入試まであと２４０日

平成 28 年度
有名私立・国立小学校受験

公開 合否判定模擬テストのお知らせ
◆①ペーパー部門◆②行動観察・絵画工作部門◆③個別形式部門◆
〔３月／４月／５月〕
コンピュータ合否判定成績表 配布

日本英才教育
03-3849-6253
◆公開 会場模擬テストの実績・効果◆
◆合格率９６％！ 模擬テスト受験児の９６％が有名私立・国立小学校に合格しました！
◆模擬テストは小学校入試を目指すには、必修のテストです。
◆模擬テストは効果的に受験体制をつくることができます。
◆入試に出た！出る！問題で、テスト問題を構成。だから本番テストに役に立ちます。
◆テスト本番の態勢指導を行います。
・テスト中の手の挙げ方・姿勢・移動時の態勢（歩き方／注意事項の厳守）・お話の聞き方
・テスト時の待機の姿勢（体操座り／立ち方／並び方／座り方）・正しい返事の仕方・挨拶の仕方・おじぎの仕方

◆入試本番テストの得点力を驚異的に伸ばします。
◆お子さまの得意領域と苦手領域を正確につかめます。有効に受験対策ができます。
◆ＣＤによる音声出題に慣れることができます。

保護者 各位
当教育では、下記の通り、小学校受験のための合否判定公開模擬テストを実施いたします。公開模擬テストは、
１．ペーパー部門

２．行動観察・絵画工作部門

３．個別形式部門

の３部門で実施いたします。いずれの模擬テストも、最近の入試で出題された問題と、今後出題が予想される重要問
題を数多く収録し、入試本番テストで最大の効果が出るものとなっております。
本年度の小学校入試において、模擬テストと同一の問題あるいは類似問題が多く出題されております。模擬テストを
受験することにより、本番のテスト対策として、最短にして、最強の入試対策ができます。より大きな効果をあげる
ためには、３部門の模擬テストへの積極的な参加をおすすめします。

◆模擬テスト実施要項
◇対象児

新年長児

◇実施内容

以下の３部門にて実施いたします。各部門とも、国立・私立小学校入試重要問題及び、国立・私立
小学校入試予想問題で構成。
１．ペーパー部門 確実な実戦力を修得するために小学校入試に出題が予想される問題を、数多く
収録した内容で構成。肉声による出題のほか、ＣＤ音声による出題を実施し、
実践的効果をあげられます。
▼出題領域
数量・言語・空間・図形・常識・反応速度・推理・記憶など
２．行動観察・絵画工作部門
本番入試で実施されている社会性・協調性を検査するための、集
団による行動観察テストを本番同様形式にて実施。入試で高得点を取るための
態勢づくりを強化します。
▼出題領域
指示工作・課題工作・巧緻性・課題画・指示画・想像画・利用画・集団画
しつけ・行動観察・集団行動・行儀・リズム・運動など
３．個別形式部門 先生との１対１の対応の慣れと、個別に質問される問題を事前に徹底して演習
します。入試への万全な態勢作りが可能です。
▼出題領域
個別質問・数量操作・言語・話の創作・記憶・巧緻性・しつけ・推理・常識・
図形操作など

◇実施日時

会場：浅草教室
実施日

締切日

ペーパー部門

行動観察・
絵画工作部門

個別形式部門

第４回

３／６(日)

２／26(金)

10:00～11:00

11:15～12:25

13:30～14:40

第５回

４／10(日)

４／１(金)

10:00～11:00

11:15～12:25

13:30～14:40

第６回

５／８(日)

４／29(金)

10:00～11:00

11:15～12:25

13:30～14:40

◇所要時間・内訳

〔ペーパー部門〕テスト：５０分 ＋ 態勢指導（母子対象）
：１０分
〔行動観察・絵画工作部門〕テスト：６０分 ＋ 態勢指導（母子対象）
：１０分
〔個別形式部門〕テスト：６０分 ＋ 態勢指導（母子対象）
：１０分

◇テスト結果

各部門とも、下記コンピュータ成績表を郵送いたします。※テスト終了後、１０日以内に発送いた
します。

◆コンピュータ合否判定成績表

内容

Ａ：本人得点／領域別平均点／総合平均点

Ｇ：合計得点分布グラフ

Ｂ：本人偏差値（国立・有名私立小学校偏差値表付）

Ｈ：受験対策校（挑戦レベル・合格レベル・安全レベル）

Ｃ：総合順位／領域別順位及び個人別講評

Ｉ：小学校難易ランキング

Ｄ：志望校別合格判定表（合格判定をパーセントで表示。３校）

Ｊ：志望校偏差値グラフ

Ｅ：志望校推定順位表（志望校推定順位を表示。３校）

Ｋ：総合アドバイス

Ｆ：領域比較レーダーチャート

◇テスト費用

費用は下表のとおりです。費用には消費税を含みます。

▼会 員
１回分

２回分一括

３回分一括

ペーパー部門

￥６,８２５－(税抜\6,320)

￥１２,０７５－(税抜,\11,180) ￥１６,２７５－(税抜,\15,069)

行動観察・絵画工作部門

￥８,４００－(税抜\7,777)

￥１５,２２５－(税抜,\14,097) ￥１９,４２５－(税抜,\17,986)

個別形式部門

￥９,０３０－(税抜\8,360)

￥１５,７５０－(税抜,\14,583) ￥２０,４７５－(税抜,\18,958)

▼外部児
１回分

２回分一括

３回分一括

ペーパー部門

￥７,８７５－(税抜\7,290)

￥１４,４９０－(税抜,\13,416) ￥２０,２６５－(税抜,\18,763)

行動観察・絵画工作部門

￥９,０３０－(税抜\8,360)

￥１６,３８０－(税抜,\15,166) ￥２１,８４０－(税抜,\13,952)

個別形式部門

￥９,６６０－(税抜\8,944)

￥１６,９０５－(税抜,\15,652) ￥２２,９９５－(税抜,\21,290)

※２回分一括→総合模擬テスト３月分、４月分、５月分の中から２回分受験する場合の料金
３回分一括→総合模擬テスト３月、４月、５月の３回分受験する場合の料金
◇申し込み方法

受験希望者は、下記の方法にて、お申し込みください。
※申し込み後のキャンセル、振替受験はできません。あらかじめご了承ください。

①費用の振込み Ａ）銀行振込 Ｂ）クレジットカード決済（ペイパルにて） いずれかの方法にて、費用を
お振込みください。
Ａ）銀行振込 下記の口座へ費用をお振込みください。振込名は、幼児氏名と在籍番号を併記してください。
ご父母の名前でのお振込みは、受付が遅れる場合があります。必ず幼児氏名にてお振込みく
ださい。

振込み先 三菱東京ＵＦＪ銀行 自由が丘駅前支店
普）１１４３５１４
口座名
エイサイ または㈱日本英才教育
振込み名 幼児氏名と在籍番号を併記してください。
例） エイサイタロウ ０１３４００００１
※振込み名を口座名義人以外に変更できない場合は、その旨ご連絡ください。電話もしくはファックス）

Ｂ）クレジットカード決済

ペイパルにて、クレジット決済が可能です。ペイパルにログイン後、

center@nihon-eisai.co.jp 宛に費用をお支払ください。
（分割・リボ払いにする場合は、カ
ード会社にお問い合わせください）

ペイパル https://www.paypal.jp/jp/home/
振込先アドレス center@nihon-eisai.co.jp
使用可能カード VISA、MasterCard、AmericanExpress、JCB
※受取人へのメッセージ欄に、幼児氏名、在籍番号、振込内容（模擬テスト３、４、５月ペーパー
部門 など）をお書き添えください。

②申込書の提出 申込書に必要事項をご記入の上、締切日までに事務センターまで、郵送・
ファックスのいずれかの方法にてご提出ください。
※申込書未着の場合は受験できない場合がありますのでご注意下さい。
※外部の方は、お電話番号・ご住所のお間違えのないよう、ご確認ください。
◆郵送の場合

〒121-0816

◆ﾌｧｯｸｽの場合

０３－３ ８４ ９―６２ ８８（２４時間受付）

③当日会場へ
◇申込み締切

東京都足立区梅島 1-11-14

日本英才教育事務センター宛

受験票の発行はいたしません。当日、直接会場へお越しください。

実施日程表をご覧下さい。
※申込み順受付 定員になり次第、締め切りいたします。

◇注意事項

※必ず開始５分前までに、ご入室ください。
（開始時間になりましたら、テストを開始いたします。
）
※ご入金なき場合は、お申込受付はいたしません。
※納入された費用は、いかなる理由があっても、ご返却いたしま
せん。あらかじめご了承ください。

◇持ち物

色鉛筆（１２色）・上履き

◇注意事項

申し込みの際、志望小学校名は、正式名称をお書きください。

◇実施会場地図

浅草教室（駅徒歩３分）
東京都台東区雷門 2-6-2 マーナマリー浅草 ２Ｆ

◆下記小学校入試問題より出題（一部改題）◆
〔国立小学校〕筑波大附属小学校・お茶の水女子大附属小学校・学芸大附属世田谷小学校・学芸大附属竹早小学校・学芸大附属大泉小
学校・学芸大附属小金井小学校・横浜国立大附属横浜小学校・横浜国立大附属鎌倉小学校・千葉大附属小学校・埼玉大附属小学校
〔私立小学校〕慶應義塾幼稚舎・雙葉小学校・早稲田実業学校初等部・東洋英和女学院小学部・桐朋学園小学校・青山学院初等部・成
蹊小学校・学習院初等科・成城学園初等学校・桐朋小学校・白百合学園小学校・日本女子大附属豊明小学校・田園調布雙葉小学校・
立教小学校・聖心女子学院小学校・暁星小学校・立教女学院・東京女学館小学校・川村小学校・光塩女子学院初等科・玉川学園小学
部・昭和女子大附属昭和小学校・トキワ松学園小学校・明星小学校・聖ドミニコ学園小学校・星美学園小学校・小野学園小学校・
淑徳小学校・目黒星美学園小学校・聖学院小学校・東京都市大学付属小学校・聖徳学園小学校・宝仙学園小学校・明星学園小学校・
和光小学校・晃華学園小学校・清明学園初等学校・新渡戸文化小学校・文教大付属小学校・国本小学校・武蔵野東小学校・東京創価
小学校・国立音大附属小学校・国立学園小学校・日出学園小学校・昭和学院小学校・東京三育小学校・自由学園小学校・桐蔭学園小
学部・森村学園初等部・横浜雙葉小学校・精華小学校・関東学院小学校・聖ヨゼフ学園小学校・湘南学園小学校・捜真小学校・カ
リタス小学校・関東学院六浦小学校・聖セシリア小学校・洗足学園大附属小学校・横浜英和小学校・清泉小学校・湘南白百合学園
小学校・桐光学園小学校・鎌倉女子大附属初等部・大西学園小学校・啓明学園初等学校・育英学院サレジオ小学校・国府台女子学院
小学部・成田高等学校付属小学校・千葉日本大学第一小学校・浦和ルーテル学院小学校・さとえ学園・開智小学校・西武学園文理
小学校・帝京大学小学校 星野学園小学校他

平成 28 年度

公開

合否判定模擬テスト申込書

下記の通り、公開 会場模擬テストを申込みいたします。

月

ﾁｪｯｸ

テスト名

□

〔 ３ 月 〕ペーパー部門

□

〔 ３ 月 〕絵画工作・行動観察部門

□

〔 ３ 月 〕個別形式部門

□

〔 ４ 月 〕ペーパー部門

□

〔 ４ 月 〕絵画工作・行動観察部門

□

〔 ４ 月 〕個別形式部門

□

〔 ５ 月 〕ペーパー部門

□

〔 ５ 月 〕絵画工作・行動観察部門

□

〔 ５ 月 〕個別形式部門

日記入

▼志望小学校名

フ

リ

ガ

ナ

世 幼児氏名

□男 □女

ご 住所（〒

お 電話番号
－
※申込書記入方法

－

－

）

在籍番号

□在籍会員
□外部児

－

※外部児・変更のある方はご記入ください。

緊 緊急連絡先
－

お 振込み日
－

月

お 振込金額
日

１）受験されるテストにチェックを入れてください。
２）志望小学校名は、略さずに正式名称でご記入ください。合否判定は３校まで可能です。

－

