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2022 年度入学試験は、第 1回（Ａ日程とＢ日程）と第 2回に分けて実施いたします。
本募集要項、志願書記入例をご確認いただき、間違いのないよう出願してください。
【出願にあたっての注意事項】
　1.　第 1回のＡ日程とＢ日程の両方を受験（出願）することはできません。
　2.　出願書類は、郵送でご提出ください。
　3.　出願後の日程変更はできません。
　4.　第 1回（Ａ日程またはＢ日程）と第 2回は同時に出願することができます。
　　   ※ 志願書等の試験区分欄には、「Ａ日程」または「Ｂ日程」と、「第 2回」と必ず明記してください。
　　   ※出願書類につきましては、「合格通知用封筒」のみ 2通必要となります。
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Ⅰ．第1回（A日程・B日程）入学試験
志願書等の試験区分欄には、必ず「Ａ日程」または「Ｂ日程」と明記してください。

Ａ日程 Ｂ日程
1.出願資格
　募集人員

第1学年（2015年（平成27年）4月2日から2016年（平成28年）4月1日までに出生した者）
男女60名（附属幼稚園内部推薦者を除く）

2.試験日程

2021年11月3日（水・祝）
入学試験及び保護者面接
（12 : 00頃終了予定）

2021年11月13日（土）
入学試験及び保護者面接
（12 : 00頃終了予定）

※詳細は出願時にお知らせいたします。

3. 出願書類
　受付期間等

◆入学検定料銀行振込み期間
2021年10月1日（金）以降 2021年10月21日（木）以降

※出願書類提出前に必ずお振込みください。

◆出願書類は、郵送でご提出ください。
※本校窓口での受付は行いませんのでご注意ください。

【郵送出願期間】
2021年10月6日（水）～10月22日（金）必着

【郵送出願期間】
2021年10月25日（月）～11月8日（月）必着

※ A日程は10月6日（水）、B日程は10月25日（月）以降に簡易書留郵便または、レターパックプ
ラス（520円）で発送してください。

4. 合格発表

2021年11月3日（水・祝）発送 2021年11月13日（土）発送

合否とも郵送にてお知らせいたします。電話等によるお問い合わせには、一切応じられません。
※ Ａ日程は11月7日（日）、Ｂ日程は11月16日（火）までに合否通知が届かない場合は、本校事務
室にご連絡ください。

5. 入学手続

以下に指定する期日に、納入金のお振込みならびに必要書類の提出をしていただきます。
期間内に手続きが完了しない場合は、入学資格を取り消します。

◆入学手続き時納入金振込み期間
2021年11月9日（火）まで 2021年11月17日（水）まで

「Ⅴ．納入金について－1.入学手続時納入金（5頁）」の全額を、本校指定銀行口座にお振込みく
ださい。

◆入学手続き時必要書類提出期間
2021年11月15日（月）・11月16日（火） 2021年11月19日（金）

受付時間　9 : 00～11 : 30　13 : 30～15 : 30

下記必要書類を本校事務室窓口に提出してください。手続き完了後、入学許可証をお渡しい
たします。
なお、入学許可証発行後、入学資格を満たさないこと等が判明した場合、入学許可を取り消し
ます。

◇必要書類（指定用紙）
　①誓約書
　　※ 保護者とは別生計で、都内またはできるだけ近県に居住する連帯保証人の署名・捺印

が必要となります。
　②入学手続時納入金銀行振込領収書
　③入学者健康診断書
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Ⅱ．第2回　入学試験
志願書等の試験区分欄には、必ず「第 2回」と明記してください。

1.出願資格
　募集人員

第1学年（2015年（平成27年）4月2日から2016年（平成28年）4月1日までに出生した者）
男女若干名

2.試験日程

2021年12月4日（土）
入学試験及び保護者面接
（12 : 00頃終了予定）
※詳細は出願時にお知らせいたします。

3. 出願書類
　受付期間等

◆入学検定料銀行振込み期間　　2021年11月19日（金）以降
　※出願書類提出前に必ずお振込みください。

◆出願書類は、郵送でご提出ください。
　※本校窓口での受付は行いませんのでご注意ください。

【郵送出願期間】　　　　　
　2021年11月22日（月）～11月29日（月）必着
　※ 2021年11月22日（月）以降に簡易書留郵便または、レターパックプラス（520円）で発送し

てください。

4. 合格発表
2021年12月4日（土）発送
合否とも郵送にてお知らせいたします。電話等によるお問い合わせには、一切応じられません。
※12月7日（火）までに合否通知が届かない場合は、本校事務室にご連絡ください。

5. 入学手続

2021年12月8日（水）
　受付時間　9 : 00～11 : 30　13 : 30～15 : 30

「Ⅴ．納入金について－1.入学手続時納入金（5頁）」の全額を本校指定銀行口座にお振込みの
上で、下記必要書類を本校事務室窓口に提出してください。手続き完了後、入学許可証をお渡
しいたします。
指定期日に手続きが完了しない場合は、入学資格を取り消します。
なお、入学許可証発行後、入学資格を満たさないこと等が判明した場合、入学許可を取り消し
ます。

◇必要書類（指定用紙）
　①誓約書
　　※ 保護者とは別生計で、都内またはできるだけ近県に居住する連帯保証人の署名・捺印

が必要となります。
　②入学手続時納入金銀行振込領収書
　③入学者健康診断書
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Ⅲ．出願書類について
【注意事項】
　※ 出願書類一式は、本冊子裏表紙にある住所で本校事務室宛に、「簡易書留」郵便またはレターパックプ

ラス（520 円）でご郵送ください。封筒表に、「出願書類在中」と朱書きしてください。
　※出願期間外のものは受け付けできません。
　※本校では、現金の取り扱いは一切行いません。
　※提出書類に不備のある場合、受け付けできないことがありますのでご注意ください。
　※受け付け後の提出書類についての変更には、一切応じられません。
　※第 1回Ａ日程と第 2回の同時出願の場合は、Ａ日程の出願期間に準じてください。
　※第 1回Ｂ日程と第 2回の同時出願の場合は、Ｂ日程の出願期間に準じてください。

　１．志願書および受験票
　　 　所要事項を楷書にて記入の上、押印してください。
　　　　※志願書の記入につきましては、「Ⅶ．出願書類（指定用紙）綴込－志願書記入例」を参照してください。
　　　　※試験区分欄は、以下のように明記してください。

　　　　※ 記入する氏名、生年月日は、戸籍記載と同一のものとしてください（通称名、呼称は不可）。
　　　　　 コンピュータ処理により事務処理を行っているため、記載された文字が拡張漢字などの場合には、

表記が異なることがあります。予めご承知おきください。
　　　　※志願者氏名ならびに保護者氏名のふりがなは、ひらがなで記入してください。
　　　　※緊急連絡先は必ず記入してください。
　　　　※ 万一、間違えてしまった場合は、赤二重線で消し、訂正印を押してください（修正テープ等の使

用は不可）。 
　　　　※消せる筆記用具（消せるボールペンなど）で記入しないでください。　
　　　証明用写真（最近 3 ヶ月以内撮影、上半身、脱帽）を必ず貼付してください。
　　　　※写真の裏に名前（ふりがな付き）を必ず記入の上で貼付してください。

　２．入学検定料振込証明書
　　　 本冊子巻末の振込用紙を使用し、銀行振込み期間内に本校指定の銀行口座にお振込みいただき、入学

検定料振込証明書を入学検定料振込証明書貼付欄に貼ってご提出ください。

　　　※ 銀行振込み期間は、「Ⅰ．第 1回（Ａ日程・Ｂ日程）入学試験－3.（2頁）、Ⅱ．第2回入学試験－3．（3
頁）の出願書類受付期間等」にてご確認ください。

　　　※入学検定料納入後はいかなる理由によっても返金はいたしかねます。
　　　※入学検定料は今後変更となる場合がありますので、予めご承知おき願います。

入学検定料 同時出願の場合 入学検定料

第 1回（Ａ日程）

23,000 円

第 1回（Ａ日程）と第 2回
33,000 円

第 1回（Ｂ日程） 第 1回（Ｂ日程）と第 2回

第 2回

第 1回（Ａ日程・Ｂ日程） → 「Ａ日程」または「Ｂ日程」

同時出願 → 「Ａ日程」または「Ｂ日程」、と「第 2回」

第 2回　 → 「第 2回」
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　３．合否通知用封筒　角型 2号（240 × 332mm）
　　　 上記サイズの封筒をご用意いただき、返信先（住所・保護者氏名）を楷書にてご記入ください。
　　　速達簡易書留で郵送しますので、郵便切手は 730 円分を貼付してください。
　　　※同時出願（「第 1回（Ａ日程またはＢ日程）」と「第 2回」）の場合は、2通必要となります。

　４．受験票返信用封筒　長形 3号（120 × 235mm）
　　　上記サイズの封筒をご用意いただき、返信先（住所・保護者氏名）を楷書にてご記入ください。
　　　「受験票」を速達簡易書留で郵送しますので、郵便切手は 694 円分を貼付してください。
　　　※  A 日程は 10 月 26 日（火）、B日程は 11 月 10 日（水）、第 2回は 12 月 1 日（水）までに受験票が

届かない場合は、本校事務室に必ずお問い合わせください。

Ⅳ．試験内容について
　◦　けんぱをしたり、平均台を渡ったり、ボールを使って動く、等。
　◦　音楽に合わせて楽しく歌う（昨年度『チューリップ』）。
　◦　ピアノに合わせて動く。
　◦　ある一定のスペースで道具を使ってみんなで仲良く、自由に遊ぶ（グループ活動）。
　◦　絵を見て質問に答えたり、話を聞いて質問に答えたりする。
　◦　いくつかの絵から同じ形を選ぶ。
　◦　セット（組）を作り、余るものを答える。
　◦　公共マナーなどに関する問題に答える。
　◦　保護者面接
　　　※ 父母同道を原則としております。やむをえない事情等につきましては、面接時に書面にてお申し出

ください。
　試験問題についてのお問い合わせには、一切応じられません。

Ⅴ．納入金について
　1. 入学手続時納入金
　　　入学金  210,000 円
　　　施設設備費  120,000 円
　　　維持運営費（4・5・6月分）    22,500 円
　　　授業料（4・5・6月分）  114,750 円 
　　　　　　　　納入金合計  467,250 円
　　　※上記金額は 2021 年度のものです。今後変更となる場合がありますので、予めご承知おき願います。
　　　※ 「入学手続時納入金」納入後に入学を辞退する場合は、本校所定の用紙に辞退事由等をご記入いた

だき、入学辞退手続きを行った方に限り、本校への納入金のうち入学金を除く全額を返還します。
　　　　 手続きの最終期限は 2021 年度末ですが、新年度の授業運営準備等のため、所定の期日までに手続

きを済ませていただけますよう、ご理解をお願いいたします。
　　　　辞退手続きの詳細は、お申し出の後に別途通知いたします。
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　2. 入学後の納入金

　　　※ わかば会（PTA にあたる組織）、モバイルメール（緊急連絡及び登下校メール）システム、災害共
済給付制度、ならびに卒業後の同窓会は、全員加入となっていますので、ご了承ください。モバイ
ルメール利用料は、学級費より徴収いたします。

　　　※  2 年生以上は宿泊行事の実施に伴い、行事費（行事により金額が異なる）が該当納期に加算されます。
　　　※ 課外レッスン希望者は、別途レッスン費（1科目につき月額 11,000 円× 3ヶ月分）が期ごとに加算

されます。
　　　※ 上記一覧表は 2021 年度（１年生対象）のものです。今後変更となる場合がありますので、予めご

承知おき願います。

　3.　くにおん寄付基金
　　　 教育活動の充実、大学・附属校を含めた施設・教育環境の整備維持、地域社会への貢献を含めた演奏

活動の促進などの活動を支えていくため、「くにおん寄付基金」のご協力をお願いしております。
　　　この寄付金は任意のもので入学後にご案内させていただきます。

Ⅵ．個人情報について
　　　志願書に記入していただきました個人情報は、入試業務以外の目的では利用いたしません。
　　　万全の管理のもと、厳正にお取扱いいたします。

　　 授業料 維持運営費 学級費 わかば会費 合計

1期分 （入学手続き時に納入） 53,000円（前期） 3,000円（前期） 56,000円

2 期分 114,750円 22,500円 137,250円

3 期分 114,750円 22,500円 12,000円（後期） 3,000円（後期） 152,250円

4 期分 114,750円 22,500円 137,250円

納入金額合計 482,750円
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