
 

 

  

2021 年度児童募集版 

 

 

      

なぎさ公園小学校  

入試のＱ＆Ａ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入試の形態について Ｐ．1

アドミッションポリシーについて Ｐ．2

入試の内容について Ｐ．3 ～ Ｐ．4

過去の入試結果について Ｐ．5

入試についてのその他の質問 Ｐ．5 ～ Ｐ．6

出願書類の記入について Ｐ．7

編・転入学試験について　 Ｐ．7

目　次



入試の形態について  

Ｑ１．ＡＯ入試とはどういう入試ですか？ 

   Ａ１．ＡＯ試験の趣旨は次の通りです。 

ＡＯ（Admissions Office）入試とは、入試担当専門スタッフが、アドミッション・ポリシー

（学校の受け入れ方針）に照らし合わせて、志願者を人物、動機、経験、経歴など多様な

側面から評価し選抜する仕組みのことです。入学者は明確な目的意識をもって入学する

ため、入学後の勉学意欲や帰属意識が高く、今日では日本の大学でも広く普及した選抜

方法になっています。 

   本校の入学試験は、「非認知能力」を評価する割合を増幅して実施しています。 

 

 

 

Ｑ２．ＡＯ入試を実施するねらいを教えてください。 

Ａ２．ＡＯ入試を採用するねらいは次の通りです。 

本校では、2016 年度入試より、ＡＯ入試のみの募集に変更しました。それは、本学園の 

教育理念および私たちが展開するなぎさ style の教育に共鳴し、お子さまを是非本校で学

ばせたいと望まれるご家庭のお子さまの入学を優先させるためです。選抜方法の変更を後

押ししたのは、本校卒業生のたくましく成長した姿を見ることで、私たちがすすめてきた教育

の有効性を改めて確認することができたからです。  

本校の教育理念や教育プログラムを理解し、強く本校で学ばせたいと考えるご家庭のお

子さまに入学していただくことをねらいとしています。 

 

（１）本校のＡＯ試験は、本校を第一志望とされる方ための試験です。専願制ですので合格し

た場合は必ず入学していただくことになります。 

（＊ただし、他校との併願は制限していません。） 

（＊志願書に誓約書を提出していただきます。入学の辞退はできません。）  

 

（２）志願動機を重視する試験です。本学園の教育理念、本校が展開する教育内容をご理

解していただいたうえでお受験ください。 
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アドミッションポリシーについて  

Ｑ１．アドミッションポリシーとは、何ですか？  

Ａ１．学校が受験生に求める能力・意欲・適性・経験と、どのような学生生徒児童を育てよう

としているのかといった考え方をまとめた基本的な方針のことです。 

 

 

Ｑ２．なぎさ公園小学校のアドミッションポリシー（ 求める児童像  ）は、何ですか？  

Ａ２．本校が求める児童像はおもに下記の３つです。 

１．「 人のお話をよく聞き、よく考え、何事にも一生懸命取り組むことができる 」 

→ 意欲・集中力・粘り強さ（ 忍耐力  ） など 

２．「 きちんあいさつができ、誰とでも仲良くすることができる 」 

→ 思いやり・協調性・協働性  など 

３．「 けじめのある生活を送ることができる  」 

→ 集中力・計画性  など 

 

 

Ｑ３．入試においてどのような点を観られているのですか？ 

Ａ３．適性検査を通して、小学校以降の学力の土台となる「  非認知能力  」と呼ばれる力や

姿勢がどの程度育っているかを観ています。 

 

 

Ｑ４．非認知能力とはどんな力なのでしょうか？  

   Ａ４．これからの社会に必要とされる非認知能力は、「  目標に向かってがんばる力  」や「 課

題を見つける力  」「 失敗してもまたやろうと思える力  」などのことをいいます。こうした力を

育むためには、計算や知識といった紙の上の学習だけでなく、実際の体験を通して、自分

なりに考えるという行動を繰り返すことが大切です。 

非認知能力がすべてで、認知能力（ 基礎学力や基礎知識・技能  ）はおろそかにして

いるというわけではありません。ただ、非認知能力が高い子どもは認知能力も高く成績が良

い、という研究報告もなされています。 
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入試の内容について  

Ｑ１．入試はどういう形式で実施されますか？過去の入試で実施された内容や試験時

間を教えてください。 

Ａ１．試験は次の流れで行います。 

 試験準備→親子面接→適性検査Ａ→適性検査Ｂ→試験終了   

①受験者を生年月日の近いグループに並べ替え、時間を指定して実施します。  

②所要時間は、待ち時間を含めて１時間３０分程度です。 

＊生年月日の近い子どもたちを集めるのは、この年齢では肉体的にも精神的にも個人差が

大きいことへの配慮です。特に適性検査Ｂ（集団）試験等における公正さを念頭に配慮

しています。 

＊受験日が幼稚園や保育園の行事、また慶弔時と重なった場合、ご事情を志願書に添

えて提出していただければ、できるだけの配慮をいたします。 

 

 

Ｑ２．親子面接、適性検査Ａ、適正検査Ｂの内容や判断基準、得点割合をおしえてくだ

さい。 

Ａ２．得点割合は非公表です。３つの試験科目の成績を総合的に判断します。  

 

（１）親子面接（ 保護者 1 名＋受験生  ）（５分程度） 

◎保護者への質問： 

学校案内の内容（本校の教育）や「入学志願書②」に記入されたことについて伺います。

質問内容は個々で異なります。 

◎受験生への質問： 

受験者（本人）面接については、先生とお話をするような感じで進めていきます。事前に暗

記するなどの準備は必要ありませんので、普段と同じ様子を見せてください。なお、私どもが

お子さまと面接する際に大切にしていることは、以下の三点です。 

（返答の正誤は重要ではありません） 

①話しかけた教師の目を見て返答できるかどうか 

②教師の指示を理解し、行動しようとするかどうか  

③発達段階に応じた社会のルールやマナーが身についているかどうか 

 

＊保護者の方が退室の後、親子面接に引き続き受験生のみで適性検査Ａを行います。 
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（２）適性検査Ａ （１５分程度） 

受験生に対して行う、聞き取りの問題と簡単な手作業です。文字が読めることや書けること

は前提としていません。 

◆ 聞き取りの問題 (過去の出題例から) 

・ お話を聞いて、いくつかの質問に答える。 

①「このお店は何屋さんですか。」 

②「誰と買い物に行きましたか。」 

③「何を買いましたか。」 

④「このお話の続きをつくってください。」  など 

 

◆ 手作業の例 (過去の出題例から) 

・ 質問を聞いて、鉛筆で答えを書く。 

①「この５個の形の中に、違う形が 1 個あります。その形に○をしましょう。｣ 

②「あいているところは、どのような形がはいるでしょう。ならんでいる形のきまりを考えて、

形を書きましょう。」 

・ お道具箱に入っている道具を使う。 

①「１つ目はこれと同じ形をこの紙に鉛筆で書きましょう。」  

②「２つ目は書いた形にクーピーを使って、好きな色を塗りましょう。」  

→いずれも記憶力、観察力、想像力、数や形の認識と分類、手の巧緻性、生活力など

を見るのがねらいとなります。作業としては、切る、貼る、たたむ、折る、塗る、出す、入

れる、片づけるなど子どもの生活にある、日常的な動作を出題します。 

 

（３）適性検査Ｂ （２５分程度） 

受験生を少人数のグループに分けて集団で行う作業です。与えられた課題を協力して達

成します。試験では、お子さんが集団の中でどのように生活できるかを見せていただきます。

おうちの中で楽しく、仲よく生活している姿、そのままで結構です。なお、評価のねらいは以

下のとおりです。試験内容や、実施方法については毎年少しずつ変更していますが、ねらい

や求める子ども像は変わりません。 

◆ 集団の課題例 ( 過去の出題例から ) 

①自己紹介  

②鬼ごっこ 

③だるまさんが転んだ 

④人文字     など 

→観察力・数や分類の認識・状況判断・コミュニケーション能力・協力のようす・手の使い

方・身体の使い方・生活力・問題解決能力などが評価のねらいとなります。  
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過去の入試結果について  

Ｑ１．過去の入試データを教えてください。 

Ａ１．下のデータをご確認ください。（ＡＯ入試のみの募集開始以降） 

 

 

 

 

 

 

 

 備考：各年度で一家転住による転出、帰国子女の編入、県外からの転入などにより現在  

の児童数には各学年とも変動があります。 

 

 

入試についてのその他の質問  

Ｑ１．入試日に、病気等で欠席した場合、後日再試験を行っていただけますか？ 

Ａ１．再試験は行いません。  

   ※コロナ感染症の対応はいたします。ご相談ください。 

Ｑ２．入試のときの服装はどうしたらよいでしょうか？ 

Ａ２．特に指定があるわけではありませんので、幼稚園等の制服でも、私服でもかまいません。

持ち物等は、受験票とともに送付する入学試験要項でご確認ください。 

Ｑ３．学校主催の説明会等へは、参加した方がよいでしょうか？ 

Ａ３．説明会等は本校の教育内容、環境をご理解いただくために実施しています。参加回数

によって入試の有利・不利はありませんが、ＡＯ入試の性格上、一度は事前にご来校いた

だきたいと思います。 

Ｑ４．募集児童の男女比はどうですか？ 

Ａ４．募集人数の７０人は、男女合わせての人数ですが、共学による人間関係づくりという観

点から、概ね男女同数が望ましいと考えています。ただし、正確に男子３５人・女子３５人と

いう枠があるわけではありません。 

Ｑ５．帰国子女や外国籍の人への対応はどうなっていますか？ 

Ａ５．Ⅰ期試験でグローバル入試を行っています。事前の面接で、グローバル入試の有資格

者と認められた場合出願できます。詳細は募集要項をご確認の上、お問い合わせください。 

Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅰ期 Ⅱ期

志願者数

＊80
男47
女33

77
男37
女40

77
男42
女35

＊70
男36
女34

15
男10
女5

＊88
男36
女52

4
男1
女3

合格者数

＊70
男37
女33

67
男30
女37

68
男35
女33

＊65
男33
女32

7
男4
女3

＊71
男29
女42

1
男0
女1

入学者数

＊68
男36
女32

66
男29
女37

66
男33
女33

＊編転入を含む

2020（R2）年度

70　男28女42

＊グローバル入試を含む

2019（Ｒ1）年度

70　男35女35

2016
（H28）
年度

2017
（H29）
年度

2018
（H30）
年度
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Ｑ６．受験資格はどうなっていますか？ 

Ａ６．幼稚園や保育園への、通園の有無に関わらず受験できますし、通園等に関して入試の

有利・不利はありません。 

Ｑ７．遠方在住ですが、受験することはできますか？ 

Ａ７．国内外のどこに住んでいても受験できます。基本的に通学範囲の制限もありません。  

Ｑ８．生まれ月による配慮はありますか？ 

Ａ８．試験や合否判定の際、必要な配慮を行い、総合的に判断します。ただし、生まれ月に

よる入試の有利・不利はありません。 

Ｑ９．さまざまな障害のある児童に対して受け入れをしていますか？ 

Ａ９．施設・設備の面では、エレベータ、多目的トイレがありますが、特別支援学校のような設

備や人員の配置はありません。出願の前に、保護者の方とご相談させていただきます。 

Ｑ10．入学するために、特別なスクール（幼児教育、英語、水泳など）に通わないといけ

ませんか？ 

Ａ10．入学試験により入学者を決定しますが、入学試験に対する準備については保護者の

ご判断によります。もちろん通塾等の有無による、入試の有利・不利はありません。 

Ｑ11．２次募集を行いますか？ 

Ａ11．１月中ごろにＡＯ入試Ⅱ期を予定しています。１２月上旬にＨＰ上でＡＯ入試Ⅱ期の実

施情報を公開します。詳しくは本校ＨＰの入試情報をご確認ください。 

Ｑ12．専願制ですが、他校との併願はできますか？ 

Ａ12．できます。専願制とは、合格した場合は、必ず入学していただくという制度であり、他校

の受験を制限するものではありません。 

Ｑ13．入試関係の相談はどこにしたらいいですか？ 

Ａ13．ＨＰ上に「 なぎさの質問箱  」を設けています。何でもご質問ください。また、それ以外で

も、担当者が随時ご相談を承りますので、その旨をご連絡ください。毎月一週間程度、

「ＮＯＷ（学校見学会）」の実施を予定しています。個別相談も行えますので、ＨＰよりお

申し込みの上、ご参加ください。なぎさ登録をしていただくと学校から資料や情報を送ら

せていただきます。（＊メールでのお問い合わせも可としています。） 

Ｑ14．合否の発表方法を教えてください。 

Ａ14．合否にかかわらず、合否の通知は郵送のみで行います。合格者の校内掲示やＨＰへの

掲載はいたしません。また、電話によるお問い合わせには一切応じられません。  

Ｑ15．転入生の募集はどのような形で行っていくのでしょうか？入学試験で不合格だった

場合、２年生以降で転入学試験への出願はできますか？ 

Ａ15．定員に空きがある場合のみ受け付けます。後の頁、またはＨＰをご確認ください。入試の

結果にかかわらず、出願できます。ただし、同一年度の複数受験はできません。詳しくは

担当者までお問い合わせください。 
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出願書類の記入について  

【入学志願書①について】 

Ｑ１．家族構成の備考欄には何を記入すればよいのですか？ 

Ａ１．ご家族について、備考欄には何を書かれても結構です。また、何も記入されなくても構い

ません。 

 

Ｑ２．家族写真はどのような写真でもよいのですか。写真の向きは枠どおり横で用意しな

ければなりませんか。 

Ａ２．家族写真は、面接のときにおいでいただく保護者の方を確認させていただくためのもので

すので、どんな写真でも構いません。同居のみなさまが揃っておられるものをご用意ください。 

写真の向きはタテ・ヨコどちらでも構いません。できれば枠内におさまるよう、縦型写真の

場合はヨコにして貼付してください。また、デジタルカメラなどの画像を紙にプリントアウトしたも

のでも結構ですが、ご家族のお顔がはっきりとわかるものをご用意ください。 

 

【入学志願書②について】 

Ｑ１．親が記入する「入学志願書②」を面接での選考基準の一つにすることについてねら

いは何ですか。 

Ａ１．私立学校には、その学校の教育に対する理念があります。教育する側にとっては、この

理念に無理解、無関心なご家庭のお子さまをお預かりすることは、教育効果を高める上で

大変な困難を伴います。このような教育活動における学校の理念は、日々の学習や生活

指導にも直結するものです。これらを深く理解し、賛同してくださる方にこそ入学していただき

たいと考えます。  

小学校入試の場合、受験するのは児童ですが、それを決めるのは最終的に保護者のお

考えです。したがって保護者の方からその考え方をきちんとお聞きする必要があると考えて

います。 

 

Ｑ２．記入に際して、どのような点に注意が必要ですか。文章を書くのが苦手なものにとっ

て表現の上手下手が気になります・・ 

Ａ２．ご家庭における本校教育についてのご意見や思いをまとめてください。保護者の方の文

章力が採点対象ではないので、上手下手は気になさる必要はありません。なお、入学志願

書は必ず手書きでご記入ください。また、枠内に収まるようご記入ください。（   ）には記

述者名を必ずご記入ください。 
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