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東京女学館小学校
〒 150 − 0012 東京都渋谷区広尾３−７− 16 ☎ 03（3400）0987

保護者のみの面接が考査日前におこなわれます。面接時間は 10 分程度。子どもの面接は考査中におこなわ
れます。
◆面接室略図

出口

形式

保護者のみ
入口

日程

考査日以前

志望理由をお聞かせください。
女子校を選ばれた理由についてお聞かせください。
本校に何回いらっしゃいましたか。
数ある女子校のなかでなぜ本校を選びましたか。
本校の学校案内は読まれましたか。
学校行事には参加されましたか。…感想をお聞かせください。
ご家庭での教育方針についてお聞かせください。
本校の教育方針についてどのように思われますか。
「すずかけ」や「つばさ」、「国際理解」の教育にご理解いただけますか。
入学して、学校の教育と合わない場合どのように対処されますか。
お子様の幼稚園の友達の名前を教えてください。
通学経路を教えてください。
お仕事の内容をお聞かせください。
休日はお子様とどのようにお過ごしですか。
お子様の長所についてお聞かせください。
どんなときにお子様をほめますか。お子様をしかることはありますか。
ご夫婦で考えが違うときにはどうしていますか。
お父様にとってお子様はどんな存在ですか。
お子様はお父様とお母様のどちらに似ていますか。それはどのようなところですか。
躾についてどのようにされていますか。
どんなときにお子様の成長を感じますか。
お子様の名前の由来を教えてください。
将来どのような女性になって欲しいですか。
最近お子様が夢中になっていることを教えてください。
インクルーシブ・リーダーシップはご存じですか。
リーダーシップについてのお考えをお聞かせください。
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国立学園小学校
お子様のどんな点が学園に合っていると思いますか。
本校までの通学時間と経路を教えてください。
現在、お仕事をされていますか。…何かあったとき対応できますか。
休みの日には、家でどのように遊んでいますか。
一言で言ってどのようなお子様ですか。
お子様の長所と短所をお聞かせください。
お子様の健康状態はいかがですか。
お子様はこれまで大きな病気をされたことがありますか。
どんなときにお子様をほめ、どんなときにお子様をしかりますか。
しつけではどんなことに注意していますか。
お子様にアレルギーはありますか。
夕食のときに気をつけていることを教えてください。
お子様がケンカをして帰ってきた場合どう対応しますか。
子育てをする上で 1 番気をつけていることは何ですか。
本校はお弁当ですがどう思われますか。
本の読み聞かせはされていますか。いつ読んでさしあげていますか。
お兄様 ･ お姉様にも読み聞かせをすることがありますか。
最近マナーについて気になるような出来事を目にしましたか。
GPS 機能付きの携帯電話を子どもに持たせることについてどう思われますか。

お名前を教えてください。
お友達の名前を教えてください。…いっしょに何をして遊びますか。
昨日は幼稚園に行きましたか。…朝起きてから幼稚園に行くまでに何をしますか。
幼稚園であったことをお家に帰ってお母さんにお話しますか。
この学校に何回来たことがありますか。…この学校をどう思いましたか。
この学校の好きなところはどんなところですか。
この学校のよいところは、どんなところですか。
好きな遊びは何ですか。…どうしてですか。
外で何をして遊びますか。…お部屋では何をして遊びますか。
お父さん、お母さんにどんなときにほめられますか。
お父さんお母さんにどんなときにしかられますか。
食事中にお父さん、お母さんにしかられることは何ですか。
お休みの日には、お父さんと何をするのが好きですか。
お休みの日には、どこへお出かけするのが好きですか。
出かけたときに、お父さんやお母さんにしてはいけないと言われていることはありますか。
お父さん ･ お母さんといっしょに電車に乗っていて、席が 1 つだけ空いていたら誰が座り
ますか。
好きな食べ物は何ですか。
嫌いな食べ物は何ですか。
お母さんのつくる料理で好きなものは何ですか。
どんなときにほめられますか。
小学校に入ったら、何を頑張りますか。
木登りをしたことはありますか。
昨日はおじいちゃんとお話をしましたか。どんなお話をしましたか。
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▷ 控え室は図書館でしたので、自由に本を読むことができました。
▷ 控え室の廊下にお茶、コーヒーなどの用意があり、多くの方が飲んでいました。
▷ アンケートの内容は「志望理由」「家庭教育の留意点」
「子どもの長所短所」でした。
▷ 子どもが考査会場へ向かったあとに、すべての控え室に校長先生がいらっしゃってご挨拶をしてください
ました。
▷ 受付のあと第１控え室で待っていると、番号と名前を呼ばれて第２控え室へ移動します。そこは 1 年生の
教室で、椅子だけ並んでいました。
▷ 8 時 30 分に受付をしてゼッケンをもらい、控え室でゼッケンをつけ上履きに履き替えて待つ。8 時 55 分、
先生に誘導され 25 番ずつ考査室へ。9 時 30 分ごろ考査から戻り、受付にゼッケンを返却し、合格発表
(Web) のパスワードの書類をもらい終了。
▷ ８時 30 分から受付開始でしたが、ほとんどの方が８時 15 分くらいには正門のところに並んでいて、受
付が 1 つだったので、混雑していました。外のため寒く、皆さんショールなどを子どもに巻いていました。
▷ 受付後、数家族まとまって控え室に案内され呼ばれるまで待ちます。呼ばれて廊下に出るとすぐ隣の教室
が面接室でした。
▷ 12 時半頃到着しましたがまだ誰もいなく、受付も 12 時 40 分頃に開始となりました。受付を済ませる
と受験番号と同じゼッケンをもらい、講堂で試験が始まるまで折り紙をしながら待っていました。教頭先
生が受験番号を読み上げ８名くらいのグループで、先生に連れられて別室に行きました。
▷ 礼拝室（4 階）が控え室でした。コーヒーやお茶が用意されており、お手洗いも近くにありました。保護
者の方々は本を読んだり、飲み物を飲んだりしていました。
▷ 受付をしてから４階の講堂へ行き、ゼッケンをつけたり上履きに履き替えるなど準備をします。待機して
いるとグループごとに番号を呼ばれ（１番から 33 番のように）、講堂入り口まで子どもを送り、その後並
んで先生の誘導により各部屋に移動しました。
▷ 子どもが考査に向かったあと、6 部屋ある控え室に校長先生がお話に来られました。お茶、コーヒーが自
由に飲めるようになっていたり、気配りの行き届いた学校だと思いました。
▷ 考査は楽しかったと子どもが言っておりました。
▷ 控え室にはお茶が用意されており、お知り合いどうしの方はおしゃべりなさっている方もいました。
▷ 控え室では本を読んでいる方が多かったです。コーヒーなどが用意されていて親切でした。ゼッケンもち
ょうどよい大きさでよかったです。
▷ 知っている子が何人かいたので息子はリラックスしていました。お茶の用意がしてあり自由に飲めるよう
になっていました。
▷ 考査は男女混合で生年月日順だったので、グループによって男女比が異なっていました。
▷ 講堂で親子とも時間まで待ち、その後先生がグループごとに番号が呼び、試験会場へ連れて行きました。
▷ 控え室の講堂では、待機時間が２時間ほどあるので本を読んでいました。雰囲気はなごやかでした。
■面接では…
▷ 面接はなごやかに進行しました。
▷ 面接ではメモを取っている様子はありませんでした。
▷ 面接室の入口まで先生が出迎えてくださり、笑顔でなごやかに迎え入れてくださいました。座る椅子につ
いても、「こちらがお父様、こちらがお母様」など案内していただきました。
▷ 面接官との距離が近かったです。
▷ 面接では、先生方がこちらの緊張を察して気を遣ってくださいました。
▷ 面接は、先生方が何かメモを取るということもなく、こちらを見ながらなごやかに進みました。
▷ 質問の順番は、父→母→子→父という流れでした。
▷ 面接では男女 1 名ずつ 2 名の先生でおこなわれました。優しく、熱心に話を聞いてくださいました。
▷ 面接は、とても穏やかに進行しました。特に難しい質問もなく、淡々と進みました。
▷ 第 1 控え室から 5 組くらいずつ呼ばれて、第 2 控え室へ移動します。第２控え室からは、3 組が面接室
へ移動します。
▷ 面接は終始和やかな雰囲気でした。誰かに質問が集中するわけではなく、父→子→母のように、順番に質
問がありました。
▷ 子どもが質問の答えに詰まると、助け船を出してくださいました。
▷ 子どもへの質問では、あまり細かいことは聞かれませんでした。
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