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◦校長	 吉川	直剛
◦児童数	 男子	720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	 入学手続金	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）、学級費	約40,000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/
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2022年度入試データ  ※2021年実施済みです。
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学校の特色 
◦宗教教育	 カトリックの精神にもとづき、教育課程内にも宗教をおいています。朝の会、給食の前後、

終わりの会、朝礼などでお祈りがあり、保護者の方には希望者に宗教講話もおこなわれてい
ます。

◦学習指導 〈英語教育〉1年生から週2時間、英語を母国語とする教師と日本人教師による授業をおこな
っています。1.2.6.年生はクラスを2つに分け少人数による授業をおこなっています。

 〈情報教育〉1〜6年生までパソコンの授業をおこなっています。
◦一貫教育 幼稚園から高等学校まで、原則として学園内の上級進学の資格を与え、一貫教育をおこなって

います。
◦特別教育活動	 児童会が運営され、各委員会が奉仕活動とともにそれぞれの仕事をおこなっています。同時に

クラブ活動もおこなわれ、運動会、作品展、高原学校、修学旅行、歳末助け合い、クリスマスを
迎える会、6年生を送る会、音楽・演劇・映画教室、授業参観等の諸行事もおこなっています。

◦昼食	 給食（月〜金曜日）
◦併設高校から主要大学への合格実績（2021年度入試）
	 東京大10、一橋大6、東京工大1、東京外国語大2、東京医科歯科大2、筑波大3、
	 東京芸術大1、早稲田大77、慶應義塾大47、上智大28、東京理科大25、青山学院大15、
	 学習院大10、明治大57、立教大33、中央大31、国際基督教大3、東京女子大10、
	 日本女子大14　他

［募集要項］※2021年実施済み
■募集人員	 女子	約40名
■出願登録	 9月8日〜10月2日
■願書受付	 10月1日〜2日消印の郵送受付
	 （書留速達）
■考査料	 25,000円（銀行振込）
■考査月日	 11月1日
■面接日	 11月2日・3日のいずれか指定された日
■結果発表	 11月4日
■入学手続	 11月5日
■学校説明会	 8月1日〜8日
	 （オンライン）

［入試状況］
非公表

［考査の順番］
受験番号は五十音順に決まります。考査日時は受験番号に
より異なりますので、入学試験個人票で確認しましょう。

［インフォメーション］
入学願書は消印違いのものは無効となります。



2022年度入試データ  ※2021年実施済みです。

115昭和女子大学附属昭和小学校

2022年度入試内容    ペーパー     行動観察     絵画制作     　運動　   

● 言語  
［話の聞き取り］　
●	夏休みにおばあさんの家に遊びに行ったお話。

［聞き取り/左右判断］　
●	しょう太くんは、半ズボンを履いて、長袖のシ
ャツを着ています。左手にラケットを持って
います。しょう太くんに〇をつけましょう。

● 数量  
［長さ］　
●			３番目に長い紐に〇をつけましょう。

［積み木の数］　
●			積み木の数だけ〇を書きましょう。

● 親子テスト  
［紙芝居づくり］　
●			3つのカード（イラスト）が用意されていて、
そのイラストを題材にして家族でお話をつく
り、４枚の紙芝居を描く。子どもが内容を発
表する。

● 行動観察  
●			各グループに１枚の絵が提示されて、グルー
プの半数が直接見に行き、何が描かれている
かをお友達に伝える。残りの半数は、その話
をもとに絵を描く。

●			いくつか出されるヒントをもとに、空いている
檻に4つの動物を入れる。
　「コアラは入口から１番遠いところにいます」
など。
　4つの動物の檻が決まったら、空いている檻
にどんな動物を入れたいかを話し合う。

昭和女子大学附属昭和小学校

昭和女子大学附属昭和小学校昭和女子大学附属昭和小学校

昭和女子大学附属昭和小学校

昭和女子大学附属昭和小学校
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お母様の受験memo
◎試験当日のこと…
◦	Zoomによるオンラインでの面接でした。事前に絵本を１冊準備するように指示がありました。
◦	考査日の控え室は椅子のみが並んでいて、受験番号順に決まった席に誘導されました。外
出は不可です。多くの方は読書をしていました。校長先生があいさつに来てくださいました。

◦	当日は体育館に集合し、子どもの顔写真の照合などありました。名札をつけて、子ども
は考査室へ向かい親は控え室に移動しました。　

◎アドバイス、etc.…
◦	９月上旬には、面接資料がダウンロードできるようになります。作文は毎年テーマも異
なり、文字数も多いので大変でした。

◦	ペーパーは量も多く、時間も短いので、時間内にできるよう練習が必要かもしれません。
◦	オンライン面接は指定時間の３分前にログインするよう指示があります。回線等の事前
チェックは必要だと思います。

◦	点図形が2つ出て、子どもは1題やっているうちに時間切れになったようでした。時間
を計って練習しておいたほうがよいと思います。

面接 
親子同伴の面接が考査日以前におこなわれます。面接時間は10分。

父親へ　
◎	志望理由をお聞かせください。
◎	今までを振り返って、どのような思いで子育てをしてきまし
たか。

◎	昔の子育てと違うところは、どのようなことだと思いますか。
◎	コロナ禍、また急速なICT化のなかで、子育てにおいてどん
な点が難しいとお考えですか。

◎	本校を選んだ決め手は何ですか。
◎	今から３分間、ご家族で本を読んだり、いつものように過ご
してください。

母親へ　
◎	これからどのように育ってほしいですか。	 ◎	入学に際してもっとも心配なことは何ですか。
◎	絵本を選ぶときに留意していることは何ですか。	 ◎	お子様が苦手なことは何ですか。
◎	お子様の長所を教えてください。	 ◎	コロナ禍でどのように過ごしましたか。

子どもへ
◎	自己紹介をしてみましょう。お名前、お年、幼稚園の名前を教えてください。
◎	幼稚園では何をして遊んでいますか。	 ◎	外遊びとお部屋で遊ぶのはどちらが好きですか。
◎	お手伝いをしますか。…どんなお手伝いですか。	 ◎	本は好きですか。…家に何冊くらいありますか。
◎	お父さん、お母さんに叱られるのどんなときですか。	◎	小学校に入ったら何がしたいですか。
◎	用意した絵本を読んでください。…どうしてその本を選びましたか。

出入口

母 父

先生

先生
子

荷物置場

※昨年はオンライン面接
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■校長	 井上	恵二
■児童数	 男子	508名　女子	372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
	 （入学時施設設備資金50,000円）
	 ◦以降　
	 授業料819,000円（年額）
	 給食費93,500円（年額）
	 施設費60,000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/

　2023年度入試データ
［募集要項］（2022年実施予定）
◦募集人員	 男女計	約130名
◦願書配布	 5月31日〜8月24日（ホームページから）
◦願書受付	 8月17日〜8月24日（web）
◦考査料	 20,000円
◦考査月日	 9月11日
◦面接	 8月27日・28日、9月3日のうち1日
◦結果発表	 9月13日（郵送）
◦入学手続	 9月14日〜16日
◦学校説明会	 5月14日、6月18日、7月16日
	 （2022年実施予定）

［入試状況］
◦応募者数	 非公開
◦考査の順番	 web出願で定められた順
◦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。
	 四天王寺、帝塚山、高槻、清風、清風南海

Data

追手門学院小学校

■校長	 岩熊	美奈子
■児童数	 男女計	281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200,000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46,000円（年額）
	 スクールバス費6,300円（月額）、
	 ipad積立費2,000円（1〜3年/月額）
	 ICT設備費12,000円（年額）

■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/

　2023年度入試データ
［募集要項］（2022年実施予定）
◦募集人員	 〈A日程〉男女70名　〈B日程〉若干名
	 〈C日程〉若干名
◦願書配布	 4月1日〜（ホームページ）
◦願書受付	 〈A日程〉9月5日〜15日（web）
	 〈B日程〉10月3日〜19日（web）
	 〈C日程〉1月10日〜25日（web）
◦考査料	 18,000円
◦考査月日	 〈A日程〉9月18日	〈B日程〉10月22日
	 〈C日程〉1月28日
◦面接	 考査日と同日
◦結果発表	 〈A日程〉9月19日（web）
	 〈B日程〉10月23日（web）
	 〈C日程〉1月29日（web）
◦入学手続	 〈A日程〉9月20日〜24日
	 〈B日程〉10月24日〜29日
	 〈C日程〉1月30日〜2月2日
◦学校説明会	 4月23日、6月25日、7月30日
◦オープンスクール	5月21日、7月30日
◦運動会	 10月1日
◦学習発表会	 11月13日
［入試状況］
◦応募者数	 〈A日程〉男子10名		女子42名
	 〈B日程〉男子		6名		女子		4名
◦考査の順番	 願書提出順
◦編入試験	 現3・4・5年生対象、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33名中13名が大阪信愛学院中学校に進

学。大阪桐蔭、帝塚山学院、同志社女子、常翔学園など

Data
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