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◦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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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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　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なかからなぜ選ん
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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◦校長	 河野	久仁子
◦児童数	 女子	486名

◦併設校	 雙葉小学校附属幼稚園
	 雙葉中学校（女子）
	 雙葉高等学校（女子）

雙葉小学校

ホームページ  http://www.futaba-elementary.jp/

沿革&目標 
創立は1910年（明治43年）ですが、その母体は1875年（明治8年）にサンモール修道会会員
が教育と慈善のために創設した築地語学校です。以後設立者の信奉するローマ・カトリック教によ
る建学の精神にもとづく教育がなされており、「徳に於いては純真に、義務に於いては堅実に」がそ
の目標・校訓です。
　

　

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	270,000円、施設維持費	232,800円
◦それ以降	 授業料	496,800円（年額）、後援会費	72,000円（年額）
	 ※学園債1口50,000円（3口以上）
　
　
　

所在地&最寄り駅 
◦住所	 〒102−0085	東京都千代田区六番町14−1
	 ☎03（3263）0822

◦アクセス	 JR・地下鉄／四ツ谷駅から徒歩6分

雙葉
小・中・高新宿通り
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ロ南
北線N
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堀
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　●
上智大学
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［募集要項］
■募集人員	 女子	96名
■願書配布	 6月1日〜10月3日
■願書受付	 10月1日〜3日消印の簡易書留速達
■考査料	 30,000円（銀行振込）
■考査月日	 11月1日
■面接日	 10月15日、22日のうち1日
■結果発表	 11月3日（11時〜14時／Web）
■入学手続	 11月4日（午前10時〜正午）
■学校説明会	 6月11日（お遊び会･個別相談あり）
	 9月10日（校舎見学･個別相談あり）

［考査の順番］
無作為。願書は郵送順に受け付けます。

［インフォメーション］
受付・考査時間・場所等は、受験票返送時に「面接時間のお
知らせ」「入学考査受付時間のお知らせ」などの書類で郵送
（10月中旬）されます。また、繰り上げ合格候補者はWeb
で発表。詳細は郵送で知らされます。
■平成30年度入試学校説明会
（第1回）平成29年	6月10日、
（第2回）平成29年	9月9日

学校の特色 
◦宗教教育	 中・高等科との連携のもと全教育活動を通して、カトリック精神にもとづく豊かな人間性育成

の教育を進めています。
◦学習指導	 都心に位置しながら自然に恵まれた環境にあり、全校18学級約630名の児童が「家庭」の

雰囲気の中でのびのびと学校生活を送っています。
 〈教育の特色〉
	 ◦ 12年間という長いスパンで児童、生徒の成長に関われる特色をよりよく生かすため発達段

階に応じてより確かで一貫性を持ったカリキュラムを作り教育の内容の充実に努めています。
初等科から高等科までの12年間を3ステージ（4・4・4年制）に分けます。

	 ◦ 全学年で宗教と英語の授業をおこない、豊かな情操と国際性の基礎を培っています。
	 ◦ 複数担任制により、個に応じた指導をおこない、基礎学力の充実と個性伸長の教育を進めています。
	 ◦ 各教科、「総合的な学習の時間」の学習や特別活動において、体験的な活動や見学・調査学習

および奉仕的な活動を積極的におこない、思考力や判断力を高め主体的に活動する態度の
育成を図っています。

◦クラブ活動	 4年生以上が自分の希望のクラブに入ります。演劇、ミュージック、手作り、科学、美術、読書創作、栽培、
手話、昔あそび、コンピュータ、ソフトボール、バスケットボール、バドミントン、ダンス、サッカーなど。

◦週5日制	 精神的にも、時間的にもゆとりを与え、意欲ある学習活動を目的として、週5日制授業が約
35年前から実施されています。

◦昼食	 弁当（月〜金曜日）
◦編入試験	 1-3年生は欠員が生じた場合に実施。5年生は4年生の1月に転入・編入試験を実施、約24

名募集（翌年度4月入学）。
◦併設校への進学状況
　小→中 〈女子〉	 卒業生のほとんどが聖心女子学院中等科へ進学。
　中→高 〈女子〉	 卒業生のほとんどが聖心女子学院高等科へ進学。
　高→大 〈女子〉	 卒業生の約50%が聖心女子大学へ優先入学。
◦併設高校から主要大学への合格実績（平成28年度入試）
	 東京大学1、東京芸術大1、東京外語大1、お茶の水ず女子大2、早稲田大21、慶應義塾大13、
	 上智大18、東京理科大2、順天堂大3、東京女子医大3、東京慈恵会医大1、明治大7、
	 日本女子大3、津田塾大2、中央大4、立教大11、青山学院大8、北里大5、　他

聖心女子学院初等科
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● 言語  
［話の聞き取り］　
カエル、アリ、ヒヨコ、リス、ウサギがお散歩に行くお話。
●	みんなでいっしょに行ったところはどこですか。
●		材料を探しに行ったのは誰ですか。どこに行きましたか。
［しりとり］　
●	しりとりでつなげましょう。

● 数量  
［計数］　
●			ユリとヒマワリを合わせた数はいくつですか。
●			ユリとヒマワリを比べて、多い方に、多い数だけ○を書きましょう。

● 知識  
●			隠れているところに入るものはどれですか。

● 知覚  
●			図形発見。
●			点図形。

平成29年度入試内容   ペーパー   行動観察   　運動　   　個別　   絵画制作  

立教女学院小学校 2017



お母様の受験memo

175川村小学校

面接 
一般個別審査では、保護者と子ども別々の面接が考査当日におこなわれます。面接時間は5分程度。自己推薦個別
審査では、考査日以前におこなわれます。

父親へ　
◎	志望理由をお聞かせください。
◎	お仕事について教えてください。
◎	お父様から見てどのようなお子様ですか。

母親へ　
◎	姉妹の性格の違いについて教えてください。
◎	習い事は何をしていますか。
◎	食べ物の好き嫌いはありますか。

子どもへ　
◎	お名前を教えてください。

◎試験当日のこと…
◦	控え室は小講堂でした。みなさん面接資料や本など読んでいました。暖かいお茶、冷たい
お茶が用意されていました。

◦	面接は広い応接室でしたので、少々緊張しましたが、先生方が穏やかに質問してくださった
ので、落ち着いて答えることができました。

◎アドバイス、etc.…
◦	何度かオープンスクールに参加しておりましたので、子どもも学校の雰囲気に慣れており、
落ち着いて考査を受けられました。オープンスクールは、できる限り参加されたほうがよい
かと思います。

◎アンケートの内容
◦	志望理由、健康面での注意点、受験するに当たって留意した点。

出入口

父 母

先生 先生
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関西圏
主要私立小学校
入試概要
平成28年実施分

【大阪府】
追手門学院小学校 （大阪市）   440
大阪信愛女学院小学校 （大阪市）   440
香里ヌヴェール学院小学校 （寝屋川市）   441
賢明学院小学校 （堺市）   441
四條畷学園小学校 （大東市）   442
四天王寺学園小学校 （藤井寺市）   442
城星学園小学校 （大阪市）   443
城南学園小学校 （大阪市）   443
アサンプション国際小学校 （箕面市）   444
帝塚山学院小学校 （大阪市）   444
はつしば学園小学校 （堺市）   445
箕面自由学園 小学校（豊中市）   445

【京都府】
一燈園小学校 （京都市）   446
京都女子大学附属小学校 （京都市）   446
京都聖母学院小学校 （京都市）   447
京都文教短期大学付属小学校 （京都市）   447
光華小学校 （京都市）   448
同志社小学校 （京都市）   448
ノートルダム学院小学校 （京都市）   449
立命館小学校 （京都市）   449

【兵庫県】
愛徳学園小学校 （神戸市）   450
小林聖心女子学院小学校 （宝塚市）   450
関西学院初等部 （宝塚市）   451
甲子園学院小学校 （西宮市）   451
甲南小学校 （神戸市）   452
神戸海星女子学院小学校 （神戸市）   452
須磨浦小学校 （神戸市）   453
仁川学院小学校 （西宮市）   453
雲雀丘学園小学校 （宝塚市）   454
百合学院小学校 （尼崎市）   454

【奈良県】
近畿大学附属小学校 （奈良市）   455
智辯学園奈良カレッジ小学部 （香芝市）   455
帝塚山小学校 （奈良市）   456
奈良学園小学校 （奈良市）   456

【和歌山県】
智辯学園和歌山小学校 （和歌山市）   457

【岡山県】
朝日塾小学校 （岡山市）   457
ノートルダム清心女子大学附属小学校 （岡山市）   458
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■校長	 荒川	伸二
■児童数	 男子	178名　女子	289名
■併設校	 京都聖母学院中学校･高等学校
	 香里ヌヴェール学院中学校･高等学校
	 京都聖母女学院短期大学
■学費	 ◦手続時
	 入学金170,000円
	 ◦以降
	 授業料516,000円（年額）
	 施設設備費60,000円（年額）
	 教育充実費144,000円（年額）
	 保護者会費12,000円（年額）、保護者会入会費5,000円
	 補助教材費33,000円（年額）
	 校外学習費24,000円（年額）
■所在地&最寄り駅
◦住所　
〒572ー8531
大阪府寝屋川市美井町18ー10
☎072（831）8451

◦アクセス
京阪／香里園駅から徒歩10分

◦ホームページ
http://www.seibo.ed.jp/osaka-es/

　平成29年度入試データ
［募集要項］※A日程・B日程のみ
◦募集人員	 〈A日程〉男女計約80名	〈B日程〉男女計約10名
◦願書配布	 6月13日〜
◦願書受付	 〈A日程〉9月7日〜23日
	 〈B日程〉10月19日〜26日
◦考査料	 15,000円
◦考査月日	 〈A日程〉9月30日	 〈B日程〉10月29日
◦面接	 〈A日程〉9月16日〜27日のうち1日
	 〈B日程〉10月27日･28日のうち1日
◦結果発表	 〈A日程〉10月1日	 〈B日程〉10月30日
◦入学手続	 〈A日程〉10月7日	 〈B日程〉11月8日
◦学校説明会	 6月18日・19日、8月27日

［入試状況］
◦応募者数	 非公表
◦受験者数	 非公表
◦合格者数	 非公表
◦補欠者数	 なし
◦考査の順番	 願書提出順
◦編入試験	 現1、2、3、4年生を対象に2月に実施。
◦帰国児童	 なし
◦進学状況	 ─

Data

香里ヌヴェール学院小学校

■校長	 北村	昌江
■児童数	 男子	223名　女子	270名
■併設校	 賢明学院中学校・高等学校
■学費	 ◦手続時
	 入学金200,000円
	 ◦以降　
	 授業料504,000円（年額）
	 施設設備拡充費60,000円（年額）
	 保護者会費18,000円（年額）
	 教材費55,000円（年額）
	 給食費500円（1食分）
	 制服・本校制定物品購入費が必要

■所在地&最寄り駅
◦住所
〒590ー0812
堺市堺区霞ヶ丘町4ー3ー27
☎072（241）2657

◦アクセス
JR／阪和線上野芝駅から徒歩10分

◦ホームページ
http://kenmei.jp/

　平成29年度入試データ
［募集要項］※A日程・B日程のみ
◦募集人員	 男女計	80名
◦願書配布	 6月18日〜1月31日

◦願書受付	 〈A日程〉8月1日〜22日
	 〈B日程〉8月1日〜9月7日
◦考査料	 20,000円

◦考査月日	 〈A日程〉8月24日
	 〈B日程〉9月24日 
◦面接	 〈A日程〉9月24日・25日
	 〈B日程〉9月11日
◦結果発表	 〈A日程〉8月26日（郵送）
	 〈B日程〉9月26日（郵送）
◦入学手続	 所定日
◦学校説明会	 平成29年	4月15日、7月22日

［入試状況］※全日程の合計
◦応募者数	 217名
◦合格者数	 ─
◦補欠者数	 なし
◦考査の順番	 願書提出順
◦編入試験	 欠員が生じた場合に実施（学期毎）。
◦進学状況	 卒業生87名中、賢明学院中15名、
	 他私立中へ70名、国・公立中へ2名進学。

Data

賢明学院小学校


