令和３年度(2021 年度)入学調査 公示（令和２年 9 月１日）

令和３年度（2021 年度） 第１学年児童の募集について
東京学芸大学附属大泉小学校
本校は，教育者育成を目的とする東京学芸大学の附属学校として，学習指導要領に準拠した公教育を行うと
共に，先進的な教育実践研究とその実証に取り組み，更に，学生の教育実習の指導にあたる使命も担ってい
ます。また，体験に根ざした学びを進める特色ある教育を行っています。中学受験のための特別な準備をす
る学校ではありません。本校を志願される方は，この趣旨を十分理解された上で，応募してください。

１．募集人員

男子４５名

女子４５名

２．応募資格
(1)平成 26 年４月２日から平成 27 年４月１日までに生まれた者。
(2)徒歩または公共の交通機関を使って，自宅から本校まで片道 40 分以内で通学できる地域に，保護者と
共に居住する者。
※「保護者と共に居住する」とは，保護者と寝食を共にし生活の中心を営むことです。登録だけの住所や
受験のための一時的住所（寄留等）は認められません。

＜通学区域について＞
・通学区域は，徒歩および公共交通機関を使って，自宅から本校まで児童が片道 40 分以内で通学できる
地域です。
・40 分とは，登校時間帯（平日午前 8 時頃学校着）に，徒歩（子どもの歩速：分速 60ｍ）・乗換（電車
←→バス，バス←→バスの乗り換えは最低でも５分と計算しています）・駅改札通過時間（1 分）も
含む実質的な時間で計算して判断いたします。
・最寄り駅・バス停までの所要時間
西武池袋線「大泉学園」駅南口から学校までは徒歩 8 分。北口バス停から学校まで徒歩 12 分。
西武バス・関東バス「学芸大附属前」バス停から学校までは徒歩 1 分。
※詳しい資料は本校ホームページ「通学区域計算方法と主な駅・バス停からの通学時間」をご覧下さい。

＜転居について＞
・現在は通学区域内の場所に住んでいないが，合格したら新年度になるまでに通学区域内の所に転居をするこ
とを確約できる方は，受験することができます。ただしその場合，令和 3 年 1 月 22 日（金）までに，住所
に関する学校審査を受け，承認された転居先を決定し，令和 3 年 3 月 12 日（金）までに，転居完了とその
住民票提出が条件となります。この条件に基づかない場合は，入学資格者になっていても本校への入学許
可が取り消されます。3 月 12 日（金）以降の転居は認めていません。詳しくは募集要項（期間限定で頒布）
をご覧ください。

３．選考方法・内容

本校では本年度，次の２つの選考で入学予定者を決定します。

※本年度は新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため，第３次選考（抽選）は実施いたしません。
第１次選考（抽選）
令和２年 10 月 17 日（土） オンライン中継及びホームページにて結果発表
全志願者を対象に抽選を行います。但し,志願者数が第２次選考（総合調査）の実施可能な数
内に納まる見込みとなった場合は,第１次選考（抽選）は実施せず,全志願者を第２次選考（総
合調査）の有資格者とします。

第２次選考（総合調査）

令和２年 11 月 25 日（水）,26 日（木） ＜2 日間＞
令和２年 11 月 28 日（土）ホームページ・本校事務室前掲示板にて結果発表
第１次選考（抽選）の合格者を対象に，総合調査を行います。両日とも参加が必要です。合
格者は合格者と補欠合格者に分けて発表します。補欠合格の順番は，後日開催される補欠合
者保護者会で決定します。

( 1 )

４．入学調査にかかる費用について
入学志願票・募集要項一式等 1,000 円 ・第１次選考検定料 1,100 円 ・第２次選考検定料 2,200 円
※検定料については，いずれも銀行等窓口（ゆうちょ銀行は不可）または，コンビニエンスストアで振り込ん
でください。その際,依頼人は志願者本人の氏名で振り込みをしてください。銀行等の ATM での振込みは不可で
す（納入済票が出ないため）。一旦納入された検定料は，いかなる理由があっても返還することができません。

５． 選考日程と出願手続き・受付のスケジュール
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オンライン
学校説明会

場所

期間内であれば，いつでも視聴可能

9月4日(金)～9月20日(日)

（詳細は5ページ参照）
※YouTubeによる動画配信形式で実施いたします。

会

9月18日(金)9月19日（土）
入学志願票・募集要項等 9月21日(月)～9月30日(水)

第
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考
（
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入学志願票受付

9月19日(土)～10月1日(木）

（郵送）

（9月19日消印～10月1日消印有効）

※YouTubeによるライブ配信で公開します。

10月17日（土）午後1時～10月29日

第一次選考
（抽選・発表）

※郵送受付です。期間内の消印のみ有効

<男子>午前10時～<女子>午前11時～

10月17日(土)

10月17日(土)～

（木）午後5時

10月29日(木)

※ホームページ・本校事務室前掲示板に合格者を
掲示します。
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（総合調査結果発表）

保
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本校事務室

※1部：1,000円（志願者1人につき1部）

合格者保護者会
補欠合格者
保護者会（抽選）

男子：10/31(土) 11/4(水)

午前9時～正午，午後1～4時

女子：11/3(火) 11/4(水)

※持参受付です。郵送は受け付けていません。

11月19日(木) ～

11月19日(木) 午前９時～

11月26日（木）
11月25日(水)

※ホームページ・本校事務室前掲示板に公示

ホームページ

本校事務室
前掲示板

本校事務室
ホームページ

本校事務室
前掲示板

11月19日に公示するタイムスケジュー ＜受付場所＞

11月26日(木)

ル表による

本校体育館

11月28日(土)午前9時～

ホームページ

※ホームページ・本校事務室前掲示板に合格者，

本校事務室

※両日とも参加が必要です

11月28日(土)～
11月29日（日）
11月29日(日)

補欠合格者を発表します。

午前10時～
午後１時～

11月29日(日)

※補欠入学の順番を抽選で決定します。

前掲示板
本校校舎内
本校校舎内

※新型コロナウィルス感染症の状況によって，日程・内容を変更する場合はホームページ
でお知らせします。
( 2 )

６．入学を希望される保護者の皆様にご理解いただきたいこと
本校では，学校生活上，いくつかの約束事やきまりごとがあります。主なものをお知らせしますので，志願さ
れる方は，予めご了承の上，応募してください。
（１） 児童の身なり・服装のきまり
・服装は，所定の制服・制帽を着用します（夏用と冬用があります）。
・防寒用に本校専用のコートがあります。
・ランドセルは校章入りのものを使用いたします。
・掃除や作業の際にはスモック（上っぱり）を，昼食時には給食着を着用します。
・水着は，男子１～３年生は紺の海水パンツ，４年生以上はふんどしです。女子は全学年
紺の水着です。
・児童の通学中及び校内での携帯電話の使用は禁止です。但し，GPS としての使用は認めています。
（２）登下校の約束
・自動車による送り迎えは禁止です。但し，病気や怪我などでやむを得ない場合は除きます。その場合は，
必ず事前に学級担任に連絡をして許可をとります。
・下校時に習い事や塾に直接行くことは禁止しています。習い事に行く時は，一度家に帰ってからにしま
す。ただし，通学路内にある学童クラブに直接行くことは可能です。また，通院など特別な用事のとき
は，事前に届け出をして許可をとるようにします。
（３）登下校のルール・マナーの指導と入学時の送迎
通学では，交通ルールとマナーを守り事故にあわないように気をつけます。また，公共交通機関を使
う児童も多くいますので，電車やバスを利用する際に周りの方に迷惑をかけるようなことがあってはい
けません。
通学区域の広い本校では，通学指導も保護者の責任となります。そのため，入学後しばらくの間は，
保護者またはそれに代わる方に，お子様の送り迎えをしながら，通学の安全やマナーの訓練をしていた
だきます。また，通学の様子についての観察や指導は，入学後も折りにふれてお願いしています。
（４）特色ある学校行事
本校では，学校行事・宿泊行事が盛んです。例えば，一人一鉢菊作り，生活団（異学年縦割りグルー
プ）での年間を通した活動，年２回の全校遠足，毎年行う音楽会・展覧会・きくまつり（開校を祝う会），
４～６年生の移動教室，５・６年生の臨海学校などです。４年生では千葉県南房総市富浦町に本校の寮
「富浦寮」があり，そこに宿泊して移動教室をします。現地でのフィールド学習は体験を通した学びと
なり，児童は自分のテーマをもって探究学習をします。海での磯採集も行います。また，５・６年生の
臨海学校でも富浦寮を利用しています。遠泳をめざした水泳の練習や，寮での生活の中で，児童は自分
を見つめ，友達との関わり方や仲間の大切さを学び，自立と共生に向かう，たくましさと思いやりの心
を育みます。行事へのご理解・ご協力もお願いしています。

( 3 )

（５） 諸費用
主にかかる費用は，次のとおりです（令和２年度現在）。
・学年教材費（１年生は年間 30,000 円程度，２～６年生は年間約 10,000 円程度。）
・給 食 費（月 4,850 円。本校では月・火・木・金曜日は給食，水曜日は弁当です。）
・積 立 金（第４学年以上，月 6,000～8,000 円。宿泊行事や社会科見学などに使います。）
・ＰＴＡ会費（入会金 10,000 円，会費月 350 円。）
・入学金・授業料はかかりません。
・制服・制帽（冬服であわせて約 30,000 円），スモック，体育着，給食着等の衣類（約 20,000 円），学
校指定のランドセル（校章刻印・約 60,000 円）の購入をおすすめしています。
・「菊泉会（きくせんかい）」という本校の学校後援会の組織があります。大学とは別の組織ですが，こ
のような後援会は，全国の殆どの附属学校で存在しており，本校も同様です。
菊泉会では，本校の学校図書館の本の購入，教材の購入，警備員の配置等，児童の安全確保や教育環
境の整備・充実のために，会員の皆様から会費等を集めさせていただいて運営しています。
本校の４年生の移動教室や５・６年生の臨海学校では，千葉県南房総市富浦町にある「富浦寮」を宿
泊利用していますが，この寮も菊泉会が運営をしています。富浦寮は，会員の皆様にもご利用いただけ
るよう夏季には一般開放もしています。 皆様にはご入会・ご協力をお願いしています。
入会金は 25 万円，年会費は 5 万円で，他に寄付金（1 万円目安）を集めています。

７．その他
・詳細については，募集要項（期間限定で頒布）にてご確認ください。
・募集要項の郵送頒布はしておりません。
・本校は「学校参観」「学校行事の見学」等は実施しておりません。
・校内に立ち入ることはお断りしています。
・入学調査に関わることについてのお電話・メール等でのお問い合わせは，申し訳ございませんがご遠慮
願います。
特に，皆様のご自宅住所が通学区域なのかというご質問がしばしばございますが，皆様に公平にするた
め，お答えしておりません。オンライン学校説明会や募集要項，本校ホームページを参考にご確認くだ
さい。なお，第１次選考（抽選）では住所は問いません。第２次選考（総合調査）で提出いただく願書
（住所記載）や住民票にて，通学区域かどうか審査を含めて調査をいたします。

( 4 )

８．オンライン学校説明会について
本年度は，
新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のために，
会場に集合して実施する学校説明会ではなく，
オンライン（YouTube による動画配信形式）での学校説明会を実施します。
（１）期 間：

令和２年９月４日（金）～９月２０日（日）
９月４日（金）１２：００より配信開始
９月２０日（日）１２：００に配信終了

（２）内 容： ・学校概要の説明
・学校生活について
・入学調査に関する手続きについて

（３）視聴の方法（手順）について
① 本校ホームページ（http://www.es.oizumi.u-gakugei.ac.jp/）「第 1 学年児童募集」→「学校説明会申し
込みフォーム」より必要事項（名前・メールアドレス）を入力して送信する。
※メールアドレスは正しく入力し，確認してください。
② 送信後，本校から動画配信の URL が返信されますので，ご確認ください。
※動画配信予定期間 ９月４日（金）１２：００～９月２０日（日）１２：００

（４）留意事項 ・視聴する際のインターネット環境については各ご家庭で調整をお願いいたします。
・説明会の録画や録音は禁止いたします。
・動画視聴後、説明会の内容についてのお問い合わせについてはお受けできません。

９．本校事務室の位置について
本校事務室は、正門あるいは国際中等教育学校門よ
り入ることができます。来校の際は、恐れ入りますが
マスクの着用をお願いいたします。発熱等ある場合
は校地内への入校をご遠慮ください。

( 5 )

事務室

