
９．通学条件 
通学条件は、次の３点を満たすものとします。  

① 次の各市、各区に住んでいること 

    渋谷区、新宿区、杉並区、世田谷区、中野区、目黒区、稲城市、

国立市、小金井市、狛江市、多摩市、調布市、日野市、府中市、

三鷹市、武蔵野市、川崎市麻生区、川崎市多摩区 

② 利用する交通機関(電車またはバス）は、２系統まで（乗り換えは１

回）とします。ただし、新宿駅から JR・私鉄・バスなどへの乗り継ぎ

は認めておりません。 

③ 通学に要する時間は６０分以内とします。（交通機関は、各駅停車を

利用するものとし、乗車時間は４０分程度までとします） 

１０．諸経費 

（2022 年度現在） 
学 

 

費 

入学金       300,000 円 

施設拡充費      100,000 円 

（入学手続時に納入） 

委

託

金 

PTA 入会金（入学時）2,000 円 

PTA 会費（入学時） 4,400 円 

児童会費（年額）     200 円 

（入学後に納入） 授業料（月額）    50,600 円 

施設維持費（月額） 11,500 円 

教育充実費（月額）  2,000 円 

児童諸料（年額）   24,000 円 

（入学後に納入） 

預

り

金 

旅行積立金（月額） 3,000 円 

予納金（年額）    16,000 円 

（学級活動費・補助教材費） 

（入学後に納入） 
 

※ 上記諸経費は、2023 年度以降、改定することがあります。 

１１．寄付金 

（教育環境整備寄付金） 

教育環境のより一層の充実のため、入学手続き完了者に、寄付をお願いし

ております。 

（１口１０万円、できれば２口以上。） 

◇本校では、在学中に経済的理由により就学困難となった児童を援助する目的で「桐朋小学校

奨学会」と称する就学金支援制度を設けております。 

志志願願者者心心得得  

（イ） 考査当日の受付は、別に指定する時刻に小学校校舎で行います。 

（ロ） 受考票は各自で印刷の上写真を貼付、考査当日入学考査受付に提示してください。 

（ハ） 考査当日は、うわばき（児童・保護者とも。児童は運動できる靴）、上履き入れ等を持参してください。 

（ニ） 筆記用具は必要ありません。 

（ホ） 考査当日に欠席した方は棄権とみなします。麻疹・インフルエンザ等、学校感染症にかかった 

場合、考査を受けることはできません。 

（へ） 選考結果の発表は要項６．のとおりです。電話その他のお問い合わせにはお答えいたしません。 

全てのご家庭に選考結果を郵送いたします。選考結果通知が１１月１０日（水）１０：００まで未

着の場合は、１１月１０日（木）１０：００以降に本校へお問い合わせください。 

（ト） 転居予定者は、１月１４日（土）までに通学範囲内の転居先を決定し、「転居先住所申請書」を提出

し、承認を受け、３月３１日（金）までに転居を完了してください。 

（チ） 考査の日時については、出願手続き後１０月末日頃にご登録メールアドレス宛に送信いたします。 

（リ） 選考日時（１１/４(金)、５（土）、６（日）、７（月））はこちらで指定させていただきます。指定

された選考日時の変更はできません。 

◇個人情報保護法に基づき、志願者の個人情報は入学考査実施、及び入学のための事務に関し

てのみ使用し、他の目的には利用いたしません。また、第三者への提供は行いません。 
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感染予防策をとり、密を避けて

 項 

１．募集人員 第

２．出願資格 ２０１

３．願書受付 
・

・インターネットによる出願となります。本校ホームページより手続きを

行ってください。

・考査料

・

日（

その際

４．考査期日 
１１月４日（

考査日時は出願後１０月末日ごろメールでご連絡いたします。

５．考査方法 第１次

６．選考結果発表 １１月

７．入学手続 
１１月１

振込受付証明書、誓約書を提出し、入学許可証をお受け取り

※入学手続

８．説明会 

施設見学 

体験会 

相談会 

２０２３

り、密を避けて

第１学年７２

２０１６年

・１０月１

・インターネットによる出願となります。本校ホームページより手続きを

行ってください。

・考査料 

・出願手続き

日（金）までに

その際に写真（たて７ｃｍ×よこ５

１１月４日（

考査日時は出願後１０月末日ごろメールでご連絡いたします。

第１次のみ。

１１月９日（

１１月１１

振込受付証明書、誓約書を提出し、入学許可証をお受け取り

※入学手続

きをなされた場合は、「

感染症対策を施した上、

と施設の見学

さい。予約は本校ホームページよりお願いします。

 

●説明会、施設見学

本校にて行います。※自動車による来校はご遠慮

① ２０２

② ２０２

③ ２０２２年７月

④ ２０２

⑤ ２０２

※詳細は

※感染症の

あります。

 

３年度 

り、密を避けて入学考査を実施するため、

７２名（但し本学園幼稚園からの進学者約

年４月２日から

１日（土）０：００から

・インターネットによる出願となります。本校ホームページより手続きを

行ってください。 

 ２５０００

手続き後、指示に従い写真票および志望動機書

までに簡易書留にて

に写真（たて７ｃｍ×よこ５

１１月４日（金）、５（

考査日時は出願後１０月末日ごろメールでご連絡いたします。

のみ。作業・言語・数量・行動における考査。

日（水）までに簡易書留にて

１日（金）９：００

振込受付証明書、誓約書を提出し、入学許可証をお受け取り

※入学手続き後、１１月２

きをなされた場合は、「

感染症対策を施した上、

と施設の見学や体験会を行います。ご希望の方は、

さい。予約は本校ホームページよりお願いします。

、施設見学

本校にて行います。※自動車による来校はご遠慮

２０２２年５月１

２０２２年６月２

２０２２年７月 

２０２２年８月２

２０２２年９月 

詳細は HP にてお知らせいたします

※感染症の状況を見て

あります。 

 桐桐朋朋小小学学校校入入学学案案内内

入学考査を実施するため、

名（但し本学園幼稚園からの進学者約

日から２０１

）０：００から

・インターネットによる出願となります。本校ホームページより手続きを

２５０００円（別途振込手数料がかかります）

後、指示に従い写真票および志望動機書

簡易書留にて送付して

に写真（たて７ｃｍ×よこ５

、５（土）、６日（

考査日時は出願後１０月末日ごろメールでご連絡いたします。

作業・言語・数量・行動における考査。

までに簡易書留にて

９：００～１

振込受付証明書、誓約書を提出し、入学許可証をお受け取り

後、１１月２２日（

きをなされた場合は、「施設拡充費

感染症対策を施した上、本校の教育方針、学園の様子などについての説明

体験会を行います。ご希望の方は、

さい。予約は本校ホームページよりお願いします。

、施設見学、体験会等の予定

本校にて行います。※自動車による来校はご遠慮

１４日（土）

２５日（土）

 ２日（土）

２７日（土）

 ３日（土）

にてお知らせいたします

状況を見て、説明会・体験会を

桐桐朋朋小小学学校校入入学学案案内内
〒

入学考査を実施するため、

名（但し本学園幼稚園からの進学者約

２０１７年４月１

）０：００から１０月３日（

・インターネットによる出願となります。本校ホームページより手続きを

円（別途振込手数料がかかります）

後、指示に従い写真票および志望動機書

送付してくだ

に写真（たて７ｃｍ×よこ５ｃｍ）が

６日（日）、７日（月）

考査日時は出願後１０月末日ごろメールでご連絡いたします。

作業・言語・数量・行動における考査。

までに簡易書留にて郵送通知

～１２：００

振込受付証明書、誓約書を提出し、入学許可証をお受け取り

日（火）１２

施設拡充費」を返還

本校の教育方針、学園の様子などについての説明

体験会を行います。ご希望の方は、

さい。予約は本校ホームページよりお願いします。

、体験会等の予定 

本校にて行います。※自動車による来校はご遠慮

日（土）AM／PM 

日（土）PM   

２日（土）AM  施設見学会

日（土）   w

日（土）AM／PM  

にてお知らせいたします。 

、説明会・体験会を

桐桐朋朋小小学学校校入入学学案案内内
〒182-8510 

電話

入学考査を実施するため、1 次考査のみで行います

名（但し本学園幼稚園からの進学者約

１日までに出生した子ども。

月３日（月）２３：５９

・インターネットによる出願となります。本校ホームページより手続きを

円（別途振込手数料がかかります）

後、指示に従い写真票および志望動機書

ください。（必着）

ｃｍ）が２枚必要になります。

、７日（月）の

考査日時は出願後１０月末日ごろメールでご連絡いたします。

作業・言語・数量・行動における考査。

郵送通知。 

２：００まで 

振込受付証明書、誓約書を提出し、入学許可証をお受け取り

）１２：００までに入学辞退の手続

を返還いたします。

本校の教育方針、学園の様子などについての説明

体験会を行います。ご希望の方は、

さい。予約は本校ホームページよりお願いします。

 

本校にて行います。※自動車による来校はご遠慮くだ

 説明会 

   説明会 

施設見学会

web 説明会

  体験会（年長児限定）

 

、説明会・体験会を変更または、

桐桐朋朋小小学学校校入入学学案案内内  

8510 東京都調布市若葉町
電話 03（3300

のみで行います

名（但し本学園幼稚園からの進学者約２６名を含む）

日までに出生した子ども。

）２３：５９

・インターネットによる出願となります。本校ホームページより手続きを

円（別途振込手数料がかかります） 

後、指示に従い写真票および志望動機書１、２を

（必着） 

枚必要になります。

のうち指定された１日。

考査日時は出願後１０月末日ごろメールでご連絡いたします。

作業・言語・数量・行動における考査。 

 

振込受付証明書、誓約書を提出し、入学許可証をお受け取りくだ

までに入学辞退の手続

します。 

本校の教育方針、学園の様子などについての説明

体験会を行います。ご希望の方は、ご予約の上おいでくだ

さい。予約は本校ホームページよりお願いします。 

ください。

 

 

施設見学会 

説明会 

体験会（年長児限定）

変更または、中止する

東京都調布市若葉町 1-
3300）2111（代表）

のみで行います。 

名を含む） 

日までに出生した子ども。 

）２３：５９ 

・インターネットによる出願となります。本校ホームページより手続きを

を１０月１

枚必要になります。 

指定された１日。

考査日時は出願後１０月末日ごろメールでご連絡いたします。 

ください。

までに入学辞退の手続

 

本校の教育方針、学園の様子などについての説明

ご予約の上おいでくだ

さい。 

体験会（年長児限定） 

中止する可能性が

-41-1 
（代表） 

 

 

・インターネットによる出願となります。本校ホームページより手続きを

１４

指定された１日。 

さい。 

までに入学辞退の手続 

本校の教育方針、学園の様子などについての説明

ご予約の上おいでくだ

可能性が
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① クレジットカードによるオンライン決済 

オンライン決済にて、24時間、受験料の支払いが可能です。出願手続きの中で、受考料のお支払

いが即時完了します。保護者名義のクレジットカードをお使いいただけます。 

 

② コンビニレジでの支払い 

出願登録後、払込番号を控え、選択したコンビニレジにて支払いを済ませてください。支払い後

に受け取る「お客様控え」はご自身で保管してください。 

右上のコンビニにて、24時間、受考料のお支払いが可能です。 

 

③ ペイジー対応金融機関ATMでの支払い  

マークが貼ってあるペイジー対応金融機関ATMで支払いができます。 

ただし、金融機関窓口でお支払いいただくことはできません。 

▼ご利用いただける金融機関ATM例 

みずほ銀行・三菱ＵＦＪ銀行・三井住友銀行・ゆうちょ銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行他 

【注意事項】 

・キャッシュカードをご利用の場合は、ATM設置金融機関のキャッシュカードをご用意ください。

（例：ゆうちょ銀行の場合、ゆうちょカードのみご利用いただけます。） 

・現金でのお支払いも可能です。（10万円まで） 

・ATM操作の途中で操作を取りやめ、異なる金融機関ATMにて再操作をするとロックがかかります。

ご注意ください。 

・ペイジー（Pay-easy）操作方法の詳細については http://pay-easy.jp をご覧ください。 

 

受受考考票票・・写写真真票票((学学校校提提出出用用))をを印印刷刷しし、、顔顔写写真真をを貼貼付付  書書類類のの提提出出  

１．22002222年年1100月月1100日日（（月月））正正午午以以降降に出願サイトのマイページより受考票・写真票（学校提出用）

の印刷が可能になります。  

志望動機書１、２の用紙は9月22日（木）正午～マイページより印刷ができますが、受験番号の

確認は10月10日（月）正午以降です。確認後ご記入をお願いします。 

２．写真票と志望動機書１、２を指示に従い、22002222年年1100月月1144日日（（金金））ままででに簡易書留で学校まで郵

送してください。（必着） 

【注意事項】 

・受考票、写真票、志望動機書１、２は本校から発送しませんので、必ずご自宅やコンビニ等で

印刷してください。（ＡＡ４４ササイイズズ、、普普通通白白紙紙、、両両面面印印刷刷不不可可） 

・受考票と写真票に志願者の顔写真（最近３ヶ月以内に撮影したもの、縦70mm×横50mm、裏全面

にのり付け）を貼付してください。 

３．10月末日ごろに考査日時を記載したメールを、登録メールアドレス宛に送信します。記載され

た日時に本校までおいでください。（10月末日までにメールが届かない場合は、ご連絡くださ

い。） 

STEP3

1 

 

桐桐朋朋小小学学校校    ≪≪イインンタターーネネッットト出出願願ののごご案案内内≫≫  

＜＜イインンタターーネネッットト出出願願利利用用可可能能期期間間＞＞  

出願サイトへのアクセスは、2022年9月22日（木）正午ごろから本校ホームページより可能となります。  

ただし、受考料の払い込みは、2022年10月1日（土）～3日（月）の間のみ可能となります。 

（払い込みが完了することで、正式な出願となります。） 

 

＜＜イインンタターーネネッットト出出願願をを利利用用すするる環環境境ににつついいてて＞＞  

インターネットに接続できる環境（パソコン・スマートフォン（以下、スマホ。）・タブレット端末）

及びプリンターをご用意いただける方は、ご自宅等で出願が可能です。  

※ご自宅にプリンターがない方は、コンビニのサービス等を利用した印刷機器などで印刷していただく

ことが可能です。 

 

＜＜イインンタターーネネッットト出出願願のの手手順順＞＞  

出出願願ササイイトトににアアククセセスス  

本校のホームページの「          」の案内バナーをクリックして、出願サイトにアクセ

スしてください。) 出願サイトは、パソコン・スマホ・タブレット端末に対応しています。  

 

指指示示にに従従っってて必必要要事事項項をを入入力力しし、、受受考考料料をを支支払払うう  

１．メールアドレス（mcID）登録（初回のみ） 

出願サイトのご利用には、メールアドレスの登録が必要となります。 

登登録録いいたただだいいたたメメーールルアアドドレレスス宛宛にに、、後後日日、、受受験験日日時時ををおお知知ららせせすするるメメーールルをを送送りりまますす。。毎毎日日確確認認がが

可可能能ななアアドドレレススををごご登登録録くくだだささいい。。ままたた手手続続きき完完了了メメーールル送送信信、、緊緊急急連連絡絡等等ににもも利利用用ししまますす。。ススママホホ・・

携携帯帯のの迷迷惑惑メメーールル対対策策ををさされれてていいるる場場合合ははアアドドレレスス  @@ee--sshhiihhaarraaii..nneett  のの受受信信をを許許可可ししててくくだだささいい。。  

【注意事項】 

・イベント予約で既にメールアドレス（mcID）を登録している場合は、同じメールアドレス（mcID）

を使用してください。  

 

２．出願内容、入試日程等の入力・選択 

利用規約、個人情報取り扱いに同意の上、画面の指示に従って、志願者情報・保護者情報を入力しま

す。  

 

３．受考料を支払う 

受考料のお支払い方法は、①クレジットカードによるオンライン決済 ②コンビニレジでの支払い 

③ペイジー対応金融機関ATMでの支払いの３種類です。  

【注意事項】 

・受考料支払方法を確定して次に進んだ後は、入力内容の誤りをインターネット上で訂正すること

はできませんので、十分確認を行ってから進んでください。 

STEP1

STEP2


