AK

UIN

試験当日受験票・写真票持参

顔写真貼付（写真アップロード済の場合は、不要）

受験票・写真票印刷

金融機関ＡＴＭ・
ネットバンキング
で支払い

ペイジー

支払い完了メール確認

コンビニで
支払い

払込番号確認

で支払いを選択

ペイジー
金融機関ＡＴＭ・
コンビニ
支払いを選択 ネットバンキング

インターネット出願

出願サイトへアクセス

画面の指示に従い入力

入学検定料の支払い方法選択

クレジットカード支払い
（オンライン決済）
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ノートルダム学院小学校

児童募集要項

C210764P01-00-16-Z

2022年度 ノートルダム学院小学校 児童募集要項
出

願

資

格

2015年4月2日～2016年4月1日までに出生した子ども

募

集

対

象

本校の教育方針のもとで教育を受けることに賛同している保護者の子ども

入

試

区

分

入 学 考 査 日

Ａ 日 程

Ｂ 日 程

2021年
８月27日(金)・28日(土)
※いずれか一日
・親子面接
９月 １ 日(水)
・適性検査

Ｃ 日 程

2021年
10月23日(土)
・適性検査
・親子面接

2022年
１月25日(火)午後
・適性検査
・親子面接

ＡまたはＢ日程を受験された方の面接は希望者のみ実施します｡
考査日の時間は受験票に記載。面接の時間は個別にお知らせします｡

考

査

内

容

募

集

人

員

約120名

若干名

若干名

出

願

期

間

７月27日(火)～
８月20日(金)16：00

10月11日(月)～
10月18日(月)16：00

１月17日(月)～
１月24日(月)正午

適性検査(ペ－パ－テスト、制作活動、行動観察)・親子面接

インターネット出願
出

願

方

法

入 学 検 定 料

結

果

発

表

※詳細は7月初旬から本校HPでご覧いただけます。
※出願画面の指示に従って志願者情報を入力してください。受験票と写真票は本校から送付しませんので、
マイページからA4サイズの白い紙に印刷し、顔写真を貼付、もしくはアップロードの上、切り離して双方
とも面接・考査当日に必ずご持参ください。
※窓口・郵送での出願はできませんのでご注意ください。

20,000円

※日程ごとに出願期間内に出願サイトからお支払いください｡

９月２日(木)12：00～
９月７日(火)23：59

１月26日(水)12：00～
１月29日(土)23：59

※合否照会サイトにて発表。また受験者全員に考査結果通知を簡易書留速達にて郵送します。
※考査内容や結果に関わる電話・FAX・メール等でのお問い合わせにはお答えできません。

９月７日(火)23：59まで
入学手続期日

10月25日(月)12：00～
10月27日(水)23：59

10月27日(水)23：59まで

１月29日(土)23：59まで

※各期日までに入学金200,000円を合否照会サイト経由の入学金決済サイトにてお支払いください。期日内
に未手続の場合は入学辞退となります。一度納入された入学金は理由の如何に関わらず返還できません。

❶学費(年額)授業料 606,000円

施設設備費 96,000円

教育充実費 90,000円

❷給食費 107,800円(事情によって増額する場合があります｡)
❸ICTタブレット積立金 1～3年 27,000円
授業料等納付金
(2021年度年額)

❹修学旅行積立 20,000円
❺父母の会会費 15,000円
❻制定品(制服・かばんその他)

約110,000円(初年度)

❼その他 教材費・校外学習費等別途必要となります。
※学費及び給食費は、三期に分けて納入して頂きます。
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インターネット出願の流れ
1 事前に準備いただくもの
❶インターネットに接続されたパソコン・スマートフォン・タブレット等
❷受信可能なメールアドレス
❸PDFを開くためのアプリケーション
❹志願者顔写真データ（出願登録時に使用）
●上半身、脱帽、正面向き、無背景
●写真（４×３cm、カラーまたは白黒）
●出願３ケ月以内に撮影のもの
※詳しくは実際の出願サイトの説明をお読みください。

2 インタ－ネット出願サイトにアクセス
本校ホームページよりインターネット出願サイトにアクセスしてください。

3 マイペ－ジ作成／ログイン
ID(メールアドレス)を登録してください。登録済みのID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。

4 出願登録
志願者情報を入力してください。
❶親子面接について
Ａ日程の親子面接は出願時に希望日を選択していただきますが、先着順となります。ご希望の
日が定員に達した場合は、｢別の試験を選択してください」というエラーメッセージが出ますの
で、もう一方の日を選択してください。
❷志願書
入力していただく項目の「本校志望の理由(300文字以内)」｢その他参考事項(300文字以内)」
については、改行をせずに入力してください。
｢本校第１希望・本校のみ受験(専願)｣、｢本校第1希望・他校も受験(併願1)｣、｢他校第1希望・
本校も受験(併願２)」からいずれか一つを選んでください。
出願登録完了後、入力内容を修正することはできません。内容をご確認のうえ、出願登録してく
ださい。

5 入学検定料の支払い
❶入学検定料 20,000円
●日程ごとにお納めください。
●手数料はご本人負担となります。出願期間内にお支払いください。
●納入された入学検定料は理由の如何にかかわらず返還できません。
❷納付方法
クレジットカード、コンビニまたはペイジー(金融機関ATM・ネットバンキング)から選択して
ください。
●クレジットカードによるオンライン決済
クレジットカードによるオンライン決済にて、24時間、入学検定料のお支払いが可能です。
出願手続きの中で、クレジットカード番号など必要な情報を入力し、決済を完了させます。
保護者の方などのクレジットカードをお使いいただけます。
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▼ご利用いただけるクレジットカード

●コンビニでのお支払い
以下のコンビニにて、24時間、入学検定料のお支払いが可能です。
▼ご利用いただけるコンビニ

※各コンビニでの詳しいお支払方法を確認したい場合は、出願サイトの画面下部にある、
『よくある質問』から、『支払方法について』をクリックしてください。
出願登録後お支払い番号を確認し、選択したコンビニレジにてお支払いを済ませてくだ
さい。お支払い後に受け取る「お客様控え」はご自身で保管してください。
●ペイジー（金融機関ATM）でのお支払い
ペイジー対応金融機関ＡＴＭ（ペイジーマークが画面に表示されているもの）でお支払いいた
だけます。ご自分の預金口座のある金融機関のATMをご利用になるのが便利です。ただし、
金融機関の窓口で、お支払いいただくことはできません。
▼ご利用いただける金融機関

ゆうちょ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・千葉銀行・三菱
UFJ銀行・横浜銀行・関西みらい銀行・広島銀行・福岡銀行・親和銀行・東和銀行・熊本
銀行・京葉銀行・南都銀行・足利銀行・七十七銀行・群馬銀行
【ご注意】
コンビニ及びペイジー（金融機関ATM）にはお支払い期限がありますので、速やかにお支払
いを済ませてください。

6 受験票・写真票の印刷
受験票と写真票は本校から送付しませんので、マイページからA4サイズの白い紙に印刷し、顔写真
を貼付、もしくはアップロードの上、切り離して試験当日ご持参ください。
USBメモリーやマイクロSDカードなど媒体を経由して、コンビニのマルチコピー機から印刷が可能
です。
インターネット出願を行うにあたり、システムの操作、分からない事や困ったことがあるときは、
出願サイトの画面下部にある『よくある質問』を確認してください。それでも解消できない困り事
が発生した場合、24時間対応のコールセンターへお電話ください。
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●マイページから受験票を印刷し、切り離してください。
2022年度

2022年度

ノートルダム学院小学校

ノートルダム学院小学校

受験票

写真票

1

受験番号

1

受験番号

写真貼付
写真貼付

フリガナ

マツガサキ

イチロウ

フリガナ

マツガサキ

イチロウ

氏名

松ヶ崎

一郎

氏名

松ヶ崎

一郎

試験日

試験名

試験日

試験名

A日程

9月1日(水)

A日程

こちらは写真票です。
キリトリ線で切りとり，受験当日必ずご持参ください。
（面接受付時にご提出お願いいたします。）

＜キ リ ト リ 線＞

＜キ リ ト リ 線＞

【考査日のご案内】
・受験票は必ずお持ちください。
・考査日の付き添いは、お子様1名につき保護者1名で
お願いいたします。
・お子様は、9時までにお手洗いをお済ませください。
・無断遅刻・無断欠席は受験資格を失います。
・必ず上履きと靴袋をご持参ください。なおお子様は
運動できる靴を、上履きとしてご用意ください。
・お子様に必ずハンカチと水筒（肩からさげられるタ
イプのもの）を持たせてください。考査中、必要に
応じて水分補給いたします。
・考査中、保護者の方は控室でお待ちください。校内
移動や外出はご遠慮ください。
・校内では携帯電話のご使用はご遠慮ください。

最近3ヶ月以内撮影
(カラー、白黒可)
正面上半身脱帽
タテ:4cm、ヨコ:3cm

9月1日(水)
【考査の集合時間（受付時間）】
9：00（受付時間8：15）

ご登録いただいた顔写真が受験票に
表示されます。

その他注意事項
・マスク着用，受付時に手指消毒・検温のご協力
をお願いいたします。
・37.5度以上の発熱や咳の症状がある場合は，
受験をご遠慮いただき，次回日程で受験して
いただきます。ご了承ください。
お子様やご家族の方の体調がすぐれない場合は
無理をされず学校までご連絡ください。
・お車で来校される場合は，近隣の有料駐車場に
駐車してください。

※出願時に顔写真のご登録が必要となります。
※保存したPDFファイルはコンビニのマルチコピー機
でも印刷可能です。
詳しくはコンビニ店頭でお尋ねください。
※印刷は必ずA4サイズで印刷してください｡
※白い紙に印刷してください(紙質は問いません)｡

〈顔写真について〉
●上半身、脱帽、正面向き、無背景
●写真（４×３cm、カラーまたは白黒）
●出願3ヶ月以内に撮影のもの
※詳しくは実 際 の出 願サイトの説 明をお 読みくだ
さい。

ノートルダム学院小学校

ノートルダム学院小学校

075-701-7171

075-701-7171

※画面イメージはサンプルです。実際の出願時に変更される場合があります。

※受験票は本校から発送しませんので、必ずご自宅等で印刷し、試験当日にご持参ください｡

入学考査（適性検査）について
●各日程の考査受付時間については、受験票に記載しています。
●上履きと靴袋をご用意ください。なお、お子様は運動できる靴を上履きとしてご用意ください。
●お子様に必ずハンカチと水筒(肩からさげられるタイプのもの)を持たせてください。考査中、必要
に応じ水分補給をいたします。

親子面接について
●事前に個別メールにて面接時間をお知らせいたします。もし前日までにメールが届かない場合は、
お手数ですが学校までご連絡ください。

結果発表
●合否照会サイトにて発表予定です。合否照会サイトにアクセスし、結果を確認してください。
●合否照会サイトURLについては入学考査日にお知らせします。
Ａ日程｠ 9月 2日(木)12:00～ 9月 7日(火)23:59
Ｂ日程｠10月25日(月)12:00～10月27日(水)23:59
Ｃ日程｠ 1月26日(水)12:00～ 1月29日(土)23:59
●受験者全員に考査結果通知を簡易書留速達にて郵送します。
●考査内容や結果に関わる電話・FAX・メ－ル等でのお問い合わせにはお答えできません。
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入学手続きについて
所定の期日までに入学金を納入してください。
●入学金

200,000円(合否照会サイト経由の入学金決済サイトより手続きが可能です｡)

●納入期限
Ａ日程｠ 9月 7日(火)23:59
Ｂ日程｠10月27日(水)23:59
Ｃ日程｠ 1月29日(土)23:59
※期日内に未手続の場合は入学辞退となります。

※一度納入された入学金は理由の如何に関わらず返還できません。

学費等

2021年度の場合
606,000 円

授業料
学

費(年額)

給

食

費

施設設備費

96,000 円

教育充実費

90,000 円
107,800 円

給食費(年額)

ICTタブレット積立

１～３年(年額)

27,000 円

ディスカバリー積立

修学旅行積立(年額)

20,000 円

父

父母の会会費(年額)

15,000 円

母

の

会

※学費及び給食費は、三期に分けて納入して頂きます。
※給食費は事情に応じて増額することがあります。

※制服・かばんその他の制定品は約110,000円です。
※教材費・校外学習費等は別途必要となります。

※一度納入された学費については返還いたしません。

その他
●個人情報保護について
本校の入学試験にあたってご提供いただいた氏名、住所等の個人情報は本校入学試験およびこれらに
付随する業務以外の目的には使用いたしません。
●不可抗力による事故等について
台風・地震等の自然災害または新型コロナウイルスを含む感染症その他不可抗力による事故等が発生
した場合、考査日程の変更の措置をとることがあります。ただしそれによって生じた受験生負担の
費用、その他個人的損害について本校はその責任を一切負いません。受験生保護者への連絡について
は、本校ホームページおよび個別にご連絡いたします。
〒606-0847 京都市左京区下鴨南野々神町1－2
TEL(075)701－7171 FAX(075)712－6170
平日 9：00～16：00 〈8月7日(土)～16日(月)学校閉館日〉
URL：https://www.notredame-e.ed.jp/
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