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　願書の内容は、多くの学校が受験者本人の名前や生年月日から始まって、現住所、両親の名前、
幼稚園名などを記入するようになっています。ここでは、東京女学館の入学願書を例に挙げて、
記入事項や、それぞれの注意すべき点について説明していきましょう。

◦書き方のポイント　〜入学願書について〜

◦志願者欄

	 ①志願者氏名	 受験者本人（子ども）の名前を書きます。戸籍と同じ字を使い、ふりがなは、この場合ひらがな
です（カタカナで「フリガナ」とある場合は、カタカナでふります）。

	 ②現住所	 現在、住んでいる住所を記入します。入学前後に転居の予定がある方は、説明会等で記入のし
かたを尋ね、学校の指示に従ってください。

	 ③緊急連絡先	 母親が不在の時、学校から必ず連絡のとれる場所を記入しておきます。実際には、父親の勤務
先が多いようです。

	 ④病歴	 水痘やおたふく風邪などは記入しておいたほうが良いようですが、「特にございません」と書い
て提出する方も多いようです。いずれにしても、現在の健康状態を重視しているので、学校側
に知らせておいたほうが良いと思われる点を記入なさってください。

入学願書の記入
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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	 吉川	直剛
◦児童数	 男子	710名

◦併設校	 暁星幼稚園
	 暁星中学校（男子）
	 暁星高等学校（男子）

沿革&目標　
1888年（明治21年）創設の伝統を誇るカトリック・マリア会の学校です。幼稚園から高校まで
の一貫教育の小学校で、知性・情操・意志・体力の調和ある育成をめざしつつ、一人ひとりの個性を
伸ばす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	200,000円
◦それ以降	 授業料	450,000円（年額）、施設費	100,000円（年額）、維持費	192,000円（年額）、
	 飲料費	22,000円（年額）、後援会・校友会費	70,000円（年額）、
	 ※寄付金あり（任意）
　

　

所在地&最寄り駅　
◦住所	 〒102−0071	東京都千代田区富士見1−1−13
	 ☎03（3261）1510

◦アクセス	 JR・地下鉄／飯田橋駅から徒歩10分
	 地下鉄／九段下駅から徒歩5分

ホームページ  http://www.gyosei-e.ed.jp/

暁星小学校
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平成30年度入試データ ※平成29年実施済みです。
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［募集要項］※平成29年実施済み
■募集人員	 女子50名
■願書配布	 6月5日〜10月1日
■願書受付	 10月1日消印の郵送受付
■考査料	 25,000円
■考査月日	 11月2日
■面接日	 10月7日〜27日のうち1日
■結果発表	 11月4日（手渡し、16時〜17時）
■入学手続	 11月5日
■学校説明会	 5月13日、6月15日
■入試説明会	 9月7日・9日

［入試状況］
■応募者数	 女子	550名
■合格者数	 女子	 50名
■補欠者数	 非公表

［考査の順番］
生年月日別のグループ（順不同）。

［インフォメーション］
出校時間は「考査日の出校時間を知らせるはがき」で通知
されます。

学校の特色 
◦宗教教育	 学校は毎日の礼拝により始まります。週1回、全校礼拝があります。日曜日は教会学校に出席

します。土曜日は休みとなります（週5日制）。
◦学習指導	 4年生以上は専科制です。複数の教科で協力教授授業をおこなっています。
	 メープル（週2回・総合の時間）でも児童の個性と特質に応じたきめ細かな指導をおこなって

います。
 〈英語〉	 1年生から英語の授業があります。
◦校外学習 軽井沢追分寮にて、全学年宿泊行事をおこない、2・6年生は合同で生活します。
◦課外活動 放課後、希望の児童に高等部ピアノレッスン室で、ピアノ実技の指導をおこなっています。

進級テストを行って級を与え、高校3年生まで指導が受けられます。オルガン科もあります。
◦クラブ活動 4年生以上が参加しています。フラワーアレンジメント、理科、料理、手芸、バドミントン、サ

ッカー、バスケットボール、卓球、テニス、バレーボールなど。
◦母の会	 1932年（昭和7年）に発足した保護者組織で、学校と家庭との連絡を密にしています。
◦父の会	 2000年（平成12年）に発足し、学校行事等でサポートをするなど学校教育向上のための

助力をしています。
◦昼食	 給食（月〜金曜日）　※食堂に教師と児童全員が集まり、祈りをささげたあと食事をします。
◦編入試験 欠員が生じた場合にホームページで告知（11月）。対象学年新2・3・4・5年生。
◦併設校への進学状況
　小→中 〈女子〉	 原則として全員が東洋英和女学院中学部へ進学。
　中→高 〈女子〉	 原則として全員が東洋英和女学院高等部へ進学。
◦併設高校から主要大学への合格実績（平成29年度入試）
	 東京芸術大2、東京工大2、北海道大1、東京外語大1、東京医科歯科大1、千葉大2、一橋大1、
	 東京農工大1、首都大学東京1、早稲田大20、慶應義塾大29、上智大33、青山学院大21、
	 学習院大8、明治大16、立教大27、中央大9、国際基督教大2　他
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平成30年度入試内容    ペーパー     行動観察    　運動　   

● 言語  
［話の聞き取り］　
今日は「どんぐり山の運動会」の日です。ウサギさんは朝早くから起きて、元気にお母さんとお父さんと
「どんぐり山」に行きました。運動場につくと友達のクマさんとリスさんに会い「いっしょに頑張ろうね」と
声をかけあいました。先生の合図でみんなが集まり、始めに体操をして、いよいよ運動会のスタートです。
ウサギさんは始めにかけっこに出ました。1位を走っていましたが、あと少しのところでころんでしまい、
後ろを走っていたゾウさんにぬかされてしまいました。前を走っていたゾウさんを抜かせず、2位でした。
一生懸命走ったご褒美にりんごをもらいました。次に綱引きに出ました。ウサギさんとお友達のクマさん
とリスさんとキリンさんでカをあわせて綱を引き、勝つことができました。お昼になりました。途中から応
援に来てくれたウサギさんのおじいちゃんとおばあちゃんといっしょにお弁当を食べました。その中には
ウサギさんの大好きな、にんじん、ミニトマト、バナナ、さくらんぼが入っていました。ウサギさんは大喜び
でたくさん食べました。
お昼ご飯の後はクラスのみんなで曲にあわせてダンスをしました。ウサギさんはリボンを、クマさんは旗
を、リスさんはタンバリンを持って踊りました。楽しかった運動会ももう終わり。最後に体操をして園長先
生からメダルをかけてもらいました。お父さんもお母さんも「よく頑張ったね」とたくさんほめてくれまし
た。とっても楽しい1日になりました。

●			かけっこで1位になった動物に〇をつけましょう。
●			うさぎさんが、かけっこのご褒美にもらったものに○をつけましょう。
●			綱引きで綱をひいた動物の数だけ、四角の中に〇を書きましょう。

● 数量  
［組み合わせ］　
●			おにぎり2つとウインナー3つでお弁当をつく
ります。お弁当はいくつできますか。その数だ
け〇を書きましょう。

［加算・減算］　
●			バスに5人乗っています。1つ目のバス停で、3人乗ってきました。2つ目のバス停で、4人降りました。
今、何人乗っていますか。

● 記憶  
［位置の記憶］　
●			リンゴはどこにありましたか。リンゴがあ
った場所に〇を書きましょう。

星美学園小学校

星美学園　2018

星美学園　2018
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●	推理		
［ルーレット］　
●			クマがミカンのところまで動くと、イヌはどの果
物になりますか。

●	絵画制作		
［気球］　
●			3色の好きな色を使って、バルーンを塗り、ハサ
ミで切ります。それを台紙の点線枠のところに
貼ります。かごとつなぐ線を描き足す。ここま
で終わったら、かごのなかのクマやかごを塗った
り、周りに絵を描く。

●	行動観察		
［準備体操］　
●			屈伸、腕まわし（反対も）、首、手首、足首まわし。
●	片足立ち。
●	ジャンプ（笛1回でジャンプしながら1回転、笛2回で2回転
する）。

［自由遊び］　
●			グループごとに、何で遊ぶか、どういうルールにするか相談
して決める。途中で遊びを変えてもよい。
①風船（6個）
②ボーリング
③輪投げ
④的当て

江戸川学園取手小学校　2018



お母様の受験memo
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面接 
親子同伴の面接が考査日以前におこなわれます。面接時間は約15分。

父親へ　
◎	志望動機をお聞かせください。
◎	説明会には参加されましたか。
	 …印象を聞かせてください。
◎	平日はお子様とどのように過ごしていますか。
	 …休日はどうですか。
◎	お子様の性格を教えてください。
◎	12年一貫教育についてどのようにお考えですか。
◎	お子様の将来についてはどのようにお考えですか。

母親へ　
◎	私立を選んだ理由は何ですか。
◎	通学経路を教えてください。…時間はどれくらいかかりますか。
◎	電車、バスでのマナーは身についていますか。…学校に通報があった場合、家庭での指導はどうしますか。
◎	心の教育について、ふだんの生活の中で気をつけていることはなんですか。
◎	お子様にアレルギーはありますか。	 ◎	本の読み聞かせをしていますか。
◎	お子様のよいところをアピールしてください。	 ◎	どんなお手伝いをさせていますか。
◎	子どもを狙った犯罪について、どのようにお考えですか。

子どもへ　
◎	お名前を教えてください。	 ◎	生年月日を教えてください。
◎	幼稚園の名前とクラスのお友達の人数を教えてください。
◎	どんな本を読んでいますか。
◎	好きな食べ物、嫌いな食べ物を教えてください。…嫌いな食べ物が給食に出たらどうしますか。
◎	好きなテレビ番組は何ですか。	 ◎	将来の夢は何ですか。…それはなぜですか。
◎	お手伝いは何をしていますか。	 ◎	小学校に入ったら何をやりたいですか。
◎	洋服をたためますか。	 ◎	挨拶はできますか。…どんなときに挨拶をしますか。

◎試験当日のこと…
◦	控え室では静かに絵本を読んだり、折り紙をして待ちました。
◦	面接室の外に椅子が3脚あり、次の家族が待っています。
◦	面接はとてもなごやかで、話しやすい雰囲気でした。
◦	面接で子どもが返答に詰まっても、言葉を変えて質問してくださいました。

◎アドバイス、etc.…
◦	面接の練習は毎日少しずつおこない、答えられないことが無いようにしました。
◦	面接練習は「はらはらドキドキ入試面接」で、過去の質問を練習しました。本番でもほぼ
練習した内容で、親子とも落ち着いて答えることができました。

◦	説明会で何度も親子で学校に行きました。学校の雰囲気もよくわかり、場所慣れできた
ので試験にも役立ったと思います。

荷物置き

先生

先生

入口

母

子

父
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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
	 授業料スーパーイングリッシュコース516,000円（年額）
	 授業料スーパースタディコース426,000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
	 同窓会費5,000円（年額）
	 制服・指定品等費その他160,000円
■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30年度入試データ
［募集要項］※A日程・B日程のみ（平成29年実施済）
◦募集人員	 〈A日程〉各コース男女計約80名
	 〈B日程〉各コース男女計約10名
◦願書配布	 6月13日〜
◦願書受付	 〈A日程〉9月6日〜22日
	 〈B日程〉10月18日〜25日
◦考査料	 15,000円
◦考査月日	 〈A日程〉9月29日	 〈B日程〉10月28日
◦面接	 〈A日程〉9月15日・16日・23日・26日のうち1日
	 〈B日程〉10月26日･27日のうち1日
◦結果発表	 〈A日程〉9月30日	 〈B日程〉10月29日
◦入学手続	 〈A日程〉10月6日	 〈B日程〉11月7日
◦学校説明会	 6月17日・18日、8月26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

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588,000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）
	 教育充実費42,000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30年度入試データ
［募集要項］※A日程・B日程のみ（平成29年実施済）
◦募集人員	 男女計	80名
◦願書配布	 Web出願

◦願書受付	 〈A日程〉8月18日〜28日
	 〈B日程〉10月3日〜10日
◦考査料	 20,000円

◦考査月日	 〈A日程〉9月8日
	 〈B日程〉10月14日 
◦面接	 〈A日程〉9月8日・9日
	 〈B日程〉10月14日
◦結果発表	 〈A日程〉9月11日（郵送）
	 〈B日程〉10月16日（郵送）
◦入学手続	 所定日
◦学校説明会	 6月24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）。

Data

賢明学院小学校
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■校長	 北田	和之
■児童数	 男子	297名　女子	288名
■併設校	 四絛畷学園中学校・高等学校・短期大学・大学
■学費	 ◦手続時
	 入学金220,000円
	 ◦以降　
	 授業料529,000円（年額）
	 給食費約44,000円（年額）（希望者のみ）
	 PTA会費4,800円（年額）
	 学年諸会費約66,000円（年額）

■所在地&最寄り駅
◦住所　
〒574ー0001　　
大阪府大東市学園町6ー45
☎072（876）1321（直）

◦アクセス
JR／学研都市線四条畷駅から

　　	徒歩1分

◦ホームページ
http://www.shijonawate-
gakuen.ac.jp/

　平成30年度入試データ
［募集要項］（平成29年実施済）
◦募集人員	 男女計	約90名
◦願書配布	 6月15日〜9月27日
◦願書受付	 9月19日〜27日（窓口、郵送、Web出願）
◦考査料	 15,000円
◦考査月日	 10月4日
◦面接	 10月4日
◦結果発表	 10月6日（郵送）
◦入学手続	 10月12日
◦学校説明会	 5月30日、9月15日

［入試状況］
◦応募者数	 男子	59名	 女子	49名
◦受験者数	 男子	58名	 女子	48名
◦合格者数	 男子	54名	 女子	46名（内部幼稚園含む）
◦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。1〜4年生を対象。
◦帰国児童	 なし
◦進学状況	 	清風、明星、同志社女子、関大、立命館、帝塚山、
	 四天王寺、　他
	 7〜8割が四條畷学園中に進学

Data

四絛畷学園小学校

■校長	 吉田	晃
■児童数	 男子	83名　女子	174名
■併設校	 四天王寺学園中学校・高等学校
	 四天王寺中学校・高等学校
	 四天王寺羽曳丘中学校・高等学校
	 四天王寺大学短期大学部　
	 四天王寺大学・大学院
■学費	 ◦手続時
	 入学金250,000円
	 ◦以降
	 授業料636,000円（年額）､	給食費92,000円（年額）
	 教材費50,000円（年額）、積立金10,000円（年額）
	 教育充実費120,000円（年額）、
	 後援会費39,600円（年額）など

■所在地&最寄り駅
◦住所　
〒583ー0026　

藤井寺市春日丘3-1-78

☎072（937）4811

◦アクセス
近鉄／藤井寺駅から徒歩3分

◦ホームページ
http://www.shitennoji.ac.jp/primary/

　平成30年度入試データ
［募集要項］（平成29年実施済）
◦募集人員	 男女計	90名
◦願書配布	 6月25日〜1月29日
◦願書受付	 〈8月入試〉7月30日〜8月23日（窓口、郵送）
	 〈10月入試〉9月3日〜21日（窓口、郵送）
◦考査料	 20,000円
◦考査月日	 〈8月入試〉8月26日
	 〈10月入試〉9月30日、10月1日
◦面接	 〈8月入試〉8月25日
	 〈10月入試〉9月16日〜27日・30日
◦結果発表	 〈8月入試〉8月28日（郵送）
	 〈10月入試〉10月2日（郵送）
◦入学手続	 〈8月入試〉8月28日〜9月4日
	 〈10月入試〉10月2日〜10日
◦学校説明会	 3月26日、6月25日

［入試状況］※全日程の合計
◦応募者数	 男子	28名　　女子	29名
◦受験者数	 男子	27名　　女子	29名
◦合格者数	 男子	20名　　女子	29名
◦考査の順番	 願書提出順
◦編入試験	 定期（3月）募集（2〜5年生対象）。若干名随時。
◦帰国児童	 個別に対応。

Data

四天王寺小学校


