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注目の新設校インタビュー
お話 広尾学園小石川中学校
(現村田女子高等学校)

校長

松尾

廣茂 先生

編集部 よろしくお願いいたします。受験関係者

て具体的に行動できる生徒を育てていきたいと思

の間では、村田女子高校がまったく新しい学校に

います。

生まれ変わって中学校をスタートする印象があり

編集部 この点も広尾学園のあり方と共通してい

ますが、そのようにとらえてよいのでしょうか。

ますね。先生方も広尾学園と同じですか。

松尾 村田女子高校は、1931 年に村田簿記学校内

松尾 ネイティブの先生も含めて 14 名の先生方

に設立された、
「村田女子計理学校」を母体とした

が広尾学園から異動してきます。また、教育理念

伝統ある学校です。急速に進むグローバル化や、

にご賛同いただいた受験指導に実績のある先生方

ＡＩの進化など、教育をめぐる環境は大きく変化

も他校から 4 名迎えており、さらに村田女子高校

していて、
今後もさらに大きく変化するでしょう。

から継続する先生方も、すでに広尾学園の先生方

そこで新しい時代に対応する学校に生まれ変わる

とともに、合同で授業研修や大学入試の研修を実

ために、2018 年に広尾学園と教育連携を結び、教

施しています。

育内容の刷新に努めています。今回の広尾学園小

編集部 広尾学園というと、ＩＣＴ機器を用いた

石川中学校のスタートもその一環です。

教育活動では先進的に取り組んでいますが、小石

編集部 基本的な教育方針をお願いします。

川も同じようになるのでしょうか。

松尾 本校の教育理念は「自律と共生」です。自

松尾 もちろんです。

分自身が作った目標を自分自身、あるいは他者と

編集部 6 年間の流れをご説明ください。

力を合わせて達成していくこと、仲間との学園生

松尾 入学時点で本科コースとインターナショナ

活の中で自ら行動し、切磋琢磨しながら、共に成

ルコースＡＧ(アドバンストグループ)、インター

長する場、それが本校です。

ナショナルコースＳＧ(スタンダードグループ)の

編集部 広尾学園とまったく同じですね。

2 つのコースを設定します。本科は、日本の難関

松尾 そうです。広尾学園と同等、同質の教育を

大学進学を実現していくコースです。1・2 年で中

目指す学校です。広尾学園は都内の城南地区や神

学の主な内容、3～5 年(中 3～高 2)で高校の主な

奈川県からなら通学に便利な立地ですが、千葉県

内容を修了し、6 年(高 3)は受験対策です。

や埼玉県の生徒たちは少し早めに自宅を出ていま

編集部 一般的な中高一貫の進学校のパターンで

す。こうした生徒たちにとって、文京区ならば、

すね。

今までより通いやすい環境が実現できると思いま

松尾 5 年から志望によって文系・理系に分かれ

す。

ますが、単に学習内容を早く終わらせて大学入試

編集部 どのような生徒を育てていくのでしょう

対策に全力を尽くす、とは考えていません。文系・

か。

理系にかかわらず広く学ぶのが本科です。ですか

松尾 世界を目指すことのできる生徒です。自分

ら、早い段階から徹底的に読み、徹底的に書く力

に厳しいだけでなく、他人を気遣い、多様な文化

を鍛え、3 年では探究論文活動に取り組みます。

や価値観を受け止める感受性が豊かな生徒、そし

また、視野を広げるためにキャリア教育にも力を
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入れていて、さまざまな「本物」との出会いを体

ースの生徒たちとの交流についてはいかがですか。

験します。いろいろなことに触れながら、自分自

松尾 それが小石川の大きな特色です。校舎のキ

身の強みや方向性に気づいていきます。

ャパシティの関係で、広尾学園は 1 学年 240 名募

編集部 インターナショナルコースはＡＧとＳＧ

集ですが、小石川は半分の 120 名、本科、ＡＧ、

の 2 つのグループに分かれるのですね。

ＳＧとも各 40 名の募集です。インターナショナ

松尾 入学時点で持っている英語力に応じてのグ

ルコースの方が多いので、本科の生徒でもインタ

ループ分けで、ＡＧは英語圏からの帰国生やイン

ーナショナルコースの良さを十分に受けることが

ターナショナルスクール出身者、日本で普通に暮

多々あることでしょう。行事やクラブ活動、学年

らしながら英検準 1 級程度の英語力をすでに持っ

の取り組みだけでなく、コースの特色によってク

ている生徒のグループ、ＳＧは英語初学者たちの

ラスが分かれているだけで、一体感のあるアット

グループです。

ホームな学園になります。

編集部 インターナショナルコースの流れはどの

編集部 本科の生徒たちも高い英語力が身につく

ようになりますか。

わけですね。

松尾 ＡＧは英語で各教科の内容を学ぶ授業が多

松尾 3 月から新入生に「0 学期」を考えていま

くなります。もちろん国語は日本語で行います。

す。近所に六義園(都立の庭園)がありますから、

入学時点から身につけている英語力をさらに伸ば

例えばネイティブの先生と新入生たちが一緒に散

すとともに、常に国際的な視野に立った思考、判

策し、英語で自然観察を行うなど、生きた英語に

断ができるよう育成していきます。進路は海外大

触れる機会を作り、本科やＳＧの英語初学者の生

学だけにこだわるわけではありませんが、海外大

徒たちも自然に馴染んでいくように取り組みます。

学が多くなるかもしれません。

ＳＧについてはきっと 4 月からの授業が楽しみに

編集部 ＳＧの生徒はどうですか。

なることでしょう。

松尾 広尾学園でも同じように運用していますが、
インターナショナルコースを志願するだけあって、
英語に関する興味関心が強いので、初学者でも 1
学期の終わりごろにはかなり先生の英語がわかる
ようになってきます。
編集部 ＡＧとＳＧは別クラス、別カリキュラム
になるのでしょうか。
松尾 小石川ではＡＧとＳＧの生徒たちが半々に
なるようクラス編成をします。カリキュラムが異
なる部分は別指導になります。ＡＧは英語と社会

【広尾学園小石川中学校

校舎】

以外は、本科も含め同じカリキュラムで対応しま

編集部 ＳＧは中学 3 年間だけの設定ですね。

す。例えば、美術や技術家庭科はネイティブの先

松尾 高校段階でＡＧの生徒たちと一緒にインタ

生による英語による合同授業であったり、数学や

ーナショナルコースを継続するか、本科コースに

理科はＡＧの生徒は、ＳＧの生徒の使用している

移るかを選択します。進路目標に合わせた選択で

テキストを英訳されたものを使用し、定期試験も

す。ＳＧの生徒たちは、インターナショナルコー

英訳により同一問題で実施していきます。ＳＧの

スを継続するにせよ、本科に移るにせよ、クラス

生徒たちは、英語力や海外事情の知識などでＡＧ

替えの感覚になるでしょう。

の生徒たちから刺激を受けます。相互刺激で互い

編集部 広尾学園は医進・サイエンスコースが高

にさらに成長していくことが狙いです。

校募集を行っていて、
本科は完全中高一貫ですが、

編集部 本科の生徒たちとインターナショナルコ

こちらではどのような予定でしょうか。
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松尾 高校募集も来年からは広尾学園小石川高等

各 40 名の募集です。本科とＳＧ対象の入試は 12

学校として行いますが、3 年間限定です。中学校

月 15 日に国際(帰国)生入試を実施するほか、一

に入学する生徒たちが高校に進級する 2024 年度

般入試は 2 月 1 日午前・午後、2 日午後、3 日午

からは高校募集も停止して、完全中高一貫教育に

後、4 日午後の 5 回を予定しています。1 日午前は

なります。

4 教科の入試ですが、午後入試と国際生入試は国

編集部 広尾学園にある医進・サイエンスコース

語、算数の 2 教科です。

は、こちらには設置しないのですか。

編集部 広尾学園は午後入試も 4 教科ですが、午

松尾 キャパシティの面もあって設置しません。

後入試は 2 教科になるわけですね。

医進・サイエンスコースは、
日常の学習のほかに、

松尾 はい。本校を志願する受験生は、おそらく

生徒たちが日ごろの成果を学会で発表するなどの

ほとんど 4 教科の勉強をしていると思いますが、

本格的な研究活動が特色です。小石川の生徒も、

午後は 2 教科で合否判定を行います。

入学後に関心が深まって研究活動を進めたいとい

編集部 2 月 1 日の午前など、広尾学園と同時に

う希望が出るでしょう。希望する生徒には、広尾

実施する入試は同じ問題を使うのでしょうか。

学園の医進・サイエンスコースで進めている大学

松尾 いいえ、本校で作成します。ただ、出題傾

や専門機関訪問、第一線で活躍されている方の講

向は広尾学園と同様です。ですから、過去問は広

演やディスカッションなどに参加できるようにし

尾学園のものを参考にしてください。

ます。また、必要に応じて放課後広尾学園に移動

編集部 ＡＧの入試はどのようになりますか。

して、研究活動ができるように考えています。

松尾 11 月 3 日、12 月 14 日、2 月 4 日午後に行

編集部 放課後の移動というと、日常的に小石川

います。本科やＳＧとは日程が違い、
科目も英語、

の生徒が広尾学園を訪ねたり、その逆もあるので

英語による算数、国語、英語と日本語による面接

しょうか。

です。

松尾 現在でも村田女子高校と広尾学園の生徒た

編集部 難度はいかがですすか。

ちが、例えばサッカー部が西船橋のグラントで合

松尾 本科コース、インターナショナルコースと

同練習を行ったり、キャリア教育やキャンパスツ

もに広尾学園の合格ラインを参考にしてください。

アーなど、
いろいろな面で一緒に活動しています。

編集部 最後に、受験生や保護者の皆様にメッセ

編集部 クラブ活動が全部一緒、というわけでは

ージをお願いします。

ないのですね。

松尾 広尾学園小石川は広尾学園と同等・同質の

松尾 一緒に活動することもあると考えてくださ

教育を提供しますので、広尾学園の教育を受ける

い。

機会が増えたとお考えください。保護者の皆様と

編集部 入試についてうかがいます。来年度の入

手を携えて生徒一人ひとりの未来を拓いてまいり

試はどのような予定でしょうか。

ます。ぜひ学校説明会にお越しください。

松尾 本科、インターナショナルＡＧ、ＳＧとも

編集部 ありがとうございました。

広尾学園小石川中学校 交通案内
都営地下鉄三田線千石駅徒歩 3 分、JR 山手線・都営地下鉄三田線巣鴨駅徒歩 11 分
JR 山手線・東京メトロ南北線駒込駅徒歩 12 分
授業体験会：8/22(土)、9/12(土)、10/10(土) 各 9 時 30 分開始、14 時開始、ウェブ予約
中学入試傾向説明会：11/7（土）
、12/20(日) 各 10 時開始、14 時開始、ウェブ予約
※授業体験会、説明会は予定変更の可能性があります。ホームページでご確認ください。
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