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国立音楽大学附属小学校



1 出願について

− 1 −

第１回 第２回 第３回

試験日 2022年11月2日（水） 2022年11月15日（火） 2022年12月4日（日）

募集定員 男女60名（附属幼稚園内部推薦者を除く）

出願資格 2016年（平成28年）4月2日から2017年（平成29年）4月1日までに出生した者

web出願手続

2022年10月3日（月）9:00～
2022年10月24日（月）15:00

2022年10月3日（月）9:00～
2022年11月8日（火）15:00

2022年10月3日（月）9:00～
2022年11月29日（火）15:00

※第1回・第2回・第3回入試同時出願可

本校webサイト（http://www.onsho.ed.jp/）内の「公開行事・入学試験情報」ページから出願サイトに
アクセスし出願手続を行ってください。

入学検定料

１回につき23,000円　２回受験の場合は33,000円、3回受験の場合は43,000円です。複数回受験の組
み合わせはどの回との組み合わせでも可能です。
出願サイトの案内に沿って納入手続きをしてください。クレジットカード、コンビニエンスストアまた
はペイジー対応金融機関ATMでの納入になります。

出願時提出書類

１　志願票
　※提出日の３ヶ月以内に撮影した写真（上半身、脱帽、45ｍｍ×35ｍｍサイズ）を添付してください。
２　合否通知用封筒
　※ 角型２号（240×332ｍｍ）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700円分を貼付してください。
　※受験される回数分必要となります。

提出方法

web出願後に上記の提出書類を封筒（印刷した宛名票を貼付）に入れて、所定の期間内に簡易書留または
レターパックプラスにてご郵送ください。

2022年10月3日（月）から
2022年10月24日（月）必着

2022年10月3日（月）から
2022年11月8日（火）必着

2022年10月3日（月）から
2022年11月29日（火）必着

留意点

◦出願後の取り消し、各種提出書類の変更はできませんのでご注意ください。
◦一旦納入された入学検定料の返金はいたしません。
◦出願期間外のものは受付できません。
◦提出書類に不備がある場合、受付できないことがあります。

web出願手続
のお問い合わせ

web出願手続きについてのシステム・操作に関するご不明な点は、出願期間中24時間対応のサポートセ
ンターにお問い合わせください。連絡先は出願サイト画面に表示されます。
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2 試験当日について

第１回 第２回 第３回

試験日 2022年11月2日（水） 2022年11月15日（火） 2022年12月4日（日）

時　間 受付　8:00～8:30
試験　9:00～12:00頃

受付　8:00～8:30
試験　9:00～12:00頃

受付　8:00～8:30
試験　9:00～12:00頃

試験内容

◦知能（一対一での口頭試問及び全体でのペーパー問題）
◦ 一斉に指示を聞きながら行う。絵を見て答えたり話を聞いたりして質問に答える。いくつかの絵から

同じ形を選ぶ。
◦いくつかあるものの中からセット（組）を作り、余るもの（同じ種類でないもの等）を答える。
◦運動
◦けんぱをしたり、平均台を渡ったりする。
◦ボールを使って動く（投げ上げキャッチやボールつきなど）
◦行動観察
◦ある一定の場所、道具を使ってルールを守ってみんなで仲良く遊ぶ。
◦ピアノに合わせて動いたりスキップしたりする。
◦音楽に合わせて楽しく歌う（昨年度『チューリップ』）
◦生活
◦公共マナーなどに関する問題に答える。

　※ 主に評価する「知能」「運動」「行動観察」「生活」の４項目を記載しています。内容は昨年度と大きく変
わりません。

保護者面接 ◦試験日当日、午前中終了予定。

持ち物
◦受験票、上履き、新型コロナウイルス感染症に係る健康チェックシート、下足袋
　※ 新型コロナウイルス感染症に係る健康チェックシートは、本校HPからダウンロードしていただき、

試験日の三日前から志願者及びご家族の健康状態等を記入し、試験当日受付にご提出ください。

受験者服装
◦運動しやすい服装でご来校ください。
◦着脱の容易なカーディガン、セーター等の着用をお勧めします。
◦タイツ類は着用しないでください。

第１回 第２回 第３回

合格発表

2022年11月2日（水）
20:00～翌日19:00

2022年11月15日（火）
20:00～翌日19:00

2022年12月4日（日）
20:00～翌日19:00

◦ 本校webサイトより合否照会ページでご確認ください。
　※出願時に設定したパスワードが必要になります。
◦合否とも郵送でもお知らせいたします。（試験日当日発送）

入学手続時
納入金

2022年11月8日（火）15:00まで 2022年11月18日（金）15:00まで 2022年12月8日（木）15:00まで
上記期日までに入学手続納入金467,250円を指定の入金サイト（次ページ「４　入学手続時納入金
及び入学後の納入金について」参照）からお支払いください。

入学手続

入学手続時必要書類提出期間
2022年11月16日（水）
2022年11月17日（木） 2022年11月22日（火） 2022年12月12日（月）

受付時間　9:00～11:30　13:30～15:30
場所　本校事務室窓口

必要書類

全て指定用紙（合格者に郵送でお送りします）
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・捺印が必要にな

ります。
②入学者健康診断書
◦ 上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。
◦電話等による合否の問い合わせには一切お答えできません。

3 入学手続き等について
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4 入学手続時納入金及び入学後の納入金について

6 個人情報について

5 くにおん寄付基金

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

◦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、災害共済給付金制度、ならび
に卒業後の同窓会は、全員加入となります。

◦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。
◦手続きの最終期限は 2022 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。
◦「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。
◦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。
◦くにおんアカデミー ジュニアミュージック・アトリエ小学校教室（放課後の楽器レッスン）受講希望者は、別途レッスン料がか

かります。

　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。
　申込口数　１口1,000円

　本校入学試験にあたってご提供いただいた個人情報については、個人情報保護法に則り、入学試験業務以外には使用いたし
ません。
　万全の管理のもと、厳正にお取扱いいたします。

入学後納入金

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 （前期） 68,000円 （前期） 3,000円 71,000円

2期分 114,750円 22,500円 137,250円

3期分 114,750円 22,500円 （後期） 27,000円 （後期） 3,000円 167,250円

4期分 114,750円 22,500円 137,250円

納入金合計 512,750円



w e b 出願

◦平日・土日・祝日24時間出願手続ができます。
◦各種クレジットカード・コンビニエンスストア等でのお支払い方法が選べます。
※出願に際し、決済の際に手数料がかかりますので、予めご了承ください。

1.web出願サイトへ
アクセス

出願期間に本校ホームページ（http://www.onsho.ed.jp/）より
出願手続ができます。
（出願サイトへのアクセスは、10月1日より可能です。）

※入学試験当日、受験票を必ず持参してください。
※出願時に顔写真のデータを登録しなかった志願者は、
　必ず印刷した志願票および受験票に顔写真（4cm×3cm）を貼付してください。
※インターネット環境がない場合は、事務室（電話：042-572-3531）にご相談ください。

onshoホームページ

受験票は本校から発送いたしません。ご自宅等で印刷し、入学試験当日お持ちください。

2. 出願情報を入力 ID（メールアドレス）を登録後、
志願者情報を入力し、出願する試験を選択します。

3. 入学検定料の支払い
クレジットカード、コンビニエンスストア、
ペイジー（金融機関ATM）がご利用いただけます。
※お支払いには別途手数料が発生します。

4. 志願票・受験票の印刷
入学検定料お支払い完了後、志願票および受験票を
マイページからダウンロードし、A4サイズで印刷してください。
※複数回受験の場合、志願票・受験票の印刷は、受験回ごとに必要です。

5. 出願書類の提出
（簡易書留またはレターパックプラス）

出願書類提出期間内に、志願票および
出願時提出書類（「１ 出願について」を参照）を
簡易書留またはレターパックプラスで本校まで郵送してください。

●  出願手続の流れ  ●
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◦JR中央線「国立」駅下車　徒歩13分
　「国立駅南口」バス停（1）より バス3分、「音高」下車 徒歩5分

◦JR南武線「矢川」駅下車よりバス5分、「音高」下車 徒歩5分

国立音楽大学附属小学校
〒186-0005　東京都国立市西1-15-12
TEL　042-572-3531　FAX 042-576-5730
http://www.onsho.ed.jp/ onshoホームページ


