TOKO GAKUEN
ELEMENTARY SCHOOL

2019 年度

児 童 募 集 要 項

桐光学園小学校
〒215-8556 神奈川県川崎市麻生区栗木 3-13-1
TEL:044-986-5155

http://www.tokoes.ed.jp

-0-

2019 年度 桐光学園小学校 児童募集要項
出願資格

平成２４年４月２日から 平成２５年４月１日までに出生した子ども

第１回

第２回

《日時》 平成３０年１０月２３日(火)

《日時》 平成３１年１月１２日(土)

９：００～１１：３０

１３：３０～１６：００

《内容》 知能テスト、制作活動、集団活動

試験

《内容》 知能テスト、制作活動、集団活動
欠員があった場合のみ実施いたします。
実施の有無は 12 月 10 日に小学校
HP でお知らせいたします。

募集人数

《男子》３６名 《女子》３６名 《合計》７２名

若干名

（内部進学者を含む）
平成３０年９月１８日(火)～１０月上旬

保護者面接

※面接日時は出願手続き完了画面および完了メールからご確

平成３１年１月１２日(土)

認ください。桐光学園小学校在校生及び卒業生の保護者は面
接を免除します。

出願方法

インターネット出願 ～詳細は７月中旬から小学校 HP でご覧になることができます。～
出願画面の指示に従って志願者情報を入力してください。受験票と写真票はお手元のプリンタで印刷し(A4・白・普通紙)、写真を
貼ってください。写真票は調査用紙と一緒に郵送し、受験票は試験当日お持ちください。

９月 ３日(月) ９：００
受付期間

１２月１７日(月)

～

～

９月３０日(日) １６：００

入学金納入

１月 ６日(日) １６：００
２０,０００円

受験料
合格発表

９：００

※ 受付期間に出願サイトからお支払い下さい。

平成３０年１０月２３日(火)

平成３１年１月１２日(土)

小学校ホームページ（18:00～翌日 18:00）

小学校ホームページ（18:00～翌日 18:00）

１０月２３日(火) １８：００

１月１２日(土) １８：００

～

～

１０月２４日(水) １８：００

１月１４日(月) １８：００

※上記期日に入学金 230,000 円を指定の入金サイトからお支払いください。

合格書類
受け渡し
その他納入金

合格書類は郵送いたします。

１月１５日(火)～１月１８日(金)
１０：００ ～ １８：００

① 父母会入会金・・・・・10,000 円
② 施設拡充寄付金・・・100,000 円以上(任意のものですが、ご協力お願いします。)
※上記の①・②を、平成３１年３月２日(土)１３：００～「新入生登校日」の際に納入していただきます。

① 授業料(１ヶ月)・・・・・・・46,500 円 ※空調費を含む
入学後の
校納金

② 父母会費(１ヶ月)・・・・・・1,500 円
③ スクールバス代(１ヶ月)・・・2,000 円 ※１～３年生バス利用者のみ
④ 施設費・・・・・・・・・・・・・280,000 円 ※入学時１回のみの納入
３ヶ月分ずつ年４回に分けて納入していただきます。施設費は第１回校納金と同時に引き落としとなります。
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○インターネット出願・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●平日・土日・祝日 24 時間出願手続きができます。
●ご自宅で出願手続きができます。
●各種クレジットカード・コンビニエンスストア・ペイジーでのお支払方法が選べます。

※お支払いには別途手数料がかかります。あらかじめご了承ください。

■出願手続きから試験当日までの流れ
本校ホームページ

出願サイト

第１回入試は８月２５日(土)、第２回入試は１２月１０日(月)以降、本校ホーム
ページに出願サイトへリンクするバナーを設置します。そちらから出願サイトへ移動してくだ
さい。
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。

←
出
願
期
間
前
で
も
操
作
可
能

ID(メールアドレス)登録

ログイン/マイページ

出願情報入力

メールアドレスを ID として登録してください。イベント(学校説明会)申し込みに使用した ID
と共通です。既にご登録済みの方は、そちらの ID をお使いください。

登録した ID を使ってログインしてください。マイページが表示されます。
「新規申込手続き」よりお進みください。
志願者情報を入力してください。合格発表時に必要なパスワードもここで設定してくだ
さい。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
出
願
期
間
中
に
操
作
可
能
→

受験料支払い方法選択

受験料のお支払いには、クレジットカード、コンビニ、ペイジー(金融機関 ATM)をご利用
いただけます。本校窓口でのお支払いはできません。なお、お支払いには別途手数料が
かかります。

受験票・写真票 印刷

受験料のお支払い完了後支払い完了メールが届き、出願サイトから受験票の印刷が可能と
なります。ご自宅やコンビニエンスストア等で印刷(A4・白・普通紙)してください。印刷された受
験票と写真票(学校提出用)に受験者の写真(4cm×3cm、白黒・カラーどちらでも可)を貼
付してください。

写真票・調査用紙 郵送

「志願動機」や「受験者について」等を記入した調査用紙と写真票を、出願から１週間以
内に、小学校へ郵送してください。書類を郵送していただいた方には、メールでお知らせいたし
ます。

保護者面接

ホームページで保護者面接に来ていただく日時をお知らせいたします。ご都合が悪い場合はご
連絡ください。変更することができます。

入試当日
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○保護者面接・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成３０年９月１８日(火) ～ １０月上旬
※ ホームページで日時をお知らせいたします。出願手続き完了画面または完了メールからご確認ください。
ご都合が悪い場合はご連絡いただければ変更することができます。
※ 桐光学園小学校在校生及び卒業生の保護者は、面接を免除します。
※ ご両親揃ってでなくても構いません。志望動機や教育方針などについてお聞きします。

○受験票・写真票(学校提出用)見本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2018 年度
受験票

1.

2018 年度

白・A4・普通紙で印刷してください。
写真のサイズは 4×3cm 白黒・カラー

写真票

どちらでも可（スピード写真可）。
2.

３ヶ月以内撮影の正面・上半身無
帽のもの。

3.

手書きによる修正・訂正はできません。
もし入力事項に変更が生じた場合は、
速やかに本校までご連絡ください。

4.

受験票と写真票は切り離し、受験票
は試験当日に必ずお持ちください。写
真表は調査用紙と一緒に本校へ郵
送してください。

○調査用紙、写真票の郵送について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
調査用紙(小学校 HP から PDF ファイルを印刷してお使いいただくこともできます。A4・白・普通紙)に必要事項を記
入し、写真票と一緒に出願手続きから１週間以内に本校まで郵送してください。６ページの宛名状を、切り取って封
筒に貼ってお使いください。

出願時にご提供いただいた氏名、住所等の個人情報は本校入学試験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。
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■第１回入試合格発表から入学式までの流れ
第１回入試

詳細につきましては、５ページをご覧ください。

合格発表

試験当日の 18:00 から、本校ホームページにて発表いたします。

入学金のお支払い

合格発表の画面から「入学金納入サイト」へ進み、納入期間中に

10 月 23 日(火)～10 月 24 日(水)

入学手続き完了メール

合格書類のお届け

第１回新入生登校日
平成 30 年 11 月 17 日(土)

お支払いください。

「入学金」の入金確認後に、お支払い完了のメールを送信いたします。

「合格書類」を郵送いたします。

制服採寸や、ランドセル・体操服などの申し込みをしていただきます。

第２回入試
平成 31 年 1 月 12 日

合格手続き等

第２回新入生登校日

父母会入会金・施設拡充寄付金の納入をしていただきます。

平成 31 年 3 月 2 日(土)

また、学用品の受け取りや、上履き・運動靴の販売をいたします。

入学式

詳細につきましては、第 2 回新入生登校日にお知らせいたします。

第２回入学試験につきましては、１２月１０日(月)より小学校 HP にて詳細をお知らせいたします。

-4-

○第１回入学試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
〈試験日時〉 平成３０年１０月２３日(火)９：００～１１：３０
（受付 ８：００～ ８：５０）
〈持ち物〉

受験票・上履き
※ 保護者はスリッパなど、受験児童は園などで使用している室内用シューズをご用意ください。
※ 筆記用具などを持参する必要はありません。

〈服 装〉

受験児童の服装はできるだけ動きやすいものにしてください。
※ 体操服はいりません。

〈バスの運行時刻〉 試験当日は栗平駅から学校までのバスを下記の時間内、運行します。
栗平駅発車

７：５０～ ８：４０

※ バス乗り場は、学校側とは反対の栗平駅前交番側となります。
※ お車でのご来校はご遠慮ください。

○合格発表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成３０年１０月２３日(火) １８：００ ～ １０月２４日(水) １８：００
1.

本校ホームページ（http://www.tokoes.ed.jp）でご確認ください。

2.

電話・FAX・メールによる合否の問い合わせには応じられません。

○入学金納入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1.

入学金のお支払いは、入学金納入サイトにて下記の期間にお支払いください。お支払いは、クレジットカードまた
はコンビニエンスストア、ペイジーをご利用ください。本校窓口では取り扱うことはできませんのでご注意ください。期
限までに入学金のお支払いがない場合は、入学を辞退したものとみなします。
１０月２３日(火)１８：００ ～ １０月２４日(水)１８：００

2.

納入された入学金は、いかなる場合も返還することができませんのであらかじめご了承ください。

3.

入学予定者及び保護者の招集日(新入生登校日)は 11 月 17 日(土)と平成 31 年３月 2 日(土)です。
（次頁参照）
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○第１回新入生登校日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成 30 年 11 月 17 日(土)

午前の部・・・男子、午後の部・・・女子

●受付時間は、〈男子〉９：００～１０：５０、〈女子〉１３：００～１４：５０です。
●制服採寸や、ランドセル・体操服などの申し込みをしていただきます。

○第２回新入生登校日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成 31 年３月２日(土)

１３：００～

●受付時間は、１２：３０～１３：００です。
●入学金以外の費用を納入してください。
① 父母会入会金・・・・・・・ 10,000 円
② 施設拡充寄付金・・・・・100,000 円以上(任意のものですが、ご協力お願いします。)
●学用品のお渡し、上履き・運動靴の販売をいたします。
●詳細は、第１回新入生登校日の際にお知らせいたします。

〒２１５－８５５６
川崎市麻生区栗木３－１３－１
桐光学園小学校 宛

簡易書留

出願手続書類在中
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○お問い合わせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


入試・出願に関するお問合せ

桐光学園小学校
〒215-8556 神奈川県川崎市麻生区栗木 3－13－1
電話： 044－986－5155
平日 9:00～16:00 / 土曜日 9:00 ～ 12:00
日曜・祭日及び８月２日～８月２３日、１２月２３日～１月６日を除く



システム・操作に関するお問合せ

E-サービスサポートセンター
（運用委託会社：三菱総研 DCS 株式会社 運用受託会社：株式会社オプト・ジャパン）
電話番号は、出願サイトの右下「お問い合わせ先」をご覧下さい。
※20 時以降の受付につきましては、ご質問内容によりご回答が翌営業日になることがございます。
ご了承のほどよろしくお願いいたします。
（営業日：月～金（祝祭日、年末年始（12/26～1/5）除く））
※E-サービスサポートセンターでは入試・出願に関するご質問にはお答えできませんので、直接学校へお問い合わせください。
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