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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



2020年度入試データ  ※2019年実施済みです。
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◦校長	 吉川	直剛
◦児童数	 男子	708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	300,000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  https://www.gyosei-e.ed.jp/

暁星小学校 学校の特色　
◦宗教教育	 始業・終業の祈りといった日常的なものから、年間4回実施される全校ミサ、そして正課である

宗教の授業等を通し、宗教的情操と道徳的判断を養うことに努めています。
◦学習指導 〈専科制〉各教科の学習内容のレベルを高めるため、低学年から専科教員による指導教科を

増やしています。特に、5・6年生は全教科専科制をしいて中学進学に備え、学習の充実を図って
います。

 〈外国語教育〉英語の授業を1年生から正課として課しています。外国人講師による会話を
中心に歌やゲームを通して、簡単な日常会話と国際的感覚を身につけさせることをねらいと
しています。

◦セカンドスクール	那須の施設を活用し、2年生から春夏秋に数回の合宿をおこない、団体生活に必要な社会性
や忍耐力、判断力、奉仕の心を育成する機会としています。

◦サッカー	 各学年週1回サッカーの時間があり、また学校行事として、年に3回のサッカー大会を実施して
います。

◦昼食	 弁当（月〜金曜日）
◦編入試験	 欠員が生じた学年のみ実施。
◦併設校への進学状況
　小→中 〈男子〉	 進学適性試験の成績と在学中の成績を考慮して進学判定。
　中→高 〈男子〉	 卒業生は原則として全員が暁星高等学校へ進学。

暁星小学校
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2021年度入試データ  ※2020年実施予定です。必ず学校発表の入試要項でご確認ください。

115昭和女子大学附属昭和小学校

2020年度入試内容    ペーパー     行動観察    　運　動　    絵画制作   

● 親子テスト  
［伝言でお絵かき］　
●			家庭ごと指示された絵を見に行き、言葉で伝えて絵を描く。	最初は子どもが見て、保護者1人が描く。
次は保護者1人が見に行き、子どもが描く。

● 数量  
［水の量］　
●			1番多いもの、3番目に少ないものはどれですか。

［計数］　
●			星、雲、月の形の数だけ〇を書きましょう。

● 運動テスト  
●			リズムに合わせてジャンプ。
●		ケンパー。
●		お芋ごろごろ。
●		2人組でボール運びリレー。

● 行動観察  
●			グループごとに5つの道具を記憶して、協力してそれを揃える。ホワイトボード上に線を書き、その線
の上にドミノを並べる。

●			グループでパズルを完成させる。
●			ブロックを高く積む競争。
●			ダンボール、新聞紙などを使って、高いものをつくる。
●			宝探しゲーム。封筒を探してなかに入っているトランプを番号順に並べていく。
●			グループでパズルを完成させる。

昭和女子大学附属昭和小学校　2020



お母様の受験memo
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◎試験当日のこと…
◦	考査日の待ち時間は2時間半ありました。皆さん本を読んでいらっしゃいました。
◦	面接日は受付を済ませると、2階へ移動します。第1控え室から第2控え室、面接室へと、
あまり待たずに進行していきました。

◎アドバイス、etc.…
◦	受験服から体操着、体操着から受験服への着替えの練習（丁寧なたたみ方、体操袋への
しまい方など）をしておいたほうがよいと思います。

◦	先生からキリスト、マリア様についてお話があったそうです。聞く態度もチェックされて
いるようです。

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　
◎	カトリックの学校についてどのようにお考えですか。
◎	女子校についてどのようにお考えですか。
◎	お仕事がお忙しいと思いますが、平日はどのようにお
子様と過ごしていますか。

母親へ　
◎	お子様は幼稚園でどのように評価されていますか。
◎	お子様の性格を教えてください。
◎	今日のお子様の状態はいかがですか。

子どもへ　
◎	お名前を教えてください。
◎	幼稚園の担任の先生の名前を教えてください。
◎	お手伝いは何をしていますか。…お手伝いで難しいことはありますか。

沿革&目標 
1874年(明治7年)、アメリカ聖公会の宣教師チャニング・ムーア・ウイリアムズ主教によって、
東京築地に英学と聖書を教える私塾として開かれました。数人ではじまったこの小さな学校は
「立教学校」と呼ばれ、これが現在の立教学院の前身となりました。以来、立教学院は「キリスト
教にもとづく教育」を建学の精神に掲げています。
立教小学校の教育はキリスト教信仰にもとづく愛の教育です。人は一人ひとり神さまから愛され、
かけがえのない賜物をいただき、互いを尊重し支え合いながら生きていきます。礼拝、祈り、聖書
の学びを通して命の尊さ、自然の尊さ、自分の大切さや友達の大切さを学びながら神さまに愛
されている喜びと自信が育まれます。さまざまな学習、キャンプや自然体験など豊富な体験活動
を通してテーマをもって真理を探究する力、ともに生きる力を育てます。学校に関わるすべての
人々とともに、真剣さと優しさにあふれた学校をこれからも目指していきます。
　

学費 ※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	300,000円
◦それ以降	 授業料	660,000円（年額）、維持資金	282,000円（年額）、給食費	約100,000円（年額）、
	 教材費	30,000円（年額）、健康管理費	36,000	円（年額）、冷暖房費	6,000円（年額）、
	 PTA会費	4,800円（年額）※	教育環境改善資金1口	100,000円（任意）
　

所在地&最寄り駅 
◦住所	 〒171−0021	東京都豊島区西池袋3−36−26
	 ☎	03（3985）2728
◦アクセス	 JR・地下鉄／池袋駅西口から徒歩13分
	 地下鉄／要町駅から徒歩6分

母

先生校長

父 子 出
入
口



464 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	511名　女子	370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
https://www.otemon-e.ed.jp/

　2021年度入試データ
［募集要項］（2020年実施予定）
◦募集人員	 男女計	約130名
◦願書配布	 5月9日〜9月4日
◦願書受付	 8月24日〜9月4日（窓口）
◦考査料	 15,000円
◦考査月日	 9月13日
◦面接	 8月29日・30日、9月5日のうち1日
◦結果発表	 9月15日（郵送）
◦入学手続	 9月16日〜18日
◦学校説明会	 5月9日、6月13日、7月18日
	 （2020年実施予定）
◦文化祭	 11月14日・15日（2020年実施予定）
◦体育大会	 10月11日（2020年実施予定）

［入試状況］
◦応募者数	 男女約130名　
◦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	31名　女子	204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44,500円（月額）、教育会費1,400円（月額）
	 給食費59,200円（年額）、学級費3,000円（月額）
	 教材費46,000円（年額）、
	 スクールバス費6,300円（月額）、
	 施設費1,000円（月額）、
	 ipad積立費2,000円（1〜3年/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
https://el.osaka-shinai.ed.jp/

　2021年度入試データ
［募集要項］※A日程、B日程（2020年実施予定）
◦募集人員	 〈A日程〉男女70名　〈B日程〉若干名
◦願書配布	 4月1日〜
◦願書受付	 〈A日程〉9月7日〜16日（窓口と郵送）
	 〈B日程〉10月6日〜21日（窓口と郵送）
◦考査料	 15,000円
◦考査月日	 〈A日程〉9月19日
	 〈B日程〉10月24日
◦面接	 考査日と同日
◦結果発表	 〈A日程〉9月20日（郵送）
	 〈B日程〉10月25日（郵送）
◦入学手続	 〈A日程〉9月21日〜25日
	 〈B日程〉10月26日〜10月30日
◦学校説明会	 4月18日、8月29日（2020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1〜3年生は男女、4年生は女子
	 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37名中19名が大阪信愛学院中

学校に進学。

Data

大阪信愛学院小学校


