


 



 



　立教女学院小学校の試験は３日間あります。長
い間11月４日・５日の２日間の試験日で、それ以
前の試験日の学校との併願がしやすい学校でした
が、東京都の他の女子校と同じく、2012年度より
11月１日・２日に入試日が変更されました。日曜
祝日に重なった近年は、２日・３日からとなって
います。

１日目：面接試験

　10月中旬に子どもの入試に先駆けて親子面接が
行われます。面接開始前に簡単なアンケートがあ
り(欠席日数・通学方法・時間・アレルギーの有
無・同居者名・家族写真を貼る他)、その後10分か
ら15分の面接です。面接官は２名で距離が離れて
いるので、大きな声ではっきりとお答えする必要
があります。質問の内容は、受験では基本的な志
望動機やご家庭での様子、運動会などのことです
が、同じ質問をご両親、お子様共にされることが
あります。つまり、ご家庭でお子様のことをきち
んと共有できているかどうかが大切ですし、ご家
庭の在り方やお子様との関わり方の本質がよく見
られるので、付け焼刃な表面的な決まり切ったこ
とでは通用しません。会話形式で内容が深まって
いく感じです。四角四面の答えを出そうとするよ
りも、ご両親のたっぷりの愛情でお子様を育て、
その中できちんと躾され心温かなご家庭であって
欲しいと願います。近年２年に渡り、面接の最中
に子どものみ前の机に出て、面接官の先生と個別
に絵画を見て、その場面に対する質問や実生活に
伴う本人の考えや意見を求められることがありま
した。本年行われた2016年度の試験では、食べ物
や乗り物、場所等のカードを数枚見せられ、それ
に対して質問されています。その子の日常生活や
経験に対する意識や価値観が大きく物を言ってく
るので、日ごろからご家庭で過ごされている時、
子どもが当事者意識を持ち、何を感じたか、どう
してそう思ったのか、ご家族で楽しく話し合っ
て、言語化していくと良いでしょう。面接では、
学校の先生方の温かさや、ご家庭をよく知ろうと
してくださる学校側の丁寧な姿勢がよくわかりま
す。学校のことをよく理解して、是非とも我が娘
を立教女学院小学校に、と強い思いのあるご家庭
に是非志望して頂きたいと考えます。

２日目：ペーパーテスト

　２日目はペーパーテストのみ、30人単位で行わ

れます。ペーパー重視ではない学校が増える中、

依然立教女学院では12～13枚のペーパーが出され

ます。相当なスピードで１行７秒程度と言われて

いますが、速さよりも丁寧さが重視されます。ま

た取り組み方や鉛筆の持ち方なども見られます。

そして記号や解答の美しさが大切です。私共の教

室では、実践問題に入る前の年少、年中さんの時

期に、正しい鉛筆の持ち方・姿勢で運筆を沢山

し、綺麗な記号、真っ直ぐな線をとことん練習し

ます。また、数を数えるときも斜線を引いたり線

で結んだり、解答を汚くしないような解答の仕方

を徹底的に訓練します。本人がその美しい状態が

スタンダードになれば何の苦労もありません。ま

た、解答の着実性も求められます。８問中４問目

で時間切れになってしまい、その４問全部合って

いた子と、８問中８問全部答を書いたけれど、そ

の中で４問合っていた子では、前者のお子さんが

好まれます。これから育てていきやすい、伸びし

ろがあると考えられるでしょう。よく、「時間に

間に合わなかった問題が沢山あった。」と言って

試験から戻ってきた生徒さんでも合格を頂いてい

るのは、その部分がきちんとできていたからだと

思います。内容についても広範囲に渡り高度な問

題が出題されますが、私共の教室ではその傾向に

合わせた準備をしています。お話の記憶、数の総

合大問題、言語、常識、条件迷路、双六・マジッ

クボックスや図形などの推理問題、他多岐に渡っ

て出ます。常識では、女子が割と苦手な理科的な

問題や生き物の問題が出題されていますので、季

節の行事をご家族で大切にされ、その時々の植物

や生き物に触れる機会を親子で持たれ、学ばれる

と良いでしょう。

３日目：個別テスト・集団テスト・運動テスト

　３日目は15人単位で試験が行われます。個別テ

ストでは、エプロン結び、お箸運び、ビーズ、指

示制作、パズル、積み木、紐通し、蓋合わせ、等

生活習慣に根付いた手先を動かす課題が多く出題

されます。いずれもペーパー同様あまり時間を頂

けませんが、お箸運び一つでも、設定時間内でお

豆などの対象物を運べた数ではなく、お箸が正し

い持ち方であるか、丁寧に物を扱っているか、言

ＭＥ幼児教室　室長　山中 栄子

に合格する立教女学院小学校・附属天使園
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われたルールを守っているかどうかを見られま

す。その子の物の扱い方や問題への取り組み方、

立ち居姿で、ご家庭での躾が透かして見えてくる

ので、日頃から正しく丁寧な物の扱いをご家庭で

心掛けてください。またパズルや立体構成では、

立教女学院特有の台形パズルや、台形の積み木が

出題されます。私共の教室では、過去に個別テス

トで出題された内容を網羅し繰り返し練習すると

共に、ご家庭で毎日して欲しい課題をお伝えして

練習に励んでもらいます。エプロン結びも、ただ

後ろ蝶々結びを練習するのではなく、お手伝いの

時はいつもエプロンを付けるなど生活の中に取り

入れてもらっています。集団テストでは、フルー

ツバスケットのようなゲーム性のある集団遊び

や、リズム体操、身体表現などが出ます。いずれ

も指示をきちんと正しく聞き、表現しなければな

りません。その中で個別テスト同様、笑顔で楽し

んでいる様子も見受けられると良いでしょう。運

動もサーキット運動など指示の通り動くことは元

より、ボール、機敏性を伴う動きや、持久力を求

められます。また、特徴として、個人での縄跳び

や集団の大縄跳びも出題されることが多いです。

縄跳びがいかに飛べるかではなく、ここでも縄跳

びに取り組む諦めない一生懸命な姿勢が大切で

す。できるできないに関わらず何事にも直向きに

挑戦し努力する子どもになるよう、教室では絵画

巧緻性・行動観察・体操の日に、これらの内容を

見ています。小学校受験を合格することだけを目

的にするのではなく、この親子で過ごせる素晴ら

しい時間に、子どもの全てを受け止め、是非かけ

がえのない一生の宝にして欲しいと願います。

天使園

　「幼稚園受験は、70％がご両親で決まると言わ

れています。では、30％のお子さまの決め手は何

か？それは、①日常生活の自立、②けじめ・指示

行動が行えるか、③バランスの取れた運動能力、

④協調性、これらの４つが大きな柱なのです。

　天使園は、のびのびと個性を大切に考えた教育

方針を掲げています。考査は毎年、親子の行動観

察・自由遊びと面接、年度によって無いこともあ

りますが、ご両親様にアンケートを用意している

ことがあります。行動観察では10組程のご家族

が、製作・おままごと・積み木等で穏やかに、楽

しくお子さまらしい時間を過ごすことが大切で

す。また天使園はキリスト教保育を行っており、

相手を思いやる心や品のある行動も必要です。考

査の中で言葉遣いや物の取り扱い方の丁寧さ、周

りの方々への気遣いなども判定対象となってきま

す。ご縁をいただくために、何が必要であるかを

ご両親を含めて、お子さま一人ひとりに対してト

ータルなサポートが必要になってまいります。

少人数制の授業の中で、一人一人のお子様が持っている個性や長所・短所を把握し
成長の具合を見ながら、本人が理解し、できるようになるまでとことん指導いたします

お問い合わせは 渋谷区神宮前2-19-12JUNE HOUSE 3F

ＭＥ幼児教室

6447-2366

少人数制の授業の中で、一人一人のお子様が持っている個性や長所・短所を把握し
成長の具合を見ながら、本人が理解し、できるようになるまでとことん指導いたします

幼稚園・小学校受験の

少人数制 １クラス８名まで　個別指導・受験体操・幼稚園受験クラス併設

ＭＥ(エムイー)幼児教室 検索

▶私共はご家族の方との会話を大切にしております
ご父母に寄り添って受験を全面サポート

▶海外在住の方も、ＭＥ幼児教室にご相談ください
帰国子女にも対応 海外在住の方含む

▶受験の成功は勿論、その先の良い習慣のために指導
その子の将来を見据えた教育を展開

原宿駅・明治神宮前駅から徒歩10分

▶家庭とお子様の状態に合わせたオーダーメード指導
本人が理解し、できるようになるまで

慶應幼稚舎、早稲田実業、光塩女子、成城学園、桐蔭学園
成蹊、洗足学園、桐朋学園、日本女子大豊明、東京都市大
玉川学園、学芸大附属世田谷、お茶の水女子、筑波大附属
(幼稚園)　若葉会、井荻聖母、上野毛、新渡戸文化　他

立教女学院小学校、附属天使園
実績のカリキュラムで目標校 100％合格

ＭＥ幼児教室 は確かな経験と、合格実績

03-
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【東京都　千代田区/中央区】小学受験統一模試　提携加盟幼児教室一覧①

チェックうさぎ会幼児教室 〒102-0071　東京都千代田区富士見2-2-3 米久ビル3階
JR線他　飯田橋駅　徒歩5分

指 導 内 容
http://www.usagi-kai.net

受個絵音
クラス定員 教室問い合わせ

TEL 03-3511-8766お問合わせ

教室問い合わせ月謝教室問い合わせ入会金
0歳～年長対象幼稚園受験・小学校受験コース

ＵＲＬ

「うさぎ会幼児教室」は、雙葉・白百合学園・暁星を目指す方のためのプライベートスクールです。 教室からの
メッセージ

チェックADL幼児教室 〒102-0082　東京都千代田区一番町2-3
半蔵門線　半蔵門駅　徒歩2分

指 導 内 容
http://www.adl-school.com

受英個他
クラス定員 1～6名

TEL 03-3263-2941お問合わせ

31,500円～月謝31,500円～105,000円入会金
0歳～小学6年生対象幼小受験・内部進学・小学生補習コース

ＵＲＬ

ＡＤＬは、母子クラス(０歳児)から始める受験対策を実施、合格するバランスの良い子に育てるため、常
にご両親の良きパートナーとしてサポートして参ります。

教室からの
メッセージ

チェックスクール・ミニック 〒102-0085　東京都千代田区六番町4-11 朝日六番町マンション503
JR線他　市ヶ谷駅　徒歩5分

指 導 内 容
http://www.s-minic.com

受個絵音
クラス定員 1～5名

TEL 03-5226-6878お問合わせ

30,000円～月謝5,000円入会金
1歳～小学生対象幼小受験・小学生補修 他コース

ＵＲＬ

少人数で、個々に合った指導をしております。無料体験は随時行っております。いつでもお問い合わせ下
さい。

教室からの
メッセージ

チェックアウレア・メソッド 〒104-0061 東京都中央区銀座7-13-6 サガミビル2階

TEL 0120-83-5422お問合わせ

クラス定員 教室問い合わせ 教室問い合わせ月謝教室問い合わせ入会金
指 導 内 容 家他 2歳～年長児対象小学校受験コース

http://08au.jp/at/ＵＲＬ

チェックあおば会幼児教室 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-3-7 第2MIビル1～3階
半蔵門線・銀座線　三越前駅　徒歩7分

指 導 内 容
http://www.gungun-aobakai.com

受個絵
クラス定員 教室問い合わせ

TEL 03-5640-5977お問合わせ

教室問い合わせ月謝教室問い合わせ入会金
1歳半～年長対象幼稚園受験・小学校受験コース

ＵＲＬ

子ども達一人ひとりのふさわしい時期にふさわしい刺激をより良い状態で与えています。個性を重視し、個々が持っ
ている能力を最大限に生かし、自然体で本番に臨めるよう、それぞれのお子様に合った指導を心掛けています。

教室からの
メッセージ

チェックascendリトルバード幼児教室 〒102-0072　千代田区飯田橋3-3-11 ばんらいビル2階
JR線他　飯田橋駅　徒歩3分

指 導 内 容
http://www.shougakkou-juken.com

受個絵家体
クラス定員 5～20名

TEL 03-3237-7025お問合わせ

16,800円～52,000円月謝20,000円～40,000円入会金
1歳～年長対象幼稚園受験・小学校受験コース

ＵＲＬ

お母様とともにお子様を伸ばします。受験・そして将来に通じる総合的な力をつけていくための一人ひと
りのための細やかなカリキュラムです。

教室からの
メッセージ

チェッククラウンベビーズコート 〒104-0061 東京都中央区銀座7-14-3 松慶ビル5階

クラス定員 教室問い合わせ
0歳～年長(要紹介)対象

157,500円入会金
指 導 内 容 受家 幼小受験・家庭教師コース

108,150円～158,550円月謝

Ｕ Ｒ Ｌ http://www.crown-b.com
TEL 03-3541-8909お問合わせ
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