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6 なんでもわかる小学校受験の本

◦入学願書の書き方
　【例】　東京女学館小学校

◦面接資料の書き方
	 1.白百合学園小学校	 7.	青山学院初等部
	 2.雙葉小学校	 8.	宝仙学園小学校
	 3.学習院初等科	 9.	立教女学院小学校
	 4.日本女子大学附属豊明小学校	 10.	成蹊小学校
	 5.田園調布雙葉小学校	 11.	玉川学園
	 6.慶應義塾幼稚舎

※ここに掲載した願書・面接資料は、過去に配布されたものです。
　書式・内容は、年度により変わる場合があります。提出書類の書き方の「例」としてお考えください。

願書・面接資料の

書き方と具体例
入学試験は入学願書の提出から始まります。
入学願書の書き方の上手・下手で試験官の受ける印象が違ってきます。
願書および付属資料によって面接試験がおこなわれることになりますから、
願書・面接資料の記入は極めて重要なことといえます。
それでは具体的にどのような点に注意するかを説明したいと思いますが、
全部の学校についてはできませんので、特徴のある次の12校を選んで説明します。
書き方の例をあげていますが、あくまでも「例」です。
そのご家庭ならではの記述が求められるのは、言うまでもありません。
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32 なんでもわかる小学校受験の本

１. なぜ面接試験がおこなわれるのか、学校側は何を知りたいのか

２. どんな形式で面接がおこなわれるのか

３. 面接を受ける際の心構えとして必要なこと

４. おもな質問事項と答え方の具体的な例について

　　これらのことについて、理解を深め、心の準備をしておけば不安なく面接に臨むことができると思います。

面接の受け方と

注意
小学校の入学試験のひとつに面接試験があります。
自分の子どもを入れたいと思う小学校では、どんな質問があり、
何と答えたらよいのだろうかということがまず気になります。
どんな準備をしたらよいのだろうかという心配も出てきます。
そこで面接試験について次の４つの項目について整理しておきましょう。
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46 なんでもわかる小学校受験の本

　父Ｇのように、単に教育方針をうのみにして答えても、これでは数多い私立校の中からなぜ選んだ
のかという重要な点が不鮮明です。簡潔にといっても、受験者にとってはこの志望理由を述べること
は入学したい熱意を学校側に伝える絶好のチャンスなのです。一方、父Ｈは要領よくまとまった返答
になっています。このように志望理由をまとめる場合、学校案内を参考にするとともに学校説明会や
行事に出席をして教育方針や校風などの理解を深めることが大切です。また、在校生などで知り合い
がいれば、こまめに話を聞いておくのも参考になります。そして、家庭の教育方針と照らし合わせ、どの
点について共鳴したのかという具体的な返答が肝心です。「一貫校だから」「キリスト教だから」「家から
近いから」などのみでは、あまりにも主体性がなく学校についてよく理解をしていないと判断され「私立
ならどこでも」という印象を与えてしまいますから注意しましょう。

09. 志望理由を教えてください。

ここがポイント!

本校を志望した理由について
お話しください。

貴校の教育方針に賛同いたしまして
志望いたしました。

—父Ｇ—

まず学校説明会において校長先生よりお話しいただきました
教育目標が英才教育だけではなく
調和のとれた人間教育であるという点に感銘いたしました。
日頃から我が子に愛情豊かな心の広い人間に
成長してほしいと願い育ててまいりましたので、
たいへん心強く思いました。
以上の点から入学を希望いたしました。

—父Ｈ—

おもな質問事項と答えの例
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67首都圏有名国立・私立小学校案内

◦校長 大山 江理子
◦児童数 女子 625名

◦併設校 聖心女子学院中等科
 聖心女子学院高等科
 聖心女子専門学校
 聖心女子大学

聖心女子学院初等科

沿革＆目標
1800年（寛政12年）フランスにおいて聖マグダレナ・ソフィア・バラがキリストの愛の精神にもと
づく女子教育を目的として創立したカトリック修道会「聖心会」により、1908年（明治41年）に語
学校から発足した学校です。�キリスト教的価値観にもとづいて、児童がどのような環境にあっても
「自分自身に誠実に」「進んで人と関わり協力し合い」「常に感謝の心を持ち」「謙虚に自己を培い
人のために尽くし」「賢明な女性としてよりよい社会を築くことに貢献できる」ような人格の育成を
めざし、そのために必要な基礎をつくることを目標としています。

　

学費 ※昨年度のものです。授業料等は、入学後、変更になる場合もあります。
◦入学手続時 入学金300,000円、学校設備費160,000円（預かり金）
◦それ以降 授業料528,000円（年額）、維持費70,000円（年額）、教材費約40,000円（年額） 
 後援会費50,000円（年額）　※寄付金１口 100,000円（５口以上）
　
　

所在地＆最寄り駅
◦住所 〒108−0072 東京都港区白金４−11−１
 ☎03（3444）7671

◦アクセス 都バス／ＪＲ渋谷・恵比寿・田町駅より「北里研究所前」下車
 　　　　ＪＲ目黒駅より「白金台駅前」下車 
 地下鉄／南北線・都営三田線白金台駅から徒歩7分

ホームページ  http://www.tky-sacred-heart.ed.jp/
●
八芳園
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平成26年度入試データ ※平成26年度入試（平成25年実施）についての学校公表分と桐杏学園調査を併せたものです。

115昭和女子大学附属昭和小学校

［募集要項］
■募集人員 男女計 105名（内部進学者を含む）
■願書配布 ９月2日〜10月15日
■願書受付 10月１日〜15日
■考査料 20,000円
■考査月日 11月２日・３日のいずれか希望する日
 11月1日に自己推薦入学試験実施
■面接日 11月２日・３日のいずれか希望する日
 （考査日と同日）
■結果発表 11月4日（午前9時〜正午／ Web）
■入学手続 11月5日（午前９時〜午後2時）
■学校説明会 4月21日、5月11日、6月22日、
 ９月7日

［入試状況］
■応募者数 男女計 270名
■合格者数 男女計 149名
■補欠者数 非公表
※内部進学者を含む

［考査の順番］
生まれ月の早い順

［インフォメーション］
考査時刻は各人で異なります。受験票は郵送します。考査
当日は受験票で指定された時間内に受付をすませます。

（平成27年度入試学校説明会日程）
平成26年 4月20日、5月17日、6月21日、9月6日

学校の特色
◦学習指導 学級担任制と教科担任制を併用しています。音楽・図工・理科・社会・体育・家庭・英語は、専任

の教師が指導に当たっています。１年生から英語の授業を実施し、また4・5年生を対象に
パソコン教室も開講しています。

 〈総合学習〉各学年で統一テーマによる総合学習が実施されており、４月から５月にかけてテーマ
を分析し、各自が研究テーマをさがして学習を進めていきます。個別研究したものをクラス
で発表し、学級全員で統一テーマに関する課題の解決をめざします。それを中間発表として
昭和祭で展示発表し、さらに研究を深めながら２月の報告会でまとめの発表をします。この
総合学習はこれまで学んだことを最大限に活用し、創造性を開発することをめざしておこな
われている独自の学習方法です。

◦健康管理 〈目の体操〉視力回復のため、毎日家庭で１回、学校で１回おこなっています。
 〈富士登山マラソン〉根気強くやり抜く精神を培うために、年間256km の完走をめざす自主

マラソンを実施しています。
◦生活指導 生活体験を中心にしながら行動的にものを学ばせていくために、「行学」の時間が設けられて

います。土曜日は原則的に休みですが、行事等で年間５回登校日があります。
◦昼食 給食（月・火・木・金曜日）／弁当（水曜日）
◦編入試験 欠員が生じた場合に実施（2月または３月）。対象学年は新２〜４年生。
◦帰国児童 帰国児童用の特別テストはなく、通常の編入テストを実施（2月または３月）。帰国児童に対

して配慮はするが、優先はしない。対象は新２〜４年生。
◦併設校への進学状況（平成25年4月時）
　小→中 〈女子〉 卒業生82名中、62名が昭和女子大学附属昭和中学校へ進学。
   在学中の成績が基準以上の者は小学校長の推薦で進学できる。
　中→高 〈女子〉 卒業生のほぼ全員が昭和女子大学附属昭和高等学校へ進学。
   （高校からの外部募集なし）
　高→大 〈女子〉 卒業生の約40％が昭和女子大学へ進学。
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平成26年度入試データ ※平成26年度入試（平成25年実施）についての学校公表分と桐杏学園調査を併せたものです。

177

平成26年度入試内容 ペーパー  行動観察  運動

● 言語  
［話の聞き取り］　
まりこさんは、５才で幼稚園に通っています。幼稚園に行くまでの道は花がきれいに咲いています。季
節によってチューリップ、ひまわり、コスモスを見ることができます。今は秋なので、お母さんと、ピンク
やオレンジ、白などのコスモスを見ながら幼稚園まで歩いていきます。まりこさんは、幼稚園に着くと、
ゆきさんと、毎日のように鉄棒をして遊んでいます。まりこさんは、家に帰ってお兄さんに教えてもらい、
逆上がりができるようになりました。ですから、今はゆきさんに逆上がりのやり方を教えてあげていま
す。でも、今日は雨が降り、外で遊ぶことができないので、部屋のなかでお城作りをしました。まりこさ
んは、牛乳パックとペットボトルとお菓子の空き箱を使いました。ゆきさんは、牛乳パックとお菓子の空
き箱を使い、その上に旗をつけていました。つくり終わったあと、みんなでお城の発表会をしました。ゆ
きさんが、「まりこさんのお城は、ペットボトルのところが丸い屋根みたいですてきだね」と言ってくれま
した。
時計を見るともうすぐ１２時、楽しみにしていた給食の時間です。今日のメニューはまりこさんの大好き
なカレーライスです。今日のカレーのなかには、ニンジン、じゃがいも、たまねぎ、豚肉、なすが入ってい
ました。まりこさんは、なすが苦手なので、残そうと思いましたが、隣の席のけんとくんが「なすもおい
しいよ」と言って全部食べていたので、まりこさんも、がんばって残さずに全部食べました。先生が「ま
りこさん、すごい。苦手な野菜も、頑張って食べられましたね」とほめてくれたので、まりこさんはとても
うれしくなりました。
◦まりこさんが、幼稚園に行くまでの道に咲く花はどれですか。全部に○をつけましょう。

◦まりこさんが、ゆきさんといっしょによく遊ぶものは何ですか。
◦まりこさんは誰に鉄棒を教えてもらいましたか。

● 記憶  
［絵の記憶］　
（黒板の絵を１５秒見たあと）
◦ウサギが１匹乗っていた船に○をつけましょう。
◦タヌキが２匹乗っていた船はどれですか。

● 構成  
［図形合成］　
◦左の形を右の形にするためには、

下のどの形をあてはめればよいですか。

◦左の形を右の形を何枚使いますか。使う数だけ○をつけましょう。

星美学園小学校

星美学園小学校

星美学園小学校

星美学園小学校

小学校受験_H27年.indb   177 14.3.25   10:11:46 AM



193

お母様の受験memo

面接
親子同伴の面接が考査日前におこなわれます。受付順に面接日を選択しますが、人数が片寄った場合は学校の
ほうで調整します。面接時間は10分程度。願書提出時に面接資料を受け取り、面接当日に持参して提出します。

父親へ
◎ 志望理由についてお聞かせください。
◎ 運動会ではどんな種目に参加されましたか。
◎ 多くの学校の中から本校を選んだ理由を教えてください。

母親へ
◎ 子育てをしていて世界観が変わったことを教えてください。
◎ 食事で気をつけていることを教えてください。
◎ 躾について重視していることを教えてください。

子どもへ
◎ お名前と幼稚園を教えてください。
◎ 運動会では何に出ましたか。
◎ ここまでどうやって来ましたか。
◎ このあと何をしますか。
◎ 好きな食べ物は何ですか。

◎試験当日のこと…
◦ 12時45分に受付、プレイルームで待機。13時に先生方20名が1人ずつ名前を呼び、考査

へ引率。個別テスト、運動テストがおこなわれて14時に終了。

◎面接では…
◦ 入室までは親子いっしょで、ご挨拶のあと子どもは別室に行きます。４色に分かれて控え室、

面接室がありました。親のほうが早く終わるので、子どもを別の控え室で待ちました。

先生
男

3人入室後子どもは別室へ移動

聖徳学園小学校
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関西圏
主要私立小学校

入試概要
平成25年実施分

【大阪府】
追手門学院小学校 （大阪市）   416

大阪信愛女学院小学校 （大阪市）   416

大阪聖母学院小学校 （寝屋川市）   417

賢明学院 （堺市）   417

四條畷学園小学校 （大東市）   418

四天王寺学園小学校 （藤井寺市）   418

城星学園小学校 （大阪市）   419

城南学園小学校 （大阪市）   419

聖母被昇天学院小学校 （箕面市）   420

帝塚山学院小学校 （大阪市）   420

はつしば学園小学校 （堺市）   421

箕面自由学園 小学校（豊中市）   421

【京都府】
一燈園小学校 （京都市）   422

京都女子大附属小学校 （京都市）   422

京都聖母学院小学校 （京都市）   423

京都文教短期大学付属小学校 （京都市）   423

光華小学校 （京都市）   424

同志社小学校 （京都市）   424

ノートルダム学院小学校 （京都市）   425

立命館小学校 （京都市）   425

【兵庫県】
愛徳学園小学校 （神戸市）   426

小林聖心女子学院小学校 （宝塚市）   426

関西学院初等部 （宝塚市）   427

甲子園学院小学校 （西宮市）   427

甲南小学校 （神戸市）   428

神戸海星女子学院小学校 （神戸市）   428

須磨浦小学校 （神戸市）   429

仁川学院小学校 （西宮市）   429

雲雀丘学園小学校 （宝塚市）   430

百合学院小学校 （尼崎市）   430

【奈良県】
近畿大学附属小学校 （奈良市）   431

智辯学園奈良カレッジ小学部 （香芝市）   431

帝塚山小学校 （奈良市）   432

奈良学園小学校 （奈良市）   432

【和歌山県】
智辯学園和歌山小学校 （和歌山市）   433

【岡山県】
朝日塾小学校 （岡山市）   433

ノートルダム清心女子大学附属小学校 （岡山市）   434
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416 なんでもわかる小学校受験の本

Data■校長 東田 充司
■児童数 男子495名　女子403名
■併設校 追手門学院大手前中学校･高等学校　
 追手門学院中学校･高等学校
 追手門学院大学･大学院
■学費 ◦手続時
 入学金250,000円
 （入学時施設協力金50,000円）
 教材費・制定品費約170,000円
 ◦以降　
 授業料63,250円（月額）
 給食費93,500円（年額）

■所在地＆最寄り駅
◦住所　
〒540ー0008
大阪市中央区大手前1ー3ー20
☎06（6942）2231

◦アクセス
地下鉄･京阪／天満橋駅から徒歩５分
JR／東西線大阪城北詰駅から徒歩10分

◦ホームページ
http://www.otemon-e.ed.jp/

　　　　　平成26年度入試データ
［募集要項］
◦募集人員 男女計 約130名
◦願書配布 ６月15日〜９月24日
◦願書受付 ９月11日〜24日（窓口）
◦考査料 15,000円
◦考査月日 10月1日
◦面接 ９月14日・15日・21日のうち1日
◦結果発表 10月3日（郵送）
◦入学手続 10月4日〜7日
◦学校説明会 ６月15日、９月7日
 （平成26年度実施予定）6月14日、9月6日

［入試状況］
◦応募者数 男子 77名 女子 84名
◦受験者数 男子 77名 女子 84名
◦合格者数 男子 72名 女子 79名
◦補欠者数 なし
◦考査の順番 抽選による番号順
◦編入試験 欠員が生じた場合に必要に応じて実施（低学年）。
◦帰国児童 なし
◦進学状況  卒業生の約12％が追手門学院大手前中学校・

追手門学院中学校に進学。

追手門学院小学校

Data■校長 岩熊 美奈子
■児童数 女子約312名
■併設校 大阪信愛女学院中学校･高等学校･短期大学
■学費 ◦手続時
 入学金180,000円、
 教育会入会費15,000円（入学時のみ）
 制服学用品65,000円（入学時のみ）
 ◦以降　
 授業料43,000円（月額）
 教育会費1,300円（月額）
 給食費54,000円（年額）
 学級費2,000円（月額）

■所在地＆最寄り駅
◦住所　
〒536ー8585
大阪市城東区古市2ー7ー30
☎06（6939）4391

◦アクセス
京阪／関目駅から徒歩15分

◦ホームページ
http://el.osaka-shinai.ed.jp/

　　　　　平成26年度入試データ
［募集要項］※A日程、B日程、2.5次のみ
◦募集人員 〈A日程〉女子60名　〈B日程、2.5次〉若干名
◦願書配布 5月上旬
◦願書受付 〈A日程〉9月9日〜27日（窓口）
 〈B日程〉10月7日〜17日（窓口）
 〈2.5次〉11月11日〜28日（窓口）
◦考査料 15,000円
◦考査月日 〈A日程〉10月4日 〈B日程〉10月19日
 〈2.5次〉11月30日
◦面接 考査日と同日
◦結果発表 〈A日程〉10月5日（郵送）、〈B日程〉10月20日（郵送）
 〈2.5次〉12月1日（郵送）
◦入学手続 合格通知にてお知らせ
◦学校説明会 6月1日、9月7日
 （26年度実施予定、5月31日、9月6日）

［入試状況］
◦応募者数 非公表
◦考査の順番 願書提出順
◦編入試験 新2〜５年生を対象に2月に実施。
 若干名の募集。
◦帰国児童 1〜6年生を対象に随時実施。若干名の募集。
◦進学状況  卒業生女子の87名中63名が大阪信愛女学院

中学校に進学。

大阪信愛女学院小学校
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