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当教育では、有名私立・国立小学校受験対策として、例年の通り冬期講習会を実施致します。講習会
は下記の「Ａ総合コース」と「Ｂ特別コース」を実施します。講習内容は下記の通りです。例年、有
名私立・国立小学校に合格されたお母様方から、このスタート時の講習会が小学校入試の全体をつかむために
大変役に立ったとのお話を多数いただいております。
（
「合格したお母さまから一言」をぜひお読みください）
各コースとも定員になり次第締切いたします。参加ご希望の方は、お早めにお申込みください。

【総合講習実施要項】
◆実施コース
Ａ．総合コース

Ｂ．重要領域別特別コース

有名私立・国立小学校受験に向けて、小学校入試でよく出題される範囲の
問題を広範囲にピックアップした内容で実施。小学校入試問題を早期に体
験させ、入試に必要な基礎力を効率よく身につけることができる３日間の
コースです。
特別コースのカリキュラムはすべて体験学習をとおしての理解ができる
ように組まれています。参加する子どもたちには、時間を忘れるほど楽し
いプログラムとなっております。この体験学習で入試の重要ポイントの基
礎が確実に身につきます。これからの学習に大きな効果が期待できるコー
スです。（４コース）
①絵画・音楽・お話づくり ②数量・図形
③読解力・話の記憶と理解 ④生活作業・工作・リトミック

◆実施日時・会場等
【教室受講】

Ａコース・Ｂコースともに全教室にて実施 （申し込みの際、受講希望教室名をお書きください）

Ａ．総合コース
コース名
Ａ．総合コース

実施日 ※

実施時間

12月26日(火)
27日(水)・28日(木)
の３日間

13:00～14:30

会

\23,000-

※自由が丘教室での実施をご希望の方は日程をお問合せください。
Ｂ．重要領域別特別コース
コース名
実施日 ※
実施時間
①絵画・音楽・お話づくり

12月26日(火)

14:30～16:00

②数量・図形

12月27日(水)

14:30～16:00

③読解力・話の記憶と理解

12月28日(木)

14:30～16:00

④生活作業・工作・ﾘﾄﾐｯｸ

12月29日(金)

14:30～16:00

員

会

外

\26,500-

員

1 ｺｰｽ: \10,800-

部

外

部

1 ｺｰｽ: \12,960-

※自由が丘教室での実施をご希望の方は日程をお問合せください。
◆申込締切

申込順受付。定員になり次第締切いたします。

◆申込方法

受講希望の方は、①費用振込

②ファックスにてお申込みの手順に従っ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 ０１３５００００１
※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（冬期講習）をお書き添えください。

②事務センターへファックスにて、下記の項目をお伝えください。
事務センター

Ｆａｘ：０３－３８４９－６２８８（２４時間受付）

▽お伝えいただく項目
①幼児氏名 ②在籍番号 ③受講講座名（新年長児冬期講習）④受講コース・希望教室名（受講され
るコース名および希望教室名）⑤お振込金額 ⑥お振込日 ⑦住所・電話番号（外部児のみ）
◆持ち物
◆ご注意

１２色色鉛筆 上履き
・費用には、消費税・教材費を含みます。
・お振込後のファックス連絡にて、お席の確保をいたします。ご入金なき場合は、お
席のお取り置きはいたしません。
・ファックスのない方は、お電話にてご連絡ください
０３－３８４９－６２５３（月～金 10:00～17:00 土日祝日をのぞく）
・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。
・参加人数により会場を変更させて頂く場合がありますので予めご了承ください。

【講習会内容】※講習会の内容は一部変更になる場合があります。
◆Ａ．総合コース（１コース ペーパー・絵画工作・行動観察・個別質問・運動・リズム）
１．ペーパー

入試によく出題される問題を取上げて学習します。これからの学習にとても役立ちます

◇演習領域

２．絵画・工作
◇演習領域

３．行動観察

①同頭語・同尾語 ②話の創作 ③話の記憶 ④絵の記憶 ⑤言語 ⑥常識
⑦推理（重量比較系列・言語比較） ⑧図形の分解 ⑨図形の移動 ⑩図形の展開 ⑪異類発見
⑫迷路 ⑬方向判断 ⑭数量（多少・計数・加算減算・分割・長短） ⑮位置（上下左右）
⑯同図形発見 ⑰絵の合成 ⑱図形の合成 ⑲積木構成 ⑳しつけ
家庭では教えにくいお絵描き、工作の作業問題を楽しく学習します。
①自由画
②課題画
③想像画
④折り紙(貼る/折る/切る)
⑤巧緻性(ひも結び･マメつかみ他) ⑥指示工作 (記憶/工作/同時進行工作)
入試では合否のポイントとなる行動観察問題を楽しく指導します。

◇演習領域

４．個別質問

①集団遊戯

②自由遊び（行動観察）

③マナ－（おやつを食べる）

先生の質問に答える問題はどの小学校も必修。家庭では対策が立てづらい領域を効果的に指導します。

◇演習領域

①生活問題(道徳)
⑧お話作り

②常識問題(季節･行事･科学)

③数

④言語

⑤推理

⑥想像

⑦記憶

５．運動・リズム 運動からリズムまでを基本からやさしく指導します。
◇演習領域

①運動

②歌唱

③リトミック

◆Ｂ．特別コース（４コース）
Ｂ―①有名小学校への絵画・音楽・お話づくり（名作童話）コース
小学校入試の絵画と音楽・絵画とお話づくり（名作童話）を楽しく学習します。名門小学校でよく出題される
ポイントの基本を指導します。
◇演習内容

１．絵画と音楽（絵画と音楽・話の創作練習）
２．絵画と名作童話（童話の読み聞かせと絵画・想像画、自由画）

Ｂ―②有名小学校への図形・数量学習コース
入試に必ず出る、図形・数量入試ポイントを指導します。
■図形 タングラム（図形パズル）や切抜き図形などの具体物を使っての作業により図形の基礎と理解力を高
めます。有名小学校入試への図形センスを身につけます。
■数量 身の回りの具体物を使って数の操作を体験して、数の基本の力と応用力を身につけます。学習する内
容は入試に出る数の合成・分解・分割です。

◇演習内容 １．図形
２．数量

図形の基礎・図形の回転と移動・図形の分解と合成
数の基礎・数の分解と合成・数の分解

Ｂ―③有名小学校への名作童話（読解力・話の記憶と理解）コース
有名小学校のお話の記憶・お話の理解を読み聞かせをたのしく指導します。
◇演習内容 １．名作童話とお話の理解
２．名作童話とお話の記憶

Ｂ―④有名小学校への生活作業・工作・リトミックコース
有名小学校の入試でポピュラーな音楽と運動領域を楽しく指導します
◇演習内容 １．生活作業
日常生活の基礎演習・入試に出る生活体験・巧緻性演習
２．工作
指示工作・自由工作・課題工作
３．リトミック リズムと身体運動・リズムと身体表現・童謡と歌唱

合格したお母さまから一言
雙葉合格
筑波大附属合格
聖心女子合格
東洋英和合格
田園調布雙葉合格
学芸大附属小金井合格
学芸大附属世田谷合格
暁星合格
成城・青山学院合格
横浜雙葉合格
桐朋合格
立教合格
東京女学館合格
お茶の水附属合格
立教女学院
東京創価合格
学習院合格
横浜国立大附属合格
埼玉大附属合格
青山学院合格
白百合合格
森村・玉川学園合格
早稲田合格

「スタートをしっかりがんばろうと思い冬期講習から参加させました。お勉強に早く慣れる
ことができました。とても良かったと思います。」
「１年が勝負と考えていましたので、スタートでの講習はとても役に立ちました。」
「お教室に早く解け込めるようになりました。これからのことを考えると、受講されると大
変効果があると思います。」
「楽しく小学校入試のお勉強ができたようです。早い時期から慣れさせて成功しました。」
「３日間連続でお勉強できたのが良かったと思います。これで受験のぺースをつかむことが
できました。」
「親にも大変参考になりました。講習のおかげで小学校入試のことが少し見えてきました。」
「これからのお勉強の方針がこの講習で立ちました。大変良かったと思います。」
「スタートが肝心です。１年はあっという間に過ぎます。うちの子は冬期講習から受けさせ
ました。がんばってください。」
「これからお勉強させるのであれば、いろいろな事が体験できる講習をお受けすることをお
すすめします。必ず効果があると思います。」
「入試にいろいろ問題があるのにはびっくりしましたが、子も親も早く知識を得ることがで
きたので好スタートをきることができ、無事合格しました。」
「子どもは大変楽しかったようです。効果もありましたので皆様も、早めのスタートをおす
すめします。」
「入試のお勉強全体がつかめました。家庭でのお勉強の方向がわかり良かったと思います。」
「昨年合格されたお母さまより入試は慣れが一番と聞いていましたので、早く慣れを作ろう
と思い受講しました。」
「入試を終えて振り返ってみると入試の基本学習、有名小学校の入試問題を体験しこの講習
で上手にスタートがきれたと思います。」
「この講習で親も子も入試に対する意識ができました。早いｽﾀｰﾄが合格につながります。」
「とても楽しい講習だったようです。子どもは喜んで参加していました。」
「講習期間中は家での話題は、お勉強のことでもちきりでした。楽しかったようです。」
「小学校の入試は漠然としてつかみ所がなかったのですがこの講習でつかめました。」
「スタートでの少しの差があとで大きな差になるとと思います。はじめが大切です。」
「おかげ様で合格しました。冬期講習でスタートをきったのが良かったと思います。」
「あっという間の一年でしたがこの講習で、乗れたと思います。」
「この講習で子どももなんとなくお勉強するということがわかったようです。」
「テストは簡単だったようです。早目の対策で、入試はラクでした。」

◆小学校合格実績（カッコ内は合格児数 過去３年間）
◇有名私立小学校 466 名合格
青山学院初等部(８)・小野学園小学校(６)・学習院初等科(６)・川村小学校(６)・暁星小学校(９)・国立音楽大学附属小学校(５)・国
立学園小学校(１１)・慶應義塾幼稚舎（８)・光塩女子学院初等科(７)・晃華学園小学校(５)・淑徳小学校(７)・聖徳学園小学校(８)・
昭和女子大学附属昭和小学校(１２)・白百合学園小学校(８)・聖学院小学校(５)・成蹊小学校(１０)・成城学園初等学校(８)・聖心女
子学院初等科(９)・聖ドミニコ学園小学校(１)・星美学園小学校(１０)・清明学園初等学校(１)・玉川学園小学部(５)・田園調布雙葉
小学校(１４)・東京女学館小学校(８)・東京創価小学校(９２)・新渡戸文化小学校(１)・桐朋学園小学校(６)・桐朋小学校(９)・東洋
英和女学院小学部(１０)・東京都市大学付属小学校(１８)・トキワ松学園小学校(６)・日本女子大学附属豊明小学校(９)・雙葉小学校
(８)・宝仙学園小学校(８)・武蔵野東小学校(２)・武蔵野学園小学校(１)・明星学園小学校(２)・明星小学校(１)・目黒星美学園小学
校(１０)・立教小学校(５)・立教女学院小学校(５)・早稲田実業学校初等部(１２)・カリタス小学校(２)・関東学院小学校(１)・関東
学院六浦小学校(１)・湘南白百合学園小学校(１)・精華小学校(４)・聖セシリア小学校(１)・清泉小学校(１)・洗足学園小学校(８)・
捜真小学校(７)・桐蔭学園小学部(９)・桐光学園小学校(２)・森村学園初等部(２)・横浜英和小学校(３)・横浜雙葉小学校(５)・国府
台女子学院小学部(２)・昭和学院小学校(２)・聖徳大学附属小学校(５)・千葉日本大学第一小学校(２)・日出学園小学校(８)・浦和ル
ーテル学院小学校(１)・さとえ学園小学校(５)・西武学園文理小学校(３)・開智小学校(５)・星野学園小学校(４)

◇国立小学校 130 名合格
お茶の水女子大学附属小学校(２１)・筑波大学附属小学校(３８)・東京学芸大学附属竹早小学校(２４)・東京学芸大学附属大泉小学校
(１０)・東京学芸大学附属世田谷小学校(１８)・東京学芸大学附属小金井小学校(１９)

年長児
平成 30 年度

冬期講習会申込書
下記の通り、冬期講習会を申込みいたします。

月

受講コース

希望会場名（○で囲んでください）

□

Ａ．総合コース

自由が丘／吉祥寺／池袋／足立／国立／浅草

□

Ｂ．特別コース①
（絵画・音楽・お話づくり）

自由が丘／吉祥寺／池袋／足立／国立／浅草

□

Ｂ．特別コース②
（数量・図形）

自由が丘／吉祥寺／池袋／足立／国立／浅草

□

Ｂ．特別コース③
（読解力・話の記憶と理解）

自由が丘／吉祥寺／池袋／足立／国立／浅草

□

Ｂ．特別コース④
（生活作業・工作・ﾘﾄﾐｯｸ）

自由が丘／吉祥寺／池袋／足立／国立／浅草

フ リ ガ ナ

世 幼児氏名
□男 □女
ご 住所（〒

お 電話番号
－

日記入

－

－

）

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

※振込日・振込金額は必ずご記入ください。ご入金なき場合の申込みはできません。お席のお取り置きもいたしません。

－

