
２０２１年度

４年生国際学級(第Ⅱ期)
入学試験募集要項

成 蹊 小 学 校



　第４学年　若干名

　次の要件をすべて満たした者。
　（１）保護者の勤務の都合で、２年以上海外に在住した児童
　（２）海外の小学校（現地校・インターナショナルスクール・日本人学校）に通算２年以上在学した児童
　（３）帰国１年以内（2020年７月１日以降）で、保護者と共に居住できる児童
　　　（保護者の一方のみが児童と共に帰国予定、または帰国している場合も受験は可能）
　（４）日本の義務教育における小学校相当学年の学齢児童
　　　　※外国の小学校と日本の小学校の学期制度が一致しない等の理由で、通算２年間以上の算出に
　　　　ご不明な点がある場合は、出願前に小学校事務室まで問い合わせください。

　５月10日（月）10:00から、本校ＨＰの「入学案内⇒国際学級募集要項」ページより
　フォーマット（A４サイズ・普通紙・白）を出力できます。

　出願サイト「miraicompass」によるインターネット出願
　登録期間:５月10日（月）10:00 ～ ６月９日（水）15:00

　志願者・保護者情報を入力し、出願する試験を選択します。

　受験料:30,000円
　支払い方法はクレジットカード、コンビニエンスストア（国内のみ）のいずれかを選択します。

　【　注　意　】　受験料決済後の申込内容間違いによる取り消し・返金は一切できません。

　受験料支払い完了後、「miraicompass」内のマイページにある　　　　　　　　　　　より
　当該書類（A４サイズ・普通紙・白）を出力します。

　【郵送】６月11日（金）必着

　（１）家庭調査書①②（本校所定用紙）
　（２）在外勤務証明書（本校所定用紙）
　（３）外国での在学証明書
　　　　　2年間以上、外国の学校に在学したことを示す在学証明書。在学校発行のもの・コピー不可。
　　　　　【英語以外は、日本語訳文を添付してください】
　（４）外国で在学した期間の成績証明書または通知表の写し
　　　　　【英語以外の場合は、日本語訳文を添付してください】
　　　　　（注１）複数の学校に在学した場合には、在学したすべての学校のものを提出してください。
　　　　　（注２）日本人学校の場合は、通知表の写しを提出してください。
　　　　　（注３）帰国後、国内の小学校に在籍している場合は、通知表の写しも提出してください。
　　　　　　　    ※帰国日の関係等で通知表の写しが用意できない場合には、事前に本校事務室まで
                          　  ご相談ください。（shougaku@jim.seikei.ac.jp)

　　　　３ページ「提出書類の準備」に記載された詳しい注意事項をご確認の上、ご提出ください。

　７月３日（土）

　７月５日（月）17:15　頃

　合格発表後、７月５日（月）18:15まで

　７月７日（水）　11:00   ～   13:30

　７月７日（水）　14:00   ～

＊

https://www.mirai-compass.jp.net/print_guide/

合 格 書 類 配 布

ご自宅にプリンターがない場合は、スマートフォンやタブレットとコンビニエンスストアの印刷機器などを利用して、

「家庭調査書」「在外勤務証明書」「受験票等」を印刷することができます。

入　学　手　続

詳しくは、miraicompass『コンビニ印刷ガイド』（下記URL）を参照してください。

ご自宅にプリンターがない場合の「家庭調査書」「在外勤務証明書」「受験票等」の印刷方法について

新入生保護者会

（受験料支払い）

出　願　登　録

合　格　発　表

提　出　書　類

入　学　選　考

「受験票等」出力

書類提出期間

2021年度　成蹊小学校　４年生国際学級(第Ⅱ期)入学試験　募集要項

（※下記に記載された時刻は、すべて日本時間です。）

募　集　人　員

「家庭調査書①②」および
「在外勤務証明書」出力

（志願者・保護者情報入力）

出　願　資　格

「受験票」表示
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出願サイトを開く 5月10日（月）10:00から、HPよりインターネット出願サイトにアクセスできます。

ID（メールアドレス）登録
ID（メールアドレスとパスワード）を登録します。今年度の学校行事を
お申込みの際に登録済みの方は、新規の登録は不要です。

ログイン／マイページ
登録したメールアドレスを使ってログインしてください。
マイページが表示されます。

【３】 出願登録
志願者・保護者情報を入力し、出願する試験を選択してください。
※ 双子以上で受験する方は別々に出願登録をする必要があります。
ただし、その場合は同じIDを使用してください。

【４】 受験料の支払い

クレジットカード、コンビニエンスストア（国内のみ）のいずれかを利用して
支払いをします。なお、支払いには別途手数料が発生します。
Web出願情報の入力だけでは、出願手続は完了しませんので、必ず期日までに
支払いをお済ませください。
支払いが完了しましたら、登録メールアドレスにメールが配信されますので
ご確認ください。
一旦納入された受験料はいかなる理由があっても返還いたしません。

【５】 「受験票等」出力
受験料支払い完了後、「miraicompass」内のマイページにある
より当該書類（A４サイズ・普通紙・白）を出力します。

【６】 書類提出

期間内に、提出書類一式を送付してください。
その際、受験票と一緒に印刷される「宛名ラベル」を市販の角２封筒（A４サイズ）
に貼りつけてください。
※本校から提出書類の受領連絡は行いません、各社の郵便物追跡サービスよりご確認
ください。

入学選考
試験当日は「受験票」を忘れずに持参してください。
※受付時間に遅刻した場合は、受験できません。
※保護者・受験者以外のご家族の同伴は、ご遠慮願います。

合格発表 ７月５日（月）17:15頃にWeb上で発表します。

入学手続 合格者書類交付:７月５日（月）18:15まで、本校事務室受付で交付します。
入学手続:７月７日（水）11:00から13:30までに、本校事務室受付で手続をお済ませください。

新入生保護者会 ７月７日（水）14:00から開催します。

ご自宅にプリンターがない場合の「家庭調査書」「在外勤務証明書」「受験票等」の印刷方法は１ページを参照してください。

※必要書類一式を提出することで出願手続が完了します。
「出願登録」「受験料の支払い」だけでは受験することができませんので、ご注意ください。

【１】

【２】

　■　出願から入学手続までの流れ（出願はインターネットでの手続きです。）

提出書類準備
３ページ「提出書類の準備」で提出書類をご確認いただき、ご準備ください。
「家庭調査書」「在外勤務証明書」については、本校ＨＰの〈入学案内⇒国際学級
募集要項〉ページよりフォーマット（A４サイズ・普通紙・白）を出力できます。

【７】

「受験票」表示
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提出していただく書類は、以下の４点です。

（１）家庭調査書①②（本校所定用紙）

（２）在外勤務証明書（本校所定用紙）

（３）外国での在学証明書

（４）外国で在学した期間の成績証明書または通知表の写し

【英語以外の場合は、日本語訳文を添付してください】

（注１）複数の学校に在学した場合には、在学したすべての学校のものを提出してください。

（注２）日本人学校の場合は、通知表の写しを提出してください。

（注３）帰国後、国内の小学校に在籍している場合は、通知表の写しも提出してください。

1．

＊ ご自宅にプリンターがない場合の印刷方法は１ページを参照してください。

2． 出力は「A４サイズ・普通紙・白」でお願いします。

「黒インク」または「黒ボールペン（消せるボールペン不可）」を用いて楷書で記入してください。

3． ご記入の際には、フォーマットと一緒に出力されます　　　　　　を参照してください。

4． 「氏名」は正確に楷書で記入してください。なお、電算処理の都合上、学内処理および合格書類等は

JIS対応文字とさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。

5． 提出書類には、受験票に表示された受験番号を記入してください。

本校所定用紙については受験番号欄、それ以外の書類については1枚目右上に書き入れてください。

6． 帰国後の住所が未定の場合は、出願登録の際に入力した親戚宅等の国内連絡先を記入してください。

その場合、「通学経路」の欄には、「帰国後の住所は未定」と記入してください。

7 志願者の写真を所定欄に貼り付けてください。

写真は、所定用紙に記載されたサイズ、規定のものを用意してください。

■提出書類の準備

■書類作成時の注意事項

本校所定用紙は５月10日（月）10:00から、本校ＨＰの〈入学案内⇒国際学級募集要項〉ページより出力できます。

（この書類は、本校から東京都に帰国生の受入れを届け出る際にも使用します。）

【英語以外の場合は、日本語訳文を添付してください】

2年間以上、外国の学校に在学したことを示す在学証明書。在学校発行のもの・コピー不可。

【１】提出書類の作成

　　　

保護者の勤務先で作成をお願いいたします。

※帰国日の関係等で通知表の写しが用意できない場合には、事前に本校事務室までご相談ください。
（shougaku@jim.seikei.ac.jp)

記入例
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1．

2．

3．

・他校の出願等で「miraicompass」に「共通ID（mcID）」を登録済みの方は、新規の登録は不要です。

【２】出願サイトを開く  ・  ＩＤ（メールアドレス）登録  ・  ログイン／マイページ
５月10日（金）10:00から、本校ＨＰよりインターネット出願サイトにアクセスできます。

出願サイトの利用には、ＩＤを登録するためにメールアドレスとパスワードが必要です。

なお、今年度の学校行事をお申込みの際に登録済みの方は、同じＩＤを使用してください。

・PC用のほか、携帯電話のアドレスも使用できます。迷惑メール対策を設定している場合は

　@e-shiharai.net　からのメールを受信できるよう、確認・再設定してください。

（「志願者・保護者情報の入力」「受験料の支払い」等）を完了させてください。

また、双子以上で受験される方は、同じIDを使用し、別々に出願登録をしてください。

なお、期間内に登録が完了しない場合は、出願できませんのでご注意ください。

登録したメールアドレスとパスワードでログインすると、マイページが表示されます。

【３】出願登録 （詳しい手順は、５ページ以降を参照してください）

出願登録期間 ５月１０日(月) １０:００　から　６月９日(水) １５:００　まで

上記の期間内に、「マイページ」最下段の　　　　　　　　　　　 より、【Step1】～【Step６】の手順で出願登録新規申込手続きへ
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1．

2．

1．

2．

3．

【Step3】試験選択

　ので、予めご了承ください。

・パソコンに入力できない漢字がある場合は、カタカナで入力してください。

・ミドルネームがある場合は、「名」の欄に入力してください。ミドルネームと名の間は空けずに、詰めて入力してください。

・住所ならびに電話番号は必ず国内の連絡先を入力してください。

（現在、海外に居住している場合も、親戚宅等、国内の連絡先を記入してください。）

【３】　出願登録手順（miraicompass上での操作手順）

　なお、電算処理の都合上、学内処理および合格書類等はJIS対応文字とさせていただく場合がございます

【Step1】入試区分選択

出願する入試区分から、「成蹊小学校　国際学級入試　第Ⅱ期（４年生）」を選択し、　　　　　を押してください。

「規約同意確認」が表示されるので、確認のうえ　　　　　　　　　を押してください。

なお、最後までスクロールしないと　　　　　　　　　　は押せません。

【Step2】出願情報入力

「志願者」と「保護者」の情報を入力し、　　　　　　　　　　を押してください。

・当サイトで対応できない漢字は、簡易字体に置き換えて入力してください。

・miraicompass上で登録する保護者名と、「家庭調査書①」に記載する保護者名は、同じにしてください。

試験から「成蹊小学校　国際学級入試　第Ⅱ期（４年生）」を選択し、　　　　　を押してください。

ここまでの入力が終了すると、登録内容の一時保存ができます。

この後の受験料の支払いに関する入力事項が未確定の場合は、一時保存をしておくと、後で続きから入力ができます。

一時保存が必要な場合には、　　　　　　　　　　　を押してください。

登録内容の一時保存が不要な場合は、　　　　　　　　　　　を押してください。

次へ

同意して次へ

同意して次へ

試験選択画面へ

選択

保存して中断する

お支払い画面へ
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「払込票番号」（セブンイレブン）、または「お客様番号」及び「確認番号」（ローソン、ミニストップ、

　ファミリーマート）が表示されます。この番号は、コンビニエンスストアにて支払いの際に必要となります。

・出願登録を完了させると、【Step6】の画面、及び出願登録時のID用メールアドレスに届く申込受付メールに、

受験料の支払い方法を、① または ②から選択し　　　　　　　  　を押してください。
選択すると、画面右側に事務手数料が表示されます。
5月10日（月）10:00 ～ 6月9日（水）15:00の間に、支払いが完了しない場合は出願できません。

①クレジットカード

以下のクレジットカードを使用して、オンラインで受験料の支払いが可能です。
6月9日（水）15:00までに、決済を含む出願登録を完了させてください。

【４】受験料の支払い

・支払い後に受け取る「お客様控え」は自身で保管してください。

・画面中段「申込内容」以降については、確認のうえ、左側の□にチェックを入れてください。

・すべての確認が終わったら、　　　　　　　　　　 を押してください。

【Step5】出願情報の確認

・入力内容を十分に確認してください。これ以降、入力内容の誤りをWEB上で訂正することはできません。

・支払い方法に「クレジットカード」を選択した場合は、表示された欄に必要事項を入力してください。

・一旦納入した受験料は、理由を問わず返金できません。

【Step4】お支払い方法の入力

・【Step５】においてカード番号等の情報を入力し、決済を完了させます。

②コンビニエンスストア（国内のみ）

以下のコンビニエンスストアにて、受験料の支払いが可能です。
6月9日（水）15:00までに、決済を含む出願登録を完了させてください。

確認画面へ

上記内容で申込む
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本番画面貼り付け

※

※

※

以下の内容については、本校では回答できませんので、「miraicompassサポートセンター」までご連絡ください。
・出願サイトでのID登録方法

【Step6】送信完了

・送信が完了すると、出願登録時のID用メールアドレスに申込受付のメールが届きます。

・最下段の　　　　　　　　（支払い前の場合）または　　　　　　　　　　　　　　　　（支払い済の場合）

　を押すと画面が「マイページ」に遷移し、「受験票等」を出力することができます。

・申込内容を確認したい場合は、「マイページ」画面右側の　　　　　　　を押して、内容を表示させてください。

■　システム・操作に関する問い合わせ

・個人情報（志願者・保護者の情報）の入力に誤りを発見した場合は、本校事務室（ ☎ 0422-37-3839 ）まで

　問い合わせてください。

問い合わせ電話番号は、出願サイト右下の「お問合せ先」をクリックしてください。

「（コード）学校名 」と「 お名前 」をお伝えください。　　　　　（1083）成蹊小学校

平日であれば24時間受付しています。ただし、20時以降は質問により回答が翌営業日になることがあります。

入試内容に関する質問は、サポートセンターではお答えできません。直接本校に問い合わせてください。

・出願サイトでの画面操作・入力
・受験料の支払い
・「受験票」「合格通知書類引換証」「宛名ラベル」の表示、出力
・その他、出願サイト「miraicompass」に関係する内容

miraicompassサポートセンター（運用委託会社:三菱総研DCS株式会社）

マイページへ マイページ（受験票出力）へ

申込内容
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1．

2．

3．

4．

「受験票」

「合格通知書類引換証」

「書類提出用宛名ラベル」

提出期間（郵送）

1．

2．

3． 国内の場合は簡易書留、海外の場合はEMSなどの追跡サービスのある方法で郵送してください。
提出書類はコピーをとり、お手元に控えとして残しておいてください。

4．

合格発表日まで大切に保管し、発表当日に必ず持参してください。

提出書類送付の際に、市販の角２封筒（A４サイズ）に貼り付けてください。

【５】「受験票等」の出力

提出はすべて郵送に限ります。（窓口提出は受け付けません。）

必要書類を提出することで出願手続が完了します。

受験料支払い完了後、マイページにある　　　　　　より当該書類を出力します。

＊ ご自宅にプリンターがない場合の「受験票等」の印刷方法は１ページを参照してください。

出力は「A４サイズ・普通紙・白」でお願いします。（カラー印刷をお勧めします。）

【受験番号】を確認してください。

次の３種類の書類を確認してください。

入学選考の当日に必ず持参してください。

「出願登録」「受験料の支払い」だけでは受験することができませんのでご注意ください。

６月１１日（金）必着

市販の角２封筒（A４サイズ）をご用意のうえ、受験票と一緒に印刷された書類提出用の「宛名ラベル」を

（海外から郵送の場合はEMSなどの宛名ラベルとは別に貼ってください。）

【６】書類の提出

封筒の表（おもて）に貼付して送付してください。

受験票
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１ 実施日・会場 ７月３日（土）　本校

８:25～８:30　小学校中央館にて

　※受付時間に遅刻した場合は、受験できません。
　※保護者・受験者以外のご家族の同伴は、ご遠慮願います。

3 受験についての説明 ８:35～

4 児童検査 ８:50～

5 検査内容 学力検査（国語・算数）、集団検査、運動能力検査、保護者面接

受験票、運動靴（上履き）

　※服装は、運動のできるものにしてください。筆記用具は本校で用意します。
　※保護者の方も上履きを持参してください。

１

２

１

２

■　入学手続

１

２

３

１ 実施日時・会場　 ７月７日（水）14:00から　  本校にて

保護者の皆様には「成蹊学園教育充実資金」（１口10万円として５口以上）のご協力をお願いしております。
この寄付金は任意のものですが、教育内容の充実改善や教育施設設備の整備拡充等をより一層推進するための
資金として有効に活用させていただいているものです。入学手続完了時にあらためてご案内を申し上げますので、
なにとぞご理解を賜り、ご協力の程お願い申し上げます。

■　合格発表

　　※必ずご出席いただきますようお願いいたします。お子様のご出席は必要ありません。

■　入学選考

■　合格書類配布

■　新入生保護者会

７月５日（月）17:15頃に、個別合否照会サイト（Web）にて、お知らせします。個別合否照会サイトは、６月21日（月）以降に、
ID用メールアドレス宛に通知します。６月25日（金）までにメールが届かない場合は、本校事務室（ ☎ 0422-37-3839 ）まで問い
合わせてください。

合否に関する電話・メール等での問い合わせは、一切お断りします。

７月５日（月）18:15 までに、本校事務室受付（中央館１階）にて「合格通知書」および「入学手続書類」を 交付します。

手続きの際、住民票（家族全員の続柄が記載されたもの）の提出をお願いしております。

本校事務室受付（中央館1階）にて入学のための手続きをお済ませください。

 「合格通知書類引換証」を忘れずに持参してください。

７月７日（水）11:00～13:30

【７】入学選考から入学手続までの流れ

受付

持ち物

2

6
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　　　入 学 金 （※） 300,000円 300,000円

授 業 料 425,800円 730,000円

特別教育費 186,600円 320,000円

施 設 費 122,500円 210,000円

給 食 費 84,000円 144,000円

ＰＴＡ会費 3,150円   5,400円

ICタグ利用料 2,590円   4,440円

計 1,124,640円 1,713,840円

○

■　納付金（2021年度）

2016年10月１日から、本人確認手続に関する法令の改正により、金融機関の店頭において、

となりました。

入学金・授業料等を現金で振り込む際、10万円を超える場合であっても、本人確認書類の提示が不要

項　　目 入学手続時

入学金・授業料等の振込時の本人確認手続が簡素化されました

（注）「※」のものは、入学時のみ納入。

（注）８月末日（必着）までに辞退の理由を付した「入学辞退届（本校所定用紙）」を提出された場合には、

　　　入学金を除く既納の納付金を返還いたします。（ただし、返還に係る振込手数料は返還金から差し引かせて

　　　いただきます。）

（注）上記の納付金は2021年度のものです。諸般の事情により、在学中に納付金等を改定する場合がございます。

（参考：４月入学者年額）
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1．

2．

3．

4．

成蹊小学校入学試験の出願書類に記載された個人情報に関しては、

1.　入学試験の実施入学試験の実施

2.　入学試験の実施学籍の登録および管理

3.　入学試験の実施個人を特定できない形での統計的資料の作成

に使用するものであって、それ以外の目的には一切使用いたしません。

なお、出願書類については「成蹊学園個人情報保護方針」に基づき適切に管理いたします。

個人情報の取扱いについて

（注）駐車場がありませんので、自家用車でおいでになることは、かたくお断りいたします。

■　備　考
本校国際学級を一度受験した児童は、再受験することができません。

入学願書の記載事項に、事実に反した虚偽の記入や、その他の不正が発見された場合は入学後でも入学許
可を取り消すことがあります。

国際学級入学後は、国際学級担任が指導に当たり、個に応じた学習診断や生活面での適応を図る期間を設
けています。その後、一般学級への積極的な混入を行います。同時に、混入後も個別の教科学習の補充や
特設英語指導など、国際学級児童を対象にした指導を継続して行います。

本校では、成蹊中学校・高等学校・大学に至る総合学園（男女共学）として一貫教育の体制をとっていま
す。「学校長は本校卒業生の、人物、学業を勘考し、成蹊中学校へ推薦入学させることができる。」とい
う内規があります。
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1．

2．

3．

4．

5．

6．

7．

8．

1．

2．

問い合わせてください。

解熱後3日経っていない場合。

　新型コロナウイルス感染症による特別対応

受験当日について

入学試験に来校されるすべての方について、以下に1つでも該当する場合は、受験をすることはできません。

喉の痛み・咳・嘔吐・下痢などの風邪症状や、37.5℃以上の発熱・強いだるさ（倦怠感）・

息苦しさ（呼吸困難）、嗅覚・味覚障害がある場合。同居家族に発熱、咳などの症状がある場合。

健康観察について

医療機関において、新型コロナウイルスに感染していると診断された場合。

すべての国・地域から６月19日（土）以降に帰国した場合。

新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者となった場合。

同居家族がPCR検査を受け、結果が判明していない場合。

健康観察表の提出及び記入もれがある場合。

マスクを着用していない場合。

受付の検温で、37.5℃以上の発熱があった場合。

以上のことにつきまして、ご不明な点等ございましたら、本校事務室（ ☎ 0422-37-3839 ）まで

問い合わせてください。

※試験開始後に上記1の症状が見られた場合は、退出していただき、試験無効とさせていただきます。

本校では手指物品消どくに、アルコール消どく液、塩化ベンザルコニウム液を使用しています。

これらの消どく液に過敏性がある場合は、当日受付時にお申し出ください。その際は、代わりに

水道水を使用しての手洗い・拭き取りとなります。

入学試験にご来校されるすべての方について、６月27日（日）～入試当日の朝まで検温を行い

「健康観察表」に記入のうえ、受付にご提出ください。

「健康観察表」は、６月21日（月）以降に、ID用メールアドレス宛に通知します。

６月25日（金）までにメールが届かない場合は、本校事務室（ ☎ 0422-37-3839 ）まで

消どく液について
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