
令和４年度  川村小学校  募集要項

1、本校ホームページ内の出願サイトよりユーザーID（メールアドレス）登録
2、出願サイトのマイページへログインし、出願に必要な情報の入力
※一度の出願で、自己推薦個別審査と一般個別審査の併願および一般個別審査の同時出
願となりますので、希望する個別審査日の集合時刻にご来校ください。

※一般個別審査の前期と後期を同時出願する際の出願に関する事項は、すべて前期に準じ
ます。

3、受験料決済方法の選択
※受験料の支払いは、クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー対応金融機関
ATM、ペイジー（ネットバンキング）をご利用ください。支払い手数料は本校にて負担い
たします。

25,000円　本校窓口での支払いはできません。また、納入後の受験料の返還はいたしません。
決済が確認されると「支払い完了メール」が自動送信されます。

行動観察・運動機能、
親子面接＊（右ページ参照）

受験票・お子様の上履
き（運動しやすいもの）・
保護者用の上履き

受験票・面接資料用紙（ホームページよりダウンロード後、記入）・
お子様の上履き（運動しやすいもの）・保護者用の上履き
※後期のみ出願の際は上記のほか、①受験票（学校控え）・②健康調査票

出願サイトより受験票と共に受験票（学校控え）、宛名状の印刷が可能となります。
ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷してください。（A4サイズ・白い紙）
※志願者の顔写真は、データをアップロードするか、写真（4 ㎝×3 ㎝）を貼付（2か所）してください。

10月1日（金）～10月28日（木）消印有効、簡易書留
封筒（角 2）に以下の提出書類を入れ、宛名状を表面に貼付。
本校にて書類受領後に「受領メール」を送信します。

①受験票（学校控え）
②健康調査票
（ホームページより
ダウンロード後、
最寄りの医療機関
で記入）

③自己推薦書
（本校より交付）

①受験票（学校控え）
②健康調査票
（ホームページよりダウンロード後、最寄りの医療機関で記入）

行動観察・運動機能、保護者面接
※前期保護者面接に関し、「受領メール」を確認してください。

平成 27（2015）年 4月2日から平成 28（2016）年 4月1日生まれの女児
〔自己推薦個別審査について〕
・本校入学を第一志望としていること
・本校の教育方針を理解し、入学後も学校と連携を図れるご家庭であること

11月1日（月）
8：50 集合

審 査 日 時

募 集 人 数 約 25 名 約15 名約 40 名

自己推薦個別審査 一般個別審査　前期 一般個別審査　後期

出 願 資 格

出 願 登 録
インターネット

出願

受 験 料

受験票の出力

個 別 審 査

持 ち 物

出願書類提出

※受験票に付番
されている受験
番号を②③に記
入してください

11月1日（月）
12：50 集合

11月5日（金）
8：50 集合

11月2日（火）
8：50 集合

9月10日（金）9：00 ～10月28日（木）23：59
9月10日（金）9：00 ～
11月4日（木）23：59

入学手続時納入金　入学金 300,000 円
・手続期日内に、入学金決済サイトから入学金を納入してください。
・支払方法をクレジットカード、ペイジー対応金融機関ATM、ペイジー（ネットバンキング）から
お選びいただき、お支払いください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
支払い手数料は、本校にて負担いたします。本校窓口での支払いは、できません。
・入学金決済が確認されると「支払い完了メール」が自動送信されます。
・納入された入学金につきましては、お返しできませんのでご了承ください。
・入学手続期間内に手続をしない場合は、棄権となります。

自己推薦個別審査 親子面接＊について
親子面接は事前に行います。本校にて出願書類を確認後、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、場所等を掲載いたしますのでご確認ください。
親子面接に関するお問い合わせは、入試広報室（直通 03-3984-7707）までお願いします。

入学後の諸経費ついて
［参考］令和 3 年度の学費等納入金（月額）は、下記のとおりです。　　　　　　

鶴友会入会金（初年度のみ）3,000 円
※納入方法は、銀行振込とさせていただきます。なお、お支払い回数は、３ヶ月毎４回分納となっております。
※諸会費等には、後援会会費・鶴友会会費・学年費が含まれています。
※入学後、経済的理由により就学が困難となった時に適用する、川村学園学費減免制度があります。

入学手続が完了した方には、入学許可書、合格者保護者会のご案内を簡易書留にて郵送いたします。

11月1日（月）
12：00 ～17：00

WEB合格発表

入 学 手 続
（入学金決済サイト）

自己推薦個別審査 一般個別審査　前期 一般個別審査　後期

11月1日（月）
17：00 ～

11月5日（金）
15：00 ～

11月1日（月）
12：00 ～17：00

WEB合格発表後～
11月5日（金）17：00

11月2日（火）
15：00 ～

10月1日（金）～10月28日（木）23：59
10月1日（金）～
11月4日（木）23：59

11月 5日（金）
当日持参

（ 　　　）

授業料
33,000 円

合計
65,700 円

蓼科学習費
1,650 円

諸会費等
3,350 円

施設費
3,000 円

維持費
11,000 円

冷暖房費
2,500 円

給食費
11,200 円

出願情報入力期間および
受験料決済可能期間

WEB合格発表後～
11月6日（土）17：00

出願サイトより、メールアドレスをIDとして登録して
ください。
川村小学校ホームページより健康調査票、面接資料
用紙（一般個別審査用）をダウンロードしてください。

1.ユーザーID登録と出願書類のダウンロード

期日：令和 3年 9月10日（金）～10月28日（木）まで
※一般個別審査後期のみ11月4日（木）まで

期日：令和 3年10月1日（金）～10月28日（木）
消印有効、簡易書留

※一般個別審査後期のみ11月5日（金）当日持参
受験票（学校控え）は、10月1日（金）から印刷できます。

2 .出願登録および受験料決済

3.書類提出

4.個別審査

5.WEB合格発表

個別審査にむけたスケジュール（抜粋）

※当学園には、駐車場がありません。お車での来校は、ご遠慮ください。

11月1日（月） 8：50 集合
11月1日（月）12：50 集合
11月2日（火） 8：50 集合
11月5日（金） 8：50 集合

11月1日（月）12：00 ～17：00
11月1日（月）17：00 ～
11月2日（火）15：00 ～
11月5日（金）15：00 ～

自己推薦個別審査：
一般個別審査前期：

一般個別審査後期：
なお、自己推薦個別審査における親子面接の日時等
詳細は、受験票の連絡欄をご確認ください。

自己推薦個別審査：
一般個別審査前期：

一般個別審査後期：



募 集 要 項
川村小学校

令和４年度

インターネット出願について

クレジットカード、コンビニエンスストア、ペイジー対応金融機関ATM、ペイ
ジー（ネットバンキング）からの支払いが選べます。また、支払い手数料は
本校にて負担いたします。受験料支払い後に、支払い完了メールが届きます。

10月1日（金）から、出願サイトより印刷が可能となります。ご自宅やコン
ビニエンスストア等で、印刷してください。（A4サイズ・白い紙）

9月10日（金）9：00より志願者情報入力、出願区分を選択し、志願者の
顔写真データをアップロードしてください。
写真（4 ㎝×3 ㎝）を貼付する場合は、アップロードを省略できます。

本校ホームページ

出願サイト

受験料支払い方法選択

受験票
受験票（学校控え）
宛名状印刷

出願書類を
簡易書留にて郵送

親子面接日
個別審査日

ＩＤ（メールアドレス）
登録

出願情報入力

〈個人情報保護について〉本校の個別審査にあたってご提供いただいた氏名、住所等の個人情報は、本校個別審査およびこれらに
付随する業務以外の目的には、使用いたしません。

パソコン・スマートフォン・タブレット端末の、いずれかをご利用ください。

メールアドレスを、IDとして登録してください。なお、出願後の連絡のため、
緊急連絡時にすぐに確認できるメールアドレスを登録してください。

受験票等をお持ちのうえ、来校してください。持ち物は、中面に記載してあり
ますので確認してください。

出願期間が近くなりましたら、ホームページに出願サイトを設置します。

市販されている封筒（角2）の表面に、印刷した宛名状を貼付。出願区分に
よる指定の出願書類を入れ、郵便窓口より簡易書留で送付してください。
（一般個別審査後期のみ出願の場合は、11月5日（金）当日持参のこと）

〒171-0031 東京都豊島区目白 2-22-3
電 話　03-3984-8321（代表）
　　　 03-3984-7707（入試広報室）

学校法人 川村学園

https://www.kawamura.ac.jp/syougaku/


