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                                                           令和５年 ５月８日  

 

 

       令和５年度 海外生活経験児童 

  ９月編入学募集要項（第１・２学年対象） 

    

                       東京学芸大学附属大泉小学校 

                                       〒178-0063 東京都練馬区東大泉５－２２－１ 

                                      TEL  03(5905)0200     FAX  03(5905)0209 

                                       E-mail：yuri@u-gakugei.ac.jp 

                                      URL  ：http:/www.oizumi.u-gakugei.ac.jp 

交通  ：西武池袋線 大泉学園駅下車 徒歩８分 

 

 

 

 

   本校第１・２学年の一般学級へ，９月から編入学する海外生活経験児童を， 

   下記要領により募集します。 

 

 

 

１．海外生活経験児童を一般学級へ編入学する目的 

 

 本校では，国際社会に活躍できる児童の育成を目指しています。そこで，長期海外生活を

経験した児童を一般学級に混入します。共に学校生活を過ごしていく中で，育ってきた文化

・習慣の違いを認め合ったり伸ばし合ったりしながら，国際人としての基盤となる資質やグ

ローバルな視野を養い，国際性と確かな学力や豊かな心を育成することを目的としていま

す。 

 

  ※本校では，外国語の会話力の保持教育は行いません。また、特別な受験教育を行う学校でも

ありません。ご理解の上応募してください。 

 

 

 

２．募集人員 

 

・第１学年…若干名 

・第２学年…若干名 

 

   ※編入学調査の結果、合格者を出さないこともあります。 

【重要】新型コロナウィルス感染症の状況によって、編入学の募集要項の内容が変更にな

ることがあります。その際は本校ホームページに掲載いたします。 

ついてその方法や内容を変更することがあります。その際は本校ホームペー

ジ上に掲載いたします。 
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３．応募資格 

  

次のＡまたはＢに該当する者とする。 

Ａ．次の（１）（２）（３）（５）（６）の全ての要件に該当している者。 

Ｂ．次の（４）（５）（６）の全ての要件に該当している者。 

 

（１）令和５(2023)年３月１日～令和５(2023)年８月１7 日までに日本に帰国・入国した者。

一時帰国・入国は不可。 

 

（２）本人の海外生活経験期間が児童年齢０～2 歳期を除いて、合計 2 年６ヶ月間以上ある

者で、日本の小学校※に通った経験が１年以内の者。 

         

※「日本の小学校」とは，学習指導要領に基づく教育課程を編成・実施している学校 

を指します。国内の国公私立の小学校だけでなく海外の日本人学校等も含みます。 

※帰国・入国後から編入学調査までの間に日本の小学校に通うことはできます。 

 ※長期休暇等で一時的に帰国した際に、体験的に短期間の日本の小学校に通級し 

  た場合も応募できます。 

 ※補習校に通っていても、応募できます。 

 

（３）在外期間中の在学校・言語環境について（ア）・（イ）のいずれかに該当する者 

（ア）現地校または海外のインターナショナルスクールに在学し、日本語以外の 

言語で学校での学習をしていた者。※補習校に通学していても、応募できます。 

    （イ）全日制の日本人学校に通学していたが、家庭で主に使っている言語が日本語

ではない者。 

      （例）両親のどちらかが外国人で、家庭では日本語以外の言語を主に使用して 

いる者。 

 

（４）国内のインターナショナルスクールに在学し、両親、または両親のどちらかが外国人

で、家庭で主に使っている言語が日本語ではない者。 

 

（５）徒歩又は公共の交通機関を使って，自宅から本校まで児童が片道 40 分以内で通学でき 

る地域に，保護者と共に居住する者。  ※詳しくはＰ５を参照のこと 

※編入学が決まってから住所を決める場合は，編入学決定後に，本校まで児童が片道 40 分以内で通学でき 

る地域かどうかの審査を受けていただきます。承認されない場合は入学は認められません。承認され、転 

居が完了し、住民票（同居家族記載）の提出をもって入学が許可されます。  

 

（６）応募時現在で，以下の学齢の者 

・第１学年 2016（平成 28）年４月２日～2017（平成 29）年４月１日生 

・第２学年 2015（平成 27）年４月２日～2016（平成 28）年４月１日生 

※児童・保護者の国籍は問いません。 
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４．編入学調査の方法 

 

   児童面接と筆記調査   ・ 日本語の会話力  

・ 日本の生活・文化への適応、理解力 

・ 国語と算数の基礎的内容（学年に応じたもの） 

・ 作文（外国語・日本語） 

     保護者面接            ・ 児童の海外生活での経験歴 等 

 

５．出願手続きについて 

 

（１）出願書類の入手と検定料の支払い（ミライコンパス：miraicompass） 

   本校ホームページ「出願書類の入手と検定料の支払い」から手順に沿って登録いただき、 

出願書類の入手と検定料の支払いをしてください。検定料（3,300 円）の支払いが完了し 

ますと、以下の出願書類をダウンロードできます。 

 

 【出願書類の入手と検定料支払いの期間】 

令和５年７月３日（月）～令和５年８月１７日（木）（ネット上で行う） 

 

 【出願書類（ダウンロード）】 

    ①編入学志願書（原本） 

    ②編入学調査票 

以下の書類は②の備考欄にダウンロード URL が記載されています。 

③健康調査書         

④本校の受検を認める在学小学校長の許可書（必要な児童のみ） 

⑤編入学志願書 記入見本 

 

（２）出願（持参受付） 

   提出書類を作成して、下記期間に本校にお越しいただき出願してください。なお、新型 

コロナウィルス感染症の措置により、自宅待機中で来校できない場合は事前に学校に連 

絡をしてください。 

【受付期間と場所】 令和５年８月１７日（木）、８月１８日（金） 

午前９時～正午，午後１時～４時 （本校事務室） 

        

【提出書類】 

①編入学志願書（A4 白用紙に両面印刷）     

②編入学調査票（カード大のサイズ，写真貼付のこと）     

③健康調査書（A4 白用紙に両面印刷）     

④現在通っている学校の成績証明書または通知票のコピー 

⑤パスポートコピー（入国日の確認ができるページのコピー）       

⑥現住所における住民票（同居家族について記載のあるもの）   
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     ※志願者が先に帰国し、海外で勤務されている方がいらっしゃる場合は、在留証明書 

や辞令（年月日が記載されているもの）のコピーも提出してください。 

       ◆この他に，帰国後国内の小学校に在学している者は，次のものが必要です。 

⑦本校の受検を認める在学小学校長の許可書（必要な児童のみ） 

【ご注意】 

 ・調査日までに上記すべての書類がそろわない場合は原則として受検できませんが，住

所が決まっていない方は，⑥は必要ありません。 

 ・応募資格Ｂの方は，⑤は必要ありません。       

       ・いかなる理由があっても，既納の検定料は返金しません。 

     ・提出していただいた書類は，返却しませんので，ご了承ください。 

 

６．編入学調査日時と持ち物 （調査日及び当日までの注意） 

 

   【編入調査日時】 令和５年８月２２日（火）午前９時～正午 
 

   【 調査受付 】 本校事務室 午前８時４０分～９時 

            ※時間厳守です。受付時間を過ぎた方は調査に参加できません。 
 

   【  持ち物  】 編入学調査票，筆記用具，上履き 

 

（１）調査日まで 

  ・試験日より１週間前から、帰国されたご家族全員の検温をお願いいたします。 

 

（２）調査日 

  ・熱中症対策として水筒の持参をお願いいたします。 

 

（３）お願い   

・調査日当日は、受付で検温をいたしますが、発熱がある場合には編入学調査をご遠慮い

ただくことがありますので、健康管理にお気を付けください。 

 

７．合格者発表  

 

     【発表日時】   令和５年８月２２日（火）午後３時頃（予定） 
 

     【発表場所】   本校小学校事務室前に掲示 
 

         ※なお，合格者には発表直後に編入学説明会があります。 

 

８．編入後の費用  

 

      ・入学金や授業料はかかりませんが，教材費，給食費，PTA 会費などはかかります。 

    また、学校後援会があります。（詳しくはＰ６参照） 

 



- 5 - 

９．注意事項  

 

(１） 出願時に住所が決まっていない方も受検することはできます。ただし合格者 

になった場合に、以下の 2点を守っていただくことが条件になります。 

① 令和５年８月２５日（金）までに住所に関する校内審査を通して通学区域認定

を得た転居先を決めること。 

② 令和５年９月１日（金）までにその住所に転居を完了し、住民票をとって提

出すること。 

※住民票の提出がないと、正式な入学許可がおりません。第２学期の始業式 

８月２５日（金）から登校するためには、住所決定の手続きを早めに進める必 

要があります。予めご承知ください。 

※９月１日（金）までに住民票の提出ができない場合は、本校への編入学資格を

取り消します。   

（２） 提出書類に記載された事項で、事実に反することがあった場合には、編入学決定後

であっても編入学資格を取り消します。 

 

１０．通学区域について  

   ・通学区域は自宅から学校まで４０分以内です。登校時間帯（午前８時前後）にお子様の

歩く速さ（分速６０ｍで計算します）で公共交通機関を利用してかかる時間（徒歩・乗

り換え・改札通過時間も含む）で、判断いたします。（西武池袋線「大泉学園」駅南口

から学校までの徒歩所要時間は８分で計算します。（「学芸大附属前」バス停から学校

までの所要時間は０分で計算します。） 

   ・通学可能な最遠駅・バス停については、本校ホームページをご覧下さい。 

・なお、通学区域について個別の問い合わせについては、公平公正を期すためにお答えで

きません。 

   

 

 

    

１１．附属中学・国際中等教育学校への連絡進学について  
 

この調査で編入学した児童は，東京学芸大学附属国際中等教育学校への内部連絡進学制

度を受ける資格があります。その受け入れ人数枠は現在のところ若干名です。国際中等教育

学校へ進学を希望する場合は、この内部連絡進学制度か、国際中等教育学校のＡ方式受験を

するか、どちらかを選択することになります。なお、東京学芸大学附属の他中学校への連絡

進学資格はありません。 

 

１２．本校の主なきまりについて  

   

本校には、いくつかの約束事や決まりごとがあります。主なものをお知らせしますので、予

めご了承の上、応募してください。 

例    4 分                6 分  乗換 5 分、改札１分 5 分   改札 1 分    8 分 

 自宅      ひばりが丘団地バス停    ひばりが丘駅    大泉学園駅     学校   合計 30 分 

  （徒歩）         (バス)         （電車）      （徒歩） 
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（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。（着用するかしないかは自由です。） 

・掃除や作業の際にはスモック（上っぱり）、昼食時には給食着を着用します。 

・水着は、男子は１～３年生は紺の水泳パンツ、４年生以上はふんどしです。女子は 

全学年紺の水着です。 

 

（２）諸費用  

   主なかかる費用は、次の通りです。（令和５年４月１日現在） 

   ・学年教材費（1年生：年間 30,000円程度 2年生：年間 20,000 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（４年生以上、月 6,000～8,000 円。宿泊行事や社会科見学等に使います。） 

   ・ＰＴＡ会費（入会金 10,000 円、月会費 350円。） 

   ・入学金・授業料はかかりません。 

   ・学校とは別の組織となりますが、学校後援会「菊泉会」があり、本校の教育環境の 

整備・充実のために、入会された会員の皆様から入学金・会費等を集めさせていた 

だいております。 

【入会金：1 年生 250,000円 2年生：200,000 円 会費 50,000円  

寄付金：一口 10,000円目安】 

 

（３）通学について 

   ・最寄りの駅や停留所までであっても、自転車・自家用車の利用は認められません。 

   ・編入学後の数週間は、安全上の問題から保護者に送り迎えをしていただきます。 

   ・安全上、下校時に習い事や塾に直接立ち寄ることは禁止しています。 

   ・学童クラブについては、通学ブロックを変更しないこと、自宅から歩いていくことがで

きる範囲という条件で学校から直接行くことを認めています。 

 

（４）ＰＴＡ活動 

   ＰＴＡは運営委員会を中心として、会員・教育助成・環境整備・校外生活・広報の５ 

つの委員会で活動しています。保護者の方には、お子様の卒業までに最低一度はどこ 

かの委員になっていただくようお願いしています。 

（５）アレルギー対応について 

   食物アレルギーのために、食べられる食材に制限のあるお子様に対しては、学校全体で 

   口にすることがないよう、何重にも確認する対応をとっております。ただし、施設上の 

問題から本校では校内で除去食の調理はしておりません。 

食べられない食材またはメニューの時には、本人、担任、養護教諭の確認の上に除去し 

ます。そしてご家庭から代替食を持参していただくようにしています。学校でも対応い 

たしますが、ご家庭の責任で指導していただくようご協力お願いいたします。 

なお、宗教上の事情で食べられない食材がある場合も、同様の対応をさせていただき 

ます。 


