平成２９年８月

[入試まであと 120 日]
有名私立･国立小学校受験のための

『第三期

家庭でできる入試演習教材』のお知らせ
～ 夏期特別編集 ～
日本英才教育
03-3849-6253

今期の特色
９９．９％！テストに強くなる編！
繰り返しテストで９０点獲得→志望校合格圏へ
家庭用 合否判定模擬テスト４回(ＣＤ出題)

夏期特別付録
１．夏休み特訓

入試の工作（制作教材付）

２．夏休み特訓

入試

話の記憶(ＣＤ付)

３．夏休み特訓

入試

作話・発言力と表現(ＣＤ付)

４．夏休み特訓

入試

運動とリズム(ＣＤ付)

◆家庭でできる合否判定模擬テスト全 4 回分の特色と効果◆
◇入試頻出問題を徹底網羅！！

◆夏休み特訓入試演習 4 回分の特色と効果◆
◇入試の工作→合格点が取れる！これで強くなる！入試工作

◇テスト形式の学習にて、本番入試に絶対的に強くなる！
◇家庭で弱点を発見でき、繰り返し学習で弱点補習→驚異的に

特訓問題（制作教材付）
◇話の記憶→短期に実力がつく！

力を伸ばす！
◇アウトプット能力を最大に伸ばす！

これで入試お話の記憶は

９０％の点が取れる！
本番に強くなる！

◇作話・発言力と表現→表現力をつける特訓問題を網羅！こ

◇即座に合格判定ができる！→お子さまの現在の実力がわか
る！→志望小学校に向けて効率よく、短時間で効果が出る！

れで入試に勝てる！
◇運動とリズム→合格点が取れる特訓！繰り返しの練習で完
全マスターし合格圏へ

第二期家庭用教材を多数お申し込みいただきありがとうございました。
完売のため一部の方にお断り申し上げましたことをお詫び申し上げます。
当教育では第二期に引き続き、下記の通り第三期家庭でできる有名私立・国立小学校受験対策教材を実費販売いたし
ます。
この教材は、多数のお母さま方からの、この秋の小学校入試に向けて、家庭でできる教材が欲しいとのお問い合わせ
に応え、当教育が最近の入試傾向をふまえて、入試に完全対応できるようにあらゆるジャンルを網羅して作成してあ
ります。また、一般には手に入りにくい小学校入試に大きな効果を発揮する特別な教材も毎回つけてありますから、
ご家庭でお母様とお子様が楽しく学習できると思います。
教材のインストラクションにより、しっかり学習していただければ有名私立・国立入試合格に大きな力となります。
第三期教材は、過去３年間の有名私立・国立小学校で実際に出題された、ペーパー問題・巧緻性問題・個別応答問題
・運動・リトミック問題を中心に、秋に行われる小学校入試に完全対応できることを目的として、より実践的な内容
となっております。
第二期と同様、教材はテスト形式で使用できるようになっており、得点による偏差値換算で、各小学校の合否判定も
即座にできます。
前回に続き売り切れが予想されますので、教材購入を希望される方はお早めに下記要項をご覧の上、お申し込み下さ
い。

《販売要項》
１．販売対象

年長児

２．販売区分

第三期

家庭用合否判定模擬（Ⅰ）～（Ⅳ）

夏期特別付録

夏休み特訓（１～４）

※第一期、第二期販売分は完売いたしました。第四期以降のお申込みについては別途ご案内申し上げます。

３．教材配布

８月中旬

４．教材費用

内部児 ￥１２，５６０－

５．申込方法

費用を納入後、事務センターまでファックスまたは、お電話でお申込ください。

□お申込み

自宅宛発送
外部児

￥１４,４００－

(消費税・送料を含む)

費用を納入の後、ＦＡＸ又は郵送にて、同封の申込書を事務センター宛にお送りください。
費用は、Ａ銀行振込、Ｂクレジットカード決済（ペイパル）いずれかの方法にてお申込みください。
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 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 自 由 が 丘 駅 前 支 店
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

普）１１４３５１４

※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（第三期家庭用）をお書き添えください。

▼申込連絡先

事務センター
電話：０３-３８４９-６２５３（月～金 10:00～17：00 土・日・祝日を除く）
Fax ：０３-３８４９-６２８８（２４時間受付）
１）幼児氏名 ２）在籍番号 ３）申込教材名（家庭用第三期）
をお伝えください。※外部生の方はご住所・お電話番号の連絡が必要となります。
※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。

６．申込〆切

＊販売予定数になり次第締め切ります。

（国立）筑波大附属小学校・お茶の水女子大附属小学校・東京学芸大附属竹早小学校・東京学芸大附属世田谷小学校・
東京学芸大附属小金井小学校・東京学芸大附属大泉小学校・横浜国立大附属横浜小学校・横浜国立大附属鎌倉小学校・
埼玉大附属小学校・千葉大附属小学校
（私立）青山学院初等部・慶應義塾幼稚舎・早稲田実業学校初等部・東京女学館小学校・学習院初等科・聖心女子学院初等科・
東洋英和女学院小学部・暁星小学校・白百合学園小学校・雙葉小学校・日本女子大学附属豊明小学校・国本小学校・
昭和女子大学附属昭和小学校・成城学園初等学校・聖ドミニコ学園小学校・田園調布雙葉小学校・東京都市大学付属小学校・
和光小学校・小野学園小学校・光塩女子学院初等科・新渡戸文化小学校・立教女学院小学校・川村小学校・立教小学校・
宝仙学園小学校・東京三育小学校・トキワ松学園小学校・目黒星美学園小学校・清明学園初等学校・文教大付属小学校・
淑徳小学校・聖学院小学校・星美学園小学校・国立音楽大学附属小学校・国立学園小学校・桐朋学園小学校・晃華学園小学校・
桐朋小学校・玉川学園小学部・和光鶴川小学校・明星学園小学校・聖徳学園小学校・成蹊小学校・武蔵野東小学校・
武蔵野学園小学校・明星小学校・自由学園初等部・東星学園小学校・育英学院サレジオ小学校・東京創価小学校・新渡戸文化小学校・啓
明学園初等学校・関東学院小学校・関東学院六浦小学校・精華小学校・聖ヨゼフ学園小学校・捜真小学校・桐蔭学園小学部・
森村学園初等部・横浜英和学院小学校・横浜三育小学校・横浜雙葉小学校・大西学園小学校・カリタス小学校・洗足学園小学校・桐光学
園小学校・相模女子大学小学部・聖セシリア小学校・横須賀学院小学校・湘南学園小学校・湘南白百合学園小学校・
聖マリア小学校・平和学園小学校・鎌倉女子大学初等部・清泉小学校・函嶺白百合学園小学校・昭和学院小学校・日出学園小学校・
国府台女子学院小学部・光風台三育小学校・成田高等学校付属小学校・千葉日本第一小学校・聖徳大学附属小学校・
暁星国際小学校・浦和ルーテル学院小学校・さとえ学園小学校・西武学園文理小学校・開智小学校

家庭用教材内容

◆教材内容
◇ペーパー
入試によく出題される内容を重点にピックアップ。新傾向の問題、特殊な問題や、難問も取り上げてあります。
小学校入試にはこのペーパー教材で完全に対応ができます。問題には詳しいインストラクションを添付してありま
す。ＣＤによる出題も実施。

◇巧緻性・工作
過去３年間に出題された、有名私立・国立小学校入試問題と今年出題が予想される類似問題をピックアップ。
工作問題の入試評価ポイントもわかりやすく解説してあります。本番での巧緻性・工作問題の実戦力が身につきま
す。

◇個別問題
一般質問／常識／言語／指示了解／作話／図形（パズル）など１対１でよく質問される問題や個別テスト問題をピ
ックアップ。個別テストに強くなるための教材です。

◇運動。音楽・リトミック
入試によく出題される運動・音楽・リトミック領域の重要類題をピックアップ。
教材にあわせて練習していけば、入試での運動問題は完全にクリアーでき合格点がとれます。

◇レベルアップ教材
入試でよく出題される項目（今回は、プレート構成・数の分割）をピックアップ。お子さまのスピードに合わせて
演習できます。

◆家庭用合否判定摸擬テスト出題内容（４回分 ＣＤ出題）
1.ペーパー

問題用紙４枚／インストラクション１枚／解答１枚／話の記憶別紙１枚
問題内容 ①常識 ②話の記憶 ③道徳 ④点描

2.個別

ペーパー１枚／プレート説明１枚／色紙２枚
問題内容 ①数／系列 ②プレート ③衣服の着脱

3.運動

問題内容

1.ペーパー

問題用紙４枚／インストラクション１枚／解答１枚／話の記憶別紙１枚
問題内容 ①数量／推理 ②話の記憶 ③位置 ④図形

2.個別

ペーパー３枚／シール各色５枚／豆１０粒
問題内容 ①シールはり ②指示了解（位置）

3.歌唱

問題内容

1.ペーパー

問題用紙４枚／インストラクション１枚／解答１枚／話の記憶別紙１枚
問題内容 ①話の記憶 ②推理 ③数 ④図形

2.個別

ペーパー２枚／プレート１枚／インストラクション１枚
問題内容 ①プレート模倣 ②絵の切り抜き ③図形（方向画）

3.リズム

リトミック用音楽ＣＤ

1.ペーパー

問題用紙５枚／インストラクション１枚／解答１枚
問題内容 ①数量 ②模写 ③推理 ④点描 ⑤推理

2.個別

ペーパー３枚／提示用ペーパー１枚
問題内容 ①絵の記憶 ②お話作り

③作業

3.運動

紐１本

②両足とび

家庭用合否判定模擬（Ⅰ）
／１００点満点

家庭用合否判定模擬（Ⅱ）
／１００点満点

家庭用合否判定模擬（Ⅲ）
／１００点満点

家庭用合否判定模擬（Ⅳ）
／１００点満点

※内容が一部変更になる場合があります。

④質問（日常生活）

①ケンケン

③お話作り

①歌を歌う

問題内容

問題内容

①ひも結び

①リトミック

◆特別付録：夏休み特訓入試必修演習

４回分

家庭でじっくり取り組める問題をピックアップしました。どれも毎年よく出題されている課題ばかりです。この夏し
っかりマスターしましょう。
１．夏休み特訓

入試の工作（制作教材付）

①課題工作

制作１（画用紙・モール・割り箸・紐・粘土）
制作２（画用紙・モール・折り紙）
制作３（紙皿・画用紙・紐）
制作４（色紙・綴じ紐）

②指示工作

指示制作１（紙皿・折り紙・ビー玉）

③指示画

利用画（問題印刷画用紙）

２．夏休み特訓

指示折り紙／４題（折り紙）

指示画（問題印刷画用紙）

入試 話の記憶（ＣＤ教材付）

①短いお話の記憶と理解
②長いお話の記憶と理解
③よく出る昔話（題名・登場人物・あらすじ）
④バラバラのお話の整序
３．夏休み特訓

入試 作話・発言力と表現（ＣＤ教材付）

①絵を見てお話を作る（１枚から４枚）
②言葉を聞いてお話を作る（１話から４話）
③音を聞いてお話を作る（効果音ＣＤに収録）
④お話の続きの想像
４．夏休み特訓

入試 運動とリズム（ＣＤ教材付）

①必ず出る重要運動１２種
②マスターしておきたい童謡
③入試のためのリトミック演習

合 格 したお母 様 から一 言 
東京女学館合格
精華合格
学芸大小金井合格
白百合合格
埼玉大附属合格
筑波大附属合格
学芸大世田谷合格
暁星合格
学習院合格
雙葉合格
暁星合格
田園調布雙葉合格
立教合格
東洋英和合格
日本女子大豊明合格
聖心合格
立教・暁星合格
青山学院合格
学習院・東京女学館合格
横浜国大附属合格
お茶の水女子大附属
学芸大附属竹早合格

「受験への取り組みが遅かったのでムリかなと思いましたが、この教材でがんばれました。」
「うちの子は早生まれで何事も人より遅いと思っていましたが、この教材でかなり力がついたようです｡」
「はじめての受験なので付録の入試情報がとても役に立ちました。」
「中味からするとたいへん安いとおもいます。いつも内容がたくさんでトクした気持ちです。」
「出遅れたかなと思っていたのですが､この教材でグンと伸びました｡ありがとうございました｡」
「この教材でやれば私立でも国立でも受験対策は絶対大丈夫です。」
「大変役に立ちました。この教材をしっかりやっておけば必ず合格すると思います。」
「個別問題の教材がうちの子にはよかったようです。本番でしっかり答えられたそうです。」
「いろいろ特別教材がついたので、楽しく勉強できました。おかげさまで合格しました。」
「お話の理解の教材が、量も豊富でよかったと思います。ＣＤでのお話で聞く姿勢ができたようです。」
「あらゆる問題に対応できる力がつくと思います。ペーパーの量も豊富で本当によかったと思います。」
「手でする問題をたくさん練習できたのがよかったと思います。」
「入試問題がほとんど網羅されている感じで合格には絶対必要です。」
「なにより教材がよかったと思います。子供も大変楽しく勉強できたようです。」
「一般の書店では販売されてないのがいいと思います。自分だけの対策ができました。」
「この家庭用教材を何回かくり返しやりました。それがよかったのでしょう。」
「親子一緒に楽しく学習しました。この教材で学習したことが沢山でたようです。」
「入試までの学習のペース配分がとても楽でした。この教材に合わせて学習されるとよいと思います。」
「家庭教材のおかげで完璧に入試対策ができました。とても感謝しています。」
「入試の対策をするにはこの教材がとても役に立つと思います。おすすめします。」
「教室と家庭用教材で合格させていただきました。」

筑波大附属
学芸大附属大泉合格

成蹊合格
桐蔭合格

「とてもよい教材だと思います。この教材で必ず合格できると思います。」
「家でお勉強したことがそのままでたようです。何回も繰返し練習しました。」
「教材のペーパーがとてもよかったと思います。」

家庭でできる入試演習教材〔第三期〕

お申込ファックス用紙

以下のとおり、家庭でできる入試演習教材〔第三期〕を申し込みいたします。
ふ り が な

月

日

在籍番号

幼 児 氏 名

お振込日・金額

振込み名（幼児氏名以外のお名前でお振込みの場合はご記入ください。）

月

日

※他の教材などとあわせた金額をお振込みの方は、内訳をお書
きください。

円
ご住所（外部児、変更のある方のみご記入ください。）

電話番号（外部児、変更のある方のみご記入ください。）

日本英才教育

ＦＡＸＮｏ．０３－３８４９－６２８８

