
小学校合格マニュアル
私立小学校編



なぜ小学校受験が必要なのか

１）ご両親も自分達が受けて来た教育に不満が有る
東大の授業は素晴らしいのか、海外より優れているのか？
天才は小学生時期から頭角を現す。

２）「自分で考え、イメージし、発表できる子」
ＡＩとロボットによって多くの職業が奪われる時代になる？
稼げる子⇒人生を創造できる子に育てなければならない。
付加価値を生み出せる人、人を使う側にならなければ生き
残れない。その為の脳力、学歴、人脈、習慣が必要となる

３）お子様を立派な２５歳の社会人に育て上げる為には
小学校受験は就職試験と似ている。
ＧＲＩＴ（非認知能力）を鍛える事が必要
（アンジェラ・ダックワース著「やり抜く力 GRIT」）
リーダーシップ、問題解決力、忍耐力、創造性、主体性、
信頼性、大志を育てる事で、理想の社会人をめざす。

４）早期教育が最も効果が高い（中室牧子著「学力」の経済学）
理想は胎教から始める事だが、気が付いた今からすぐに始める
小学校受験では認知能力だけでなく非認知能力も育てる。
小学校三年生までに勝負がついてしまう。
先行投資が一番効果的。

５）親子が協力し一緒に学ぶ習慣が身に付く
早寝早起き、朝ごはん、朝学習
体験学習⇒公園、旅行、博物館、動物園、水族館
読み聞かせ、正しい日本語の会話、なぜなに問答
「虫取り網」と「虫かご」と「図鑑」が子供の三種の神器

６）良い環境を与える
環境と時間を買う 「Time is more than money.」
仲間が自分を高めてくれる
高い志の生徒や父母達と仲良くする
文武両道、好きな事にも熱中できる



２０２１年の大学入試制度改革

１）「受身型から発信型へ」
センター試験廃止⇒「大学入学共通テスト」が２０２１年開始
マークシート方式では無く、記述式の問題が増える傾向
高校三年での一発逆転や浪人が難しくなる。高校募集が減り
中学校入試が益々難関になるので、小学校から始める。

２）「国際的に通用する人財」
英語はＴＯＥＦＬやＴＥＡＰ等の外部テストで「読む」
「聞く」「書く」「話す」の実用的な四技能で評価される。

３）「今後の日本を背負って行ける人財育成」
多面的評価（面接、推薦書、発表、特技、活動実績）
論述的な問題や小論文が増える、考える力がより必要になる
思考能力試験や探究型の試験が増えて行く
小学校受験から始めないと間に合わない。

４）私立及び国公立の中高一貫校は２０２１年に合わせた
カリキュラムを六年一貫型へと早急に導入する事になるので、
一般の公立校との格差が拡大する事が予想される。



私立小学校が求める条件

１）学校の教育方針を理解しルールに従ってくれるご家庭
２）経済的に安定しているご家庭
３）家庭でのしつけと教育方針、学習習慣がしっかりしている

ご家庭
※有名小学校ほどリーダーを欲しがる。
＜リーダーの条件＞
a)元気に堂々と自分の意見が言える。
b)発信力、アイディア力、解決力がある。
c)他の子達を助ける事が出来る自己犠牲愛を持っている。
d）正しい生活習慣を身に付けている子。
e）人の話をしっかりと聞き、作業を丁寧に行うことが出来る。
※私立小学校が、欲しがらないお子様
協調性の無い子、人の話が聞けない子、落ち付きの無い子、
けじめのない子、目的意識の無い子、我儘な子

※学校行事への参加が多い
授業参観、運動会、学芸発表会、観劇会、バザー等

※私立小学校入試で問われる能力
１）記憶⇒瞬間記憶やお話の記憶
２）数量⇒複雑な、たしざん、ひきざん
３）図⇒四方からの観察、重ね図形、パズル合わせ、お絵かき
４）自然⇒四季の体験学習
５）生活⇒日本人の年間行事の体験
６）言語⇒正しい日本語の理解、論理思考、発表
７）指示行動⇒正しく聞き取り、判断し、行動する
８）巧緻性⇒折り紙、ひも結び
９）集団考査⇒指示通りに体を動かせる事
１０）運動⇒リズミカルに体を上手に使う事

１１）面接⇒元気よくハッキリと的確に答えられる事



私立小学校受験で注意すること

①出来ない問題は「体験不足」、反省して家で必ず復習する
②休みの日に親子で外出しない家庭はダメ
③学校に入ったら家で学習しないのはダメ
④模試テストの順位に拘ってはダメ
⑤夏休みの「ほってらかし」もダメ、欲張りもダメ
⑥子供の興味を引き出すのが親の仕事
勉強嫌いは親の責任、飴とムチの使い分け

⑦検定試験の経験が重要
⑧受験塾への丸投げはダメ
⑨教育投資が最優先
⑩学校選びは子供中心、本人の直感がとても大切

受験塾に必要な事

１）少数精鋭の指導
個別の弱点指導、時間が掛かる面接、巧緻性、
行動観察を丁寧に指導して貰う事で、
はじめて他の子との差別化が出来る

２）論理的な思考、アウトプットが出来る事
男性講師による論理的思考の指導が最も効果的。
図形、シーソー等、ロジックが必要な問題の解き方
が難しい。
また、校長先生や面接官は男性の先生である場合が
多いので抵抗感無く、しっかりと答えられるように
準備をする。



私立小学校に合格するのは当たり前

目標
１）上位２０％の成績に入りクラス・学校の代表になる。
校長賞、善行賞、学級委員、リレー代表

２）皆の前で堂々と発表ができる
３）高い志、高い目標を持つ
４）正しい生活習慣、行動力を持つ
５）人間力（魂の教育）を鍛える

＜私立小学校の特色＞
江戸川学園取手小学校
１）第一回目試験日程が9月末
２）試験の倍率が上昇
３）東大Ｊｒ・医学部Ｊｒで競争率がアップ
４）英語は能力別クラス分け、ハイレベル
５）兄弟受験者に厳しく落とされる
６）男の子の倍率が高い
７）私語は厳禁
８）アフタースクール習い事が充実
９）宿題が多い

１０）「7つの習慣」を英語で教育
１１）音楽会、説明会参加必須

千葉日本大学第一小学校
１）第一回目試験日程が１０月半ば
２）第一回目試験に推薦状が必要
３）都心部から優秀な生徒が戻って来る
４）附属校が人気化し倍率が上昇している



昭和学院小学校
１）千葉県で最も人気倍率が高い
２）東京からの生徒が多い
３）中学高校の校長を都立両国中高から招聘
４）成績により昭和秀英中特待、特進

昭和学院中の特進、特待へ進学

開智望小学校
１）アクティブラーニングを実践
２）国際バカロレアの資格を取得
３）１年生から４年生の合同チーム
４）探究⇒考える訓練
５）体験会への参加が必要
６）堂々と発表が出来る事
７）英語力の強化

国府台女子学院小学部

１）規律の厳しい学校（真言宗）
２）ペーパー量が多いので準備が必要
３）倍率が１．３倍以上の激戦

聖徳大学附属小学校

１）面倒見がとても良い学校
２）男の子は中学校に進めないので受験が前提
３）少数精鋭で長い時間の指導が特徴



お勧めの学習方法について

①創造力をつける方法は（常識を破る視点）
絵日記、お絵描き、プログラミング
マインクラフト、ダビンチマップ作成
プレゼンテーション、ディベート
レゴブロック、折り紙、公園遊び、砂場遊び
夏休み自由研究、ピアノ、バイオリン
キャンプ、冒険、水泳の飛び込み
例えば東京スカイツリーや名所の見学
文化祭への参加、訪問
夢マップ

②問題解決力をつける方法は
（ぶつかり合いの場を与える）
ジグソーパズル、3Dパズル、プログラミング
立体四目、チェント、アルゴ
ディベート、論破、論理性
推理小説、推理映画
連想ゲーム、フルーツバスケット
しりとり、カルタ、そろばん
ネット検索、分析の仕方
図書館、辞書の使い方
朗読、書写、図鑑



③忍耐力をつける方法は（根性を鍛える）
物や食べ物を簡単に与えない、無駄使いさせない
我慢させ、好き嫌いをなくす
罰とご褒美の飴とムチ
運動系、息止め、空気椅子、
根性ものアニメ(メジャー・タッチ他）
マラソン大会、ノルマを課す
「それが大事」を歌う、試合
運動会、体力テスト、正しい生活習慣
遠足、変化への対応、漢字の書取り
入学試験、定期テスト

④大志をつける方法は（大和魂を教える）
正しい日本の歴史、「大和魂」の朗読
お墓参り、先祖の話、神社参拝、
歴史物の記憶ソング、歴代天皇陛下名の暗唱
初詣、節分、お雛様、花見、節句、七夕、
御月見、大晦日
君が代、入学式、卒業式
冠婚葬祭、村祭り、盆踊り
レベルの高い親友を持つ
髙い目標を持つ



⑤リーダーシップをつける方法は
仲間遊び、鬼ごっこ、ポジティブ思考
旅行、キャンプ、社会科見学
運動会、学芸会への参加
生徒会、学級委員、キャプテン
先生の代役（人に教える）
チーム活動、計算力、宴会

⑥主体性をつける方法は（アイデンティティ）
人を使う側の人間になる
お使いゲーム、プログラミング
1分間スピーチ
一人旅、ひとりでお泊まり、キャンプ
オリンピックや日本代表を応援「頑張れ日本！」
高校、大学野球の応援
計画表、日記をつける
目標、書き初め、七夕等
誕生日パーティー
日本史、世界史を学ぶ

⑦信頼性をつける方法は
厳しい躾、お仕置き
武道、運動系
正しい日本語の会話、暗唱
早寝早起き、時間を守る
お手伝い
指切りゲンマン
挨拶、掃除



集団・指示行動について

１）かなり高レベルの集団・指示行動が要求される
全ての学校で運動課題が有る
運動能力を見るのではなく、行動を観察している
複雑な指示に対しての連続した動きが要求されるので、
事前の練習が必要
早い時期からの取組が必要となる。

２）熊あるきのチェックポイント
ひざが曲がらずにまっすぐになっているか？
かかとが上がることなく足の裏は床に着いているか？
両腕両足はシンクロナイズして動いているか？
バランスが上手にとれているか？
滑らかな動きになっているか？

３）体操教室での行動観察指導が特に重要
元気よく挨拶出来る事
正しいフォームで出来る事
指示行動通りに出来る事
体操座りで、待っていられる事
人に話しかけない、無視できる
突っつかない、我慢できる
一緒にやる協調性が大切
トイレに行かせて行動をチェックする

（ハンカチ、テイッシュ）
体力をつける事が大切



面接の過去問題集
＜本人への質問＞
お子さんの名前、誕生日、年齢、担任の先生の名前を教えてください。
幼稚園の名前、クラスの名前、受験する小学校の名前を教えてください。
お家の住所、電話番号を言ってください。
日曜日にお父さんと、何をして過ごしますか。
バスや電車の中でしてはいけないことは何ですか。
小学校に入ったら何をしたいですか。
お友達のお名前を３人教えてください。
お家でどんなお手伝いをしていますか。
大人になったら何になりたいですか。なぜなりたいのですか。
お父さんのお仕事は何ですか、お母さんのお仕事は何ですか。
朝ご飯は食べましたか、好きな食べ物、嫌いな食べ物は何ですか。
幼稚園で先生にほめられることは何ですか。
幼稚園で先生にどんなときにしかられましたか。
幼稚園では何をして遊びますか。
好きな動物は何ですか。好きな本は何ですか。
習い事はしていますか。その中で楽しいことは何ですか。
お父さんとお母さんにほめられることはどんなことですか。
お友達と喧嘩をするのはどんな時ですか。
喧嘩になったらどのようにして対応しますか。
＜お父様への質問＞
志望理由について。説明会に何回参加されましたか。
家庭での教育方針について。アレルギーは無いでしょうか。
当学校の教育方針を理解されていますか。
経済状況は安定されていますか。
休みの日は子供とどのように過ごしておられるか。
お子さんの将来の進路についてどのようにお考えでしょうか。
子供の長所と短所について教えてください。
＜お母様への質問＞
志望理由について、躾についてどのようにしているか、何を大事にされておられるか。ト
ラブルが起こった時にどのように対処されるか。
お子さんをどんなときに褒めているか、家庭での教育方針について教えてください。どん
な本を、どのくらい読み聞かせしてきたか、本校の英語教育をどう思われるか。健康上
の問題は無いか。
通学経路と時間、道徳教育についてどうお考えでしょうか。
緊急時のお迎え、祖父母様のサポートについての確認。



中学校受験の考え方

中学受験はペーパー重視で、大学受験も顔負けの厳しさ
１）小学校３年生までに勝負がついているマラソンで

言うところのトップ集団が先頭に飛び出している。
２）三年生から上がる偏差値は、せいぜい１０程度
ペースの速いトップ集団に付いて行くのは難しい

３）高校からの募集を止めた学校
東邦大学付属中学校・高等学校
渋谷幕張も定員減

４）御三家及び千葉御三家（渋谷幕張・市川・昭和秀英）
に行きたいなら最終的にはＳＡＰＩＸへ行く

５）県千葉、東葛飾の中高一貫校は別格
教科の壁を越えた総合的な学習
論述問題で真の国語能力が問われる
非認知能力を問われる

６）２１世紀型教育の中学校（思考力重視型入試）
２１世紀型教育機構メンバー校 15校 （2019年4月1日現在）
アサンプション国際小中高、工学院大学附属中高等学校
香里ヌヴェール学院小中高、静岡聖光学院中・高等学校
順天中・高等学校、聖徳学園中・高等学校、聖学院中・高等学校
聖ドミニコ学園、聖パウロ学園高等学校
東京女子学園中・高等学校、富士見丘中・高等学校
文化学園大学杉並中・高等学校
三田国際学園中・高等学校
八雲学園中・高等学校、和洋九段女子中・高等学校

※特待制度のある中学校
昭和学院、東邦大東邦、安田学園、開智日本橋学園他



小学校入学前までに、できなければならない３２項目

１）名前を呼ばれた時に「ハイ」と元気よく返事が出来る。
２）人に「おはようございます」や「こんにちは」と挨拶が出来る。
３）お父様お母様にも「おはようございます」の挨拶が出来る。
４）夜、寝るときに「おやすみなさい」が言える。
５）食事の時に「いただきます」「ごちそうさま」が言える
６）皆の前で自分の名前、誕生日、幼稚園名をハキハキ言える。
７）自分で素早く靴下がはける。
８）自分で素早く洋服のボタンをはめられる。
９）自分で素早くファスナーの開け閉めが出来る。
１０）裏返しになっている洋服を表に直せる。
１１）自分で自分の洋服をたためる。
１２）ハンカチ、ティッシュを身につけている。
１３）ご飯の前やトイレの後に手を洗う事が出来る。
１４）外から帰ったら手を洗い、うがいをしている。
１５）手を洗う際には、指の隙間、爪の先も洗える。
１６）クーピーペンで線からはみ出さないように上手に色塗りが出来る。
１７）折り紙を角をそろえて、折り目をしっかりつけて折る事が出来る。
１８）積木を崩れないように高く積むことが出来る。
１９）鉛筆を正しく持って、自分の名前を書くことが出来る。
２０）瓶のふたの開け閉めが出来る。
２１）右足ケンケンで１０ｍ以上すすめる。
２２）左足ケンケンで１０ｍ以上すすめる。
２３）スキップやギャロップが出来る。
２４）手押し車で２ｍ以上すすめる。
２５）立ったままひざを曲げずに両手の先を床につけられる。
２６）床に平行な腕立て伏せで手を伸ばしたまま、３０秒間維持できる。
２７）１０分以上、椅子に座って本を読んだり、塗り絵をして待てる。
２８）幼稚園、保育園での出来事をお父様お母様に、毎日お話しできる。
２９）借りたい時に自分から「かして」と言える。
３０）人に感謝する時に「ありがとう」が言える。
３１）お父様お母様が人とお話をしている間、静かに待っていられる。
３２）電車や病院、図書館などでは、静かにすることが出来る。



失敗しない親子の装いについて

お父様のスタイルは、
濃紺のシングルスーツ（２つボタン）
白いワイシャツ
落ち着きのあるネクタイ
黒か濃紺の靴下
黒髪、髭は剃る、黒い靴

お母様のスタイルは、

紺のスーツ、またはワンピースにジャケット（スカートの丈は膝が隠れ
る長さ）、黒髪
肌色のストッキング
きちんとしたヘアスタイル(長い髪はまとめる）
黒のバック（黒のサブバック）、黒いパンプス

女の子のスタイルは、
白いブラウス＋紺のジャンバースカート＋ジャケットまたは、 紺の半
袖ワンピース＋カーディガン
白い靴下、黒い靴、白いハンカチ・ティッシュ

ヘアスタイルは、髪が肩より短い場合にはショートへア、髪が肩より
やや長い場合には二つ結び、もっと長い場合には三つ編みにします。
実際には、紺だけでなく、グレイのお子さんも多くいらっしゃいます。

男の子のスタイルは、
濃紺のスーツ、白のポロシャツに半ズボンというのが好印象で定番。
白い靴下、黒い靴、白いハンカチ・ティッシュ

人気のブランドは、女の子と同様ファミリアはもちろん、Ｊプレスやラル
フローレンなどのようです。

幼児教室でも、事前に考査用の洋服を着用して通学し、親子で練習
を重ねてください。



お勧めの高校

日本大学習志野高校
国公立44名 私立大学663名
指定校推薦80名、日本大学推薦555名

國學院高校
550名中 GMARCH360名合格
国公立大学・早慶上理99名合格
指定校推薦94名、國學院大學推薦112名

早稲田大学高等学院
評定平均４０以上
自己推薦入試 募集定員100名

早稲田大学本庄高校 評定平均４０以上
欠席日数の合計が30日未満
α選抜 募集定員 75名


