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2021年度
東京創価小学校 児童募集要項

1. 募集児童数

約100名

2. 出願者資格
2014年4月2日より2015年4月1日までに出生した者

7. 試 験 内 容
保護者同伴（原則として両親）の面接と心身の発達に関する検査

8. 合 格 発 表
2020年11月11日（水）速達郵便で合否を通知いたします。
※�速達郵便の発送は合格発表当日のため、11月12日（木）以降に届く予定です。
あらかじめご了承ください。
※入試結果を確認できる「合否結果案内サービス」を導入しております。
　詳しくは13ページをご覧ください。�

6. 入学試験日
2020年11月1日（日）〜11月5日（木）のうち1日を指定
場所：東京創価小学校
※本校が指定した受験日を変更することはできません。�

3. 出 願 方 法
Ｗeb による出願 
※Ｗeb出願手続きの流れは2ページ〜を参照。

5. 入学検定料
15,000円（このほか納入方法によって手数料がかかります）
※納入された入学検定料は返金いたしません。

個人情報の保護に関する法律に基づき、出願の際にいただく個人情報は、本校
入学試験および入学手続きの目的以外には利用いたしません。

2020年9月7日 (月)10：00 〜 10月5日(月)
4. 出願期間
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Web出願手続きの流れ
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Web出願サイトから出願情報を入力
受験者および保護者の個人情報・メールアドレス・暗証番号等を入力してください。

※暗証番号はお忘れにならないようご注意ください。

アップロード用写真データの用意
・大きさ　縦 4：横 3 の比率
・JPEG 形式で容量は 2MB 以内　（16,000×12,000pixel 以内）
・上半身、正面、脱帽、無背景で出願 3ヵ月以内のカラー写真
・撮影は以下のどちらかの方法でお願いします。
　①写真館等で撮影する。写真データを CD-R 等でお受け取りください。
　② スマートフォン・タブレット等で撮影する。本校指定の形式になるよう、撮影・編集をお願

いします。詳細については、本校ホームページでも掲載しておりますので、ご確認ください。

受験票の印刷
A4 用紙（縦）にカラー印刷をし、切り取った受験票を試験日当日に持参してください。

受験番号・試験日の通知
10月16日（金）10：00よりマイページより受験票のダウンロードができます。必ずご確認ください。

試験日当日
受験票を必ず持参してください。

本校ホームページへアクセス
「入試情報」ページの「出願・入学手続について」をクリックしてください。

入学検定料の納入
お支払いには別途手数料が発生します。

入学検定料の納入完了メール通知
登録されたメールアドレスに入金確認メールが届きます。

払込番号確認
ペイジーでの支払いを選択

ペイジー対応金融機関ATM・
インターネットバンキングで支払い

コンビニ支払いを選択

コンビニレジで支払い

クレジットカード支払い
（オンライン決済）

1.全体の流れ



3

2.操作手順（入力画面）
実際の入力画面とレイアウト等が異なる場合があります。ご了承ください。

トップ
◯「出願はこちらから」という

赤いボタンをクリックする
と出願登録をスタートでき
ます。

○スタートする前に必ず児童
募集要項の内容をご確認
ください。

試験選択
○①のチェックボックスをク

リックしてチェックマーク
を入れたら、②の「次へ」を
クリック。次のページへ進
んでください。

SAMPLE

SAMPLE
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個人情報登録①
◯画面の指示に従って、受験

者及び保護者の個人情報
を入力してください。

◯使用する漢字によっては、
パソコン・プリンターの関
係で表示できないものが
あります。その場合は「常
用漢字」を使用して入力を
お願いします。なお、合否
通知、その他入学手続に関
する書類には、出願データ
をそのまま使用します。

◯緊急連絡先について　　
平日の日中に繋がりやす
い連絡先を入力してくだ
さい。

◯メールアドレスについて　
入力後、メール送信テスト
を行い、メールが届くかど
うかを必ずご確認くださ
い。

SAMPLE
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個人情報登録②
◯画面の指示に従って、受験

者及び保護者の個人情報
を入力してください。

◯通学手段について
　出願時点で考えている内

容をご入力ください。な
お、転居予定の方は転居後
に予定している通学手段
をご入力ください。

◯暗証番号について
　半角数字5桁で設定してく

ださい。　　　　　　　 
また、必ずお手元に控えて
いただくようお願いします。

　マイページへのログイン、
合否結果案内サービス利
用時に必要となります。

◯自由記入欄について
　600字以内でご入力くだ

さい。

◯写真データについて
　ファイル取込後に「プレ

ビュー」ボタンが表示され
ます。取り込んだ写真が正
しく反映されているかどう
か、その他の入力欄に不備
がないかご確認ください。

◯個人情報の入力が完了し
たら、「次へ」進んでくださ
い。登録内容の確認があり
ますので、ご確認の上、「次
へ」お進みください。

SAMPLE
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支払方法選択①
◯入学検定料は、クレジット

カードもしくはコンビニエ
ンスストアで納入してくだ
さい。

◯入学検定料の納入を完了
するまで出願は完了しま
せん。必ず10月５日（月）の
出願期限までに納入してく
ださい。

支払方法選択②-1
クレジットカードの場合
◯画面の指示に従って、必要

項目を入力してください。

SAMPLE

SAMPLE
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支払方法選択②-2
クレジットカードの場合
◯決済内容の確認画面が表

示されます。よろしければ
「決済」ボタンをクリックし
て次へ進みます。

支払方法選択②-3
クレジットカードの場合
◯決済が完了するとこのよう

な画面が表示されますの
で、次へ進んでください。

支払方法選択②-4
クレジットカードの場合
◯こちらの画面が表示され

ると、出願完了となります。
◯ご登録いただいたメール

アドレスへ入金完了のメー
ルが届きます。ご確認くだ
さい。

SAMPLE

SAMPLE

SAMPLE
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支払方法選択③-1
コンビニエンスストアの場合
◯支払いを希望するコンビ

ニを選択すると、このよう
な画面が表示されます。

◯「払込票画面へ」をクリック
して次に進んでください。

支払方法選択③-2
コンビニエンスストアの場合
◯払込票を印刷、もしくはス

マートフォンで提示できる
状態にして、選択されたコ
ンビニで、出願期限までに
お支払いください。

◯支払いが完了すると、ご登
録いただいたメールアドレ
スへ入金完了のメールが
届きます。ご確認ください。

SAMPLE

SAMPLE
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マイページの確認
◯出願が完了した段階で、マ

イページのログインがで
きるようになります。ログ
インができるかどうか、必
ず１度ご確認ください。

◯トップページに戻り、緑色の
「マイページ」ボタンをク
リックしていただくとログ
イン画面が表示されます。
必要事項を入力の上、ログ
インしてください。　　　 

（カタカナは全角、英数字
は半角で入力してくださ
い。）

SAMPLE

SAMPLE
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受験票のダウンロード・印刷
◯10月16日（金）10：00より、受験票

のダウンロードが可能になります。
マイページにログインの上、ダウン
ロード・印刷をお願いします。

◯受験票に、受験番号・試験日が記載
されています。

◯A4用紙（白）にカラー印刷し、切り
取り線に沿って切り取り、試験当日
に必ずご持参ください。

SAMPLE
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2021年度

2021年度　入学願書サンプル
Web上で必要事項を入力後、印刷できる入学願書のサンプルです。
実際の入学願書では、こちらにご入力いただいた内容が反映されます。
※実際の入学願書とレイアウト等が異なる場合があります。ご了承ください。

 ※600字以内
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入学試験に関する注意事項 

（1） 指定された入学試験の日時の変更はできませんのでご了承ください。

（2） 入学試験のために来校される際は、次のものを必ず持参してください。

 ①受験票 ②お子様の運動靴（上履き） ③保護者用上履き（スリッパ等）
④靴袋（下足を入れて持ち歩くためのもの）

（3） 受験者の服装については自由で、特に指定はありません。運動用の服
装は必要ありませんが、体を動かしやすい服装でお願いいたします。

（4） あらかじめ本校までの交通機関及び所要時間を調べておき、遅刻しな
いようにしてください。

 ※来校及びお帰りの際は、16ページ下図の経路をご利用ください。

（5） 遅刻した場合、受験できないことがあります。

（6） 自家用車での来校はご遠慮ください。

（7） 受付後、試験終了まで携帯電話・スマートフォン・タブレット等の電子
機器の使用はできません。

（8） 受付時間から試験終了まで約2時間を予定しています。

（9） 出願された後、都合により入学試験を辞退される場合は、10月23日
（金）までにご連絡ください。その後につきましても、辞退が決まり次
第、すみやかにご連絡をお願いいたします。

（10） 試験会場（室内）の下見は、実施しておりませんのでご了承ください。

（11） 面接でやむをえない保護者の欠席がある場合は、あらかじめ欠席届を
提出してください。 

� ※ 書式・用紙自由
    （必要項目：①受験者氏名②保護者氏名③欠席理由④住所⑤記入年月日）
 ※事前にご郵送されるか、当日ご持参され受付に提出されても結構です。

注意事項
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合否結果案内サービス

その他

在学中の関西創価小学校への転学制度はありません。

1. 転学について 

本校を卒業した児童は、進学の規定に基づき原則として創価中学校へ進学できます。 

2. 中学校への進学 

（1） 正式な合格発表は、速達郵便にて通知しますが、受験者の便宜を考慮し、イン
ターネットによる合否案内も行っております。

（2） 合格発表当日の10：00から3日間利用できます。それ以降は確認できません。
また、操作方法や受験番号・暗証番号・合否等に関する問い合わせには応じら
れませんので、よく確認してご利用ください。

1. サービスについて

本校では、文部科学省が定めた「学校給食における食物アレルギー対応指針」に則
り、安全確保を最優先に、原因食物が含まれる主食・おかず等を提供せず、補完とし
て弁当持参のお願いをしております。（除去食、代替食の提供は行っておりません。）
具体的な対応は、合格後、保護者の方と面談し、個別に決めさせていただきます。
なお、アレルギー対応に伴う給食費の免除は原則行っておりませんのでご了承くだ
さい。

3. 食物アレルギーの対応について

2. 操作手順

本校ホームページ
入試情報ページの「合否結果案内サービス」をクリックしてください。

合否照会
合否結果が表示されます。

ログイン
（１）受験番号（2）暗証番号５桁（3）生年月日　を入力してください。

※暗証番号は、出願時にご自身で設定してください。
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入学手続きについて 

［振込期間］　2020年11月12日（木）～11月17日（火）
［納入方法］　本校所定の用紙を使用して、金融機関より納入してください。

［そ の 他］ （1）  振込期間内に入学金等が納入されない場合は、入学辞退
とみなします。

  （2） 納入された入学金は返金いたしません。 

1. 入学金・維持費納入

2020年11月21日（土）　13:00開始（12:30受付開始）
（1） 合格者と保護者を対象に、本校で行います。

（2） 「受験票」を提出し、「合格書類」等を受け取り、内容をご確認ください。

（3） 入学を辞退される場合は、「入学辞退届」をご提出ください。

 ※書式・用紙自由 （必要項目：①受験者氏名　②保護者氏名 　　　
③受験番号　④辞退理由　⑤住所　⑥記入年月日）

（4） ご連絡がなく合格者登校日時間内に「合格書類」等の受け取りがない
場合は、入学辞退とみなします。

（5） 入学手続きの説明終了後、制服等の採寸、学用品等の販売を行いま
す。終了は15:30頃となります。

2. 合格者登校日

2021年2月20日（土）　13:00開始（12:30受付開始） 

3. 入学予定者登校日
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諸費用（2020年度実績）

入学手続き時の費用 入学金  170,000円
維持費  200,000円

入学前後に必要な経費
男女共に  約100,000円

（制服・制帽・校内着・体育着・上靴・教具等）
※11月　合格者登校日に申し込み

入学後に必要な経費
学費（毎月） 授業料 35,800円
 教育充実費 6,000円
 給食費 4,900円 （8月を除く）

1. 諸経費

（１）2021年度の納入金については、一部変更する場合があります。

（２）入学金・維持費・授業料等の消費税は、非課税です。
※ 創価学園として在学中、万が一、家計急変（家計中心者の死亡や失職）の事由が起こった

場合に対象となる奨学制度を用意しております。

4. 注意事項 

本校独自の奨学制度（給付型）があります。詳しくは本校ホームページをご
覧ください。

3. 奨学制度について 

「AIG保険会社」による東京創価小学校児童のための総合保障制度です。 

2. 創価学園総合保障制度 

保険料（加入時1回払）
　　安心プラン  49,000円
　　充実プラン  43,000円
　　基本プラン  40,000円

※加入は任意ですが、児童の皆さんに安心して学園生活を送っていただくために、全児童に
同制度の加入をお願いしております。

※合格者登校日当日、同制度に加入される方は、上記保険料をご持参ください。後日、振り込
みによる加入申し込みも可能です。
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入学試験会場案内図

お問い合わせ・ご連絡について …… 平日の午前10時から午後4時まで

東京創価小学校　入試係
TEL：042（345）2611（代表）　　FAX：042（345）2614
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東京創価小学校
〒187-0023　東京都小平市上水新町 2－2 0－1　　TEL 0 4 2（3 4 5）2 6 1 1（代表）

　交通機関
◎西武国分寺線
 「鷹の台駅」より徒歩約15分
※東京駅より
　JR中央線「国分寺駅」
　まで約50分
なお、国分寺駅はJR中央線
特別快速電車停車駅です。
◎JR中央線
 「国立駅」北口1・3番乗り場より
 立川バス「東京創価小学校」
 「東京創価小学校循環」
 「並木町二丁目」行き乗車
 約15分（「東京創価小学校」下車）
※時間帯によりバス乗り場が
　異なります。必ず時刻表を
　事前にご確認ください。

横
浜
線

「鷹の台駅」からの経路
「東京創価小学校」バス停からの経路


