
2023(令和５)年度 第１学年

入学志願者募集要項

本校は、中等普通教育を行うほか、教育者の養成を目的とする大学の附属学校とし

て、教育の理論と実際に関する研究・実証および学生の教育実地研究(教育実習)の指

導にあたる使命をもっています。この趣旨をじゅうぶん理解されたうえ、応募してく

ださい。

東京学芸大学附属竹早中学校
〒112-0002 東京都文京区小石川４－２－１

電話 事務室 03-3816-8601
職員室 03-3816-8603

ホームページ http://www.u-gakugei.ac.jp/˜takechu/



１．募集人員

男子 約４３名 女子 約４３名

２．出願者資格

次の(1)(2)に該当している児童。
(1)2023(令和 5)年 3月に学校教育法第１条に定められた小学校を卒業見込みの者。
(注)本校への連絡進学制度のある東京学芸大学附属竹早小学校・附属大泉小学校(編入学児童

の一部は除く)及び連絡進学制度によって、附属小金井中学校・附属世田谷中学校・附属

国際中等教育学校のいずれかを受験した児童は、出願できません。

(2)出願時において、下記指定地域内に保護者とともに居住し、入学後も指定地域内より通学す
る者。

指 定地域

東 京 都 23区、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、小平市、
東村山市、国分寺市、西東京市、狛江市、清瀬市、東久留米市、稲城市

神奈川県 川崎市、横浜市の鶴見区及び港北区

埼 玉 県 さいたま市（岩槻区を除く）、川越市、川口市、所沢市、狭山市、

草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、朝霞市、新座市、和光市、

志木市、八潮市、富士見市、ふじみ野市、三郷市、入間郡三芳町

千 葉 県 市川市、船橋市、松戸市、習志野市、柏市、流山市、鎌ケ谷市、浦安市

(注)・受験のための一時的な寄留は認めません。また入学後、上記指定地域外へ住居を移した場合に

は、在学することを認めません。

・入学者の選考及び修学に特別の配慮を必要とする方は出願日までに本校副校長までご相談くだ

さい。

相談期間 2022(令和4)年10月31日(月)～2022(令和4)年11月30日(水)
土日祝日を除く午前９時から午後５時まで

電話番号 03-3816-8601(事務室)

３．出願

(1)期日 2022(令和4)年12月21日(水)0:00から、2023(令和5)年1月6日(金)23:59まで。
ただし附属小学校からの連絡進学の児童の出願は、2022年(令和4)年12月1日(木)0:00から、
同年12月10日(土)23:59までとします。

（2)方法 インターネット出願。本校ホームページよりアクセスできます。あらかじめmcIDを登録
する必要があります。なお入試の内容に関する質問は本校へ、出願のシステムに関する質問は

mirai compass サポートデスクまでお願いします。また環境が整わないなどでアクセスできな
い場合は、事前に本校まで電話にてお問い合わせください。

(3)mirai compassのサイトでのインターネット出願と写真票について
インターネット出願を終え、受験料の納付が確認されたところで、初めて受験番号が割り振ら

れ、受験票・写真票・レターパックプラスに貼付する宛名ラベルが印刷できるようになります。

印刷はご自宅やコンビニエンスストアで行えますが、A４版１枚です。これをキリトリ線で切
断し、受験票は入試日に持参し、写真票は郵送します。写真は正面上半身無帽、大きさは、



たて４ｃｍ、横３ｃｍです。インターネット出願時に、スマートフォン等で撮影した写真デー

タをアップロードすることもできますが、撮影時には陰の様子や背景に気を配ってください。

入力を進めていくと必要な説明がなされますが、出願のシステムについてのご質問は、mirai
compassサポートデスクまでお問い合わせください。

(4)受験料の納付について
インターネット出願時に、受験料の納付方法の案内が表示されますが、クレジットカード決済、

コンビニ支払い(セブンイレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ、ディリーヤマ

ザキ、セイコーマート)、ペイジー対応金融機関およびATM、ネット専業銀行での支払い方法
から一つを選択し、ご納付ください。決済が完了しましたら、mirai compassのマイページか
ら、受験票をダウンロードすることができます。

(5)年末年始休暇について
本校は、事務室も含め、2022年12月29日(木)から2023年1月3日(火)まで年末年始休暇となり
ますので、電話等のご質問には一切お答えできません。

４．郵送提出書類

インターネット出願を終えた志願者は、2023(令和5)年1月10日(火)～1月12日(木)必着で、
レターパックプラスを用いて、以下の書類を郵送してください。

(1)報告書 本校所定の用紙に小学校長が作成し、同小学校の角２封筒に厳封したもの。

報告書用紙は本校ホームページよりダウンロードしてお使いください。

(2)写真票 各家庭で印刷した写真票に、受験生の写真を貼付したもの。

(3)報告書受領証送付用返信封筒(長３封筒に84円切手貼付済みで、宛先として在籍小学校名とそ
の住所を記載する。なお宛名は○○小学校 までとし、御中などの言葉をつけないこと)

郵送先：〒112-0002 東京都文京区小石川4-2-1
東京学芸大学附属竹早中学校 入試委員会 宛

Tel 03-3816-8603

５．選抜方法

報告書、筆記試験、自己PRカードにより、総合的に決定します。
※2023年度入試は、新型コロナウィルス等感染拡大防止のため、面接試験を行いません。15分間
で記入する自己PRカードを面接試験の代わりとして用いることとします。なお自己PRカード
は、本校を志望する受験生の、入学の意欲を確認することが目的です。記述内容等についての

質問にはお答えできません。

６．2023 年度入試(筆記試験)の出題範囲について

(1)国語：第６学年で学習する漢字は、読み書きともに出題範囲としない。本文で使われている
場合はルビをふる。

(2)算数：出題範囲について、特別の配慮は行わない。
(3)社会：「グローバル化する世界と日本の役割」に関する内容は、出題範囲としない。
(4)理科：出題範囲について、特別の配慮は行わない。

７．筆記試験

(1)日 時 2023(令和 5)年 2月 3日(金) 午前 8時 20 分集合完了（開門は午前 7時 40 分)



(2)集合場所 本校玄関

(3)試験科目 国語・算数・社会・理科（配点は各50点）
(4)時間割 自己PRカードの記入 国 語 算 数 社 会 理 科

8:45～9:00 9:15～9:45 10:05～10:35 10:55～11:25 11:45～12:15
(5)持参するもの 受験票、鉛筆（又はシャープペンシル）、消しゴム、直定規（分度器機能の

ついた直定規および三角定規は、使用できません｡）、コンパス、上履き、水筒

※マスク着用の上、会場にお越しください。

※計算機能や通信機能などの時計機能以外のものがある時計の使用は禁止しています。

(6)その他 再試験は実施いたしません(インフルエンザ、新型コロナウィルス等の感染によるものを

含みます）。

８．合格者発表

2023(令和 5)年 2月 5日(日) 午前 10 時～正午

本校玄関に掲示します。なお本校ホームページでは午前９時に発表します。また、

mirai-compassの合否照会サイトもご利用になれます。

９．合格者の保護者説明会

(1)日 時 2023(令和 5)年 2月 5日(日) 午前 10 時 30 分 開始

(2)場 所 本校体育館

(3)持参するもの 受験票

※入学手続に必要な生徒区域外就学届（就学承諾証明書）、入学意思確認書、入学準備の書類

等をお渡しします。

各家庭２名以下の参加とさせていただきます。

欠席の場合は、入学の意思がないものと判断します。

１０．入学手続き

入学希望者は、翌 2月 6日(月)の午前９時から正午までに入学手続きをしてください。

受験票・生徒区域外就学届（就学承諾証明書）・入学意思確認書 を持参してください。

入学手続きを無断で欠席した場合や、入学意思確認書が提出されていない場合、入学の意思がな

いものと判断します。

なお当日、業者による制服の採寸・注文があります。

注意 (1)合否に関する問い合わせにはお答えできません。
(2)提出書類に記載された事項で、事実に相違するものがあった場合は、合格を取り消
すことがあります。

(3)入学を辞退する方は、できるだけ早く申し出てください。電話でも受け付けます。
(4)車での来校はご遠慮ください。

１１．入学者保護者会

2023(令和 5)年 2 月 28 日(火)午後２時より、本校にて行います。受験票を持参してください。

各家庭、保護者１名での参加とさせていただきます。



東京学芸大学附属竹早中学校 案内図

交通機関 ●大塚駅より都バス「錦糸町駅」行 「春日二丁目」下車

●池袋駅東口より都バス「東京ドームシティ」行 「春日二丁目」下車

●東京メトロ丸ノ内線「茗荷谷」駅より徒歩12分
●東京メトロ丸ノ内線、南北線「後楽園」駅より徒歩15分
●都営地下鉄三田線、大江戸線「春日」駅より徒歩15分

附属学校生徒募集に伴う個人情報のとり扱いについて

（1）収集した個人情報（＝氏名、生年月日、住所、電話番号等、出願時に記載されている個人
情報）は募集業務以外の目的には利用しません。ただし、合格者の個人情報に関しては、

入学者名簿へ内部転用いたします。

（2）収集した個人情報は「国立大学法人東京学芸大学法人文書管理規則」に従い保管し、廃棄
いたします。

（3）収集した個人情報を外部に提供することはいたしません。
（4）出願者は、以上の個人情報の収集と利用に関して、出願の事実をもって同意したものと

みなします。



（別紙１)

2022(令和4)年10月25日
本校の受験を希望する皆様へ

東京学芸大学附属竹早中学校

校長 藤本 光一郎

本校を受験する際の諸注意について

錦秋の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のことと存じます。また、日頃より本校の

教育活動にご理解ご協力を賜りまして、心より感謝申し上げます。

さて、本校での受験の際の諸注意については、例年、受験当日にも児童の皆さんに伝えている

ところですが、あらかじめ保護者の方にもお読みいただき、ご家庭でもご確認いただきますよう、

お願い申し上げます。

１．受験票は机の右上に置いてください。

２．受験票、鉛筆、消しゴム以外は机の上に置かないでください。色鉛筆や蛍光ペンも使用できません。

３．腕時計を置くのはかまいませんが、筆入れ、下敷を机の上に置くことはできません。

ただし、ポケットティッシュが必要な人は、中身だけを置くようにしてください。

４．２時間目の算数の時間には、直定規、コンパスを用意してください。分度器機能のついた定規や三角定規

は使えません。

５．ウェアラブル端末の着用はできません。使用の有無にかかわらず不正行為と見なしますので、カバン

の中にしまってください。また時計についても時計機能以外の機能を用いたり、通信機能のある腕時計

を使用することはできません。同時に、時計のアラームは必ず解除しておいてください。作動したときは

不正行為と見なします。

６．携帯電話などは、校舎に入るまでに電源を切ってカバンの中にしまってください。解散後まで使用しては

いけません。また、カバンから出したり、試験中に作動したときは不正行為と見なします。

７．カバンや荷物は椅子の下に置いてください。

８．チャイムの合図で始め、チャイムの合図で終わるようにしてください。

９．最初に、解答用紙に受験番号と名前を書いてください。最後に解答用紙のみ回収します。

10．試験時間中は、問題用紙も含め、机の中に何も入れないようにしてください。
11．問題の内容についての質問は受け付けません。ページが抜けていたり、印刷に不明瞭な箇所があれば申し

出てください。

12．鉛筆、消しゴムなどを落としたときは、静かに手をあげてください。
13．トイレに行きたくなったときは、静かに手を上げてください。
トイレから戻ってきたら、続けて試験を受けられます。ただし時間延長は認められません。

14．身体の具合が悪くなったときは、申し出てください。
15．解答を書き終わり､見直しも済んだ人は､解答用紙を机上にふせ､静かに前方を向いて待っていてください。
16．試験中は横を向いたり、周囲を見たり、不正と思われるような行為は絶対にないようにしてください。
17．休憩中は、校舎外に出ないでください。5分前には着席して待つようにしてください。
18．ごみはすべて持ち帰ってください。

以上、よろしくお願い申し上げます。



（別紙２)

2022(令和4)年10月25日
本校の受験を希望する皆様へ

東京学芸大学附属竹早中学校

校長 藤本 光一郎

インフルエンザ、新型コロナウィルス等感染拡大防止に関する対策について

錦秋の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のことと存じます。また、日頃より本校の

教育活動にご理解ご協力を賜りまして、心より感謝申し上げます。

さて、例年のことではありますが、２月初旬はインフルエンザ等の流行が心配されます。あわ

せて今年度も新型コロナウィルス感染のリスクも懸念されています。本校でもその感染拡大防止

の観点から、現在、校内での手指消毒、検温とそのチェック、机や椅子・共用品の消毒を行って

おります。入試の際は特に多くの受験生が多方面から来校致します。入試当日には、以下のよう

な対応を取らせていただきますので、趣旨をご理解のうえ、ご協力くださいますよう、何卒お願

い申し上げます。

１．インフルエンザ、新型コロナウィルス等の感染による再試験は実施致しません。

２．筆記試験当日、風邪様症状が表れている場合は、出席を見合わせてください。また、当日は

玄関にて検温チェックを行いますが、その症状が表れていたり、37.5℃以上の発熱がある
場合は、校内に入場できません。

３．校内では無地の不織布マスクを着用してください。ただし本人確認のため、一時的にマスク

を外すことをお願いすることはあります。

４．共用の飲料水はありませんので、水筒を持参してください。

５．トイレに入る際には、靴の消毒マットをご利用ください。また、手指消毒や手洗いの励行を

お願いします。

６．解散の際には、混雑が予想されますので、受験教室ごとに数分程度の時差をつけての解散と

する予定です。12:00に本校体育館を開放し、待ち合わせ場所と致しますが、試験終了後、
余裕を見てお待ちいただき、お子様と合流された後も、三密を避ける行動をお取りください。

以上、よろしくお願い申し上げます。


