 

ていなくても、改札を出たところに教職員が立っておりますので、一緒に学校へ向かいます。 

 【登校】阪急電車『桜井駅』・阪急バス『春日町 4丁目』で毎朝登校指導（見守り）を行っています。 

 【下校】阪急電車『桜井駅』・阪急バス『春日町 4丁目』まで、毎日下校指導（見守り）を行っています。 

 

●徒歩の場合、桜井駅からの通学ルートは決まっていますか？ 

⇒決まっています。高学年を中心に桜井駅前改札を出たところで整列し、規定ルートで登校します。 

 

●警報時の登校について 

⇒ 6:00 の時点で、警報【大雨警報（土砂災害）以外】が発令されている場合は、自宅待機となり、9:00 の 

時点で警報が継続されている場合は、休校となります。また、9:00の時点で警報が解除された場合は、 

10:30 までに登校します。お住いの地域に警報が継続されている場合や、登校が困難な場合は、出席停止 

扱いとしています。 

 

●土曜日は登校日ですか？ 



⇒2021 年度実績は、月２回、登校日としております。下校は、11:45（下校スクールバス 12:00 学校出発） 

 

●普段の学校生活は、体操服で過ごすのですか？ 

⇒制服で登校後、朝の会の前に『校内服（体操服）』に着替えます。授業での体験的な活動に加え、休み時間に 

思いっきり体を動かして遊んでほしいという願いから、導入しました。※下校時に、制服に着替えます。 

 

●クラス内で子ども同士の問題がおこった際の解決方法について 

⇒少人数教育を行い、複数の教員で一人一人の児童と関わっているので、問題を未然に防ぐことや、 

早期対処を行い、問題が大きくなる前に対応しております。（内容にもよりますが、生活指導や管理職との 

面談を行うなど、組織としての対応方法も整えています。） 

 

●授業中、集中できない子や、課題になかなか取り組めない子がいたら、どのように対応しますか？ 

⇒そのようなことにならないよう、入学試験の基準を設けております。万が一そのようなことがあれば、生活 

指導、または管理職で対応します。 

 

●コロナ対策について 

⇒児童机のシェード、教室の換気扇・毎日の検温・空気清浄機、消毒等、学校として児童の安全を考えた上で 

実施しております。（マスクは、給食時のみ外し、黙食をしています。） 

 

●中庭のウサギのお世話について 

⇒ 4 年生以上が参加する『飼育委員会』で飼育担当を決めて行っています。餌やりについては、低学年も 

行うことがあります。 

 

●わくわく HOMEやアフタースクールの人数制限について 

⇒わくわく HOMEの定員はございませんが、土曜日や長期休暇中のイベントなどは、事前にお知らせし、 

定員を設けております。アフタースクールは、2021年度実績として、抽選は行わず、すべて希望の講座へ 

入っていただいております。ただし、大幅に定員を超える場合は、抽選とさせていただく場合があります。 

 

●アフタースクールの今年度実績について 

⇒2021年度の曜日別スケジュール 

   月曜日：ヴァイオリン、そろばん、英語道場、科学実験教室（第１・３週のみ・3年～） 

   火曜日：絵画教室、チアリーディング、ベルリッツ英会話 

   水曜日：コルネット教室（3年～）、進学発展演習（4年～） 

   木曜日：書道、英語道場、進学発展演習（3年） 

   金曜日：ミュージック、プログラミング、進学発展演習（５年～） 

   土曜日：進学発展演習（4 年～） ※休校日も含む 

 

●課外活動後、わくわくHOMEへの合流はできますか？ 

⇒可能です。わくわくHOMEの途中で課外講座に行き、終了後 わくわくHOMEに戻ることが可能です。 

 

●わくわく HOME後のスクールバスについて 

⇒わくわく HOME後（16:00以降）のスクールバスは、ございません。学園坂下駐車場（40分無料）を 



ご利用いただき、お迎えとなります。 

 

２．授業内容について 

●英語の授業について、理解度はどのようにはかっていますか？ 

⇒英語も他教科同様のテストがあります。また、毎日音読の宿題、中学年以上は writingの宿題があり、確認 

しています。また、日々の授業の中で 4技能をチェックしています。 

 

●帰国生の英語授業について 

⇒2021 年度実績として、習熟度別の授業は行っておりません。現在も、インターナショナルスクール出身の 

お子様も同様の授業を受けています。休み時間には、ネイティブ教員と会話したり、質問の時間を設けていま 

す。※2022年度から、週 2 回習熟度別の 2展開授業を実施します。クラス分けの仕方については、今後の 

説明会でお話しします。 

 

●4年生から進学コースに入り、授業レベルにより発展コースに変更することは可能でしょうか？ 

⇒やむを得ず変更することは可能です。保護者様よりご相談いただき、学期ごとでの変更となります。 

 

●卒業論文のテーマや書き方について知りたい 

⇒児童たちの興味関心があるものをテーマとし、国語の授業内で担当者指導の下、書き上げていきます。 

 

●ディベート教育は行っているか 

⇒高学年を中心に、iPadのキーノートを使って、国語や社会、道徳で行っています。 

 

●各教科の授業説明を聞きたい 

⇒今後の説明会でお話しします。 

 

３．入試について 

●受験者数が増えれば、クラス数は増えますか？ 

⇒合格者数により、2クラスを検討します。 

 

●A日程の２日間は、問題は違いますか？【2021年度実績】 

⇒問題の傾向は変わりませんので、2日間ご受験されることをお勧めします。 

 

●コロナ等感染症への対応の予定を教えてください。 

⇒＜受験者が濃厚接触者である場合＞ Ａ日程を受験予定の場合は、別日程を設け、Ａ日程の合格基準で 

合否を決定します。 

 ＜お通いの幼稚園が休園措置をとっている場合＞ 濃厚接触者に当たらない場合は、ご受験いただけます。 

 

●Ａ日程 両日受験の専願と併願の合格率を教えてください。 

⇒専願と併願の合格率が大幅に異なることはございませんが、本校としては、専願で本校を選んでいただきた 

いと考えています。 

 

●生まれ月の考慮はありますか？ 



⇒例年、合否判定の際、生年月日等も含めて判断しております。 

 

●弟妹枠について 

⇒特に弟妹枠は設けておりません。あくまで試験結果となりますが、親子面接等、保護者様がお子様の試験に関 

わる部分については、ご家庭のことなどは理解した上でお話しさせていただきます。 

 

●面接時、保護者は 1名でも可能ですか？ 

⇒可能です。お仕事の都合もおありの事と思いますので、事前にご連絡いただければ結構です。評価につなが 

ることはございません。 

 

●面接時の子どもが答える電話番号は、携帯番号でも構いませんか？ 

⇒結構です。評価につながることはございません。 

 

●入試時の体育館用の運動靴は、入試当日にはくものと同じもので大丈夫でしょうか？ 

⇒同じもので大丈夫です。幼稚園で使用している履きなれたシューズでも結構です。 

 

●体操服は、幼稚園で使用しているもので大丈夫でしょうか？ 

⇒幼稚園で使用しているもので結構です。（名前が記されていても大丈夫ですが、ご心配であれば、お手数で 

すが、記名されていないものをご準備ください。） 

●運動前の着替えについて 

⇒運動の前に着替え（上・下）を行います。その際、体操服（現在、幼稚園等で使用しているもので結構です。） 

 着替えの様子も、女性教員が見させていただきます。 

※2021・2022年度入試は、コロナ感染拡大防止の観点から『着替え』を行っておりません。 

 

●併設幼稚園から小学校を受験する場合、同条件での受験になりますか？ 

⇒2021 年度実績でお伝えしますと、ペーパーテスト・口頭試問・集団活動・親子面接となり、運動分野が 

免除されることとなっております。また、入学金の減免制度等もあります。別枠（優先枠）での募集は行っ 

ておりません。 

 

●発展コース・進学コースの入試について 

⇒3年生の時点で進学コースへの進学希望を募ります。年 2～3回の外部模試を参考に、進学コースへ希望 

 された方の認定を行っています。募集定員を決めておりませんので、希望者で基準に達している場合は、 

作文・面接試験を経て、全員認定となります。 

 

４．その他 

●登校区域について 

⇒現在の児童の登校区域は広く、多い地域ですと、豊中市（阪急沿線・地下鉄御堂筋線）・吹田市（北千里周辺） 

茨木市（彩都周辺）・箕面市・川西市・伊丹市となります。2021年度より、スクールバスが北千里・千里中央 

方面に往復運行しておりますので、吹田市・豊中市（千里中央付近）からも通いやすくなりました。 

 

●遠方から登校している児童は、どの地域からでしょうか？ 

⇒高槻市（東）、西宮市【西宮名塩】（西）、大阪市内（南）、日生中央（北）など、広い範囲の地域から通学し 



ている児童がいます。 

 

●スクールバスは６年間利用できますか？ 

⇒入学者数を見ながら、6年間ご利用いただけるように増便を検討しています。 

 

●共働きの方は、多いのでしょうか？ 

⇒本校は、アフタースクールを充実させていることから、一定数働かれているご家庭がいらっしゃいます。 

 

●土曜日の登校（高学年）について 

⇒基本、全学年登校となります。ただし、志望している中学のオープンスクールや説明会等がある場合は、公 

欠扱いとなります。また塾の特別講習（夏期講習・冬期講習など）も同様の扱いです。 

 

●感染症等で、長期休校になった場合の授業確保について 

⇒昨年度の休校期間中は、保護者様のご協力のもと、児童一人一台貸与している iPadを使用して、オンライン 

授業や、本校オリジナルアプリ『まな BOX』『すらら』『スカラスティック』を使って、課題発信・提出を行っ 

ていました。今後も、万が一、休校せざるを得ない状況になれば、すぐにオンライン授業へと転換できる準備 

は整っております。 

 

 

●アレルギー対応について 

⇒ご入学後、アレルギー面談を行いますので、その際にご相談ください。また、入学前にご相談もいただけま 

すので、お問合せください。給食は、アレルギー除去食が出されます。 

 

●入学前にアルファベットなどの読み書きなどが必要でしょうか？ 

⇒４技能の『書く』ことでは、アルファベットを正しく書くことから授業をスタートします。お子様の成長段階 

で、ご家庭にご判断いただきたいと思っております。※正しい姿勢、正しい鉛筆の持ち方など、基本的なこと 

は、入学前に必要となります。 

 

●併設中学校への進学者数について 

⇒年度により異なりますが、５～10名の方が進学されています。中高一貫校、大学進学実績の向上で、今後、 

進学者は増加傾向になるのではないかと思います。 

 

●今後、小中校一貫校になる可能性はありますか？ 

⇒今のところ予定しておりません。授業では、小学校と中学高等学校との交流をこれまで以上に深めていきた 

いと考えています。 

 

●ゴールデンベアーズのロゴ（金熊くん）の表情について 

⇒金熊くんのロゴは、本校 高等学校のアメリカンフットボールのキャラクターとしてつくられました。 

『力強い』『闘志』などの意味合いも含めて作られたと考えられますので、それが表情に表れているのかと 

思います。幼稚園のお子様にとって、ちょっと怖いですかね？（＾＾；） 

 

●グラウンドの狭さについて 



⇒.現在、高等学校の校舎建設のため、校舎建築スペースに加えて、機材・資材置き場を含めた 

工事区画を取っています。校舎着工後は、子ども達が思いっきり体を動かせるスペースが確保されます。 

また、2022年度の 2学期には、全面人工芝となる予定です。 

 

●進学実績について 

⇒次回の説明会時にお話しいたします。 

 


