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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

◆面接室略図

先生

父

形式

保護者のみ

日程

考査日以前

出口

母

荷物置き

入口

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 15 分程度。子どもには考査中におこ
なわれます。

父親へ

志望理由をお聞かせください。
どのようにして本校をお知りになりましたか。
本校にどのくらいいらっしゃいましたか。…どの行事に参加しましたか。
女子校を選ばれた理由についてお聞かせください。
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。
お子様が幼稚園でどのように遊んでいるか、知っていますか。
通学経路を教えてください。
受験のために、何か特別に教えていることはありますか。
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。
お子様のすてきだなと思うところを 1 つあげてください。
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。
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日本女子大学附属豊明小学校
今年の夏休みにお子様について、新しく発見したことはどのようなことです。
奥様の性格でお子様に引き継いで欲しいところはありますか。
お子様には将来どのような大人になって欲しいですか。
学生時代に得た宝は何ですか。
防災意識が高まっていますが、ふだんどのようなことに注意していますか。

母親へ

本校の印象を教えてください。
私立を選んだ理由を教えてください。
学校行事や説明会などに参加しましたか。
本校の見学会に参加してどのように感じましたか。
本校に期待することはどんなことですか。
お子様は幼稚園の先生にどのような子どもと言われますか。
幼稚園にはどのようにして行かれていますか。
幼稚園のお母様方とはどのように関わっていますか。
幼稚園でお子様の成長を感じたことは何ですか。
通学方法について確認させてください。家から通うのは大丈夫ですか。
通学では乗り換えが多いですが大丈夫ですか。
電車やバスでの通学ということですが、どのようなことに気をつけさせたいですか。
お仕事をお持ちですが、父母の会には参加できますか。
お仕事の内容についてお聞かせください。
お仕事をする上で注意していることは何ですか。
休日の過ごし方について教えてください。
子育てで苦労されたことは何ですか。
子育てをして、ご自身が成長したところはどんなところですか。
子育てをする上で大切にしていることは何ですか。
ご自身のお母様から受け継いだことで、お子様に伝えたいことは何ですか。
お手伝いは何をさせていますか。
お子様が最近伸びたと思われる点と長所について教えてください。
お子様の持ち味はどんなところですか。
お子様が成長したと感じることは、どんなことですか。
小学生になったら気をつけさせたいことはありますか。
将来どんな大人に育って欲しいですか。
お子様にずっと大切にしてもらいたいものは何ですか。
兄妹 2 人との関わり方に違いはありますか。
最近お子様をほめたのは、どのようなことですか。
大事にしているものは何ですか。
母親の優しさが必要なのはどんなときだと思いますか。
ご主人の性格でお子様に引き継いで欲しいところはありますか。
お子様の健康面で気をつけていることは何ですか。
食の安全について気をつけていることは何ですか。
お子様に食べ物の好き嫌いはありますか。
食事を通じてお子様の成長を感じたことはありますか。
スマートフォンについて、お子様にどのように指導されていますか。
子どもどうしのトラブルには、どのように対処しますか。
震災などのときの対応を家族で話し合っていますか。
劇を観たり、音楽を聴きに行ったり、映画を観に行ったりしたことはありますか。
ご家庭の家事の分担についてお聞かせください。
学生時代の経験から得たことについてお聞かせください。
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聖学院小学校

■考査当日のこと…
▷ 8 時 55 分に、リボンの色別（ピンク、赤、黄、黄緑、水、青）に呼ばれました
▷ 考査当日の控え室はチャペルでした。子どもの考査中の外出も可能でした。
▷ 控え室では、折り紙やあやとりなどしながら待っていました。
▷ 考査のとき、子どもはゼッケンと左肩にリボンをつけます。リボンの色で会場が分けられていました。
▷ 考査終了後、ゼッケンを返して、合格発表に関する案内を受け取って終了となりました。
▷ 考査のときの待ち時間が長く、地下のため足元が寒かったです。
▷ 集合時の控え室と、呼ばれてから面接室に入る前の控え室がありました。
▷ 控え室はみなさん持参の本などを読んでおり、静かに待っていました。子どもは折り紙、あやとりな
どしていました。
▷ 受付は 2 階で、昇降口前に教頭先生が立って案内をしてくださいました。
▷ 受付をしたあと 2 階の教室で待ちました。椅子が 3 脚 1 組で並べてあり、机はありませんでした。
みなさん本を読んだりしながら待っていました。
▷ 控え室で待っていると受験番号と名前を呼ばれ、呼ばれた人は教室前に並び、次の控え室（4 階音楽
室）へ移動します。
▷ 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。
▷ 受付後 1 階の控え室で待っていると、1 番から 12 番までが呼ばれ、2 階の図書室に移動しました。
▷ 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。

