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川村小学校
〒 171 − 0031 東京都豊島区目白２− 22 −３

☎ 03（3984）8321

一般個別審査では、保護者の面接が考査当日におこなわれます。面接時間は10分程度。子どもには考査中に質
問があります。自己推薦個別審査では、考査日以前に親子面接がおこなわれます。

形式

保護者のみ

日程

考査当日

母

出入口

荷物置き

□ 志望理由をお聞かせください。
□ 本校をいつ頃お知りになりましたか。
□ いつ頃受験を考えましたか。
父親へ

□ 小中高一貫教育について、どのようにお考えですか。
□ 今の学校教育についてどうお考えですか。
□ 学校教育に望むことを教えてください。
□ 本校に望むことを教えてください。
□ ご家庭の教育方針についてお聞かせください。
□ 本校までの通学時間と経路を教えてください。
□ 電車での通学に不安はありませんか。

母親へ

□ 電車を使うときにお子様に注意していることはありますか。
□ お仕事について教えてください。
□ ふだんお子様と接する時間はありますか。
□ 朝食はお子様とごいっしょに取られますか。
□ 平日はどのようにお子様と過ごす時間をつくっていますか。
□ お子様とどんなことをして遊びますか。

子どもへ

□ お子様の長所を教えてください。
□ 姉妹関係はお父さまから見てどのような様子ですか。
□ お父様から見てどのようなお子様ですか。
□ どのような女性になってほしいですか。
□ 上のお子様と違うところは、どのようなところですか。
□ 将来お子様のどんなところを伸ばしたいですか。

子どもへ

□ お子様にはどんな小学生になってほしいですか。
□ 最近お子様をほめたことを教えてください。
□ 最近お子様と話したことを教えてください。
□ お子様が今、夢中になっていることは何ですか。

教頭

父

◆面接室略図

先生

はらはらドキドキ
湘南白百合学園小学校
はシスターの先生でした。男の先生は、子どもへの質問専門でした。顔は笑っていましたが、答えたこと
に対して、また突っ込んだ質問をしてきました。子どもは後で「とてもこわかった」と申しておりました。
廊下もシーンとしていて、とても厳しいというか、独特の雰囲気がありました。
◇ 校長先生 ･ 教頭先生はとても穏やかで、子どもが答えられないと「あとで思い出したら教えてください」
と優しくおっしゃいました。

◇ トイレのとき、ハンカチの使い方や待つ姿勢をチェックしているようでした。
◇ 面接では、最初に子どもへ質問をどんどんして、ぱっと答えられないと次に進む感じでした。答えられず
に無言のときもありましたが、考査でもきちんと見てくださるので、あきらめずふだん通りの姿になれた
のがよかったのかも知れません。
◇ 面接・考査ともに、時間ぴったりに始まり、終わるという印象を受けました。
◇ 面接の質問の順番は、子ども→母親→父親の順番でした。
◇ 今回の受験が家族の幸せや子どもの夢、家庭の教育方針など、さまざまなことを見つめ直すよい機会にな
りました。
◇ どんな家族関係か、どんな子どもなのかを見極めているようでした。
◇ 面接の１時間前に着いてしまい、子どもがあきてしまったのであまり早すぎるのもよくないと思いました。
皆様は、大体 10 ～ 15 分前にいらしていました。
◇ 面接では模範的な回答よりも、人間味を求められている気がしました。
◇ ペーパーテストの時間は短かったようです。問題を速く解く力をつけておくとよいと思います。
◇ 運動会や音楽会の見学は自由にできるので、ぜひ行かれるとよいと思います。
◇ 服もスリッパも濃紺のほうが多かったですが、それ以外の色の方もいらっしゃいました。濃紺でないと合
格できないわけではないと思います。
◇ 考査中の待ち時間が 2 時間くらいあるので、本など持って行かれるとよいと思います。
◇ この学校ならば何でも知りたいという気持ちで、日頃より注意して、学ぶことが大切だと思いました。熱
意を持ってチャレンジすることが、合格につながるのではと感じました。
◇ 親のあいさつ、態度もよく見ていらっしゃいました。
◇ 校内へ入ってから、何から何までチェックされているといううわさでしたが、そのようなことはありませ
んでした。それぞれのポイントでチェックされているようです。
◇ 個別テストがあり、よりじっくりと子どもを見られるので、ふだんより言葉づかいやあいさつをきちんと
おこなうよう注意いたしました。
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