
音楽が支える学力
音楽と育つ豊かな知性と感性

ONSHO
K U N I T A C H I

http://www.onsho.ed.jp/

最新の情報につきましては
ホームページをご確認ください〒186-0005 東京都国立市西 1-15-12Address

Tel 042-572-3531

国 立 音 楽 大 学 附 属 小 学 校

学校説明会
（プレスクール・公開授業）

コンサート 体験

木7/29
プレスクール

日5/23

プレスクール
学校説明会

金8/27
サマーコンサート

日2022年 1/23
陶芸絵付け体験会

月 祝2022年 3/21
スプリングコンサート

火6/22

公開授業
学校説明会

日9/12

プレスクール
学校説明会

日12/12
ウィンターコンサート
造形作品展

土10/2
運動会

（未就学児参加種目あり）

2021年度 公開行事

「音楽のもつ力によって、本当の学力、さらに人間性を育てていく」 日本で唯一の音楽大学の附属小学校



Live as Children of the Light

啓明学園初等学校



 

 

2022 年度児童募集 

光塩女子学院初等科 

「人を大切にする人を育てる」 

●共同担任制 ●教科専科制 ●倫理教育 ●日記指導 

●外国語教育 ●ICT 教育 個人持ち iPad を 1 年生より活用 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

学校説明会 

6 月 12 日（土） 

7 月 10 日（土） 

9 月 11 日（土） 

────  

本校ＨＰでご確認ください。 

──── 

◆募集人数 80 名 

◆入学試験日 

11 月 4 日（木）児童テスト 

11 月 5 日（金）保護者同伴面接 

11 月 6 日（土）web 合格発表 

        入学手続き 

詳細はこちらへ 

 

 

 

 

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南 2-33-28 03-3315-1911              

●交通 ＪＲ中央線 高円寺駅 ／ 東京メトロ丸ノ内線 東高円寺駅・新高円寺駅 



晃華学園小学校

　　２月20日(土)第１回オンライン学校説明会・個別質疑応答
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※要予約

　　５月15日(土)第２回学校説明会・公開授業　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※要予約

　　６月12日(土)第３回学校説明会・体験授業　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※要予約

　　９月11日(土)第４回学校説明会・スタンプラリー　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※要予約

＊詳細は、本校ホームページでご確認ください。　　　　

2021年度学校説明会

晃華学園小学校（男女）

https://es.kokagakuen.ac.jp
〒182-8550 東京都調布市佐須町5-28-1 ＴＥＬ.042-483-4506

KOKA  GAKUEN  ELEMENTARY  SCHOOL

・京王線つつじヶ丘駅北口より京王バス深大寺ゆき７分

／「晃華学園」下車徒歩５分

・京王線調布駅北口より京王・小田急バス杏林大学病院ゆき15分

／「晃華学園」下車徒歩５分

・ＪＲ三鷹駅南口より小田急バス晃華学園東ゆき20分

／「晃華学園東」下車徒歩５分

＜お弁当サポート＞

添加物や既製品は使わない「心のこもったお弁当」をテーマに

子どもたちに届けています。

＜アフタースクール＞

学園内の施設で、安心・安全を第一に子どもたちをお預かりし、

夏休みや冬休みにも対応しています。

家庭との連携



  Salesio.ac.jp  

東京都小平市上水南町4－7－1 

     （東京学芸大学北門前） 

TEL 042-321-0312 

※学校見学、編入ご希望の方は、いつでも教頭までご連絡ください。 

 

自然豊かな環境 

   少人数 

  家庭的な雰囲気 

学校紹介ビデオ 

male:salesio@axel.ocn.ne.jp 







 

 

 

 

 

― ２０２２年度 新１年生入試日程 ― 
 
 

募集人員 １１２名（男子５６名、女子５６名） 

出願資格 ２０１５年４月２日〜２０１６年４月１日に出生した児童 

出願登録 
出願サイト「miraicompass」によるインターネット出願。 
登録期間：9月28日（火）10：00 ～ 10月1日（金）15：00 

児童検査 男子 １１月１日（月）午前 と ２日（火）〜４日（木）の１日 

児童検査 女子 １１月１日（月）午後 と ２日（火）〜４日（木）の１日 

保護者面接（男女とも） １１月２日（火）〜４日（木）の１日 

合格発表・書類交付 １１月５日（金） 

入学手続 １１月９日（火）のみ 

 

《学校説明会》 

                 第１回  ６月  ５日（土）成蹊学園内 

                 第２回  ９月 ４日（土）成蹊学園内 

 

《学校公開》 

               運動会  ５月２２日（土）８：３０ 開会予定（雨天順延） 

     オープンスクール  ６月１８日（金）１０：４０〜１２：１５ 予定 

               文化祭 １０月１０日（日）８：３０ 開会予定 

 

※ 会場・時間の詳細は、本校ホームページをご確認ください。 

※ 学校説明会・オープンスクール・文化祭は、校舎内で実施いたしますので、 

スリッパ・上履きをご持参ください。 

※ 学校には外来者用の駐車場はありません。また、学校周辺の路上駐車は、 

近隣住民の迷惑となりますので、自家用車でのご来校はご遠慮ください。 

 

 

https://mirai-compass.net/usr/seikeie/common/login.jsf


西武学園文理小学校

2022 年度募集

https://www.seibubunri-es.ed.jp/

SEIBU GAKUEN BUNRI ELEMENTARY SCHOOLSEIBU GAKUEN BUNRI ELEMENTARY SCHOOL

文理イマージョン教育

開校時から、国際性の教育に力を入れる文理小学校では、英語の授業数

は低学年が週２時間、高学年が週３時間あり、それに加えて、体育・音

楽・図工の授業では日本人の教員と外国人英語講師がティームティーチ

ングで担当し、英語にたくさん触れながら、楽しく、しっかり、じっく

りと学習ができます。登校時、休み時間やお昼清掃時の放送なども英語

で行い、児童集会やイベントの時の司会も英語を使用するなど、1日中

英語に触れることで自然と英語力が上達していきます。小学校卒業まで

にはほぼ全員英検 3級を取得。英検準 2級、2級、準 1級を取得してい

る児童も多数います。

音楽、 図工、 体育、 英語に触れる時間は週 10 時間以上

文理小学校　３つの教育の柱

「こころを育てる」　人を思いやる心、感謝の心、誠

実さと命を大切にする優しい心をもった子ども達を

育てます。

「知性を育てる」　学びの喜びを体感させ、確かな学

力と、創造性、論理性、プレゼンテーション力を育

てます。

「国際性を育てる」　一日中英語のシャワーをあびな

がら日本人としてのアイデンティティを持った真の

国際人になるための基礎を作ります。

〒350-1332    埼玉県狭山市下奥富 600　Tel.04-2900-1800 　https://www.seibubunri-es.ed.jp/

説明会　　　　 　
 　　  　  ● 内容：校長挨拶・学校概要・施設紹介・児童のようす

 　 　  ● 配信方法：YouTube による配信となります

   　● 予約をされた方に順次、視聴用 URL をメールにてご案内します

  ● 今後のイベントにつきましては、決まり次第、ホームページにてお知らせします

第 1 回 オンライン学校説明会 <３月末まで 随時受付中 > 下記 QR コードから

予約サイトにアクセスできます



東京都多摩市和田 1254-6
https://www.teikyo-sho.ed.jp/

本校ホームページにて受付中
オンライン学校説明会



B1 サイズ 728 × 1030mm ：20 枚

自分が、たのしいと思うこと。誰かが、うれしいと感じること。

そして、世界中のみんながすてきな思いを 持ちながら、 毎日をすごせること。

ここは、そんな「しあわせ」をたくさんつくれる、 

未来の大人になるための学園です。   

「しあわせ」をつくる人になろう。

2022 年度 入学児童募集 学校説明会
第1回 2021年   1月23日（土）10：00～11：00  オンライン 
第2回 2021年   2月27日（土）14：00～15：00  オンライン 
第3回 2021年   5月   8日（土）14：00～15：00  オンライン 
第4回 2021年   5月13日（木） 9：30～11：30  公開授業 
第5回 2021年   6月12日（土） 9：30～12：00  公開授業
第6回 2021年   7月   3日（土）10：00～11：00  アフタースクール体験 
第7回 2021年   9月   9日（木）14：00～15：30  クラブ見学 
第8回 2021年   9月18日（土） 9：30～12：00  体験プログラム
第9回 2021年11月27日（土）14：00～15：30  好きなこと入試説明会 

学校説明会は予約制になります。
ご希望の方は、ホームページより
お申し込みください。

この他にも見学できる学校行事が
ございます。詳細はホームページで
ご確認ください。

左記の日程以外でも、
見学のご希望があれば
お問い合わせください。

新渡戸文化小学校
新渡戸文化アフタースクール

〒164-8638  東京都中野区本町6-38-1　TEL：03-3381-0124　FAX：03-3381-0125　www.el.nitobebunka.ac.jp
併設校 ： 新渡戸文化子ども園／新渡戸文化中学校／新渡戸文化高等学校／新渡戸文化短期大学

帰国子女も受け入れています。

2022 年度 入試試験日
第1回

第2回

2021年11月 3日（水・祝）
2021年11月13日（土）

第3回 2021年12月11日（土）

B1 サイズ 728 × 1030mm ：20 枚

自分が、たのしいと思うこと。誰かが、うれしいと感じること。

そして、世界中のみんながすてきな思いを 持ちながら、 毎日をすごせること。

ここは、そんな「しあわせ」をたくさんつくれる、 

未来の大人になるための学園です。   

「しあわせ」をつくる人になろう。

2022 年度 入学児童募集 学校説明会
第1回 2021年   1月23日（土）10：00～11：00  オンライン 
第2回 2021年   2月27日（土）14：00～15：00  オンライン 
第3回 2021年   5月   8日（土）14：00～15：00  オンライン 
第4回 2021年   5月13日（木） 9：30～11：30  公開授業 
第5回 2021年   6月12日（土） 9：30～12：00  公開授業
第6回 2021年   7月   3日（土）10：00～11：00  アフタースクール体験 
第7回 2021年   9月   9日（木）14：00～15：30  クラブ見学 
第8回 2021年   9月18日（土） 9：30～12：00  体験プログラム
第9回 2021年11月27日（土）14：00～15：30  好きなこと入試説明会 

学校説明会は予約制になります。
ご希望の方は、ホームページより
お申し込みください。

この他にも見学できる学校行事が
ございます。詳細はホームページで
ご確認ください。

左記の日程以外でも、
見学のご希望があれば
お問い合わせください。

新渡戸文化小学校
新渡戸文化アフタースクール

〒164-8638  東京都中野区本町6-38-1　TEL：03-3381-0124　FAX：03-3381-0125　www.el.nitobebunka.ac.jp
併設校 ： 新渡戸文化子ども園／新渡戸文化中学校／新渡戸文化高等学校／新渡戸文化短期大学

帰国子女も受け入れています。

2022 年度 入試試験日
第1回

第2回

2021年11月 3日（水・祝）
2021年11月13日（土）

第3回 2021年12月11日（土）



 



学校説明会 

 2021/3/6土（オンライン）   5/9土（学習公開）   

 7/27月（イブニング） 9/5土（入学試験説明会） 

 2022/3/5土  2023年度入試用 

       第1回学校説明会・学習公開 

個別相談会 

随時受付中!! メールにてお問合せください。 

アクセス 

JR国分寺駅・西武国分寺駅よりバス７分 

京王府中駅よりバス７分 

JR北府中駅より徒歩15分 

 
イベントの 

ご予約 

HPは 

こちらから 

https://www.meisei.ac.jp/
es/?bp 

「賢さ」と「豊かさ」を兼ね備えた、 

    輝きをもった子どもへ 

子どもたち一人ひとりが 

深い学び×豊かな心を持つために 

〒183-8531 東京都府中市栄町１-１ 

TEL: 042-368-5119 FAX: 042-364-6801 

Email: info_e@es.meisei.ac.jp 

その他 

プレスクール（定員制体験授業）・ 

オープンスクール ・ 体験パーク 

            も開催 




