2022年度 東京創価小学校 児童募集要項
１．
入学試験要項
募集児童数

約100名

出願資格

2015年4月2日より2016年4月1日までに出生した者

入学試験日・受験会場

2021年11月1日（月）〜11月5日（金）のうち１日を学校が指定
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。

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

出願期間

２０２１年９月６日（月）10：00〜2021年１０月４日（月）

出願方法

Webによる出願
※Web出願手続きの流れは3ページを参照。
※出願に必要なインターネット環境（PC、スマートフォン、タブレット等）がない方は、入試係までご連絡ください。

入学検定料

15,000円

※お支払いに際し、別途手数料が必要になります。
※納入された入学検定料は返金できません。

合格発表

2021年11月10日（水）Web合否照会・速達郵便
※速達郵便の発送は合格発表当日のため、11月11日（木）以降に届く予定です。あらかじめご了承ください。
※発表日の10時からWebによる合否照会ができます。本校ホームページ（入試情報）よりアクセスしてください。
（照会には受験番号と、出願時に設定するパスワードが必要です。）

入学金・維持費納入期間

2021年11月10日（水）〜11月12日（金）
※「Web合否照会」から「入学金決済サイト」にアクセスして手続きを行ってください。
※期間内に納入されない場合は、入学を辞退したものとみなします。
※納入に際しては、別途手数料が必要です。
※納入された入学金は返金できません。

10 合格後の手続きについて

9月初旬頃、本校ホームページに掲載いたします。
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２．
諸費用について（2021年度の実績）
2.創価学園総合保障制度

1.諸経費

入学前後に必要な費用

「AIG保険会社」により東京創価小学校児童のための総合保障制度です。

入学金 ………… 170,000円

入学手続き時の費用

維持費 ………… 200,000円

保険料
（加入時1回払）

男女ともに …… 約100,000円

（制服、制帽、校内着、体育着、上靴、教具等）

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。

学費（毎月）
授業料 ………… 35,800円
入学後に必要な経費

教育充実費 …… 6,000円

３.奨学金について

給食費 ………… 4,900円

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。

（8月を除く）

《注意事項》上記の金額については、2022年度に一部変更する場合が
あります。4月には別途『学費収納手数料』
として635円の
微収があります。

３．
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、8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22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。

４．
その他
１．
転学について
在学中の関西創価小学校への転学制度はありません。

２．
中学校への進学
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。

３．
食物アレルギーの対応について
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。

４．
個人情報について
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。
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Ｗeb出願 手引き
1

2

STEP.

3

STEP.

試験当日に持参

受験票
※10月15日（金）
10：00より
印刷可能
※カラー印刷

詳細は下記※2を確認

●志願者の顔写真データ

《注意事項》下記を必ずご確認ください。

※Web出願をはじめる前にご準備ください

※1 出願情報入力時の注意

写真の規定

出願情報入力の際は、所要時間にご注意ください。
20分以内に入力が完了しない場合、 セッションタイム
アウト となります。あらかじめ、入力する内容をご準備

●最近3ヶ月以内に撮影のもの
●上半身、正面、脱帽
●背景のないもの

の上、出願手続きをお願いいたします。

●JPEG形式、またはPNG形式の画像データ
●推奨の画像サイズは横幅が「450ピクセル」、縦幅が「600ピクセル」で、
横幅と縦幅の比率が「3：4」の割合

※2 受験番号・試験日時の通知について

10月15日（金）午前中に、ご登録いただいたメールア
ドレスに、試験日時の通知メールが届きます。必ずご確
認ください。

●低画質ではないもの（横幅が「250ピクセル」以上、縦幅が「330ピク
セル」以上のもの）
●アップロードできるデータのファイルサイズは3MBまで

1

金融機関
ATMで
支払い

2
※

金融機関
ATM
支払いを
選択

コンビニ
で支払い

受 験 番 号・試 験 日時の通 知

コンビニ
支払いを
選択

STEP.

支 払い完 了メールの確 認

支 払い 番 号 の 確 認

1
※

入 学 検 定 料 の 支 払い 方 法 の 選 択

出 願 情 報の入 力

マイペー ジ をつく る

H P か ら 出 願 サ イ トへアク セス

W e b 出 願の流 れ

クレジットカード支払い
（オンライン決済）を選択

詳細は下記※1を確認

STEP

4

STEP.

出願サイトにアクセスしてマイページをつくる
本校ホームページ（入試情報）から
アクセスしてください。

はじめての方は、 はじめての方はこちら のボタンから
メールアドレス登録に進みます。
自動で返信されるメールを確認して、
名前・パスワードを登録すると、
あなただけのマイページにログインできるよう
になります。

イベント申込ですでに登録がお済みの方は、
メール
アドレス・パスワードを入力のうえ
ログイン をクリックし、出願を進めてください。

※画面イメージはサンプルです。実際の出願時に変更される場合があります。

3

STEP

2

出願情報を入力する

【顔写真データを登録する】
志願者の顔写真がデータ未登録の場合、マイページから先に進むことはできません。共通IDを選択されていて、顔写真
データをご登録済みの場合、再度のアップロードは不要です。
※事前にWeb出願の操作をするPC・スマートフォンなどに登録したい写真を取り込んでおきます。

マイページから
出願用顔写真を登録する方はこちら

「STEP1 写真を選ぶ」画面に進み、登録したい顔写真
データのファイルを選択して、 次へ 進みます。

をクリック

「STEP2 写真を編集」画面にてガイドに従って顔写真
を編集し、 切抜イメージを表示 をクリックして確認し、問題
なけれ ば 登録する写真をチェック をクリック。

顔写真アップロード

をクリック
余白を入れる

１：志願者の肩から上が赤枠
内におさまるようにしてく
ださい。
２：頭が切れないように余白
を入れてください。
３
：背景がなく、正面を向いて
いるものにしてください。

写真の登録手続きへ進む

「STEP 3 登録画面」
にて編集後の写真を
確認し、 写真を登録する
をクリック。

をクリック

顔写真データの登録が完了したら、マイページに戻り、
出願情報を入力してください。
※画面イメージはサンプルです。実際の出願時に変更される場合があります。

4

マイページから
新規申込手続きへ

をクリック。

「入試区分」を選んで
次へ をクリック。

必須 と表示されている項目は
必ず入力してください

画面の指示に従って、出願情報を入力
してください。入力内容を確認したら
試験選択画面へ をクリック。
入力された志願者・保護者
情報（氏名・性別・生年月日・
住所・電話番号等）は、合否
通知、入学手続きに関する
書類に使用させていただく
とともに、入学後、生徒情報
として登録されます。

20分以内に入力が完了しない場
合、 セッションタイムアウト と
なります。
【自由入力欄】等、あら
かじめ入力する内容をご準備の
上、出願手続きをお願いいたし
ます。

ボタンを
押すとマイページから
「申込内容確認書」を
印刷することができます。
保存して中断する

表示されている試験の
選択 ボタンをクリック。
申込内容を確認したら
お支払い画面へ をクリック。
※画面イメージはサンプルです。実際の出願時に変更される場合があります。
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STEP

3

入学検定料を支払い、受験票を印刷する

お支払い方法を選択すると、
ここに手数料が表示されます。

「お支払い方法」を選択し、 確認画面へ をクリック。

入力した内容をもう一度確認して、間違いなけ
れば 上記内容で申込む のボタンをクリックします。
登録されたメールアドレスにメールが届きます。

注意事項

この操作以降は、入力内容の
変更はできません

は10月15日（金）10：00より、マイページ
から印刷することができます。
10月15日（金）午前中に、ご登録いただいたメール
アドレスに、試験日時の通知メールが届きます。
必ずご確認ください。
受験票

※画面イメージはサンプルです。実際の出願時に変更される場合があります。
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STEP
︻受験票︼

4

印刷した受験票について
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。
※画面イメージはサンプルです。実際の出願時に変更される場合があります。
試験当日に持参
※10月15日（金）10：00より印刷可能

以上で出願手続きは完了です！

入学検定料のお支払方法について
▼ご利用いただけるクレジットカード

クレジットカード番号など必要な情報を入力し、決済を完了させます。
クレジットカードによるオンライン決済にて、24時間、お支払いが可能です。

コンビニでのお支払い（支払い手数料が必要です）
出願登録後、払込票を印刷し（番号を控えるだけも可）、選択したコンビニレジにてお支払
いを済ませてください。お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。
右記のコンビニにて、24時間、お支払いが可能です。

▼ご利用いただけるコンビニ

ペイジー対応金融機関でのお支払い（支払手数料が必要です）
①ペイジー対応金融機関ATMでお支払いができます（ペイジーマークが貼ってあるATMでご利用いただけます）。
②ペイジー対応ネットバンキングでのお支払いが可能です。
（各種金融機関の決済方法に従ってご利用ください。※決済手数料が必要です。）

▼ご利用いただける金融機関
ペイジーマーク

三菱UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、三井住友銀行、ゆうちょ銀行、
千葉銀行、横浜銀行、関西みらい銀行、広島銀行、福岡銀行、十八親和銀行、東和銀行、熊本銀行、
京葉銀行、南都銀行、足利銀行、七十七銀行、JAバンク

ネット専業銀行でのお支払い（決済手数料が必要です） ▼ご利用いただける金融機関
各種金融機関の決済方法に従ってお支払いが可能です。

スマートフォン・タブレットから出願し、
「受験票」を印刷する方法
❶家庭用プリンタで印刷する

Wi-Fi接続や通信でのデータ送信が可能の場合、お持ちのプリンタで印刷できます。設定方法についてはプリンタの取扱説明書をご覧ください。

❷コンビニエンスストアで印刷する

スマートフォンのWi-Fi通信やUSBメモリなどの情報記録メディアを利用して、コンビニエンスストアのマルチコピー機で
印刷できます。詳しくはコンビニ印刷ガイドをご確認ください。
コンビニ印刷ガイド
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内容を更新しておりますのでよろしくお願いします︒

クレジットカードによるオンライン決済（決済手数料が必要です）

入学試験会場案内図

所沢

西武池袋線
西武新宿線

東村山
小川

高田馬場

西武国分寺線

鷹の台

西武新宿

恋ケ窪

新宿

国分寺

西国分寺

立川

池袋

東京

JR中央線
渋谷

国立
府中本町

●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3番乗り場より

交通機関

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。

●ミニストップ

創価中学校

●JA

希望門
ローソン
●

玉川上

第一グラウンド

●たかの台
駅前郵便局

水
コープみらい●
たかの橋

池田体育館

クリーニング店●

●「東京創価小学校」バス停

西武国分
寺線

おとぎの道

正門
王様
グラウンド

●安全BOX

小平中央
公園

東京創価
小学校

セブンイレブン
●

鷹の台

創価高等学校

栄光橋

至東村山

至国分寺

「東京創価小学校」バス停からの経路

東京創価小学校

「鷹の台駅」からの経路

住所：187-0023 東京都小平市上水新町2-20-1
TEL：042-345-2611〈入試係〉 FAX：042-345-2614
ホームページ https://tokyo-elementary.soka.ed.jp/

システム・操作に関するお問合せは、出願サイトの「お問合せ先」のリンクからご確認ください。入試内容に関するお問合せは、
本校入試係までご連絡ください。平日の10：00〜16：00まで。
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