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◦入学願書の書き方
　【例】　東京女学館小学校

◦面接資料の書き方
	 1.白百合学園小学校	 7.	青山学院初等部
	 2.雙葉小学校	 8.	宝仙学園小学校
	 3.学習院初等科	 9.	立教女学院小学校
	 4.日本女子大学附属豊明小学校	 10.	成蹊小学校
	 5.田園調布雙葉小学校	 11.	玉川学園
	 6.慶應義塾幼稚舎

※ここに掲載した願書・面接資料は、過去に配布されたものです。
　書式・内容は、年度により変わる場合があります。提出書類の書き方の「例」としてお考えください。

願書・面接資料の
書き方と具体例
入学試験は入学願書の提出から始まります。
入学願書の書き方の上手・下手で試験官の受ける印象が違ってきます。
願書および付属資料によって面接試験がおこなわれることになりますから、
願書・面接資料の記入は極めて重要なことといえます。
それでは具体的にどのような点に注意するかを説明したいと思いますが、
全部の学校についてはできませんので、特徴のある次の12校を選んで説明します。
書き方の例をあげていますが、あくまでも「例」です。
そのご家庭ならではの記述が求められるのは、言うまでもありません。
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１. なぜ面接試験がおこなわれるのか、学校側は何を知りたいのか

２. どんな形式で面接がおこなわれるのか

３. 面接を受ける際の心構えとして必要なこと

４. おもな質問事項と答え方の具体的な例について

　　これらのことについて、理解を深め、心の準備をしておけば不安なく面接に臨むことができると思います。

面接の受け方と
注意
小学校の入学試験のひとつに面接試験があります。
自分の子どもを入れたいと思う小学校では、どんな質問があり、
何と答えたらよいのだろうかということがまず気になります。
どんな準備をしたらよいのだろうかという心配も出てきます。
そこで面接試験について次の４つの項目について整理しておきましょう。
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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中からなぜ選んだ
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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学校の特色
◦宗教教育	 ローマ・カトリック教の精神にもとづき、教育課程内にもカトリック倫理をおいています。朝

の会、給食の前後、終わりの会、朝礼などでお祈りがあり、父母対象で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、英語の授業をおこなっています。低学年は聞き取り中心、
高学年は英国の教材を使用して授業が進められます。

	 〈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、児童総会、各部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）
◦併設校への進学状況
　小→中	 〈女子〉	 原則として全員が雙葉中学校へ進学できる。
　中→高	 〈女子〉	 原則として全員が雙葉高等学校へ進学できる（高校からの外部募集なし）。
◦併設高校から主要大学への合格実績（平成27年度入試）
	 東京大15、一橋大2、東京工大1、東京外国語大4、東京医科歯科大2、
	 お茶の水女子大4、東京芸術大5、早稲田大96、慶應義塾大72、上智大49、
	 東京理科大27、青山学院大15、学習院大11、明治大40、立教大31、
	 中央大16、国際基督教大3、東京女子大14、日本女子大27　ほか

◦校長	 河野	久仁子
◦児童数	 女子	492名

◦併設校	 雙葉小学校附属幼稚園
	 雙葉中学校（女子）
	 雙葉高等学校（女子）

雙葉小学校

沿革＆目標
創立は1910年（明治43年）ですが、その母体は1875年（明治８年）にサンモール修道会会員が
教育と慈善のために創設した築地語学校です。以後設立者の信奉するローマ・カトリック教による
建学の精神にもとづく教育がなされており、「徳に於いては純真に、義務に於いては堅実に」がその
目標・校訓です。
　

　

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	270,000円、施設維持費	232,800円
◦それ以降	 授業料	496,800円（年額）、後援会費	72,000円（年額）
	 ※学園債１口50,000円（３口以上）
　
　
　

所在地＆最寄り駅
◦住所	 〒102−0085東京都千代田区六番町14−１
	 ☎03（3263）0822

◦アクセス	 JR・地下鉄／四ツ谷駅から徒歩６分

ホームページ  http://www.futaba-elementary.jp/
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平成27年度入試データ ※平成27年度入試（平成26年実施）についての学校公表分と桐杏学園調査を併せたものです。
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［募集要項］
■募集人員	 男女計	約68名
■願書配布	 ６月8日〜10月4日
■願書受付	 10月2日〜4日消印の郵送受付
■考査料	 30,000円
■考査月日	 11月８日・９日の両日
■面接日	 11月7日
■結果発表	 11月11日（午前９時／掲示、郵送）
■入学手続	 11月12日〜14日（午後４時まで）
■学校説明会	 ６月8日、７月6日、9月15日

［入試状況］
■合格者数	 男子	34名　女子	34名
■補欠者数	 男子	15名　女子	15名

［考査の順番］
願書提出順

［インフォメーション］
出願書類が受け付けられると受験票が返送されます。
その際、「受験についてのお知らせ」「受付時間表」が同
封されているので、よく読んでおきましょう。
受付時間が面接日と考査日とは異なりますので注意し
ましょう。

■平成28年度入試日程（予定）
　（入試・面接）	 平成27年11月7日
　（入試・考査）	 平成27年11月8日、9日
　（結果発表）	 平成27年11月11日
　（学校・入試説明会)
　第1回　平成27年6月7日（オール成城オープンキャンパス）
　第2回　平成27年7月12日
　第3回　平成27年9月13日
■行事日程
　（父母合同運動会）	平成27年5月16日
　（秋の運動会）			 平成27年10月10日
　（文化祭）	 		 平成27年11月3日

学校の特色
◦学習指導	 文学（国語科から分離、１年生から）、遊び（１〜2年生）、散歩（１・２年生）、劇（３年生から）、

舞踊（１〜４年生）、映像（3年生から）などが授業課目として設けられています。
◦クラブ活動	 特別研究としておこなわれます（５・６年生、週１時間）。家庭科、頭脳スポーツ、太鼓、マン

ガ・アニメ、パソコン、英語、テニス、野球、サッカー、ラグビー、バレー、体操など。
◦校外学習	 秋の学校（３年生）、グループハイキング（全学年）、夏の学校（４〜６年生）、スキー学校（４〜

６年生）、遠足など。成城のスキー学校は、1929年（昭和４年）からの歴史が支える日本の
学校スキーの草分け。

◦学校行事	 クラスデー（年間５回）、劇の会、音楽の会、父母合同運動会など保護者が学校に出ることが
多く、交流が密に図られています。文化祭（11月）は、幼稚園から大学までの一貫行事。

◦昼食	 弁当（月〜金曜日）
◦編入試験	 欠員が生じた場合に実施（４月・９月）。
◦併設校への進学状況（平成26年4月時）
　小→中	 〈男女〉	 卒業生のほとんどが成城学園中学校へ進学。原則として全員進学できる。
　中→高	 〈男女〉	 卒業生は原則として全員が成城学園高等学校へ進学できる。
　高→大	 〈男女〉	 卒業生のうち約60％が成城大学へ優先入学。

成城学園初等学校
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● 言語  
◦	話の聞き取り　
◦	しりとり

● 知覚  
◦	点図形
◦	マス目の移動
　うさぎが左のような決まりで
進んでいきます。うさぎはど
の花にたどり着きますか。線
で結びましょう。

● 知識  
CDの歌を聞いて質問の答えに○をつける。
◦	「山の音楽隊」（1番）を聞き「歌に出てきたものに○をつけましょう。」

◦	「どんぐりころころ」（1番）を聞き「歌に出てきたものに○をつけましょう。」

◦	「トンボのめがね」を聞き「今の曲の生き物の赤ちゃんの時に○をつけましょう。」

● 個別テスト  
◦	お手本を見て、積み木を積む。
◦	箸で、ビーズをつかんで移す。

平成27年度入試内容	 ペーパー 	 行動観察 	 運動 	 個別 	 絵画制作

立教女学院

立教女学院立教女学院

立教女学院
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関西圏
主要私立小学校
入試概要
平成26年実施分

【大阪府】
追手門学院小学校 （大阪市）   436
大阪信愛女学院小学校 （大阪市）   436
大阪聖母学院小学校 （寝屋川市）   437
賢明学院小学校 （堺市）   437
四條畷学園小学校 （大東市）   438
四天王寺学園小学校 （藤井寺市）   438
城星学園小学校 （大阪市）   439
城南学園小学校 （大阪市）   439
聖母被昇天学院小学校 （箕面市）   440
帝塚山学院小学校 （大阪市）   440
はつしば学園小学校 （堺市）   441
箕面自由学園 小学校（豊中市）   441

【京都府】
一燈園小学校 （京都市）   442
京都女子大附属小学校 （京都市）   442
京都聖母学院小学校 （京都市）   443
京都文教短期大学付属小学校 （京都市）   443
光華小学校 （京都市）   444
同志社小学校 （京都市）   444
ノートルダム学院小学校 （京都市）   445
立命館小学校 （京都市）   445

【兵庫県】
愛徳学園小学校 （神戸市）   446
小林聖心女子学院小学校 （宝塚市）   446
関西学院初等部 （宝塚市）   447
甲子園学院小学校 （西宮市）   447
甲南小学校 （神戸市）   448
神戸海星女子学院小学校 （神戸市）   448
須磨浦小学校 （神戸市）   449
仁川学院小学校 （西宮市）   449
雲雀丘学園小学校 （宝塚市）   450
百合学院小学校 （尼崎市）   450

【奈良県】
近畿大学附属小学校 （奈良市）   451
智辯学園奈良カレッジ小学部 （香芝市）   451
帝塚山小学校 （奈良市）   452
奈良学園小学校 （奈良市）   452

【和歌山県】
智辯学園和歌山小学校 （和歌山市）   453

【岡山県】
朝日塾小学校 （岡山市）   453
ノートルダム清心女子大学附属小学校 （岡山市）   454



436 なんでもわかる小学校受験の本

Data■校長 東田 充司
■児童数 男子 482名　女子 405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）
 教材費・制定品費約170,000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/

　　　　　平成27年度入試データ
［募集要項］
◦募集人員 男女計 約130名
◦願書配布 ６月14日～９月24日
◦願書受付 ９月10日～24日（窓口）
◦考査料 15,000円
◦考査月日 10月1日
◦面接	 ９月20日・21日・27日のうち1日
◦結果発表 10月3日（郵送）
◦入学手続 10月6日～8日
◦学校説明会 （平成27年実施予定）6月20日、9月5日

［入試状況］
◦応募者数 －
◦受験者数 －
◦合格者数 －
◦補欠者数 なし
◦考査の順番 抽選による番号順
◦編入試験 欠員が生じた場合に必要に応じて実施（低学年）。
◦帰国児童 なし
◦進学状況	 	卒業生の約12％が追手門学院大手前中学校・

追手門学院中学校に進学。

追手門学院小学校

Data■校長 岩熊 美奈子
■児童数 女子 272名
■併設校 大阪信愛女学院中学校･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）
 制服学用品65,000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54,000円（年額）
 学級費2,000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/

　　　　　平成27年度入試データ
［募集要項］※A日程、B日程
◦募集人員 〈A日程〉女子60名　〈B日程〉若干名
◦願書配布 5月上旬
◦願書受付 〈A日程〉9月8日～26日（窓口）
 〈B日程〉10月27日～11月6日（窓口）
◦考査料 15,000円
◦考査月日 〈A日程〉10月4日
 〈B日程〉11月8日
◦面接 考査日と同日
◦結果発表 〈A日程〉10月5日（郵送）
 〈B日程〉11月9日（郵送）
◦入学手続 〈A日程〉10月10日まで
 〈B日程〉11月14日まで
◦学校説明会 5月31日、9月6日
 （平成27年実施予定）5月30日、9月5日

［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 新2～５年生を対象に2月に実施。
 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71名中43名が大阪信愛女学院

中学校に進学。

大阪信愛女学院小学校


