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星美学園幼稚園
内田 泉
223 名
あり
なし
給食（月・金）
弁当（火・水・木）
■保育時間 ［年中・年少］午前 9 時〜午後 2 時
［年長］午前 9 時〜午後 2 時 15 分
■園 長
■園児数
■制 服
■通園バス
■昼 食

■所在地

■併設校

〒 115-8524
東京都北区赤羽台 4-2-14
03（3906）0052
http://www.seibi.ac.jp/ki/
星美学園小学校（共学）
星美学園中学校（女子）
星美学園高等学校（女子）
星美学園短期大学（女子）

※土曜日は休園

★指導方針

宗教教育を土台とし、幼児の一人ひとりの特性を生かし、心身の健康、自然、社会、人との交わりのなかに感性と表

現を伸ばすことに力を注いでいます。神と人とに開かれた善良で誠実な子どもの育成をめざしています。
－教育目標：きれいなこころ／あかるいこども－
●

明るく素直で困難にくじけないがまん強い子

●

自分で考え判断し、最後までやりとげる子

●

創造性と意欲にあふれて物事に取り組む子

★特

色

1953( 昭和 28) 年に開設されたカトリックミッションスクールで、創立者ドン・ボスコの教育理念にもとづいて、

家庭的な雰囲気の中で園生活をおくっています。本学園の教育母体はサレジアン・シスターズとよばれる女子修道会で、
全世界に支部をもつ国際的学園です。日本においては東京、静岡、大阪、大分、長崎の各地で教育事業をおこなってい
ます。

★進学状況

■ 併設小学校への進学状況
〈男女〉星美学園小学校への進学希望者は優先入学の資格はあるが、「内部生のためのテスト」で最終決定となる。

平成 30 年度入試データ
■募集要項
◇募集人員

※幼稚園公表分。
※平成 30 年度の要項は、幼稚園配布のもので必ずご確認ください。

■付 記
＜３年保育＞ 男女計 84 名

面接・考査の時間は、願書受付時に通知。両親揃っての面

＜ 2 年保育＞ 男女

接に支障がある場合、どちらか１人でかまわない。

若干名

◇願書配布

10 月 16 日〜 31 日

◇願書受付

11 月１日

■行事日程（予定）

◇考査料

5,000 円

◇入園説明会

6 月 24 日、9 月 16 日、10 月 16 日

◇考査・面接日

11 月１日

◇幼稚園見学

6 月 7 日・13 日・19 日、27 日、

◇結果発表

11 月 1 日（手渡し）

◇入園手続

11 月 1 日～

7 月 3 日、9 月 7 日・20 日
■インフォメーション

■入試状況

未就園児対象「星の子会」を実施しています。

非公表

4 月 15 日、5 月 13 日、6 月 10 日、9 月 2 日、
12 月 2 日

■考査の順番
願書提出順

（受付）9:30 ～ 9:50

予約不要

星美学園幼稚園
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2 年保育

入試出題例

※桐杏学園調査を含む過去数年の内容

  小集団テスト
●

自由遊び（おもちゃの電車、ブロック、すべり台、ままごと、おにごっこなど）。

●

平均台、ジャンプ。

●

紙芝居を見る。

●

ケンケン。

●

マット（おいもころころ）

  個別テスト
●

知能構造診断テスト

●

面接（受験児）

  面接テスト（保護者のみで考査当日におこなわれる。約 10 分）
父親へ
志望理由を具体的に詳しくお願いします。
どのようにして本園をお知りになりましたか。
園の教育方針をどう思われましたか。
公開保育や夏のセミナーは、いかがでしたか。
父親としてどんなことに気をつけて子どもに接していますか。

母親へ
家ではお子さんとどのように遊びますか。
本園の教育の中で、賛同されるのはどのような点ですか。
大変知能の高いお子様ですが、知能を伸ばすために何か気をつけてきたことはありますか。
子育てで注意してこられたことは何ですか。
お子様の性格を教えてください。
お子様は今、何に熱中していますか。

  考査当日の進行例
9：50

受付。控え室で待機。

10：00

個別テスト

11：00

小集団テスト

12：00

終了

面接室略図
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聖徳幼稚園
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面接テスト回答例
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CASE 21
【父親に】
お子様の長所と短所をお聞かせください。
日頃、動物やお花の世話をとてもよくし、とてもやさしい面があり、ねばり強く、
几帳面であります。しかし、初めての方の前や新しい環境に慣れるまで、多少時間が
かかります。
どういう家族が理想ですか。
子どもが何でも相談し、話し合いができ、みんな健康で明るい家族が理想です。

【母親に】
園に対しての希望は何ですか。
土や緑に囲まれたこの環境の中で、子どもがのびのびと年齢に応じた保育教育を受
け、成長できるように望みます。
もし、お子様が幼稚園に行きたくないと言ったらどうしますか。
子どもには子どもなりの理由があると思うので、まず、ゆっくり話を聞いて話し合
います。

CASE 22
【父親に】
どのようなお子様ですか。
仕事などで疲れて帰ってきたときに、「だいじょうぶ？」など声をかけてくれる、
とても優しい気持ちの子どもです。ただ、初めての場所や、初対面の人に対して、多
少、人見知りするところがあります。
【母親に】
しつけについて、気をつけていることは何ですか。
「おはよう」から「おやすみ」までの挨拶がきちんとできるということはもちろん、
子どもが悪いことをしてしかったときに、感情的に怒るのではなく、その理由がしっ
かり理解できるようにしています。

家族が多い中で、どのようなことに気をつけていますか。
夫婦だけで子どもを育てるのではなく、家族全員で子どもを育てていけるよう隠し
事をせず、夕食などを利用して、家族の会議を大切にしています。

