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小学生の皆さん、こんにちは。 

駿台甲府中学校では、長野方面や富士吉田市、都留市、大月市、北杜市などの遠隔地から本校に通学する生徒が大勢います。

  今回は、遠距離通学者の中から 10名の生徒に、受験の動機や本校の魅力、遠距離通学者ならではの有効な時間の使い方などのテー

マで、率直に学校生活の様子を書いてもらいました。受験生の皆さんの今ある共通の不安な点（生活のリズムがつくれるか、友達ができ

るか、学習と部活の両立が図れるか）が少しでも解消され、受験勉強に向けた励みになってもらえたらと思います。 

 遠距離通学の生徒は、学校の授業に集中して取り組むことの大切さ（メリハリ）、計画的に取り組

むことの大切さ、親に感謝することの大切さをよくわかっています。また、今回の 10名からは、人

に頼らず自分のことは自分でやる「自立心」の強さを感じます。 

 遠距離通学を考えている児童の皆さん、先輩に続いて一緒に駿中で頑張りませんか。皆さんの受

験を心からお待ちしております。  

 

 

駿台甲府中を受験しようと思った動機は何？ 
姉が駿中に入って、「授業が楽しい」や「友達といてワクワクして、授業も昼休み

も楽しみ」ということを耳にして、私もワクワクしたからです。 

友達はすぐにできた？ 駿中の仲間はどのような感じ？ 
・はい。できました。（しかもたくさん） 

・男子女子関係なく、みんなで楽しく過ごせています。 

・みんな優しい人たちばかりです。 

通学電車やバス車内での過ごし方で工夫していることは？ 
私は電車で甲府駅まで約 1 時間ほどかかるのですが、その間にたくさん勉強す

るようにしています。課題も自習もすることができるので、メリットしかありませんし、

楽しいです。 

生活リズムで工夫していることは？ 
・空いている時間があれば勉強するようにしています。 

（10 分の休み時間＆昼休み） 

・朝食は絶対食べるようにしています！（勉強のやる気がでます） 

駿中の授業はどのような感じ？ 
とても学習しやすいです。 

駿中の先生はどんな先生？ 
・優しくわかりやすく説明してくれます。授業を受けていて、とても楽しいです。 

・私たち生徒のために、全力で指導してくれていると思います。 

最後に、受験生の皆さんにエールを送ってください！ 
みなさん大丈夫です！私も最初はそのような不安を抱えていました。でも、駿

中の授業をしっかり受けて、自習も課題もみっちりやれば、その分自分に返って

きます。私も、理科は中間考査のときにみっちり勉強したので、その分返ってき

ました。だから大丈夫です。 

 

駿台甲府中を受験しようと思った動機は何？ 
体験入学の理科の実験がとても楽しかったからです。授業のやり方も毎回楽し

そうだなと思いました。 

友達はすぐにできた？ 駿中の仲間はどのような感じ？ 
初日から１日 2 日経ったときには喋れる人はたくさんできました。 

通学電車やバス車内での過ごし方で工夫していることは？ 
仮眠や勉強をし、有効に時間を使っています。（行き:予習 帰り:復習） 

生活リズムで工夫していることは？ 
早起きをしなければならないので、早寝早起きを心掛けています。 

駿中の授業はどのような感じ？ 
iPad で全員の意見を共有したりすることで、他の人の考え方を学べたりできる

ので、6 年後の大学受験にも役立ちます。 

 

駿中の先生はどんな先生？ 
とにかくすべての授業が楽しい‼毎回楽しく話を聴かせてもらえるので、とても楽

しく学べています。 

最後に、受験生の皆さんにエールを送ってください！ 
みんなスタートは一緒だから、毎日コツコツやれば大丈夫‼ 

 

駿台甲府中を受験しようと思った動機は何？ 
姉が英和に通っていたので、自分も受験したいと思いました。そんなとき駿中を

しり、受験を考えました。 

友達はすぐにできた？ 駿中の仲間はどのような感じ？ 
もともと自分は人見知りですが、1 週間弱で友だちはできました。 

通学電車やバス車内での過ごし方で工夫していることは？ 
人に迷惑をかけないことを心掛けています。また、少しでもいいから勉強するよう

にしています。 

生活リズムで工夫していることは？ 
しっかり寝ること。 

駿中の授業はどのような感じ？ 
設備が整っていて、授業もわかりやすく、面白いです。 

駿中の先生はどんな先生？ 
型にはまっていないような（良い意味です）個性豊かな先生方です。 

最後に、受験生の皆さんにエールを送ってください！ 
4 月になったら駿中に入学しているから大丈夫！という気持ちで勉強を頑張っ

てください。 

 

駿台甲府中を受験しようと思った動機は何？ 
入学説明会に参加し、先生方の教え方がとてもわかりやすく、面白い授業だっ

たので、この先生方のもとで学びたいと思ったからです。 

駿台に通うと遠距離通学になりますが、部活にも入りたかった私は、部活が週

3 回で勉強との両立ができそうな点も魅力的に感じました。また、近所のお姉

さんが駿台に通っていて、とても楽しい学校だと聞いていたので、そんなところに

も憧れを抱きました。 

友達はすぐにできた？ 駿中の仲間はどのような感じ？ 
友だちはすぐにできました。優しくて、とても楽しいです。話しかけやすい子が多く、

他のクラスにも仲のいい友だちができました。楽しくおしゃべりするのはもちろん、

一緒に励ましあって勉強を頑張れる大好きな友だちができました。 
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通学電車やバス車内での過ごし方で工夫していることは？ 
私は電車通学ですが、電車内では、朝は英単語を覚えたり、読書をしたりしま

す。帰りは宿題に取り組んで、なるべく時間を有意義に使えるように意識して

過ごしています。 

生活リズムで工夫していることは？ 
延長部活で帰宅が遅くなることもありますが、そんな時にはお風呂と食事の時

間を短くします。寝る前までにやるべきことを考えて、ちゃんと勉強時間も確保し

つつ早寝ができるように、時間の使い方を考えるようになりました。 

駿中の授業はどのような感じ？ 
授業は楽しいです。面白いことを言ってくれる先生が多いです。問題集や教科

書はハイレベルなものもありますが、そんな教材もしっかり授業を聴いていると理

解できるようになります。わからないことがあった場合、個別に質問に行っても、

とても丁寧にわかりやすく教えてくれます。大事なことは繰り返し言ってくれるので、

自然と頭に入ってきます。 

駿中の先生はどんな先生？ 
まず授業が上手です。話しかけやすくて、質問にもすぐに答えてくれます。学習

面や生活面でも問題が起きないように、よく見廻ってくれたりもします。 

最後に、受験生の皆さんにエールを送ってください！ 
先生も優しいので、わからなかった問題を質問すればすぐ答えてくれます。そし

て、予習・復習をして、問題集もコツコツ進めていけは大丈夫！きっと楽しい学

校生活が待っていますよ！ 

 

駿台甲府中を受験しようと思った動機は何？ 
体験入学がきっかけで、さまざまな授業を見回っていると、すべてがわかりやすく、

面白くて、「この学校で頑張りたい」と思ったからです。 

友達はすぐにできた？ 駿中の仲間はどのような感じ？ 
入学式の日にたくさんできました。みんな優しくてとても話しかけやすかったです。 

通学電車やバス車内での過ごし方で工夫していることは？ 
朝は眠くなるまで勉強する。帰りは疲れているときは寝て、それ以外は単語帳

を読んだりして、勉強しています。 

生活リズムで工夫していることは？ 
特に平日は毎日同じことをくり返して、疲れがたまらないようにしています。 

駿中の授業はどのような感じ？ 
授業はとてもにぎやかで、みんなで楽しく学びあっています。 

駿中の先生はどんな先生？ 
とてもおもしろい先生が多く、授業もわかりやすくて、将来に役立つような内容を

たくさん話してくれます。 

最後に、受験生の皆さんにエールを送ってください！ 
受験生のみなさん頑張ってください。毎日しっかり積み重ねて勉強すれば、必

ず合格します。ファイト！ 

 

駿台甲府中を受験しようと思った動機は何？ 
部活と勉強両方で自分がやりたいことがあったからです。 

友達はすぐにできた？ 駿中の仲間はどのような感じ？ 
新型コロナで学校に行けなくてすごく心配だったけど、学校に行ったらすぐに友だ

ちができました。みんな優しくて明るい人たちばかりです。 

通学電車やバス車内での過ごし方で工夫していることは？ 
少しでも勉強したり、市区代をやったりして、できることは電車の中でやっていま

す。 

生活リズムで工夫していることは？ 
体調を崩さないように睡眠はしっかりとって、ご飯もしっかり食べています。 

駿中の授業はどのような感じ？ 
わからないことは仲間と教えあっています。みんなが楽しく参加できてすごくわかり

やすいです。 

駿中の先生はどんな先生？ 
すごくわかりやすく教えてくれて、質問にもしっかり答えてくれるので、全員良い先

生です。 

最後に、受験生の皆さんにエールを送ってください！ 
僕は遠距離通学で、勉強時間があまり確保できないこともありますが、しっかり

と授業を聞いていれば、先生がわかりやすく教えてくれるので安心してください。

受験勉強頑張ってください！ 

 

 

駿台甲府中を受験しようと思った動機は何？ 
理科が得意なので、実験や面白い授業が多い駿中を受験しました。 

友達はすぐにできた？ 駿中の仲間はどのような感じ？ 
最初はまだ慣れずに話しかけられませんでした。けれど、何日かすると自然に友

だちができました。あまり心配しなくても大丈夫です。 

通学電車やバス車内での過ごし方で工夫していることは？ 
普段は睡眠時間が短いので、仮眠をとっています。テスト前は、教科書やノー

トを見て復習しています。 

生活リズムで工夫していることは？ 
早めに寝ることです。次の日のためにも、就寝時間は長くとります。 

駿中の授業はどのような感じ？ 
電子黒板を使って、動画を見たり、解説を聴いたり、わかりやすく楽しい授業で

す。 

駿中の先生はどんな先生？ 
優しい先生がたくさんいます。授業もわかりやすく教えてくれます。 

最後に、受験生の皆さんにエールを送ってください！ 
毎日の授業をしっかり受けていれば大丈夫です。受験勉強は大変だと思いま

すが、頑張ってください。駿中で待っています。 

 

駿台甲府中を受験しようと思った動機は何？ 
中高一貫教育で学習でき、環境面においても、自分の将来につなげてくれると

思ったからです。 

友達はすぐにできた？ 駿中の仲間はどのような感じ？ 
異例な中学校生活のスタートで、マスク越しに会う友だちとの生活で戸惑いま

したが、時間の経過とともに仲間が増えていきました。 

通学電車やバス車内での過ごし方で工夫していることは？ 
読書・学習などをして、時間を有効活用しています。 

（ときどき寝ていますが・・・） 

生活リズムで工夫していることは？ 
早起きは基本です。習い事などがあるので、朝の時間を有意義に過ごしていま

す。（つもりです） 

駿中の授業はどのような感じ？ 
iPad や電子黒板を使いながら、わかりやすく、丁寧なご指導のもと、充実した

授業を受けています。 

駿中の先生はどんな先生？ 
背中を押してくれる先生がたくさんいます。 

最後に、受験生の皆さんにエールを送ってください！ 
日々の課題を着実にこなしていけば大丈夫です。駿中で一緒に学びましょう。 

 

駿台甲府中を受験しようと思った動機は何？ 
体験授業などのイベントに何回か行って楽しかったから。 

友達はすぐにできた？ 駿中の仲間はどのような感じ？ 
最初はできなかったが、だんだんできていきました。 

通学電車やバス車内での過ごし方で工夫していることは？ 
宿題か仮眠 

生活リズムで工夫していることは？ 
帰宅時間が変わっても学習の量は変えないようにしています。 

駿中の授業はどのような感じ？ 
おもしろくて楽しい授業が多いと思います。 

駿中の先生はどんな先生？ 
どの先生もわかりやすく、いつでも質問がしやすい環境です。 

最後に、受験生の皆さんにエールを送ってください！ 
あきらめずに頑張ってください！ 
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駿台甲府中を受験しようと思った動機は何？ 
体験入学のとき、理科の実験や数学の授業に興味を持ったからです。また、

思考力を身につけることができると思ったからです。 

友達はすぐにできた？ 駿中の仲間はどのような感じ？ 
１日目は緊張して誰にも声をかけることができませんでしたが、翌日は、1 人で

いた私に周りが声をかけてくれ、友だちができました。みんなとても個性豊かでお

もしろく優しい人ばかりでした。 

通学電車やバス車内での過ごし方で工夫していることは？ 
普段は仮眠を取ったり、友だちと話したりしていて、テスト期間中は、課題やテ

ストに向けた勉強などをして有意義に過ごしています。 

生活リズムで工夫していることは？ 
遊びと勉強のメリハリをつけること。 

駿中の授業はどのような感じ？ 
すべての教室にスクリーンがついているので、動画や写真を見ることができて、と

ても分かりやすいです。また、理科は実験をすることが多いので、頭に入りやす

いです。 

駿中の先生はどんな先生？ 
とても楽しい雑談や面白い覚え方を教えてくれる、わかりやすくて優しい先生が

多いです。わからない問題について質問すると、私が納得いくまで丁寧に教えて

くれます。 

最後に、受験生の皆さんにエールを送ってください！ 
私は塾には行かず、遠距離通学をしていますが、しっかり学習についていけてい

るので大丈夫です！周りには優しい先生や友だち、先輩がいるので心配無用

です。毎日楽しく学習ができます。受験勉強頑張ってください。みなさんの入学、

お待ちしています。 

  

 

 

 下の表は遠距離通学者 10 名に聞いた、平均的な 1 日の過ごし方です。学習時間や自由時間など人それぞれのところもありますが、バスや電車の時間に合わせて、規則

正しい生活をしています。通学時間が長くて大変なように思いますが、生徒たちはそのよう生活にもすぐに慣れたとのことです。また、バスや電車内では学習をしたり、読書をし

たりするなどして、通学時間も有効に使っているとのことです。      

１年

原田さん

１年

両角さん

１年

依田くん

１年

石丸さん

２年

吉村くん

２年

立森くん

２年

橋本くん

２年

出羽さん

３年

中島くん

３年

相澤さん

都留市立 茅野市立 身延町立 富士見町立 富士吉田市立 諏訪市立 富士河口湖町立 大月市立 北杜市立 諏訪市立

谷村第一小 宮川小 下山小 境小 吉田小 城南小 小立小 初狩小 泉小 城南小

起床 起床

起床 朝食 起床 起床 朝食・準備 起床

準備 朝食・準備 朝食 起床・朝食 基礎英語 支度 起床 起床

起床・朝食 読書 身支度 移動 学習 朝食・準備 朝食・準備

車移動 準備 朝食

徒歩

登校 登校・自由 登校 登校 登校・自由

徒歩

入浴 夕食 入浴

入浴 夕食 夕食

自由

入浴 習い事

帰宅　入浴

夕食

入浴

就寝

就寝

バス

自由

学習

就寝

8:00 登校・自由登校・自由

バス

5:00

6:00

電車

電車

7:00

4:00

朝食・準備

電車

車内勉強

電車

登校・自由

徒歩

電車

電車

登校・自由

電車

学校

電車

夕食

自由

電車

夕食

自由

入浴

電車

電車
電車

学習

習い事

ある日のみ

電車

17:00

18:00

電車

車内勉強

車移動

勉強

夕食

自由

19:00

学習

就寝

21:00

22:00

20:00

学習
（課題・自習）

学習
学習

就寝

学習

夕食・勉強

入浴など

就寝

23:00
就寝

就寝

夕食

家族団らん

学習

就寝

電車

電車

夕食

自由

学習

入浴

就寝

バス

バス

塾

自由

学習


