
早稲田実業学校・立教小学校

2016年度入試準備情報冊子

早稲田・立教クラス　教材開発部

●2015年度入試詳細データ

●合格した父母による体験記

●入試に向けたア ドバ イス

●過去５年間の入試内容掲載

●早稲田・立教クラスのお知らせ



早稲田実業学校初等部

入試データ・合格体験記 調べ

入試定員

応募者数

平均倍率

(過去5年)

108名

男子522名　女子401名

＜1次＞4.64倍

＜2次＞1.61倍

■15年度募集要綱・進学情報

交通

ＪＲ中央線西武多摩湖線国分寺線「国分寺」駅よ

り徒歩10分

系列校

早稲田大学附属早稲田実業学校中等部、高等部、

早稲田大学、同大学院

■学校データ(2015年現在)

所在地

〒185-8506　　東京都国分寺市本町1-2-1

TEＬ　042-300-2171

FAX　042-300-2175

http://www.wasedajg.ed.jp/60_indexf.html 

英語指導

共学 給食制服あり

高等学校中学校

男女全員が
早稲田実業高等部に進学

大学高等学校

卒業生のおよそ99％が早稲田
大学に推薦入学

中学校小学校

男女全員が
早稲田実業中等部に進学

通学バス ＰＣ設置附属幼稚園

男女計108名  　　　

９月６日～30日

10月１日・2日  　　　郵送受付

11月１日～5日の指定日１日 　　　考査：本人のみ

11月７日   　　　発表方法－校内掲示(10時～11時)

11月８日～10日の指定日１日

11月12日  　　　発表方法－校内掲示(10時～11時)

11月14日  　　　

30,000円

生まれ月に関する考慮あり

※上記は14年秋実施済みのもので、15年秋実施予定のものではありません。

募 集 人 員

募集要項配布

願書受付期間

１ 次 試 験

１次合格発表

２ 次 試 験

２次合格発表

入 学 手 続 き

考 査 料

そ の 他



■入試アドバイス

■2014年秋実施　入試データ

ペーパー

お話の記憶／数量(計数)／系列(お手本と同じ並び方をみつける)／サイコロ(転がしたときに上になるも

のを考える)　他

実技　※受験グループによって出題は異なります

＜運動＞４人組になり、マットの上からラグビーボール・ピンポン玉・ドッジボールを持ってきてライ

ンを超えるように投げる(転がしてもよい)／合図に合わせてスクワットのような動作を15回２セットお

こなう／ゴリラの物真似をしながらギャロップで進み、フープをくぐる　＜絵画・制作＞課題画(鉛筆･

クレヨン使用)止まっている鳥のはく製の写真を見て斜め方向からの様子を描く。周囲の背景なども描く

よう指示がある／粘土制作(動物の写真を見てそっくりに粘土で形を作る)／課題制作(折り紙や画用紙を

はさみで切って短冊状にして編み込む⇒画用紙をポケットの形にはさみで切って、台紙にのりで貼る⇒

先に編み込んだ用紙をポケットに入れて完成)　＜生活作業＞裏返しになった洋服や靴下をお手本のしま

い方と同じになるように整頓する

面接

<本人>今日は何時に起きたか／朝ご飯は食べてきたか／お手伝いは何をするか／どうやって来たか／習

い事／幼稚園の仲良しの名前／幼稚園での遊び／お家で叱られる時・ほめられる時／お父さんと休日に

する遊び　<父親>子どもの長所／家庭の教育方針と学校との接点／名前の由来　<母親>子育てについて／

子どもの性格が学校と合っている点／どんな時に子どもを叱るのか

考える力を身につける
　ノンペーパーの考査では表現力や想像力を問われるものが中心となっています。かたちに捉われずにスケ

ールの大きなものを表現できる子どもが合格を頂いています。お教室で練習を重ねて、想像を自由に表現す

る力を養いましょう。また、雑巾絞りや洋服たたみなど、家庭生活に密接した課題が出題されています。普段

の生活から見直し、いろいろなお手伝いを習慣的に取り組むようにしてください。運動では、ケンパーなど身

体をのびのびと動かして表現する種目が多く出ています。手先・足先まで意識し、子どもらしく元気よく取り組

みましょう。また、男性の先生と一緒に行う活動が多いので、男の大人の先生に慣れておくといいですね。

早稲田実業学校初等部合格
Ｉくんのお母さま

　３月より早稲田・立教クラスでお世話になりました。最初の頃は「僕はみんなよりお勉強ができな

いんだ」と弱気でしたが、先生が誉めてくださったり、復習してできなかった問題ができるようにな

るととても嬉しそうでした。5月～8月は宿題と復習が中心でした。７月頃にやっと同図形を描ける

状態であったので、テストの結果は分野によって「できる・できない」が極端でした。始めは国立の

みで考えていたのですが「こんなに頑張って１校も受験できないのは…」という気持ちが沸き、私立

について調べてみると早稲田実業であれば息子の人生にプラスになる小学校であると思い、もしだめ

だった場合は中学受験をするつもりで志望することに決めました。家では、図形・数・推理・お話の

記憶・巧緻性・絵画・運動の７つに絞って勉強しました。とくに巧緻性は直前期にたくさん取り組み

ました。その甲斐あってか10月には成績がグンと伸び、先生にも誉めて頂くことが多く「ぼく、合

格したい」と言えるようになりました。振り返ってみて、一番よかったと思うのは、習い事のサッカ

ーとスイミング、そしてお友だちと公園で遊ぶ時間を息子から取り上げなかったことです。好きなこ

とをする時間があったからこそ。たいへんな勉強にも前向きに取り組めたのではないかと思います。

合格体験記

合格体験記



入試データ・合格体験記 調べ

立教小学校
入試定員

応募者数

平均倍率

(過去5年)

120名

382名

3.83倍

■15年度募集要綱・進学情報

交通

JR線「池袋』駅より徒歩13分、東京メトロ有楽

町線「要町』駅より徒歩6分

系列校

立教池袋中学校、立教新座中学校、立教池袋高等

学校、立教新座高等学校、立教大学、同大学院

■学校データ(2015年現在)

所在地

〒171-0021　東京都豊島区西池袋3-36-26

TEＬ　03-3985-2728

FAX　03-3590-9085

http://www.rikkyo.ne.jp./grp/prim/

英語指導

制服あり

高等学校中学校

学校の定める推薦条件を
(およそ95％)をみたした者

中学校小学校

学校の定める推薦条件を
(およそ98％)をみたした者

通学バス ＰＣ設置附属幼稚園

男子120名　３学級編成　※内部進学含まず

９月4日～30日(土・日曜・祝日は除く)９時～16時

10月１日・2日　郵送受付

10月15日～　受験番号順に実施　

11月3日・4日の両日

郵送通知　選考終了後１週間以内に郵送

11月12日

30,000円  

なし

受験番号：生年月日順　

募　集　人　員

願書配布時期

願書受付期間

事  前　面 　 接

考 　 　 査 　 　 日 　  

合　格　発　表 

入学手続期日

考　　査　　料

地　域　制　限

そ 　 　 の 　 　 他  

キリスト教

※上記は14年秋実施済みのもので、15年秋実施予定のものではありません

給食

大学高等学校

80％以上が推薦入学(学業成績
などから総合的に判断する)

男子校



立教小学校合格
Ｍくんのお母さま

　大人と話すことが苦手、お友だち同士でも改まってみんなの前での発表となると途端に声が小さく

なってしまい正直、立教は最も向いていないと思いました。ただ、昔からあこがれていた学校なので

どうしても諦めきれず、年長になって思い切って教室を　　　　　　に変えました。ペーパーは自宅

での学習を中心にして、面接やお話の練習を主体にしているカリキュラムは、とても楽しそうだなと

授業の様子を見ていていつも感じていました。勉強らしい勉強ばかりだったこれまでと違い、教室通

いが楽しくなった息子はみるみる表情が明るくなり、夏の合宿や早稲田・立教クラスの講習を通して

積極的になり、お話しも自分からたくさんできるようになってきました。宿題や配布物が充実してい

たのもあってか、入試前でもとくに特別な対策はせず、先生からも「いつも通りにしてくださいね。

強いて言えば、もっと家族でのお話をたくさんするようにしましょう」と言ってくださり、負担も少

なく、楽しくストレスも無いまま試験に臨むことができました。リラックスして受験できたことが合

格へとつながったのだと思います。これも息子の性格をしっかりと判断されたうえでの適切なご指導

の賜物だと感謝しております。ありがとうございました。

■入試アドバイス

■2014年秋実施　入試データ

集団の中での自己発信を

合格体験記

合格体験記

　例年、行動観察や集団ゲームなどを中心とした考査がおこなわれており、試験内容も非常に特色のあ

るものばかりです。お教室や幼稚園などでお友だちとの関わりを大切にし、集団の中に適応できる力・

リーダーシップを取れる力・指示を守って実践できる力を養いましょう。ペーパーがおこなわれないた

めか、しっかりと準備をして臨む受験生と準備が不十分な受験生との差が大きいと感じます。絵本の読

み聞かせとそれに関連した口頭試問やお話の構成・場面を順番通りに並べるなどの個別審査など、学力

面もしっかりとみられていますので総合的な学習が必要です。　

実技

＜口頭試問＞絵本をプロジェクターで鑑賞して先生の質問に答える・お話の順番にカードを並べるなど

課題をおこなう。15年に出題された絵本「どろんこハリー」、「わすれられない贈り物」　

＜個別審査＞お手本の写真と同じになるようにパターンブロックを並べる／ブロックスというボードゲ

ームのパズルで決められた形にパズル構成をおこなう／色違いのサイコロがある。赤いサイコロは時計

回り、青いサイコロは反時計回りに進むルールが決められており、両方のサイコロを振って出た目の数

字と色の約束通りに観覧車を進める

面接

<父親>男子校への志望動機／家庭の教育方針／仕事内容／趣味／子どもと接する時に心がけていること

／子どもが興味を持っていること／学校へお話したいこと／休日の過ごし方

<母親>降園後の過ごし方／幼稚園での子どもの様子／受験に際してどんな準備をしたか／子どもの長所

・短所／趣味／子どもの遊び／最近子どもが成長したと思うこと／職歴

入試のようす

　例年通りペーパーはおこなわれず、絵本をプロジェクターを見て、その内容や感想などをたずねる口

頭試問・運動・行動観察が中心でした。どのテストも、指示を記憶してその通りに実行できるかどうか

をチェックする要素が含まれているので注意が必要です。



早稲田実業学校初等部

考査内容

過去の出題内容と入試データ

　男児はポロシャツに紺の半ズボン、女児はポロシャツまたはブラウスにキュロットスカートという
いわゆるお受験ルックが大半でした。ベストを着用するお子さんもいました。ゼッケンをつけて受験
しますが、大きいので持参された安全ピンで留めている方がいたようです。

○１次は考査中、保護者は教室などで待機します。皆さん静かに本などを読まれて待っていました。
○面接では、先生が優しく話しかけてくださり、終始和やかでとても良かったです。「お待ちしてお
　りました」というような穏やかな雰囲気の中で面接は進みました。質問は、お家でのお手伝いにつ
　いて聞かれることがありました。また、子どもの回答について質問が続いていくような形です。会
　話のキャッチボールができるお子さんを選んでいると思います。

● 受験者の服装等

● 試験の感想

11年度11年度

709

504

120

81

525

442

60

42

12年度12年度

645

495

119

78

522

436

115

80

436

336

61

48

401

301

64

43

589

488

113

70

490

418

72

58

13年度 15年度13年度 15年度

597

467

110

88

429

365

71

51

14年度14年度

11年度：

12年度：

13年度：

14年度：

15年度：

11年度：

12年度：

13年度：

14年度：

15年度：

11年度：

12年度：

13年度：

14年度：

15年度：

お話の記憶／同図形／粘土制作／口頭試問／制作／リュックに指示されたものを入れる　他

お話の記憶／比較／推理(ブラックボックス)／図形(折り重ね)／課題画(不思議な宇宙人など)

ブロック(クモの巣を走る車など)　他

模倣体操／スキップ／ケンパー／バック走　他

指示行動(コーンを指示通りに移動させる)　他

自由遊び(浮き輪とビート板・帽子とペットボトル・鉛筆と紙などで遊びを考える)　他

自由遊び(輪投げの輪と靴下を使って遊びを考える)　他

お話の記憶／数／課題画／風呂敷包み　他

お話の記憶／図形(図形構成)／数量／推理／粘土制作／口頭試問　他

お話の記憶／図形(回転図形)／数量／推理(系列)／粘土制作／口頭試問　他

模倣体操　他

模倣体操(動物)／片足だち／ボール投げ　他

指体操(フラフープを指で支える)／指示行動(動物模倣・サイドステップ・フープくぐり)　他

自由遊び(ドミノ倒し・缶を高く積み上げる)　他

積み木を高く積み上げる(グループ対抗)　他

洋服をたたんで箱にしまう／グループでボーリング／グループでフラフープの上げ下げ　他



立教小学校

考査内容

過去の出題内容と入試データ

　男児は白の半袖ポロシャツに紺の半ズボンといった、いわゆるお受験ルックのお子さんが大半でし
た。長袖のお子さんもいました。ゼッケンをつけて受験します。

○待合室では皆さん本を読んでお待ちでした。終了15分前に別室に移動して子どもを迎えました。お
　子さん方は落ち着いた感じの子が多いようでした。１割ぐらい欠席したように見受けられました。
○面接の控え室では筆記用具が準備してあり、アンケートを記入します。そのアンケートを提出した
　後、順番に面接に呼ばれました。お母さまだけの方も何人かいらっしゃいました。

● 受験者の服装等

● 試験の感想

2015年度

452

120

2011年度

513

120

2012年度

428

120

2013年度

428

120

382

120

2014年度

11年度：

12年度：

13年度：

14年度：

15年度：

絵本「ブタ君のおつかい」を聞いて口頭試問　他

絵本「はりねずみと金貨」をスライドで、「にじいろのさかな」を映像で見て口頭試問

さるかに合戦を映像で見た後並べ替えの問題／３匹の子豚のテレビ観賞(観賞中に口頭試問)

「ごきげんなライオン」を映像で見た後に質問に答える／絵本を見た後に質問に答える　他

「どろんこハリー」を映像で見た後に質問に答える／個別審査(図形構成・数量等)　他

体育館でかけっこ／模倣ダンス曲に合わせて創作ダンス)　他

かけっこ／模倣ダンス(最後は好きなダンスをする)　他

かけっこ／ダンス(「線路は続くよどこまでも」に合わせて)

かけっこ(ジグザグコース)／模倣体操　他

かけっこ(直線コース)／模倣体操　他

見本とおなじようにパターンブロックを組み立てる　他

見本と同じように積み木を作る　他

指じゃんけんゲーム／買い物ゲーム　他

リトミック(「森のクマさん」に合わせて歌う・踊る)　他

リトミック(トトロの「さんぽ」に合わせて創作ダンス)／アルプス一万尺を歌う　他

11年度：

12年度：

13年度：

14年度：

15年度：

11年度：

12年度：

13年度：

14年度：

15年度：



　　　　では、志望校別専科『早稲田・立教コース』を開講しています。この講習では早稲田・立

教合格に不可欠な「自分で考えて発表・行動できる力」の育成をメインテーマに指導を展開。試験で

評価される方法やアピール力を身につける実戦的なプログラムで実力完成を目指します。過去３年間

で早稲田実業24名・立教小学校28名の合格者を送り出している　　　　　が、これまで培った合格

ノウハウを活かして実施する自信の専科クラスです。

■早稲田・立教に合格できる　　　　　の早稲田・立教コース５つの特色

講師への学習相談がいつでもできるメール連絡を採用。家庭学習の疑問点は授業外でも即解決

でき、さらなる課題や苦手については早期に発見・克服できています。

５授業外でも常にフォローアップの態勢を

毎月絵本の内容に沿った指導も展開しています。作品づくりや模倣体操、登場人物になりきっ

ての口頭試問など、子どもが喜んで取り組める内容となっています。

４絵本学習など試験に沿った実践的な講習

運動・行動観察はほぼ毎週実施。全身をつかって表現力を鍛えます。両校の過去出題・傾向を

踏まえ、家庭では練習の難しい集団活動の強化を進めていきます。

３毎回の集団活動で協調性・行動力を養成

制作・生活テストでは手先の器用さが必須です。専門講師による効果的な指導に加えて、毎回

お渡しする課題で家庭での学習も万全。巧緻性対策はお任せください。

２巧緻性の向上を目指した課題を毎回提出

クラス全員の前でお話したり、実験をして理由や予想を話しあったり、お話の続きを考えたり

と毎回発表の場をたくさんつくり自己発信能力を伸ばしていきます。

１試験でためされる発表力・思考力の育成

28名24名

立教小学校早稲田実業

◆過去３年間の合格者数

コース早稲田 立教・

３月開講

コース申込・
お問い合わせ

〒171-0021 東京都豊島区西池袋5-4-8

池袋本部校 TEL 03-3971-5231
FAX 03-3971-5806

検索わかぎり早稲田・立教コース (ワセリツ )最新情報は
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