１ 転入学試験の概要
１. 募集学年
新３年生 新４年生

２. 募集人数
各学年 若干名

３. 受験資格
新３年生 ： 2014年４月２日から2015年４月１日の間に生まれた方
新４年生 ： 2013年４月２日から2014年４月１日の間に生まれた方

４. 入試内容
学

年

新３年生

新４年生

募集人数

若干名

Web登録期間

2022年12月26日 （月） ～2023年１月10日 （火）
2023年1月16日 （月） 必着 （※ 「簡易書留速達」 にて郵送）

出願締め切り日

試験日

試験内容

2022年12月29日～2023年１月10日 学校閉鎖日

筆 記 試 験
行動観察試験
保護者作文試験

2023年２月４日 （土）

面接試験

2023年２月５日 （日）

＜筆記試験＞
●国語 （40分）
●算数 （40分）
（試験範囲）
国語 ： ２年生で学習する漢字を含む文章題。
算数 ： ２年生12月末までに学習した内容。
※試験の間に休憩10分

＜筆記試験＞
●国語 （40分）
●算数 （40分）
（試験範囲）
国語 ： ３年生で学習する漢字を含む文章題。
算数 ： ３年生12月末までに学習した内容。
※試験の間に休憩10分

＜行動観察試験＞
●行動活動観察 （50分）
※試験の間に休憩5分

＜行動観察試験＞
●行動活動観察 （50分）
※試験の間に休憩5分

＜保護者作文試験＞
●保護者による簡単な作文 （30分）
（作文課題例）
家庭の子育てや教育観などに関わるもの。

＜保護者作文試験＞
●保護者による簡単な作文 （30分）
（作文課題例）
家庭の子育てや教育観などに関わるもの。

＜面接試験＞
●保護者面接 （15分）
●受験児童面接 （10分）

＜面接試験＞
●保護者面接 （15分）
●受験児童面接 （10分）
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2023年２月４日（土）

■受
付/
■筆 記 試 験/
■行動観察試験/
■保護者作文試験/

2023年２月５日（日）

■受
付/ 面接開始時刻の15分前まで
■面 接 試 験/ 9:30から順次

試験日程

9:00- 9:15
9:30- 11:00
11:15- 12:10
11:40-12:10

試験会場

田中学園立命館慶祥小学校

合格発表

2023年2月10日 （金）

合否通知発送日

2023年2月10日 （金）

５. 合格後の流れ
事前登校日

2023年３月４日 （土）

転入学日

2023年4月6日 （木）

６. 入学試験受験料
25,000円
※Web決済 （クレジットカード払い）
（留意事項） 〇納付方法は、 クレジットカード決済での支払いとなります。
〇事務手続料はご本人負担となります。 決済方法は 「 ２ 受験生新規登録・Web出願」 をご確認ください。
〇納入された入学試験受験料は、 理由の如何に関わらず返金いたしません。

７. 出願の流れ

１

２

３

受験生新規登録

登録したIDと
パスワードでログイン

出願情報の入力

４
入学試験受験料の
決済

５

６

「受験票」 と
「願書」 の印刷

出願書類の郵送

※出願の詳細については、 「 ２ 受験生新規登録 ・ Web出願について」 をご確認ください。
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２ 受験生新規登録 ・ Web出願について
１. 受験生新規登録およびWeb出願について（画面は実際の登録時に変更される場合があります）
１） P2の 「３． 受験資格」 を参照して、 出願条件に適合しているか必ず確認します。
2） 本校ホームページ （https://tanakagakuen.ed.jp） より、 「2023年度 転入学試験Web出
願」 をクリックします。
①表示される以下の画面から、 「受験生新規登録」 の 「登録する」 をクリックします。
②受験者氏名、 メールアドレスなど必要事項を入力し、 併せてIDとパスワードを設定します。
③登録したメールアドレスに 「仮登録完了メール」 が届くので、 メールに記載されているURLにアク
セスし、 本登録を完了させます。

３） 本登録完了後、 「申込画面」 をクリックし、 設定したIDとパスワードでログインします。 該当学年の
試験にチェックを入れた後、 出願情報を入力します。 面接予約まで登録します。
4） 受験生新規登録およびWeb出願上の留意点
〇入力項目は、 漏れのないように入力してください。
〇以下の２点をご入力いただく際は、 改行せずに入力してください。
⑴ 田中学園立命館慶祥小学校を志望する理由 （400文字以内）
⑵ 受験者の長所や得意なこと、 または現在頑張って取り組んでいること （200文字以内）
〇志願者情報入力の 「本校第１希望」 「他校を受験」 の欄は、 該当する欄に ✓ 印をつけてください。
本校が第 1 希望で、 本校のみ

本校が第 1 希望で、 他校も受験

他校が第 1 希望で、 本校を受験

受験する場合

する場合

する場合

✓ 本校第１希望

他校を受験

✓ 本校第１希望 ✓ 他校を受験

本校第１希望 ✓ 他校を受験

※この入力が合否に影響することはございません。
5） 決済方法
〇クレジットカード払いのみです。
クレジットカードは、 VISA ・ Master ・ JCB ・ AMEX ・ Dinersが使用できます。
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２. 出願書類の提出について
出願書類とは、 「入学願書」 と 「通知表のコピー」 です。
「受験票 ・ 検温表」 は、 試験当日にご持参ください。
1） 出願書類の準備
〇決済完了後、登録のメールアドレスに返信メールが届きます。 メール本文中にあるURLをクリックし、
「入学願書」 と 「受験票 ・ 検温表」 をダウンロードの上、 A4用紙に印刷します。
〇「受験票 ・ 検温表」 から 「宛名用紙」 を切り取ります。 受験票には、 本人と保護者作文受験者の
写真を貼付し、 試験当日に持参します。 検温表には、 試験当日までの３日間の体温と体調など
について記入し、 試験当日に持参します。
〇「通知表」 をコピーします。
2） 出願書類
〇入学願書
・ 受験者および面接に出席する保護者の顔写真を貼付します。
・ 顔写真は、 １か月以内撮影、 縦４cm×横３cm、 上半身 ・ 正面向き ・ 脱帽、 カラー写真。
なお、 セルフ証明写真 ・ デジカメプリントは可、 スナップ写真不可です。
・ 写真裏面に氏名を記入し、 保護者写真には受験者氏名も記入します。
〇通知表のコピー
・ 2022年度2学期 （または前期） の表紙を含む全てのページ （氏名 ・ 学校名 ・ 成績 ・ 所見欄 ・
出欠の記録 ・ その他活動記録など） をコピーします。
※2学期の通知表を提出できない場合は、 新３年生は２年１学期、 新４年生は３年１学期の通知表
の上記内容を提出します。
※出欠の記録がない場合は、 2022年度２学期末まで （または前期末まで） の欠席日数が５日
以上 （昨年度学年末通知表の場合は10日以上） の場合、 欠席の主な理由を記載します。
なお、 この 「出欠の記録」 の様式は、 本校ホームページからダウンロードします。
3） 出願書類の提出
〇上記の出願書類 （入学願書と通知表のコピー） を角型２号封筒に入れて、 出願書類の締め切り日
までに 「簡易書留速達」 にて郵送します。
※なお、 「受験票 ・ 検温表」 から切り取った 「宛名用紙」 は、 住所、 受験者氏名 （フリガナ）
を記入の上、 角型２号封筒の表面に貼付します。
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3 合格発表と入学金の納入について
１. 合格発表と入学手続きについて
①全ての受験者は、 2023年2月10日 （金） に本校ホームページ上で、 ご本人の合否をご確認い
ただけます。 （当日10:00頃を予定）
※発表直後は、 サーバーへのアクセス集中によりつながりにくい場合があります。
②正式な合否の結果は、郵送される合否通知書においてお知らせします。 本校での掲示はありません。
③合否に関わるお問い合わせには一切応じかねますので、 ご了承ください。

２. 入学金の納入
入学金を以下の期間に納入してください。合否をご確認いただいたWeb画面に記載のマイページから
お支払いください。 期間内に入学金の納入がない場合は、 入学の意思がないものとみなします。

納入期間

2023年2月11日 （土） ～ 2023年2月17日 （金）

※入学金の納入方法は、 クレジットカードのみとなります。
クレジットカードは、 Visa ・ Master ・ JCB ・ AMEX ・ Dinersが使用できます。
※一度納入された入学金は、 いかなる理由でも返金できません。
※事務手続料は、 ご本人負担となります。

※参考資料
2022年度 転入学生 入学金 ・ 授業料等
入学金
300,000円

学

費

教育充実費

月々 66,000円

月々16,000円

その他、 施設設備費 ・ 冷暖房費 ・ 教材費 ・ 給食費等が必要です。
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