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学校名（試験名） 募集人数 願書受付 考査 面接 合格発表 入学手続き
【東京】

共学 青山学院初等部
第1学年88名(男44名、女44名)
　内部進学者除く

ネット出願 ：9/6(月)～10/3(日)
郵送出願：10/1(金)～10/3(日)
インターネット出願後に郵送出願

11/1(月)～11/6(土) 11/9(火)

共学 学習院初等科 第1学年約80名(男女各約40)
郵送：10/1(金)
<郵送>消印有効

11/1(月)～11/5(金)
 期間内のうち1日

11/1(月)～11/5(金)
期間内のうち1日 (保護者)

11/7(日)
 男子 10:00～11:00
女子 11:00～12:00
　(初等科）
web発表併用を予定しています。

11/9(火)

女子 川村小学校（自己推薦個別審査） 約25名
インターネット出願：9/10(金)～10/28(木)
出願情報入力期間および受験料決済可能期間
書類提出：10/1（金）～10/28（木）消印有効、簡易書留

11/1(月) 8:50集合
考査前： 受験票の連絡欄に記載されている確
認サイトに自己推薦個別審査における親子面
接の日時、場所等を掲載 (親子)

Web：11/1(月)
 12：00～17：00

11/1(月)
 入学金決済サイト
12：00～17：00

女子
川村小学校（一般・前期
（考査日：11月1日（月）））

一般前期 11/1（月）・2（火）
合わせて約40名

インターネット出願：9/10(金)～10/28(木)
出願情報入力期間および受験料決済可能期間
書類提出：10/1（金）～10/28（木）消印有効、簡易書留

11/1(月) 12:50集合 考査当日：11/1(月) (保護者)
Web：11/1(月)
17：00～

11/1(月)～11/5(金)
入学金決済サイト
WEB合格発表後～11/5（金）17：00

女子
川村小学校（一般・前期
（考査日：11月2日（火）））

一般前期 11/1（月）・2（火）
合わせて約40名

インターネット出願：9/10(金)～10/28(木)
出願情報入力期間および受験料決済可能期間
書類提出：10/1（金）～10/28（木）消印有効、簡易書留

11/2(火) 8:50集合 考査当日：11/2(火) (保護者)
Web：11/2(火)
15：00～

11/2(火)～11/5(金)
入学金決済サイト
WEB合格発表後～11/5（金）17：00

女子 川村小学校（一般・後期） 約15名
インターネット出願：9/10(金)～11/4(木)
出願情報入力期間および受験料決済可能期間
書類提出：11/5（金）当日持参

11/5(金) 8:50集合 考査当日：11/5(金) (保護者)
Web：11/5(金)
15：00～

11/5(金)～11/6(土)
入学金決済サイト
WEB合格発表後～11/6（土）17：00

男子 暁星小学校（1次試験）
120名（暁星幼稚園からの受験者約
40名含む）

オンライン出願：10/1(金)～10/2(土)
情報登録期間　9/1（水）8:00～10/2（土）20:00

11/2(火) 知能テスト 11/3(水)

男子
暁星小学校（2次試験）
※1次試験合格者のみ

11/4(木) 生活テスト・面接 11/4(木) 11/5(金) 11/5(金)～11/7(日)

共学
国立音楽大学附属小学校
（第1回A日程）

第1学年　男女60名
（A日程、B日程あわせて）
※内部推薦者を除く

郵送：10/6(水)～10/22(金)
10/6（水）以降消印有効。10/22（金）必着。

11/3(水) 考査当日：11/3(水)
郵送：11/3(水)
11/3発送

 11/9（火）まで（納入金振込期間）
11/15（月）、16（火）（書類提出）

共学
国立音楽大学附属小学校
（第1回B日程）

郵送：10/25(月)～11/8(月)
10/25（月）以降消印有効。11/8（月）必着。

11/13(土) 考査当日：11/13(土)
郵送：11/13(土)
11/13発送

 11/17（水）まで（納入金振込期間）
11/19（金）（書類提出）

共学
国立音楽大学附属小学校
（第2回）

第1学年男女若干名
郵送：11/22(月)～11/29(月)
11/22（月）以降消印有効。11/29（月）必着。

12/4(土) 考査当日：12/4(土)
郵送：12/4(土)
12/4発送

 12/8（水）まで（納入金振込期間）
12/8（水）（書類提出）

共学 国立学園小学校（I日程）
第1学年 男女100名
（内部進学者を含む）

web出願：10/1(金)～10/8(金)
■出願情報登録
9/1(水)～10/8(金）

11/1(月)～11/2(火)
※11/1（月）午前・午後、11/2
（火）午前・午後の希望するい
ずれか１つの時間帯

考査前：10/12(火)～10/21(木) (保護者同伴)

校内手渡し：11/3(水)
 【I日程】は、11/2の午後9：30～ 国立学
園ホームページにて、考査番号とパスワー
ドによる合否結果の確認が可能

11/4(木)

共学 国立学園小学校（II日程） 第1学年 男女　5名
web出願：10/1(金)～11/10(水)
■出願情報登録
9月1日(水)～11/10（水）

11/13(土) 午前 考査当日：11/13(土) (保護者のみ) 校内手渡し：11/13(土) 14:00～ 11/15(月)

共学 国立学園小学校（III日程） 第1学年 男女　若干名
web出願：10/1(金)～11/24(水)
■出願情報登録
9月1日(水)～11/24（水）

11/27(土) 午前 考査当日：11/27(土) (保護者のみ) 校内手渡し：11/27(土) 14:00～ 11/29(月)

共学 国本小学校（1次） 第1学年50名(男女計)

10/6(水)～11/5(金)
※日曜祝日、10/25（月）を除く9:00～16:00（土曜日は
9:00～14:00)
受付最終日は11：30まで

11/6(土) 事務室窓口前にて手渡し：11/7(日)

11/7(日)～11/8(月)
合格発表当日または、11/8（月）午後３時まで
に、入学金・施設費を事務室窓口に払い込んで
ください。

共学 国本小学校（2次） 若干名

10/6(水)～11/17(水)
※日曜祝日、10/25（月）を除く9:00～16:00（土曜日は
9:00～14:00)
受付最終日は11：30まで

11/18(木) 事務室窓口前にて手渡し：11/19(金)

11/19(金)～11/20(土)
合格発表当日または、11/20（土）午後２時ま
でに、入学金・施設費を事務室窓口に払い込ん
でください。

共学 慶應義塾幼稚舎
第1学年　男子96名　女子48名
計144名

郵送：10/1(金)～10/2(土)この期間の消印があるものを受
け付け。（消印がこの期間外のものは不可。）

11/1(月)～11/10(水)
期間内のうち1日

共学 啓明学園初等学校（第1回） 第1回　約50名（男女）

郵送：10/1(金)～10/14(木)
窓口：10/20(水)～10/21(木)
<郵送>簡易書留による郵送（消印有効)
<窓口>学園事務室窓口 9:00～16:00

11/1(月)
考査前：10/25(月)～10/28(木)
※26（火）除く
(保護者・受験者　別)

郵送：11/2(火) 11/8（月）～11/9（火）



学校名（試験名） 募集人数 願書受付 考査 面接 合格発表 入学手続き

共学 啓明学園初等学校（第2回） 第2回　男女若干名
窓口：11/5(金)～11/11(木)
学園事務室窓口　9:00～16:00
※7（日）を除く

11/13(土)
考査前：11/12(金) 午後
 (保護者・受験者　別)

郵送：11/13(土) 11/17（水）～11/18（木）

女子 光塩女子学院初等科 第1学年80名 (女子のみ)
Web出願：10/1(金)～10/4(月)
web出願後に出願書類提出：10/1(金)～10/6(水)
※出願書類提出は郵送（必着）

11/4(木) 11/5(金) (保護者同伴) Web：11/6(土) 11/6(土) Web決済

共学 晃華学園小学校（第1回） 第1学年 約30名(男女計)
インターネット：10/1(金)～10/18(月)
10/1（金）９:００～10/18（月）２３:５９ 　Web 出願

11/1(月) 男女 考査前： (親子)
インターネット：11/2(火)  13:00～23:59
(インターネットで確認）

11/3(水) 13:00～14:00（於：学園事務室）
※入学金納入は
   11/2（火）13：00～
   11/3（水）12：00  （インターネット）

共学 晃華学園小学校（第2回） 第1学年 約10名(男女計)
インターネット：10/1(金)～10/25(月)
10/1（金）９:００～10/25（月）２３:５９ 　Web 出願

11/4(木) 男女 考査当日：11/4(木) (親子別)
インターネット：11/5(金)  13:00～23:59
(インターネットで確認）

11/6(土) 13:00～14:00（於：学園事務室）
 ※入学金納入は
     11/5（金）13：00～
     11/6（土）12：00 （インターネット）

共学 晃華学園小学校（第3回） 男子のみ約5名(男子のみ)
インターネット：11/5(金)～11/10(水)
11/5（金）９:００～11/10（水）２３:５９ 　Web 出願

11/13(土) 男子のみ 考査当日：11/13(土) (親子別)
インターネット：11/13(土)  16:00～
23:59 (インターネットで確認）

11/15(月) 13:00～14:00（於：学園事務室）
 ※入学金納入は
     11/13（土）16：00～
     11/14（日）23：59  （インターネット）

共学 サレジオ小学校（一次試験） 第1学年20名(男女計)
窓口：10/12(火)～10/13(水)
郵送：10/12(火)～10/21(木)
<窓口>9:00～16:00

11/6(土) 考査当日：11/6(土) (保護者同伴) 11/8(月) 11/9(火)

共学 サレジオ小学校（二次試験） 男女若干名
窓口：11/18(木)
郵送：11/9(火)～11/18(木)
<窓口>9:00～16:00

11/20(土) 考査当日：11/20(土) (保護者同伴) 11/22(月) 11/24(水)

共学 品川翔英小学校（第1回） 第1学年40名(男女計) インターネット：10/1(金)～10/14(木)

11/1(月)～11/2(火)
11/1（月）・11/2（火）の午前
または午後、いずれか1回のみ
出願可。

考査前： 10/16（土）・17（日）、10/23
（土）・24日（日） (本人と保護者)

合否サイトの個別ページにて発表：
11/3(水) 18:00～

～11/5(金)
※手続時納入金の納入期間：合格発表後から
11/5（金)まで

共学 品川翔英小学校（第2回） 若干名 インターネット：11/3(水)～12/4(土) 12/5(日) 考査当日：12/5(日) (本人と保護者)
合否サイトの個別ページにて発表：
12/5(日) 18:00～

～12/9(木)
※手続時納入金の納入期間：合格発表後から
12/9（木)まで

共学 自由学園初等部（第1回） 男女36名
郵送：10/1(金)～10/15(金)
必着

11/1(月)
考査前：10/23(土)～10/26(火)  (保護者面接)
※（日）除く
※保護者同伴面接は当日

郵送：11/2(火)
11/2(火)に速達郵便にて通知を発送

～11/5(金)

共学 自由学園初等部（第2回） 若干名
郵送：10/1(金)～11/2(火)
必着

11/6(土)
考査当日：11/6(土)
(保護者面接・保護同伴面接)

郵送：11/6(土)
 11/6(土)に速達郵便にて通知を発送

～11/9(火)

共学 淑徳小学校（単願）
第１学年105名(男女)　内部進学者を
含む（単願・一般 計）

郵送：10/4(月)～10/5(火)
簡易書留による郵送のみ受付（必着）

11/1(月) 考査前に実施： (親子)
Web：11/1(月) ※郵送でも発表。
11/1(月)速達にて郵送。

11/8(月)

共学 淑徳小学校（一般）

郵送：10/6(水)～10/27(水)
窓口：10/28(木)～11/2(火)
<郵送>郵送の場合は簡易書留による郵送（必着）
<窓口>窓口受付時間　9:00～16:00
※11/30（土）・31（日）は受付不可
※11/1（月）は単願試験日のため受付不可

11/4(木) 考査当日：11/4(木) (親子)
Web：11/4(木) ※郵送でも発表。
11/4(木)速達にて郵送。

11/8(月)

共学 淑徳小学校（一般二次） 若干名 11/13(土)

共学 聖徳学園小学校
第1学年30名(男女計)
内部進学者除く

窓口：10/1(金)～10/6(水)
日曜日を除く

11/2(火)～11/4(木)
うち１日を選択

考査前： 10/16(土)・20(水)・23(土)
(受験者・保護者)

事務室にて書面で通知：11/5(金) 11/5(金)～11/6(土)

共学
昭和女子大学附属昭和小学校
（特別入試）

第1学年105名
(男女計 内部進学者含む
特別入試・一般A・B計)

郵送：10/1(金)～10/5(火)
※郵送のみ。期間内の消印有効。

11/1(月)  あり Web：11/1(月) 個人特定のWEBで発表
 合格発表当日に入学金をWEBによるカード決済
またはインターネットバンキングで納入、
11/4(木)に窓口での手続き

共学
昭和女子大学附属昭和小学校
（一般入試A）

郵送：10/1(金)～10/5(火)
※郵送のみ。期間内の消印有効。

11/2(火)  あり Web：11/2(火) 個人特定のWEBで発表
 合格発表当日に入学金をWEBによるカード決済
またはインターネットバンキングで納入、
11/4(木)に窓口での手続き

共学
昭和女子大学附属昭和小学校
（一般入試B）

郵送：10/1(金)～10/5(火)
※郵送のみ。期間内の消印有効。

11/3(水)  あり Web：11/3(水) 個人特定のWEBで発表
 合格発表当日に入学金をWEBによるカード決済
またはインターネットバンキングで納入、
11/4(木)に窓口での手続き



学校名（試験名） 募集人数 願書受付 考査 面接 合格発表 入学手続き

女子 白百合学園小学校 第1学年約60名(女子のみ)

インターネット出願：10/1(金)～10/2(土)
入学願書の送付：10/1(金)～10/3(日)
※インターネット出願と入学願書の送付の両方を行うこと
で「出願」となります。

11/1(月)
考査前：10/21(木)～10/23(土)
 期間中の1日。 (保護者同伴)

Web：11/2(火) 11/4(木)

共学 菅生学園初等学校（第一回）
１学年男女３０名
（特別入試は若干名）

郵送：10/1(金)～10/20(水)
窓口：10/1(金)～10/23(土)
<郵送>必着
<窓口>平日9:00～16:00　土曜日9:00～12:00　日曜・祭
日・休校日は除く
※10月5日（火）・16日（土）　休校日

11/1(月) 考査前：10/11(月)～10/27(水) (親子) 郵送：11/2(火) 11/5(金) 10:00～15:00

共学 菅生学園初等学校（第二回）

郵送：10/1(金)～11/4(木)
窓口：10/1(金)～11/6(土)
<郵送>必着
<窓口>平日9:00～16:00　土曜日9:00～12:00　日曜・祭
日・休校日は除く
 ※10月5日（火）・16日（土）　休校日

11/13(土) 考査前：11/4(木)～11/10(水) (親子) 郵送：11/15(月) 11/18(木) 10:00～15:00

共学
菅生学園初等学校
（特別入試　第一回）

郵送：11/15(月)～11/18(木)
窓口：11/15(月)～11/20(土)
<郵送>必着
<窓口>平日9:00～16:00　土曜日9:00～12:00　日曜・祭
日・休校日は除く

11/23(火) 考査当日（試験終了後）：11/23(火) (親子) 郵送：11/24(水) 11/29(月) 10:00～15:00

共学
菅生学園初等学校
（特別入試　第二回 ）

郵送：12/6(月)～12/9(木)
窓口：12/6(月)～12/11(土)
<郵送>必着
<窓口>平日9:00～16:00　土曜日9:00～12:00　日曜・祭
日・休校日は除く

12/12(日) 考査当日（試験終了後）：12/12(日) (親子) 郵送：12/13(月) 12/16(木) 10:00～15:00

共学 聖学院小学校
第1学年　男女計 72名
（系列幼稚園からの進学者を含む)

10/1(金)～10/7(木) 11/5(金) 考査前：10/16(土) 掲示及びWEB：11/5(金) 11/5(金)～11/6(土)

共学 成蹊小学校
男女計112名
（男子56名・女子56名）

web：9/28(火)～10/1(金)
出願登録後「家庭調査書」提出
10月7日（木）、8日（金）、9日（土）の消印がある「簡
易書留速達便」のみ有効

11/1(月)～11/4(木)
※11月1日：
午前 男子　午後 女子
11/2(火)～11/4(木)の
いずれか1日

11/2(火)～11/4(木) (保護者面接) 11/5(金) 11/9(火) 9:00～16:00（12:00～13:00を除く）

共学 成城学園初等学校
第一学年68名
（男子約34名　女子約34名）

Web：9/11(土)～10/5(火)
郵送：～10/5(火)
※Web 出願完了後、書類を郵送にて提出し、出願完了とな
ります。
Web出願期間　9/11（土）正午～ 10/5 （火）16:00
書類郵送締切･･･10/5（火）【消印有効】

11/7(日)～11/8(月) 両日 11/7(日) (保護者同伴)
Web：11/10(水)
合格者には合格書類等を郵送

11/11(木)～11/15(月)

女子 聖心女子学院初等科 女児　96名

インターネット出願：9/1(水)～10/3(日)
出願に必要な情報の入力：9/1（水）～10/3（日）
受験料決済可能期間：9/1（水）～10/3（日）
受験票出力可能期間：10/1（金）～11/1（月）
書類提出期間：10/1（金）～10/3（日）消印有効

11/1(月) 考査前： 10/16（土）または10/23（土） インターネット：11/3(水)
11/3(水)
入学金納入：11/3（水）
書類提出：11/4（木）

共学 聖ドミニコ学園小学校（入試A） 第1学年30名(男女計)
Web：10/1(金)～10/6(水)
出願サイト 入力開始　9/6（月）10:00より

11/1(月)
考査前：10/8(金)～10/22(金) いずれか1日
※Web予約 (親子面接)

Web発表：11/2(火) 11/2(火) Web決済

共学 聖ドミニコ学園小学校（入試B） 第1学年30名(男女計)
Web：10/1(金)～10/6(水)
出願サイト 入力開始　9/6（月）10:00より

11/3(水)～11/4(木)
いずれか1日を選択

考査前：10/8(金)～10/22(金) いずれか1日
※Web予約 (親子面接)

Web発表：11/5(金) 11/5(金) Web決済

共学 聖ドミニコ学園小学校（入試C） 第1学年若干名(男女計)
Web：10/1(金)～11/17(水)
出願サイト 入力開始　9/6（月）10:00より

11/20(土)
考査前：11/6(土)～11/18(木) いずれか1日
※Web予約 (親子面接)

Web発表：11/21(日) 11/21(日) Web決済

共学
星美学園小学校
（一次募集（A日程））

男女120名（A日程・B日程 計）
※内部幼稚園からの進学者を含む

郵送：10/1(金)～10/10(日)
期間内の消印のみ有効

11/1(月) 考査前：10/6(水)～10/16(土) (親子)
郵送：11/2(火)
判定後（11/1 夕刻）に速達郵便にて発送

11/4(木)～11/5(金)
入学金振込：11/4（木）・5（金）
制服採寸申し込み：11/5（金）・6（土）
書類提出：11/8（月） ※消印有効

共学
星美学園小学校
（一次募集（B日程））

男女120名（A日程・B日程 計）
※内部幼稚園からの進学者を含む

郵送：10/1(金)～10/10(日)
期間内の消印のみ有効

11/3(水) 考査前：10/6(水)～10/16(土) (親子)
郵送：11/4(木)
判定後（11/3 夕刻）に速達郵便にて発送

11/4(木)～11/5(金)
入学金振込：11/4（木）・5（金）
制服採寸申し込み：11/5（金）・6（土）
書類提出：11/8（月） ※消印有効



学校名（試験名） 募集人数 願書受付 考査 面接 合格発表 入学手続き

共学
星美学園小学校
（二次募集）

若干名

窓口：11/3(水)～11/8(月)
窓口受付のみ
平日：9:00～15:00、土曜日：9:00～14:00、
11月8日：9:00～12:00

11/9(火) 考査当日：11/9(火) (親子) 手渡し：11/10(水)
11/10(水) 入学金支払　：11/10（水）
制服採寸申し込み：11/11（木）・12（金）
書類提出：11/15（月） ※消印有効

共学
星美学園小学校
（三次募集）

若干名

窓口：11/22(月)～12/6(月)
窓口受付のみ
平日：9:00～15:00、12月4日（土）：9:00～14:00、
12月6日（月）：9:00～12:00

12/7(火) 考査当日：12/7(火) (親子) 手渡し：12/8(水)
12/8(水) 入学金支払　：12/8（水）
制服採寸申し込み：12/9（木）・10（金）
書類提出：12/13（月） ※消印有効

共学 清明学園初等学校（第1回）
第1学年 80名
(男女計/第1回・第2回計)
※内部進学者を含む

インターネット出願：10/2(土)～11/4(木)
10/2（土）10:00～11/4（木）12:00

11/6(土)～11/7(日)
いずれか1日
（午前の部9:00～）
（午後の部13:00～）

考査当日：11/6(土)～11/7(日) いずれか1日 インターネットによる結果発表：11/8(月)

11/8(月)～11/11(木)
11/8（月）13:00～11/11（木）12:00
学園ホームページより入学金決済サイトに進
み、手続き期間内に入学納付金を納入

共学 清明学園初等学校（第2回）
インターネット出願：11/19(金)～12/2(木)
11/19（金）10:00～12/2（木）12:00

12/4(土) 考査当日：12/4(土) インターネットによる結果発表：12/4(土)
12/4（土）14:00～12/7（火）12:00
学園ホームページより入学金決済サイトに進
み、手続き期間内に入学納付金を納入

共学 玉川学園 小学部（第1回）
JPクラス・EPクラス 合計90名（内
部進学者を除く）

郵送：10/1(金)～10/18(月)
窓口：10/21(木)
<郵送>消印有効
 ※検定料納入　9/30（木）～10/18（月）
<窓口>検定料（現金のみ）・出願書類 10:00～14:00

11/1(月)～11/3(水)
いずれか1日を選択

考査当日：11/1(月)～11/3(水) (保護者同伴) Web：11/4(木) 17:00～24:00
11/5(金)～11/9(火) 郵送受付(消印有効)
入学手続書類交付：11/5(金) 10:00～12:00

共学 玉川学園 小学部（第2回） JPクラスのみ　若干名

郵送：11/8(月)～11/16(火)
窓口：11/18(木)
<郵送>消印有効
　　　※検定料納入 11/5（金）～11/16（火）
<窓口>検定料（現金のみ）・出願書類 10:00～14:00

11/27(土) 考査当日：11/27(土) (保護者同伴) Web：11/29(月) 17:00～24:00
11/30(火)～12/2(木) 郵送受付(消印有効)
入学手続書類交付：11/30(火) 10:00～12:00

共学 帝京大学小学校（第Ⅰ期）
男女計80名程度
（I期～２次募集 合計
　内部進学者含む）

インターネット出願：10/1(金)～10/7(木)
※9 月中に事前登録可能

11/1(月)
考査前： 10 月中（指定された日時）
 (保護者同伴)

合否発表サイトにて：11/2(火) 11/4(木)～11/5(金) 9時～15時

共学 帝京大学小学校（第 II 期） インターネット出願：10/8(金)～11/11(木) 11/13(土) 考査当日：11/13(土) (保護者同伴) 合否発表サイトにて：11/14(日) 11/15(月)～11/16(火) 9時～15時
共学 帝京大学小学校（第 III 期） インターネット出願：11/12(金)～11/18(木) 11/20(土) 考査当日：11/20(土) (保護者同伴) 合否発表サイトにて：11/21(日) 11/22(月)～11/24(水) 9時～15時
共学 帝京大学小学校（2次募集） インターネット出願：11/24(水)～12/2(木) 12/4(土) 考査当日：12/4(土) (保護者同伴) 合否発表サイトにて：12/5(日) 12/6(月)～12/7(火) 9時～15時

女子 田園調布雙葉小学校 第1学年 約65名(女子のみ)
郵送：10/1(金)
当日消印のみ有効

11/1(月)

考査前：10/19(火)～10/23(土)
期間内のうち1日
※その他予備日として24日（日）
 (保護者と受験者)

11/3(水) 11/4(木)

共学 東京三育小学校（AO入試）
第1学年25名　男女計
ＡＯ・第一期・第二期　計

10/7(木)～10/29(金) 11/3(水) 郵送：11/4(木) 11/9(火)

共学 東京三育小学校（第一期） 10/7(木)～11/11(木) 11/14(日) 郵送：11/15(月) 11/18(木)
共学 東京三育小学校（第二期） 11/15(月)～12/2(木) 12/5(日) 郵送：12/6(月) 12/9(木)

女子 東京女学館小学校（AO型）
第1学年 女子 約45名
(うち約3名「国際枠」）

インターネット出願期間：9/6(月)～9/30(木)
書類提出受付：9/6(月)～10/1(金)
インターネット出願と書類提出を併用
書類は簡易書留で郵送

11/1(月) 10月中（保護者） 11/1(月) ～11/2(火)

女子 東京女学館小学校（一般） 第1学年 女子 約35名 インターネット出願期間：9/6(月)～9/30(木)
11/2(火)～11/3(水)
 いずれか1日

10月中（保護者） 11/3(水)～ ～11/4(木)

共学 東京創価小学校 第1学年　約100名（男女計) Web：9/6(月)～10/4(月)
11/1(月)～11/5(金)のうち学校
が指定

考査当日：11/1(月)～11/5(金)
上記の日程のうち1日（考査日と同じ）
 (親子)

郵送・Web：11/10(水)

共学 東京都市大学付属小学校
男女計80名
（内部進学者約10名含む）

Web：10/1(金)～10/4(月)
※Web出願初日の入力の混雑緩和のため9/1(水)9:00より
出願サイトにおける個人情報、希望する考査日程等の入力
が可能。ただし、事前に入力された方は10/1(金)6:00以降
に再度ログインして受験料の支払いを済ませること。

11/2(火)～11/4(木) 3日間のう
ち、希望するいずれか1日

考査当日：11/2(火)～11/4(木)
いずれか1日 (保護者面接)

インターネット・校内掲示：11/5(金)
 <インターネット> 8:00～11:00
<校内掲示> 9:00～10:00
※校内掲示が正式発表
合格者は校内掲示時間内に来校し、受験票
の提示と引き換えに入学手続書類を受け取
る。

11/5(金)～11/6(土)



学校名（試験名） 募集人数 願書受付 考査 面接 合格発表 入学手続き

共学 東京農業大学稲花小学校
第一学年72名
（男子36人・女子36人）

インターネット出願：10/1(金)～10/4(月)

11/1(月)～11/4(木)
うちいずれか１日。
受験日の希望を申請可。
（志願数によっては希望どおり
にならない場合あり）

考査前：10/11(月)～10/29(金) オンラインに
て実施
(志願者本人及び保護者（1名または2名）)

Webシステムにて発表：11/6(土)
～11/9(火)
入学金を納入、書類提出（消印有効）

共学 東星学園小学校（第1回） 第1学年48名(男女計) インターネット：10/1(金)～10/29(金)
11/1(月)～11/2(火)
いずれか1日を選択

 (本人と保護者)
ホームページ：11/2(火) 合格者には入学手
続書類を結果発表当日に郵送

11/8(月)～11/9(火) 9:00～16:00

共学 東星学園小学校（第2回） 男女若干名 インターネット：10/1(金)～11/19(金) 11/20(土)  (本人と保護者)
ホームページ：11/20(土) 合格者には入学
手続書類を結果発表当日に郵送

11/25(木)～11/26(金) 9:00～16:00

共学 東星学園小学校（第3回） 男女若干名 インターネット：11/22(月)～12/3(金) 12/4(土)  (本人と保護者)
ホームページ：12/4(土) 合格者には入学手
続書類を結果発表当日に郵送

12/9(木)～12/10(金) 9:00～16:00

共学 東星学園小学校（第4回） 男女若干名 インターネット：12/10(金)～2022/1/15(土) 2022/1/16(日)  (本人と保護者)
ホームページ：2022/1/16(日) 合格者には
入学手続書類を結果発表当日に郵送

2022/1/20(木)～2022/1/21(金) 9:00～16:00

共学 桐朋小学校
第1学年72名
（男女計　内部進学者26名含む）

インターネット：10/1(金)～10/3(日)
10月1日(金) 0：00～10月3日（日）23：59

11/4(木)～11/6(土)
うち指定された１日

 面接なし
～11/9(火)
11/9（火）までに簡易書留にて郵送通知

11/11(木)

共学 桐朋学園小学校 第1学年72名(男女計）
Web：10/1(金)～10/3(日)
10/1　0:00～　10/3　23:59

11/5(金)～11/8(月) のうち指定
された１日

Web：11/10(水)

11/11(木)
合格の場合はサイトより入学手続き時納入金払
い込み
11/11（木）9:00～15:00
中高事務室にて入学承認書及び書類受取り
手続後、11/26（金）正午までに来校し、入学
辞退を申し出た場合は建設資金返還

女子 東洋英和女学院小学部
第一学年　８０名
（東洋英和幼稚園からの進学者３０
名を含む）

インターネット出願：9/6(月)～10/1(金)
郵送出願　：10/1(金)～10/2(土)
※今年度よりインターネット出願と郵送出願の両方を行う
ことで「出願」となります。
[インターネット出願]　9/6(月）9:00～10/1（金）16:00
[郵送出願]　両日消印のみ有効

11/2(火) 別日： 11/4(木)

共学 トキワ松学園小学校 第1学年約40名　(男女計) インターネット：10/1(金)～10/28(木)
11/1(月)～11/2(火) 　いずれか
の午前または午後を選択

考査前： 面接は10/16（土）・23（土）のい
ずれか1日で、16日は午前、23日は午前又は午
後からいずれかを選択 (保護者)

インターネット：
11/2(火) 19:00 HPにて通知

11/2(火)～11/3(水)

共学 新渡戸文化小学校（第1回）
第1学年 約60名
(男女計)
内部推薦者・帰国子女枠を含む

10/1(金)～10/28(木)
Web(インターネット)出願後
提出書類を簡易書留で郵送または学園窓口へ持参
（日曜祝日10/23を除く9：00－16：00）

11/3(水) 考査前： (親子) Web：11/3(水)～11/4(木) ～11/6(土) 16:00 まで

共学 新渡戸文化小学校（第2回）

10/1(金)～11/9(火)
Web(インターネット)出願後
提出書類を簡易書留で郵送または学園窓口へ持参
（日曜祝日10/23を除く9：00－16：00）

11/13(土) 考査前： (親子) Web：11/13(土)～11/14(日) ～11/16(火) 16:00 まで

共学 新渡戸文化小学校（第3回）

10/1(金)～12/7(火)
Web(インターネット)出願後
提出書類を簡易書留で郵送または学園窓口へ持参
（日曜祝日10/23を除く9：00－16：00）

12/11(土) 考査前： (親子) Web：12/11(土)～12/12(日) ～12/14(火) 16:00 まで

女子 日本女子大学附属豊明小学校
第1学年 約54名(女子のみ)
※内部進学者除く

Webを利用した出願：9/1(水)～10/3(日)
書類提出期間（当日消印有効）：10/1(金)～10/4(月)

11/1(月)
 10/16（土）・10/23（土）のうち1日
 (本人および保護者)

Web：11/3(水) 13:00～15:30
入学料等の納入： 11/３（水・祝）
入学手続き ：11/4（木）

女子 雙葉小学校 第1学年 40名(女子のみ)
出願登録：9 / 8 (水）～10 / 2 (土）
郵送：10/1(金)～10/2(土)　消印有効

11/1(月)
お子様のみの試験

11/2(火)～11/3(水)
いずれか1日 (本人・保護者)

11/4(木)
11/4(木）入学金納付
11/5(金) 合格通知書と入学手続書類をお渡し

共学 文教大学付属小学校（第1回）
第1学年50名
（男女　内部進学者を含む）

郵送：10/11(月)～10/28(木)
窓口：11/1(月)～11/5(金)
<郵送>必着
<窓口>
9:00～15:00（12:00～13:00除く）
11/5(金) 9:00～12:00
※祝日は受付なし

11/6(土)
考査前：10/18(月)～11/5(金) (親子)
土・日・祝を除く
保護者1名でも可

速達で郵送：11/7(日) 11/9(火)～11/10(水)

共学 文教大学付属小学校（第2回） 若干名（男女）
窓口：11/11(木)～11/18(木)
9:00～15:00（12:00～13:00除く）土・日 除く

11/20(土)
考査前：11/12(金)～11/19(金) (親子)
土・日を除く
保護者1名でも可

速達で郵送：11/20(土) 11/24(水)～11/25(木)



学校名（試験名） 募集人数 願書受付 考査 面接 合格発表 入学手続き

共学 宝仙学園小学校（推薦）
第1学年70名(男女計)
推薦・一般計
幼稚園からの内部進学者を含む

Web出願：10/4(月)～10/6(水)
<出願書類郵送受理期間>
10/4（月）～10/7（木）の消印のみ有効

11/1(月) 考査当日：11/1(月) (受験生・保護者別)
郵送：11/2(火)
 11月2日（火）発送

11/5(金)
※入学金納入期限　11月5日（金）まで
書類提出期限　　11月8日（月）必着

共学 宝仙学園小学校（一般）
Web出願：10/18(月)～11/6(土)
<出願書類郵送受理期間>
10/18（月）～11/7（日）の消印のみ有効

11/13(土)～11/14(日)
2日間実施
11/13(土)　素質検査、
11/14(日)　個別面接と行動観
察

考査当日：11/13(土)～11/14(日)
 11/14(日)は受験生面接
※保護者面接は13日もしくは14日いずれか (受
験生・保護者別)

郵送：11/15(月)
 11月15日（月）発送

11/18(木)
※入学金納入期限　11月18日（木）まで
書類提出期限　　11月22日（月）必着

共学
明星学園小学校
（A入試（第一志望） ）

A入試・B入試合わせて
第1学年 72名(男女計)

Web出願：10/1(金)～10/26(火) 11/1(月) 親子面接は中止
郵送：11/2(火)
※この日に郵送

11/4(木)

共学
明星学園小学校
（B入試（一般入試） ）

Web出願：10/1(金)～11/4(木) 11/7(日) 親子面接は中止
郵送：11/8(月)
※この日に郵送

11/11(木)

共学 むさしの学園小学校（一次考査） 男女 48名 10/1(金)～10/28(木) 11/1(月) 午前・午後選択制 考査当日：11/1(月) (保護者のみ) 11/1(月)　速達発送
11/2(火)～11/4(木) ※11/3除く（手続きによ
り、11月11日まで入学金納入延長可）

共学 むさしの学園小学校（二次考査） 10/1(金)～11/10(水) 11/12(金) 午前 考査当日：11/12(金) (保護者のみ) 11/12(金)　速達発送 11/15(月)～11/16(火)
共学 むさしの学園小学校（三次考査） 11/15(月)～12/9(木) 12/11(土) 午前 考査当日：12/11(土) (保護者のみ) 12/11(土)　速達発送 12/13(月)～12/14(火)

共学 武蔵野東小学校（第1回）
第1回・第2回合わせて
第1学年66名(男女計)
内部進学者含む

Web出願：9/21(火)～10/20(水)
11/3(水)～11/4(木)
 いずれか1日を選択

考査当日：11/3(水)～11/4(木) (親子面接) Web発表：11/4(木)～11/7(日)
11/4(木)～11/7(日)
Web発表後より11/7（日）までに、入学金と施
設設備費を納入

共学 武蔵野東小学校（第2回） Web出願：11/2(火)～11/16(火) 11/20(土) 考査当日：11/20(土) (親子面接) Web発表：11/20(土)～11/22(月)
11/20(土)～11/22(月)
 Web発表後より11/22（月）までに、入学金と
施設設備費を納入

共学 明星小学校（自己推薦） 40名
Web：10/1(金)～10/7(木)
ホームページよりWeb出願サイトにアクセスして出願

11/1(月) 考査当日：11/1(月) (親子)
合格発表サイトにて：
11/1(月)～11/2(火)

11/1(月)～11/2(火)

共学 明星小学校（一般） 60名
Web：10/1(金)～10/7(木)
ホームページよりWeb出願サイトにアクセスして出願

11/2(火)～11/4(木)
いずれか1日

考査当日：11/2(火)～11/4(木)
いずれか1日 (親子)

合格発表サイトにて：
11/4(木)～11/5(金)

11/4(木)～11/5(金)

共学 目黒星美学園小学校（A日程） A・B日程合わせて120名（男女計） 郵送：10/1(金)～10/5(火) 11/1(月)
 10/16(土)、10/23(土)のいずれか
 (保護者，志願者)

11/2(火) 11/2(火)

共学 目黒星美学園小学校（B日程） 持参：11/8(月)～11/10(水) 11/21(日)
 11/15(月)から19(金)のいずれか
 (保護者，志願者)

11/22(月) 11/22(月)

男子 立教小学校 第1学年120名(男子のみ) web:10/1(金）～ 10/3(日） 11/1(月)～11/2(火) 両日 学校の指定した日（保護者） web:11/4（木）～11/5（金）

女子 立教女学院小学校 第1学年72名(女子のみ)
郵送：10/1(金)～10/4(月)
の消印のあるもの

11/3(水)
郵送：11/5(金)
※11/5（金）着

11/8(月) 14:00～15:00

共学 和光小学校（第1回）
７２名(男女計)
内部進学者を含む

窓口：10/12(火)～10/20(水)
平日9:00～15:00　土日 9:00～12:00
小学校事務室窓口にて

11/4(木) 考査当日：11/4(木) (保護者) 郵送：11/4(木) 11/9(火)

共学 和光小学校（第2回）
窓口：11/11(木)～11/12(金)
平日9:00～15:00　小学校事務室窓口にて

11/17(水) 考査当日：11/17(水) (保護者) 郵送：11/17(水) 11/22(月)

共学 和光鶴川小学校（第1回）
72名程度(男女)
内部進学者を含む

窓口：10/15(金)～10/20(水)
9:00～15:00　土日は9:00～14:00

11/4(木) 子どもの面接対話試験
（筆記試験なし）

考査当日：11/4(木) (児童・保護者) 即日郵送：11/4(木) 11/8(月)

共学 和光鶴川小学校（第2回）
窓口：11/9(火)～11/10(水)
9:00～15:00

11/14(日) 子どもの面接対話試
験（筆記試験なし）

考査当日：11/14(日) (児童・保護者) 即日郵送：11/14(日) 11/17(水)

共学 和光鶴川小学校（第3回）
窓口：11/29(月)～11/30(火)
9:00～15:00　土日は9:00～14:00

12/4(土) 子どもの面接対話試験
（筆記試験なし）

考査当日：12/4(土) (児童・保護者) 即日郵送：12/4(土) 12/7(火)

共学
早稲田実業学校初等部
一次試験(考査)・二次試験(面接)

第1学年108名
（男子72名・女子36名）

Web出願期間：9/1(水)～9/29(水)
郵送期間：10/1(金)～10/2(土)　消印有効

11/1(月)～11/5(金) うち1日
一次合格発表　11/7(日) 8:00～
専用ウェブサイト

11/8(月)～11/10(水) うち1日。
※一次試験(考査)合格者のみ二次試験(面接)を
受験 (本人・保護者)

専用ウェブサイト：11/12(金) 8:00～ 11/15(月)



学校名（試験名） 募集人数 願書受付 考査 面接 合格発表 入学手続き
【神奈川】

共学 青山学院横浜英和小学校
第1学年66名
（男女計　内部進学者を含む）

web：9/2(木)～9/7(火) 10/19(火)
考査前：9/25(土)～9/29(水)
 ※9/26（日）・27（月）除く (親子面接)

web：10/20(水)

 Web手続きまたは窓口手続き
窓口（法人事務室）
１０/２１日（木）　１０：００～１５：００
１０/２２日（金）　１０：００～１５：００

共学 LCA国際小学校（第1回） 第1学年 約60名　内進生を含む

窓口：6/25(金)～7/1(木)
郵送：6/25(金)～7/1(木)
<窓口>10:00～17:00  場所：小学校事務室
<郵送>願書受付最終日必着

7/18(日)
考査前：7/5(月)～7/15(木) ※土日を除く　期
間内の希望日に30分程度。  (保護者)

郵送： 試験後3日以内 ～7/30(金)

共学 LCA国際小学校（第2回）

窓口：11/8(月)～11/12(金)
郵送：11/8(月)～11/12(金)
<窓口>10:00～17:00  場所：小学校事務室
<郵送>願書受付最終日必着

11/21(日)
考査前：11/16(火)～11/18(木)
期間内の希望日に30分程度。  (保護者)

郵送： 試験後3日以内 ～11/30(火)

共学 LCA国際小学校（第3回）

窓口：2022/1/11(火)～2022/1/14(金)
郵送：2022/1/11(火)～2022/1/14(金)
<窓口>10:00～17:00 　場所：小学校事務室
<郵送>願書受付最終日必着

2022/1/23(日)
考査前：2022/1/18(火)～2022/1/20(木)
 期間内の希望日に30分程度。  (保護者)

郵送： 試験後3日以内 ～2022/1/31(月)

共学 大西学園小学校（1次） 第1学年 20名 窓口：10/1（金）～10/16（土） 10/20（水） 考査当日：10/20（水）(保護者) 10/21（木） 10/21(木)～10/22(金)
共学 大西学園小学校（2次） 若干名 窓口：10/14（木）～10/29（金） 10/30（土） 考査当日：10/30（土） (保護者) 11/１（月） 11/1（月）～11/2（火）
共学 大西学園小学校（3次） 若干名 窓口：11/4（木）～11/19（金） 11/20（土） 考査当日：11/20（土）(保護者) 11/22（月) 11/22（月）～11/24（水）

共学 鎌倉女子大学初等部（第Ⅰ期） 男女計80名　※内部進学者を含む

郵送：9/1(水)～9/16(木)
窓口：9/1(水)～9/21(火)
<郵送>必着
<窓口> 9:00～15:00 事務局窓口にて
          （土・日・祝日除く）

10/19(火) 考査前： 9月25日（土）/　9月29日（水）
郵送： 試験日翌日付の簡易書留（速達）に
て郵送

共学 鎌倉女子大学初等部（第Ⅱ期） 男女計10名

郵送：10/4(月)～10/25(月)
窓口：10/4(月)～10/26(火)
<郵送>必着
<窓口> 9:00～15:00 事務局窓口にて（土・日除く）

10/29(金) 考査当日：10/29(金)
郵送： 試験日翌日付の簡易書留（速達）に
て郵送

共学 鎌倉女子大学初等部（第Ⅲ期） 男女若干名

郵送：11/8(月)～11/24(水)
窓口：11/8(月)～11/26(金)
<郵送>必着
<窓口>9:00～15:00 事務局窓口にて
（土・日・祝日及び15日・16日除く）

11/30(火) 考査当日：11/30(火)
郵送： 試験日翌日付の簡易書留（速達）に
て郵送

共学 カリタス小学校
第1学年　108名
(男女計・内部進学者を含む)

インターネット出願：9/1(水)～9/22(水) 10/22(金)
考査前：10/8(金)～10/9(土)
いずれか1日 (本人と保護者)

合否照会サイトにて発表：10/23(土)

10/23(土)～10/25(月)
 入学金納入期間：10/23（土)～10/25(月)
※合格書類受け渡し　10/25(月）発送
　入学手続き及び制服採寸　10/29(金)

共学 関東学院小学校（A試験）
第1学年 72名
(男女計/A・B試験計）
内部進学者含む

郵送：8/30(月)～9/1(水)
簡易書留にて受け付け（期間内必着）
A試験受付期間中にB試験も受け付けています。

10/19(火)
考査前：9/10(金)～10/8(金)
 期間内の1日 (児童・保護者)

郵送：10/20(水) 10/21(木)

共学 関東学院小学校（B試験）
郵送：11/4(木)～11/5(金)
簡易書留にて受け付け（期間内必着）
A試験受付期間中にB試験も受け付けています。

11/20(土)
考査前：11/11(木)～11/15(月)
期間内の1日 (児童・保護者)

郵送：11/23(火) 11/24(水)

共学 関東学院六浦小学校（A日程） 30名（男女）
インターネット：8/23(月)～9/20(月)
各日程の重複出願が可能です。
（入学検定料はそれぞれかかります。）

10/19(火)
考査前：9/29(水)～10/2(土)
※10/1（金）除く。いずれか1日。 (親子)

HP・郵送：10/19(火)
ホームページ上にて発表（当日）
合格証書・手続き書類を発送（当日・速
達）

～10/21(木)

共学 関東学院六浦小学校（B日程） 30名（男女）
インターネット：8/23(月)～9/20(月)
各日程の重複出願が可能です。
（入学検定料はそれぞれかかります。）

10/20(水)
考査前：9/29(水)～10/2(土)
 ※10/1（金）除く。いずれか1日。 (親子)

HP・郵送：10/20(水)
 ホームページ上にて発表（当日）
合格証書・手続き書類を発送（当日・速
達）

～10/22(金)

共学 関東学院六浦小学校（C日程） 8名（男女)
インターネット：8/23(月)～11/5(金)
各日程の重複出願が可能です。
（入学検定料はそれぞれかかります。）

11/6(土)
考査当日：11/6(土)
出願順に実施 (親子)

HP・郵送：11/6(土)
ホームページ上にて発表（当日）
合格証書・手続き書類を発送（当日・速
達）

～11/9(火)



学校名（試験名） 募集人数 願書受付 考査 面接 合格発表 入学手続き

共学 慶應義塾横浜初等部（1次試験）
第1学年　男子66名　女子42名
計108名

インターネット出願専用サイトでの登録：
9/1(水)～10/1(金)
出願書類の郵送：9/30(木)～10/1(金)
［出願書類の郵送］
この期間外の消印があるものは受け付けない。
国外から郵送の場合はこの期間に必着。

11/11(木) 11/16(火)

共学
慶應義塾横浜初等部（2次試験）
（1次試験合格者対象）

11/21(日)～11/24(水)
 期間中1日のみ

11/29(月)
12/2(木)
入学手続書類の配布は11/30(火)

共学 相模女子大学小学部（第1回）
第1学年60名
(男女計・内部進学者を含む)

web：9/24(金)～10/11(月)
10/19(火)
※試験時間は試験一週間前に
Web上で発表

試験日以前に別日で実施： (親子) Web：10/19(火) 10/21(木)

共学 相模女子大学小学部（第2回） 第1学年10名(男女計) web：9/24(金)～10/20(水)
10/20(水) 　　午後
※時間は試験前日にWeb上で発
表

試験日以前に別日で実施： (親子) Web：10/20(水) 10/21(木)

共学 相模女子大学小学部（第3回） 第1学年若干名(男女計) web：11/3(水)～11/18(木)
11/19(金) 　　午後
※時間は試験前日にWeb上で発
表

試験日以前に別日で実施： (親子) Web：11/19(金) 11/22(月)

共学 シュタイナー学園 初等部 新1年生 26名

郵送：9/13(月)～9/30(木)
期間内必着
※ 簡易書留等の手続きをした上で、郵送にてご提出くださ
い。

10/24(日)～10/27(水) 期間中いずれか1日
保護者面談
児童面接
必要に応じて11/6(土)に第2回保護者面談を実
施。

郵送：11/12(金)
～11/25(木)
11/25（木）までに入学金・施設拡充費を納入

共学 湘南学園小学校（A入試）
第1学年 男女 100名程度（内部進学
者を含む） A入試：60名

インターネット出願：9/6(月)～9/9(木) 10/19(火) 考査前： (親子) Web発表予定：10/19(火) 10/20(水)～10/23(土)

共学 湘南学園小学校（B入試）
第1学年 男女 100名程度（内部進学
者を含む） B入試：10名

インターネット出願：9/6(月)～9/9(木) 10/20(水) 考査前： (親子) Web発表予定：10/20(水) 10/21(木)～10/23(土)

共学 湘南学園小学校（C入試）
第1学年 男女 100名程度（内部進学
者を含む） C入試：若干名

インターネット出願：10/21(木)～10/29(金) 10/30(土) 考査前： (親子) Web発表予定：10/30(土) 11/1(月)～11/2(火)

女子 湘南白百合学園小学校（A日程） 約50名 web：8/30(月)～9/3(金) 10/19(火)
9/18(土)
面接時間は出願時に受験番号でご確認くださ
い (保護者同伴)

Web発表：10/19(火)～10/20(水)
10/21(木)
（入学金納入日は10/19(火) ～10/20（水））

女子 湘南白百合学園小学校（B日程） 約10名 web：8/30(月)～9/3(金) 10/20(水)
9/25(土)
面接時間は出願時に受験番号でご確認くださ
い (保護者同伴)

Web発表：10/20(水)～10/21(木)
10/22(金)
（入学金納入日は10/20(水) ～10/21（木））

共学 精華小学校 第1学年 80名(男女計)

web出願：8/30(月)～9/3(金)
※予定
入学志願票・記入済のアンケートは郵便局より簡易書留に
て郵送。9/6（月）消印有効。

10/19(火)
考査前：9/21(火)～ (保護者同伴)
受験児童・保護者（なるべく両親）同伴。
面接は9/21（火）以降、指定の日時に行う。

web：10/19(火)～10/20(水) 10/20(水)

共学 聖セシリア小学校（A日程）
第1学年15名(男女計)
内部進学者を除く

窓口：9/21(火)～10/8(金)
郵送：9/21(火)～10/5(火)
<窓口>平日 9:00～16:00(土日除く)
<郵送>消印有効。

10/19(火)
 10/15（金）・10/19（火）
※日程は選択できます

郵送（速達）：10/20(水) 10/22(金)

共学 聖セシリア小学校（B日程）
第1学年10名(男女計)
内部進学者を除く

窓口：9/21(火)～10/8(金)
郵送：9/21(火)～10/5(火)
<窓口>平日 9:00～16:00(土日除く)
<郵送>消印有効。

10/20(水)
 10/15（金）・10/20（水）
※日程は選択できます

郵送（速達）：10/21(木) 10/25(月)

共学 聖セシリア小学校（C日程）
第1学年若干名
内部進学者を除く

窓口：2022/1/13(木)～2022/1/24(月)
郵送：2022/1/13(木)～2022/1/20(木)
<窓口>平日 9:00～16:00(土日除く)
<郵送>消印有効。

2022/1/29(土) 考査当日：2022/1/29(土) 郵送（速達）：2022/1/29(土) 2022/1/31(月)



学校名（試験名） 募集人数 願書受付 考査 面接 合格発表 入学手続き

共学 清泉小学校（A日程） 第1学年 男女90名 HPよりWEB出願：9/1(水)～9/23(木) 10/19(火)

考査前： 9月19日（土）、20日（日）、25日
（土）、26日（日）
10月2日（土）、3日（日）のいずれか1日を選
択

10/19(火) ～10/21(木) 締切

共学 清泉小学校（B日程） 第1学年 男女10名 HPよりWEB出願：9/1(水)～9/23(木) 10/20(水)

考査前： 9月19日（土）、20日（日）、25日
（土）、26日（日）
10月2日（土）、3日（日）のいずれか1日を選
択

10/20(水) ～10/22(金) 締切

共学 清泉小学校（C日程） 第1学年 男女10名 HPよりWEB出願：9/1(水)～10/22(金) 10/25(月) 考査前：10/23(土) 10/25(月) ～10/27(水) 締切
共学 清泉小学校（D日程） 第1学年 男女４名 HPよりWEB出願：10/26(火)～11/26(金) 11/27(土) 考査前：11/24(水)～11/26(金)いずれか1日 11/27(土) ～11/30(火) 締切

共学 聖マリア小学校 第1学年36名(男女計)
窓口：9/6(月)～9/11(土)
月～金 8:30～16:00　土　8:30～12:00

10/20(水) 考査前： 9/11（土）以降 (本人及び保護者)
郵送：10/20(水)
 試験日に速達郵便にて発送

10/26(火)

共学 聖ヨゼフ学園小学校（A日程） 第1学年　70名(男女計) web：9/1(水)～9/25(土)
10/19(火) 午前または午後
（出願の際選択可）

考査前：
 10/9（土）または10/16（土）に実施
平日希望の場合はweb出願フォームにて指定

ホームページにて発表： ～10/21(木)

共学 聖ヨゼフ学園小学校（B日程） 第1学年　若干名 web：11/1(月)～11/18(木) 11/20(土) 午前 考査当日：11/20(土) ホームページにて発表： ～11/22(月)
共学 聖ヨゼフ学園小学校（C日程） 第1学年　若干名 web：2022/1/11(火)～2022/1/20(木) 2022/1/22(土) 午前 考査当日：2022/1/22(土) ホームページにて発表： ～2022/1/24(月)

共学 洗足学園小学校
第1学年約50名(男女計)
内部進学者を除く

インタ―ネット出願及び一部郵送：
9/2(木)～9/8(水)
※9月2日（木）9:00～　9月8日（水）15:00

10/19(火)～10/20(水)
10/19（火）男子
10/20（水）女子

 学校指定日から出願時に選択
10/22(金)～10/26(火)
10/22（金）9:00　～26日（火）15:00まで
（HPにて）

10/25(月)～10/26(火) 9:00～15:00

共学 捜真小学校（A日程）
男女合わせて60名(2学級)
A日程 50名

インターネット：8/7(土)～9/15(水)
志願票・調査書：9月21日まで〈郵送〉

10/19(火) 考査前：9/27(月)～10/1(金) (親子面接) インターネット：10/20(水) 10/20(水)～10/22(金) 入学金納入

共学 捜真小学校（B日程（1））
男女合わせて60名(2学級)
 B日程 10名

インターネット：8/7(土)～9/15(水)
志願票・調査書：9月21日まで〈郵送〉

10/23(土) 考査前：9/27(月)～10/1(金) (親子面接) インターネット：10/23(土) 10/23(土)～10/25(月) 入学金納入

共学 捜真小学校（B日程（2））
男女合わせて60名(2学級)
 B日程 10名

インターネット：10/2(土)～10/22(金)
志願票・調査書：10月22日まで〈郵送〉
※10月20日(水)以降に出願の場合は志願票・調査書を学院
事務窓口へ

10/23(土) 考査当日：10/23(土) (親子面接) インターネット：10/23(土) 10/23(土)～10/25(月) 入学金納入

共学 捜真小学校（C日程）
男女合わせて60名(2学級)
C日程 若干名

インターネット：10/25(月)～11/9(火)
志願票・調査書:11月19日まで〈郵送〉
※11月17日(水)以降に出願の場合は志願票・調査書を学院
事務窓口へ

11/20(土) 考査当日：11/20(土) (親子面接) インターネット：11/20(土) 11/20(土)～11/22(月) 入学金納入

共学 桐蔭学園小学校（アドベンチャー入試）
約10名
※桐蔭学園幼稚園からの内部進学者
は含みません

Web 出願のみ ：9/13(月)～10/8(金)
9/13(月)10:00 ～ 10/8(金)15:00

10/19(火)
児童面接：なし
保護者面接：あり（考査当日）

10/19(火)～10/20(水)
10/19（火）17:00～10/20（水）16:00

入学金：2021年10月21日（木）13:00まで
授業料等：2022年2月25日（金）13:00まで

共学 桐蔭学園小学校（一般入試）
男子約30名　女子約30名
※桐蔭学園幼稚園からの内部進学者
は含みません

Web 出願のみ ：9/13(月)～9/28(火)
9/13(月)10:00 ～ 9/28(火)15:00

10/20(水)～10/21(木)
男子： 10/20（水）
女子：10/21（木）

 児童面接：あり（考査当日）
保護者面接：あり（考査別日）

10/23(土)～10/24(日)
10/23（土）10:00～10/24（日）18:00

 入学金：2021年10月29日（金）
銀行振込13:00まで
授業料等：2022年2月25日（金）
銀行振込13:00まで

共学 桐光学園小学校（第1回）
第1学年72名(男子36名　女子36名)
内部進学者含む

インターネット：9/6(月)～9/30(木)
インターネット出願
詳細は7月中旬より小学校HPに掲載

10/19(火)
Web：10/19(火)～10/20(水)
 小学校ホームページ
（10/19（火）18:00～翌日18:00）

10/19(火)～10/20(水)
 ※期日にサイトより入学金納入。
　合格書類は郵送。

共学 桐光学園小学校（第2回） 若干名
インターネット：11/29(月)～12/12(日)
インターネット出願
詳細は7月中旬より小学校HPに掲載

12/18(土) ※欠員があった場合
のみ実施。実施の有無は11月下
旬までに小学校HPに掲載。

考査当日：12/18(土) (保護者)
Web：12/18(土)～12/19(日)
小学校ホームページ
(12/18（土）18:00～翌日18:00)

12/18(土)～12/20(月)
 ※期日にサイトより入学金納入。
12/20～12/22合格書類受け渡し。

共学 日本大学藤沢小学校（第1回） 第1学年 60名(男女計) インターネット：9/1(水)～9/18(土) 10/19(火)
考査前：10/5(火)～10/10(日)
期間内で指定した日時 (親子)

インターネット：10/20(水)
10/21(木)
入学金納入期限  10/21（木）
書類提出期間  10/20（水）～10/21（木）

共学 日本大学藤沢小学校（第2回） 第1学年 12名(男女計) インターネット：9/1(水)～9/18(土) 10/20(水)
考査前：10/5(火)～10/10(日)
期間内で指定した日時 (親子)

インターネット：10/21(木)
10/22(金)
入学金納入期限  10/22（金）
書類提出期間  10/21（木）～10/22（金）

共学 平和学園小学校（第1回）
第1学年 27名
(男女計・内部進学者含む)

9/23(木)～10/1(金)
平和学園事務室(本館1F)にて。
土・日・祝除く平日9:00～16:00。
※9月23日(木)に限り8:30～12:30受付

10/19(火)
考査前： 出願から考査までの間に親子面接実
施。日程は出願時にお知らせ。 (親子)

郵送： ～10/22(金) 15:00まで

共学 平和学園小学校（第2回） 第1学年 若干名(男女)
10/20(水)～11/6(土)
平和学園事務室(本館1F)にて。
土・日・祝除く平日9:00～16:00。

11/18(木)
考査前： 出願から考査までの間に親子面接実
施。日程は出願時にお知らせ。 (親子)

郵送： ～11/24(水) 15:00まで



学校名（試験名） 募集人数 願書受付 考査 面接 合格発表 入学手続き

共学 森村学園初等部 男女計85名(予定) 郵送：9/9(木)～9/14(火)必着
10/23(土)～10/24(日)
10/23（土）女子
10/24（日）男子

保護者面接は10/2(土)、3(日)、9(土)、
本人の面接は考査の中で行う

郵送：10/25(月) 10/29(金)

共学 横須賀学院小学校（A入試） 第1学年50名（男女計） web：9/1(水)～10/10(日) 10/19(火)  考査前。出願後メールにてご連絡。 10/19(火) 10/19(火)～10/22(金)
共学 横須賀学院小学校（B入試） 第1学年15名（男女計） web：9/1(水)～10/10(日) 10/20(水)  考査前。出願後メールにてご連絡。 10/20(水) 10/20(水)～10/22(金)
共学 横須賀学院小学校（C入試） 若干名 web：9/1(水)～11/5(金) 11/6(土)  考査前。出願後メールにてご連絡。 11/6(土) 11/6(土)～11/9(火)

共学 横浜三育小学校（第1期） 第1学年20名(男女計)
窓口：10/12(火)～10/22(金)
9:00～17:00(金曜日は15:00まで)　土・日・祝を除く

10/24(日) 考査当日：10/24(日)
10/26(火)
※10/25（月）合格書類発送

～10/29(金)

共学 横浜三育小学校（第2期） 若干名
窓口：11/1(月)～11/12(金)
9:00～17:00(金曜日は15:00まで)　土・日・祝を除く

11/14(日) 考査当日：11/14(日)
11/16(火)
※11/15（月）合格書類発送

～11/19(金)

女子 横浜雙葉小学校 第1学年 約80名(女子)
郵送：8/17(火)～8/19(木)
この期間の消印のみ有効。国外からの郵送も同様。

10/19(火)
 面接日時は入学願書受付の際、決定し、お知
らせ。 (保護者同伴)

郵送： 速達の簡易書留にて送付

【埼玉】

共学
青山学院大学系属
浦和ルーテル学院小学校（第1回）

75名
Web：8/1(日)～8/31(火)
郵送：～8/31(火)
<郵送>8/31（火）消印有効

9/23(木)～9/25(土)
9/23（木）知力テスト
9/24（金）・25（土）どちらか
一日　　巧緻性テスト・運動能
力テスト・グループ活動テス
ト・受験児面接

 8/21(土）、8/28（土）、
9/4（土）、9/11（土）
いずれか一日。日時は学院指定。 (親子同伴)

Web：9/28(火)～

～10/6(水) 入学金等納入手続締切日
<第一志望出願>１０/6（水）まで
<併願出願>
１０/6（水）までに入学延納手続きをした場
合、１１/３０（火）まで、入学時納金の延納が
可能。入学延納手続料（30,000円）。
「入学延納手数料」は、入学が決定した場合、
入学金の一部に充当。

共学 開智小学校（第1回　第１志望者） 120名（第１回～第３回合計） WEB：7/30(金)～9/12(日) 9/25(土)
 受験生は考査当日面接
事前面接日に保護者面接あり (親子別)

インターネット：9/28(火) 9/28(火)～10/1(金)

共学 開智小学校（第1回　併願志望者） WEB：7/30(金)～9/17(金) 9/25(土) 9/25(土) (親子別) インターネット：9/28(火)
【延納手続き】10 /８(金)午後 4 時まで
【入学手続き】11 / 1２(金)午後 4 時まで、
または12 / 1０(金)午後 4 時まで

共学 開智小学校（第2回　第１志望者） WEB：9/28(火)～10/15(金) 10/23(土) 10/23(土) (親子別) インターネット：10/26(火) 10/26(火)～10/29(金)

共学 開智小学校（第2回　併願志望者） WEB：9/28(火)～10/15(金) 10/23(土) 10/23(土) (親子別) インターネット：10/26(火)
【延納手続き】10 /29 (金)午後 4 時まで
【入学手続き】12/10(金)午後 4 時まで

共学 開智小学校（第3回） WEB：10/26(火)～12/3(金) 12/18(土) 12/18(土) (親子別) インターネット：12/21(火) 12/21(火)～12/24(金)

共学 さとえ学園小学校 第1学年72名(男女計)
郵送：8/30(月)～9/3(金)
締切日必着

10/1(金)
考査前：9/4(土)～9/24(金)
出願後「面接日時・入学試験時刻通知書」
にてお知らせ (親子)

HP・郵送：10/4(月) 10/7(木)～10/8(金)

共学 西武学園文理小学校（第1回入学試験）
男児 女児 合計96名
（第1回入学試験、第2回入学試験、
第3回入学試験合計）

インターネット：8/20(金)～8/31(火)
9/18(土)～9/19(日) うち1日
9/18（土）午前または午後
9/19（日）午前または午後

考査前：9/2(木)～9/16(木) インターネット：9/20(月)

～9/30(木)
【一括手続】
9/30（木）13:00迄に入学金250,000円全額納入
【延納手続】
〔第一次〕9/30（木）13:00迄に延納手続金
30,000円を納入
〔第二次〕11/15（月）13:00迄に入学金の残金
220,000円を納入

共学 西武学園文理小学校（第2回入学試験） インターネット：9/16(木)～9/29(水)
10/17(日)～10/18(月) うち1日
10/17（日）午前または午後
10/18（月）午前または午後

考査前：10/4(月)～10/14(木) インターネット：10/20(水)

～10/27(水)
【一括手続】
10/27（水）13:00迄に入学金250,000円全額納
入
【延納手続】
〔第一次〕10/27（水）13:00迄に延納手続金
30,000円を納入
〔第二次〕12/6（月）8:00迄に入学金の残金
220,000円を納入

共学 西武学園文理小学校（第3回入学試験） インターネット：11/5(金)～12/3(金) 12/4(土) 午後 考査当日：12/4(土) インターネット：12/6(月)
～12/9(木)
【一括手続】
12/9（木）13:00迄に入学金250,000円全額納入



学校名（試験名） 募集人数 願書受付 考査 面接 合格発表 入学手続き

共学 星野学園小学校（第1回単願入試） 第1学年　男女80名
web：8/19(木)～9/1(水)
「入学志願書」「志望理由書」は郵送

9/17(金) 考査前：9/5(日) Web：9/17(金) 9/21(火)

共学 星野学園小学校（第1回一般入試）

web：8/19(木)～9/7(火)
「入学志願書」「志望理由書」は郵送
※第1回一般入試で、9月5日(日)面接試験希望の方は9月1
日(水) 12:00まで。

9/17(金)

考査前：
(1)9/5(日)
(2)9/11(土)・12(日)
第1回一般入試のみ、
(1)9/5(日)か、(2)9/11(土)・12(日)のいずれ
かを選択可能。
但し、(2)11日(土)・12日(日)を選択した場
合、どちらの日に行うかは学校が指定。

Web：9/18(土) 11/5(金)

共学 星野学園小学校（第2回一般入試）
web：9/9(木)～9/22(水)
「入学志願書」「志望理由書」は郵送

10/6(水) 考査前：9/26(日) Web：10/6(水) 11/5(金)

共学 星野学園小学校（第3回一般入試）
web：9/23(木)～10/13(水)
「入学志願書」「志望理由書」は郵送

10/23(土) 考査前：10/17(日) Web：10/23(土) 11/5(金)

【千葉】

共学 暁星国際小学校（第1回）
第1学年55名
（男女計 内部進学者含む）

郵送：9/27(月)～10/2(土)
期間内必着

10/9(土) 考査当日：10/9(土) (親子別) 10/13(水) 10/15(金)～10/21(木)

共学 暁星国際小学校（第2回） 第1学年若干名（男女計）
郵送：10/25(月)～10/30(土)
期間内必着

11/6(土) 考査当日：11/6(土) (親子別) 11/10(水) 11/12(金)～11/18(木)

女子 国府台女子学院小学部（第1回試験） 第1学年約80名(女子のみ) WEB出願：10/1(金)～10/15(金) 10/23(土) 10/24(日) (保護者同伴)
郵送：10/26(火)
※10/25（月）発送、10/26（火）着

10/27(水)～10/28(木)

女子 国府台女子学院小学部（第2回試験） WEB出願：11/8(月)～11/22(月) 11/28(日) 11/28(日) (保護者同伴)
郵送：11/29(月)
※11/28（日）発送、11/29（月）着

11/30(火)～12/1(水)

共学 光風台三育小学校（第一期） 第一期・第二期　男女8名程度
窓口：10/18(月)～10/21(木)
9:00～15:30

10/24(日) 考査当日：10/24(日) (本人・保護者) 郵送：10/25(月) 10/28(木)

共学 光風台三育小学校（第二期）
窓口：
2022年1/7（金）、1/11（火）～1/13（木）
9:00～15:30

2022/1/16(日) 考査当日：2022/1/16(日) (本人・保護者) 郵送：2022/1/17(月) 2022/1/20(木)

共学 昭和学院小学校（推薦） 第1学年 約70名（男女)
WEB出願期間：9/27（月）～10/4（月）
郵送期間：9/27(月) ～ 10/6(水) 必着

10/19(火) 考査前：10/11(月)～10/14(木) (親子面接) 郵送：10/21(木) 10/22(金)

共学 昭和学院小学校（一般） 第1学年 約35名 (男女）
WEB出願期間：10/12(火)～ 10/23(土)
郵送期間：10/12(火) ～ 10/25(月)  必着

11/5(金)
考査前：10/28(木)～11/1(月) (親子面接)
 ※10/30（土）・３１（日）除く
※再受験の方は必要なし

郵送：11/7(日) 11/8(月)

共学 聖徳大学附属小学校（専願）
第1学年105名
（男女計　内部進学者含む）

web ：9/1(水)～10/6(水) 10/9(土) 9:00開始 考査当日：10/9(土) (親子別) Web：10/11(月) 12:00
10/11(月)～10/14(木)
入学手続書類提出（制服採寸）
10/14(木)～10/15(金)

共学 聖徳大学附属小学校（I期） web ：9/1(水)～10/6(水) 10/9(土) 9:00開始 考査当日：10/9(土) (親子別) Web：10/11(月) 12:00
10/11(月)～10/14(木)
入学手続書類提出（制服採寸）
10/14(木)～10/15(金)

共学 聖徳大学附属小学校（II期） web ：10/19(火)～11/10(水) 11/13(土) 9:00開始 考査当日：11/13(土) (親子別) Web：11/15(月) 12:00
11/15(月)～11/18(木)
入学手続書類提出（制服採寸）
11/18（木）～11/19（金）

共学 聖徳大学附属小学校（III期） web ：11/16(火)～12/1(水) 12/4(土) 9:00開始 考査当日：12/4(土) (親子別) Web：12/6(月) 12:00
12/6(月)～12/9(木)
入学手続書類提出（制服採寸）
12/9（木）～12/10（金）

共学 聖徳大学附属小学校（Ⅳ期） web ：12/7(火)～2022/1/12(水) 2022/1/15(土) 9:00開始 考査当日：2022/1/15(土) (親子別) Web：2022/1/17(月) 12:00
2022/1/17(月)～2022/1/20(木)
入学手続書類提出（制服採寸）
2022/1/22（土）

共学 千葉日本大学第一小学校（第1期）
第1学年　80名
(男女計　1期・2期計)

郵送：9/28(火)～10/1(金)
郵送必着

10/9(土) 考査前：10/8(金) (親子) 郵送：10/9(土)
10/12(火)～10/13(水) 10:00～15:00
（事務室窓口）

共学 千葉日本大学第一小学校（第2期）
窓口：10/19(火)～10/21(木)
9：00～15：00

10/23(土) 考査当日：10/23(土) (親子) 郵送：10/23(土) 10/26(火) 10:00～15:00（事務室窓口）

共学 成田高等学校付属小学校 第1学年 35名(男女)
Web：9/17(金)～9/24(金)
9/17(金)10:00～ 9/24(金)15:00

10/14(木) 事前に実施： (保護者面接)
Web：10/15(金)～10/16(土)
10/15（金）10:00～10/16（土）12:00

10/15(金)～10/16(土)

共学 日出学園小学校（第一志望入試） 102名(男女)　内部進学者を含む Web：10/1(金)～10/12(火) 最終日12:00締切 10/14(木) 考査当日：10/14(木) (児童・保護者別) 10/15(金) 10/22(金)

共学 日出学園小学校（第1回一般入試） Web：10/1(金)～10/18(月) 最終日12:00締切 10/20(水) 考査当日：10/20(水) (児童・保護者別) 10/21(木) 11/8(月)

共学 日出学園小学校（第2回一般入試） Web：10/1(金)～11/18(木) 最終日12:00締切 11/20(土) 考査当日：11/20(土) (児童・保護者別) 11/22(月) 11/26(金)



学校名（試験名） 募集人数 願書受付 考査 面接 合格発表 入学手続き
【茨城】

共学 江戸川学園取手小学校（第1回） 第1学年90名（男女計）
9/6(月)～9/16(木)
（1・2回同時出願）

10/2(土) 考査前：9/25(土) (保護者同伴) 10/5(火)
10/5(火）～10/６（水）
延納手続きをすることにより延納可

共学 江戸川学園取手小学校（第2回） 11/1(月)～11/8(月) 11/20(土) 考査前：11/15(月) (保護者同伴) 11/24(水) 11/24(水)～11/25（木）

共学
開智のぞみ小学校
（第1回 第一志望者 ）

新小学1年生　男女計　110名
（第1・2・3回合計）

Web：8/30(月)～9/13(月) 9/25(土)
考査前：9/17(金)～9/22(水)
※9/19（日）・20（祝）を除く
 (受験生・保護者別)

Web：9/28(火) 9/28(火)～10/1(金)

共学
開智のぞみ小学校
（第2回 第一志望者）

Web：9/28(火)～10/19(火) 10/23(土) 考査当日：10/23(土) (受験生・保護者別) Web：10/26(火) 10/26(火)～10/29(金)

共学
開智のぞみ小学校
（第3回 第一志望者 ）

Web：10/26(火)～11/16(火) 11/20(土) 考査当日：11/20(土) (受験生・保護者別) Web：11/22(月) 11/22(月)～11/26(金)

共学
開智のぞみ小学校
（第1回 一般志望者）

Web：8/30(月)～9/21(火) 9/25(土) 考査当日：9/25(土) (受験生・保護者別) Web：9/28(火)

9/28(火)～10/1(金)
 延納手続きをすることにより11/19（金）
または12/21（火）までの入学手続きの延納が
可能

共学
開智のぞみ小学校
（第2回 一般志望者 ）

Web：9/28(火)～10/19(火) 10/23(土) 考査当日：10/23(土) (受験生・保護者別) Web：10/26(火)
10/26(火)～10/29(金)
延納手続きをすることにより
12/21（火）までの入学手続きの延納が可能

共学 つくば国際大学東風小学校（第1回）
 新1年生　男女60名
 新2年生・新3年生・新4年生・
新5年生若干名

窓口または郵送：8/23(月)～9/3(金)
簡易書留にて郵送または小学校窓口まで持参

9/11(土) 9/12(日) (本人・保護者) 9/14(火)

共学 つくば国際大学東風小学校（第2回）
窓口または郵送：10/25(月)～10/29(金)
簡易書留にて郵送または小学校窓口まで持参

11/6(土) 考査当日：11/6(土) (本人・保護者) 11/9(火)

共学 つくば国際大学東風小学校（第3回）
窓口または郵送：11/29(月)～12/3(金)
簡易書留にて郵送または小学校窓口まで持参

12/11(土) 考査当日：12/11(土) (本人・保護者) 12/14(火)

【国立】
共学 お茶の水女子大学附属小学校

共学
筑波大学附属小学校
（第1次選考（抽選））

男子64名　女子64名　計128名 web：10/21(木)～10/24(日) 11/13(土) 第1次選考　抽選

共学
筑波大学附属小学校
（第2次選考（検査））

郵送：11/18(木)～11/22(月)
当日消印有効

12/16(木)～12/18(土)
第2次考査　検査

12/19(日)

共学
筑波大学附属小学校
（第3次選考（抽選））

12/20(月)
 第3次選考　抽選

12/21(火)
入学候補者発表

共学
東京学芸大学附属大泉小学校
（第1次選考　抽選）

男子４５名 　女子４５名 ネット：9/17(金)～10/10(日)

10/16(土)
第1次選考（抽選）
<男子>午前10時～
<女子>午前11時～
※ライブ配信で公開

.
ホームページ・事務室前掲示板：
10/16(土)～11/4(木)

共学
東京学芸大学附属大泉小学校
（総合調査）※第1次選考合格者対象

検定料支払いと入学願書の入手（ネット）：
10/17(日)～11/4(木)
入学願書受付（持参）：
男子：10/30(土) 11/4(木)　女子：11/3(水) 11/4(木)

11/24(水)～11/25(木)
 両日とも参加必要

合否サイト・事務室前掲示板：
11/27(土)～11/28(日)

共学
東京学芸大学附属小金井小学校
（入学調査）

105名（35名×3学級　男女の内訳は
応募者の多い方を53名、もう一方を
52名とする）

インターネット：9/21(火)～10/1(金)
11/24(水)～11/25(木)
１１/２４(水) 男子
１１/２５(木) 女子

11/27(土)
合格候補者発表、抽選会、
合格者保護者会

12/6(月)～12/7(火)

共学 東京学芸大学附属世田谷小学校
第１学年　105名
（男女の内訳は、応募者数の多い方
を 53名、もう一方を52名）

郵送：9/22(水)～10/1(金)
消印有効

11/24(水) ～
11/27(土)
発表・抽選

共学
東京学芸大学附属竹早小学校
（第1次選抜（抽選））

第1学年　40名程度
（男児・女児共各20名程度)

web：9/27(月)～10/1(金) 10/16(土) 抽選

共学
東京学芸大学附属竹早小学校
（第2次選抜　発育総合調査）
※第1次選抜合格者

web：10/16(土)～10/28(木)
郵送：10/26(火)～10/29(金)

11/24(水)～11/25(木)
男子11/24（水）
女子11/25（木）

11/26(金)

共学
東京学芸大学附属竹早小学校
（第3次選抜　抽選）
※第2次選抜合格者

11/27(土) 抽選



学校名（試験名） 募集人数 願書受付 考査 面接 合格発表 入学手続き

共学
横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校
（第１次選考 ）

第1学年105名 郵送：9/13(月)～9/17(金)　消印有効 11/16(火)～11/17(水) 11/20(土)

共学
横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校
（第２次選考）

11/20(土) 11/20(土)

共学
横浜国立大学教育学部附属横浜小学校
（第1次）

第1学年105名
（男子53名　女子52名）

第1段階：出願応募（郵送）：～10/4(月)
第2段階：本出願（郵送）：10/14(木)～10/21(木)
消印有効
※出願応募が男子300名、女子300名を超えた場合は事前
抽選を行う。（人数によっては男子のみの抽選，女子のみ
の抽選を行う場合もある）
事前抽選を行った場合は抽選通過者のみ本出願できる。
事前抽選を行わなかった場合は出願はがきを出した方全員
が本出願できる。

11/9(火) 11/10(水)

共学
横浜国立大学教育学部附属横浜小学校
（第2次）

11/11(木) 11/12(金)

共学
横浜国立大学教育学部附属横浜小学校
（第3次（抽選））

11/13(土) 抽選

共学
埼玉大学教育学部附属小学校
（1次検査）

第1学年70名（男女各35名程度）
窓口：2020/11/4(水)～2020/11/5(木)
9:30～12:00　13:30～15:30

2020/11/24(火) 知能の検査・
運動能力の検査

共学
埼玉大学教育学部附属小学校
2次検査（第一次合格者対象）

2020/11/26(木) 面接（児童を
中心に行う）・行動観察（集団
遊び）

2020/11/26(木) 第2次検査として面接を実施

 第一次検査合格者に第二次検査を実施して
合格候補者を選び、
11/27（金）に実施される抽選によって合
格者を決定する。

共学 千葉大学教育学部附属小学校 男子20名程度　女子20名程度 窓口：11/17(水)～11/18(木) 12/2(木)
小学校校門付近及び
小学校ウェブサイトに掲示：12/6(月)
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