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1. 募集定員 

  前期・後期合わせて 男女７０名 

 

2. 出願資格 

  ２０１９年（平成３１年）３月に小学校を卒業する見込みの者 

 

3. 出願 

 (1) 出願方法 

    出願は志願者ごとに直接学園事務窓口まで持参してください。 

 (2) 出願期間 

    前期  2018 年(平成 30 年)11 月 10 日(土)～11 月 16 日(金)  

午前 9 時から午後 4時まで 

        なお、11 月 10 日（土）と 11 月 16 日（金）は午前 9 時から午後 12 時まで受付いたします。 

   後期  2019 年(平成 31 年)1 月 15 日(火)～1 月 21 日(月)  

午前 9 時から午後 4時まで 

        なお、1 月 21 日（月）は午前 9 時から午後 12 時まで受付いたします。 

 

4. 提出書類 

   志願者の保護者は、次の書類等を本校校長に提出してください。なお、いったん受理した書類等は、 

いかなる理由があっても返還いたしません。 

提出書類等 備  考 

①入学願書 本校指定の用紙 

②志願者の写真 
出願前 3 ヵ月以内に撮影した正面無帽の顔写真(縦 5cm×横 4cm・制服がある

場合は制服着用)1 枚。裏面に記名し、入学願書に貼り付ける。 

③調査書 本校指定の用紙。志願者の在学している小学校校長が作成し、厳封したもの。 

④受験料 ５，０００円 

 

5. 入学者選抜のための試験教科及び時間割 

 (1) 実施期日及び会場 

  ① 期日  前期  ２０１８年(平成 30 年)１１月２３日(金) 

  ① 期日  後期  ２０１９年(平成 31 年) １月２６日(土) 

  ② 会場  本校  

 (2) 日程 

開場・受付開始 8:00 

受付終了 8:30 

点呼・注意 8:30～8:40 

国語(45 分) 8:45～9:30 

算数(45 分)  9:40～10:25 

作文(30 分) 10:35～11:05 

面接 11:15～ 

 



(3) 内容等 

 国語 算数 作文 面接 

実施 

時間 
45 分 45 分 30 分 10 分 

前期 

 「物語・小説」、「説

明文」、「詩」、「ことば

（漢字やことわざな

ど）」。 

5 年生までの学

習内容と 6 年生で

学習した「対称な

図形」「円の面積」

「文字と式」「分数

のかけ算・わり算」

の内容を中心に出

題する。 提示された課

題について、時

間内に自分の考

えをまとめて書く。

原稿用紙の使い

方にも注意する。 

個人面接を実

施する。志願者

の目的意識、意

欲や長所をみる。 

後期 

 「物語・小説」、「説

明文」、「詩」、「ことば

（漢字やことわざな

ど）」。 

5 年生までの学

習内容と 6 年生で

学習した「対称な

図形」「円の面積」

「文字と式」「分数

のかけ算・わり算」

「角柱と円柱の体積」

「およその面積や体

積」「比と比の値」

「拡大図と縮図」「速

さ」の内容を中心に

出題する。 

 

 

(4) 注意事項 

 ① 生徒理解のため、保護者との面接を行いますが、選抜資料には含めません。面接日時は出願

時に連絡いたします。ただし、出願時に面接を希望する場合は事前に電話で申し込んでください。 

   ※保護者面接については、どちらか 1 名いらっしゃれば大丈夫です。 

  ② 午前 8 時 30 分には筆記試験会場で点呼をとるので、遅れないように集合してください。なお、中

学校棟には午前 8 時 00 分以降でなければ入場できません。また、やむを得ない事情で遅刻する

場合には、電話により本校に連絡してください。 

  ③ 受験当日は、受験票、鉛筆、消しゴム、コンパス、三角定規(但し、下敷き、分度器は使用でき

ない)、上履きを持ってきてください。必要に応じて時計(辞書・計算機能が付いていないもの)を持ち

込むことができます。 

  ④ 辞書・計算機能を有するものや、携帯電話等の通信機器を持ち込むことはできません。 

 

6. 入学者選抜 

筆記試験の成績、児童面接の結果、並びに志願者の在学している小学校の校長が作成した調 

査書を資料として、志願者の意欲・能力・適性等を総合的に判定し、入学者を決定いたします。 

 



7. 入学者選抜結果の通知 

 (1) 前期 2018 年(平成 30 年)11 月 26 日(月)、後期 2019 年(平成 31 年)1 月 28 日

(月)に合格通知書を、志願者宛てに郵送いたします。また、合格者には入学手続書類を同封い

たします。 

 (2) 選抜結果についての電話等による問い合わせには応じません。 

 

8. 入学者の手続き 

 (1) 入学者の保護者は、 

前期 2018 年(平成 30 年)12 月 14 日(金)～15 日(土) 

（制服採寸は 15 日（土）11:30～13:30 のみ） 

後期 2019 年(平成 31 年)2 月 1 日(金)～2 日(土) （制服採寸は新入生保護者会時） 

 

※合格通知書・誓約書・保証人承諾書・納入金振込受取書・住民票の写しを、直接

学園事務窓口に持参してください。なお、受付時間は午前 9 時から午後 4時までとし、最終

日に限り正午までとします。住民票の写しは氏名・住所の確認以外には使用いたしません。 

(2) 入学時の納入金は入学金 80,000 円、教育充実費 30,000 円となります。なお、一度

納入していただいた入学金等は、転勤の場合を除き、返金いたしません。 

 

9.  特待制度 

    前期選抜試験合格者のうち、成績、人物ともに優秀な者(前期出願時に希望した者の中から

条件を満たした場合のみ若干名)を特待生として選抜いたします。特待生は、入学金及び 3 年間

の授業料全額が免除されます。但し、入学後の生活面・学習面で一定の条件を満たさない場合

は、翌年の更新はありません。 

 

10.  デリア・テトロ奨学育英基金 

    学園の教育方針に共感し、教育を受けることを熱望するが経済的に困難と考えられるご家庭

を支援することを目的として設立されました。詳細は学園までお問い合わせください。 

 

11.  授業料等の減免 

   下記に該当するご家庭で授業料等の減免を希望する場合は、事務室担当者までお申し出くだ

さい。 

・学園に在籍する兄弟姉妹の第 3 子以降の者で、理事長が必要と認めた者 

・学費負担者が生活保護法による保護を受けている者 

・学費負担者の状況により、理事長が必要と認めた者 

 

 

 

 

 

 

 

 


