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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/
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2019年度入試データ  ※2018年実施済みです。

71

［募集要項］※2018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1日
■面接日	 10月8日〜26日のうち1日
■結果発表	 11月3日（手渡し、16時〜17時）
■入学手続	 11月4日
■学校説明会	 5月26日、6月14日
■入試説明会	 9月6日・8日

［入試状況］
■応募者数	 女子	390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（2018年度入試）
	 東京芸術大2、北海道大1、東京外語大2、京都大1、筑波大1、横浜国立大2、
	 お茶の水女子大3、早稲田大18、慶應義塾大28、上智大22、青山学院大32、
	 学習院大10、明治大25、立教大32、中央大15、国際基督教大8、東京女子医大5、
	 聖マリアンナ医大4、東京医大1、その他私立医大15、東京音大1　他

東洋英和女学院小学部
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● 言語  
［話の記憶］　
●		動物がピクニックに行く話。
［地図の聞き取り］　
●		ウサギはネコの家まで何回曲がりましたか。その数だけ〇を書きましょう。
［しりとり］　
●		スズメからしりとりがつながるように絵を選んでいきましょう。
［言葉］　
●		名前に「さ」の音が入るものに〇をつけましょう。

● 数量  
［計数・位置］
花畑で動物たちが機関車に乗っている絵。　
●			ミツバチの数だけ〇をかきましょう。
●	気球が６機着陸しました。あといくつ空に浮いていますか。その数でだけ〇を書きましょう。
●	列車の１番後ろに乗っていたニワトリが、１両目のあいているところに座りました。前から５番目に座っ
ている動物に〇をつけましょう。

● 構成  
［形の合成］　
●			左の形を4つ使ってできない形に〇をつけましょう。

● 知識  
［常識］　
●			仕事をしている人と関係のあるものを見つけて線で結ぶ。
●			果物、野菜の切り口を線で結ぶ。

● 指示行動  
［巧緻性］　
●			靴型のボール紙に紐を通して蝶結びをする。
［絵画］　
●			点線をなぞりカバンを描く。
●			見本を見て同じように傘を描く。
●			下書きされたドレスの絵に、好きな色で塗る。

2019年度入試内容   ペーパー   行動観察   　運動　   　個別　   絵画制作  

過去の出題 

立教女学院小学校　2019

立教女学院小学校　2019



お母様の受験memo

167光塩女子学院初等科

◎試験当日のこと…
◦	1階で折り紙や本を読んで待機していると、受験番号がアナウンスされ、2階の控え室へと移
動します。先生が呼びに来たら別の部屋に移り、ブザーとともに向かいの面接室へ入ります。

◦	面接では、挨拶をせずイスに座ってくださいと言われました。
◦	面接のときも子どもはビブスを着用します。
◦	面接はなごやかななかにも緊張感がありました。時間が短かったため不安でした。
◦	控え室には学校の歴史の本が何冊か置かれており、自由に読んでくださいと言われました。
◦	考査は受験番号順に20人ずつのグループでした。行動観察の教室が滑りやすく、花いち
もんめのときに、転ぶ子どもが数名いたそうです。

　
◎アドバイス、etc.…
◦	初日の親の控え室は、出入口のドアが開放されているので、外気が入ってきて寒かった
です。

◦	ビブスが少し大きいので、安全ピンなどで調整してもよいと思います。

面接 
親子同伴の面接が、考査の翌日におこなわれます。面接時間は20分〜30分程度。

父親へ　
◎	志望理由をお聞かせください。
◎	お仕事の内容について教えてください。
◎	女性が社会に出て仕事をすることについて、どのように
思いますか。

◎	※将来はどのような女性に育って欲しいですか。
◎	お子様がおとなになっていくときに、何か心配な点は
ありますか。

母親へ　
◎	子育てで気をつけていることは何ですか。
◎	お仕事をされていますか。…学校行事に参加できますか。
◎	お子様をしかるときはどうされていますか。…それでも言うことを聞かないときはどうしますか。
◎	今日のお子様のようすはどうですか。
◎	（父親への※の質問について）お父様の回答に何かつけ足すことはありますか。

子どもへ　
◎	お名前を教えてください。
◎	幼稚園の名前を教えてください。
◎	昨日の試験は覚えていますか。…何が1番楽しかったですか。
◎	昨日の試験で1人ずつ呼ばれたとき、先生に何か聞かれましたが覚えていますか。…何と聞かれまし
たか。…何と答えましたか。

◎	運動会では何をしましたか。

父

先生シスター

母 子出
入
口
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関西圏
主要私立小学校
入試概要
2018年実施分

【大阪府】
追手門学院小学校 （大阪市）   458
大阪信愛学院小学校 （大阪市）   458
香里ヌヴェール学院小学校 （寝屋川市）   459
賢明学院小学校 （堺市）   459
四條畷学園小学校 （大東市）   460
四天王寺小学校 （藤井寺市）   460
城星学園小学校 （大阪市）   461
城南学園小学校 （大阪市）   461
アサンプション国際小学校 （箕面市）   462
帝塚山学院小学校 （大阪市）   462
はつしば学園小学校 （堺市）   463
箕面自由学園 小学校（豊中市）   463

【京都府】
一燈園小学校 （京都市）   464
京都女子大学附属小学校 （京都市）   464
京都聖母学院小学校 （京都市）   465
京都文教短期大学付属小学校 （京都市）   465
光華小学校 （京都市）   466
同志社小学校 （京都市）   466
ノートルダム学院小学校 （京都市）   467
立命館小学校 （京都市）   467

【兵庫県】
愛徳学園小学校 （神戸市）   468
小林聖心女子学院小学校 （宝塚市）   468
関西学院初等部 （宝塚市）   469
甲子園学院小学校 （西宮市）   469
甲南小学校 （神戸市）   470
神戸海星女子学院小学校 （神戸市）   470
須磨浦小学校 （神戸市）   471
仁川学院小学校 （西宮市）   471
雲雀丘学園小学校 （宝塚市）   472
百合学院小学校 （尼崎市）   472

【奈良県】
近畿大学附属小学校 （奈良市）   473
智辯学園奈良カレッジ小学部 （香芝市）   473
帝塚山小学校 （奈良市）   474
奈良学園小学校 （奈良市）   474

【和歌山県】
智辯学園和歌山小学校 （和歌山市）   475

【岡山県】
ノートルダム清心女子大学附属小学校 （岡山市）   475



458 なんでもわかる小学校受験の本

■校長	 井上	恵二
■児童数	 男子	508名　女子	366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）
	 ◦以降　
	 授業料759,000円（年額）
	 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/

　2019年度入試データ
［募集要項］（2018年実施済）
◦募集人員	 男女計	約130名
◦願書配布	 5月12日〜9月7日
◦願書受付	 8月24日〜9月7日（窓口）
◦考査料	 15,000円
◦考査月日	 9月16日
◦面接	 9月1日・8日・9日のうち1日
◦結果発表	 9月18日（郵送）
◦入学手続	 9月19日〜21日
◦学校説明会	 5月11日、6月15日、7月13日
	 （2019年実施予定）
◦文化祭	 11月23日・24日（2019年実施予定）

［入試状況］
◦応募者数	 非公表
◦考査の順番	 抽選による番号順
◦編入試験	 不定期。
◦帰国児童	 なし
◦進学状況	 	卒業生の約11%が追手門学院大手前中学校・

追手門学院中学校に進学。

Data

追手門学院小学校

■校長	 岩熊	美奈子
■児童数	 男子	11名　女子	201名（2018年4月より共学）
■併設校	 大阪信愛学院中学校･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）
	 ◦以降　
	 授業料43,000円（月額）、教育会費1,300円（月額）
	 給食費58,200円（年額）、学級費2,500円（月額）
	 教材費3,000円（月額）、スクールバス費6,200円（月額）、
	 施設費1,000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/

　2019年度入試データ
［募集要項］※A日程、B日程（2018年実施済）
◦募集人員	 〈A日程〉女子60名　〈B日程〉若干名
◦願書配布	 4月〜
◦願書受付	 〈A日程〉9月3日〜14日（窓口と郵送）
	 〈B日程〉10月9日〜19日（窓口と郵送）
◦考査料	 15,000円
◦考査月日	 〈A日程〉9月22日
	 〈B日程〉10月27日
◦面接	 考査日と同日
◦結果発表	 〈A日程〉9月23日（郵送）
	 〈B日程〉10月28日（郵送）
◦入学手続	 〈A日程〉9月25日〜28日
	 〈B日程〉10月29日〜11月2日
◦学校説明会	 5月25日、8月31日（2019年実施予定）

［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	 現1〜4年生（現1年生男女、現2〜4年生女子
	 のみ）対象、定期募集1月に若干名の募集。
◦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44名中21名が大阪信愛学院中

学校に進学。

Data

大阪信愛学院小学校




