[入試まであと２４０日]

平成 31 年２月

春期講習から本格的な受験準備が始まります ！

有名私立・国立小学校受験特訓

春期講習会のお知らせ
《有名小学校の合否がすぐ分かる個人別到達度成績表配布》

保護者

各位
日本英才教育
03-3849-6253

当教育では、今秋行われる有名私立・国立小学校受験対策として、例年通り下記の要項で春期講習会を
実施いたします。この講習会では、昨年度有名私立・国立小学校で出題された問題を使っての指導と
その他入試でよく出題される領域、そして日頃の授業で子どもたちの 苦手と思われる領域を徹底指導
いたします。
講習は、総合講習３コース、特別講習４コースの計７コースとなっております。

◆入試総合力強化講習
Ａコース：入試総合必修領域（１）
Ｂコース：入試総合必修領域（２）
Ｃコース：行動観察・個別必修領域演習

◆入試重要領域強化講習
Ｄ－①コース：必ず出る！入試絵画強化コース（基本から応用）
Ｄ－②コース：必ず出る！入試発言力強化・入試言語コース（基本と応用）
Ｄ－③コース：必ず出る！入試数量・図形強化コース（基本と応用）
Ｄ－④コース：必ず出る！入試作業能力強化コース・入試工作強化コース・入試リズム強化コース
入試総合力強化講習（Ａ・Ｂ・Ｃコース）は講習終了後、お子様の詳しい領域別到達度成績表と小学校
別合格レベル一覧表を配布いたします。この成績表により、今回のお子様の講習会での成績と合格可能
小学校レベルを判定することができ、今後の大切な学習指針となります。
講習会参加の方は、下記要項をご覧の上、お早めにお申込みください。（定員になり次第締め切りいたし
ます）
実戦に向けて、最大の効果をあげるためにも、複数コースの受講をお勧めいたします。

《講習実施要項》
▼実施コース
【入試総合力強化講習】
●Ａコース
実施教室

実

施

日

実施時間

自由が丘教室・池袋教室
吉祥寺教室・国立教室

３月２５日（月）・２６日（火）・２７日（水）

13:00～14:30

梅島教室

●Ｂコース
実施教室

実

施

日

実施時間

自由が丘教室・池袋教室
吉祥寺教室・国立教室

３月２８日（木）・２９日（金）・３０日（土）

梅島教室
※ＡコースとＢコースの内容は異なります。
※実施時間：３月３０日（土）自由が丘教室は 14:45～16:15 での実施となります。
※上記以外の教室で実施をご希望の方はお問合せください。

13:00～14:30 ※

●Ｃコース
実施教室

実

自由が丘教室
浅草教室

施

日

実施時間

３月２３日（土）・３月２４日（日）

10:00～12:00

４月１日（月）・４月２日（火）

10:00～12:00

【入試重要領域強化講習】
●Ｄ－①コース
実施教室

実

施

日

実施時間

自由が丘教室・池袋教室
吉祥寺教室・国立教室

３月２５日（月）・２６日（火）

14:30～16:00

梅島教室
●Ｄ－②コース
実施教室

実

施

日

実施時間

自由が丘教室・池袋教室
吉祥寺教室・国立教室

３月２７日（水）・３月２８日（木）

10:00～11:30

梅島教室
●Ｄ－③コース
実施教室

実

施

日

実施時間

自由が丘教室・池袋教室
吉祥寺教室・国立教室

３月２８日（木）・２９日（金）

14:30～16:00

梅島教室
●Ｄ－④コース
実施教室 ※

実

施

日

実施時間

自由が丘教室・池袋教室
吉祥寺教室・国立教室

３月２９日（金）・３０日（土）

梅島教室
※上記以外の教室で実施をご希望の方はお問合せください。

▼ 講習会費用
費用は下記のとおりとなっております。金額は、消費税、および教材費を含みます。
講

▼申込締切日

習

在籍児

外部児

入試総合力強化講習
（Ａ・Ｂ・Ｃコース）

￥２３,０００‐

￥２６,５００‐

入試重要領域強化講習
（Ｄ－①～④コース）

￥１８,０００‐

￥２０,７００‐

申込順に受付いたします。各コースとも定員になり次第締切いたします。
外部児の募集も行いますので、お早めにお申込みください。

▼お申込方法

お申込みは、下記の手順となります。

10:00～11:30

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（春期講習費用など）
をお書き添えください。

②ＦＡＸにて、下記の項目をご連絡ください。
▼連絡項目
①受講コース
ＦＡＸ

②受講希望教室

③幼児氏名

④在籍番号

⑤振込み日・振込金額

０３－３８４９－６２８８（２４時間受付）

※ファックスのない方は、お電話にてご連絡ください。
０ ３ － ３ ８ ４ ９ － ６ ２ ５ ３ （ 月 ～ 金 10:00～ 17:00 土 日 祝 除 ）
※参加人数により、受講希望教室にてお受けできない場合もあります。
（その場合は、事務センターよりご連絡申し上げます。）

▼実施会場

通常授業を受講している教室以外の教室でも受講できます。

▼持ち物

１２色色鉛筆／上履き

▼その他

参加人数により会場を変更させていただく場合もあります。ご了承ください。
一旦納入された費用は如何なる理由があっても返金しません。予めご了承ください。

【講習出題小学校】講習教材は、下記小学校入試問題より一部改題の上、作成してあります。
（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・聖心女子学院初等科・暁星小学校・立教女学院小学校・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・武蔵野学園
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・横須賀学院小学校・清泉小学校・湘南白
百合学園小学校・相模女子大学小学部・聖マリア小学校・函館白百合学園小学校・桐光学園小学校・鎌倉女子
大学初等部・大西学園小学校・啓明学園初等部・育英学院サレジオ小学校・東星学園小学校・国府台女学院小
学校・光風台三育小学校・成田高等学校付属小学校・千葉日本大学第一小学校・聖徳大附属小学校・浦和ルー
テル学院小学校・平和学園小学校・さとえ学園小学校 開智小学校・西武学園文理小学校 他

講 習 内 容
春期講習は平成３１年度入試及び過去３年間の国立・私立小学校で出題された問題で（一 部改題）構成され
ています。（一部内容が変更になる場合もございます。）

◆入試総合力強化講習

Ａコース・Ｂコース

〔実施内容〕ペーパーから運動まで、入試重要領域を総合的に演習します。
国立・私立小学校入試において出題されている領域より、①ペーパーテスト、②グループテスト、
③創作及び工作テスト、④個別質問及び面接テスト、⑤発言力の５つの重要な領域を演習します。
Ａ・Ｂともに演習内容が異なります。２コース同時受講で大きな効果があがります。
各領域の概要は、下記のとおりです。
① ペーパーテスト対策
入試実践問題による入試模擬演習及び、スキル学習を実施いたします。ＣＤ音声使用問題、及
び時間制限による実施により、小学校入試模擬体験ができます。実施問題は、すべて入試に頻
出されている重要領域の精錬問題にて構成されておりますので、苦手領域の訓育ができます。

②グループテスト対策
行動観察やおやつを食べる際のマナー、集団行動など、入試にてよく実施されている問題を総
合的に楽しく学習します。また、基本的運動（ケンパー、スキップ、動物歩きなど）をこの時
期にマスターすることができます。

③創作及び工作テスト対策
さまざまな出題形式の絵画（言語・音声による出題）や、巧緻性の基本的作業から、応用工作
など幅広い領域の学習ができます。

④個別質問及び面接テスト対策
テスターと１対１で実施される個別及び面接問題が修得できます。

⑤発言力強化対策
入試対策には欠かせない「お話創り」を楽しく修得できます。

〔カリキュラム〕Ａコース・Ｂコースのカリキュラムは、下表のとおりです。
◇Ａコース

◇Ｂコース

カリキュラム
ペーパー

同頭語 関係把握 季節 軽重比較 数の多少 お話の記憶
数の分割 系列 図形構成 不合理発見 順番 置き換え

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃｽﾄ対策

基本的運動

創作及び工作
個別質問及び
面接対策
作話対策

利用画

指示運動

課題画

数の順唱・逆唱

マナー（おやつ）

ちぎり絵

ひも結び

常識（科学）

記憶

リトミック

しりとり

歌唱

方向の判断

集団行動

指示工作(記憶/同時進行)
推理

面接演習

話の創作（絵及び言葉からの作話）

カリキュラム
ペーパー

お話の記憶（地図） 言語理解
順番 類似と差異 絵の記憶

図形分割

展開図形

関係把握

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃｽﾄ対策

基本的動作

指示運動

集団遊戯

指示了解

創作及び工作
個別質問及び
面接対策
作話対策

想像画
包む
折り紙(折る･貼る)
粘土工作
豆つかみ ひもはり 空間認識 推理 常識（季節・行事）
道徳（社会・交通） 面接演習
話の創作（絵及び音からの作話）

◆入試総合力強化講習

マナー（おやつ）

加算・減算

点描

自由遊び

単文復唱

言語

Ｃコース（行動観察・個別講習）

〔実施内容〕国立・私立小学校入試に出題された行動観察問題及び、個人の評価がもっともよくでると言われ
ている個別テストを徹底学習します。
本コースを受講することにより、合否を左右する行動観察領域のポイントや、通常ではできない
入試での個別テスト領域をくまなく学習することができます。
演習には、実際の入試問題を実施し、テストでの行動の仕方について、時間をかけて指導いたし
ます。
◎行動観察特訓
行動観察テスト時に重要視されている、①社会性②協調性③リーダーシップ④行儀⑤積極性
⑥発言力⑦子供らしさ⑧生活態勢の８つの視点から、お子様の行動を評価いたします。

◎個別特訓
実際の入試で個別問題として実施されている課題を、①個別質問対応問題②推理・想像絵画
③集団自由工作④生活巧緻の４つに分け、それぞれの領域から、最重要頻出課題を個別に実施
し、指導・評価いたします。

〔カリキュラム〕Ｃコースのカリキュラムは、下表のとおりです。
◇Ｃコース

カリキュラム
行動観察演習

行動観察（自由遊び・集団遊び） 質問 集団制作（絵画・工作・制作）
行儀 しつけ 運動 リズム（リトミック）

生活常識

個別演習

面接 巧緻性(ひもとおし・プレート構成) 個別問題(記憶・仲間分け・お話作り)
絵画(自由画・条件画･課題画) 生活巧緻(手洗・包む・スモック着脱・雑巾絞り・
はしつかみ)

◆入試重要領域強化講習Ｄコース（Ｄ－①・Ｄ－②・Ｄ－③・Ｄ－④）
〔実施内容・カリキュラム〕Ｄコースは、体験学習を重点にし、重要領域テスト対策を行います。
Ｄ―①必ず出る！入試絵画強化コース（基本から応用）
有名私立・国立小学校入試の絵画テストでの合格ポイントを演習します。
〔カリキュラム〕自由画・想像画・推理画・利用画・音楽と絵画・童謡と絵画・ことばと絵画・
お話と絵画・効果音と絵画・想像と絵画

Ｄ―②必ず出る！入試発言力強化・入試言語コース（基本と応用）
有名小学校でよく出題される、言語・一般常識・科学常識を演習します。また幼児にとって
苦手な発言力を強化する演習をします。
〔カリキュラム〕言語（言葉の推理・仲間分け・しりとり・類似と差異）
一般常識（生活・道徳・知識）
科学常識（生き物・植物・自然・天気・濃度）

Ｄ－③必ず出る！入試数量・図形強化コース（基本と応用）
身の回りの具体物を使って数の操作を体験し、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。入試に必修領域です。
入試に必ずでる図形問題ができるようになります。図形の基礎と理解力を高め、難しい応用
問題の解き方も学習します。
〔カリキュラム〕基本数量・応用数量・基本図形・応用図形・図形（図形の回転と移動・重ね図形・展
開図・上／四方から見た形・鏡映〔水に映った形〕）
数量（ブラックボックス・魔法陣・数推理・長さ・数量・数の分割・位置・鶴亀算）

Ｄ－④必ず出る！入試作業能力強化コース・入試工作強化コース・入試リズム強化コース
有名小学校の入試に対応した生活作業・運動・工作・リズム領域を重点にし、細かく指導し
ます。
〔カリキュラム〕生活作業・日常生活の基礎演習・左右弁別・鏡映・左右・地図・
入試に出る生活体験・巧緻性演習・合格する工作対策（指示工作・自由工作・課題工
作）
・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（個人別・集団）

《講習会を受けられたお母様から一言》
筑波大附属 合格

「春の講習から気をひきしめて、本 格的 に受 験 に向 けて 準 備し たの が よ かっ たと 思 いま す。 春 の講 習は ２ コ ース 受講
しました。」
学芸大世田谷合格 「この講習のおかげでお勉強慣れが でき まし た 。春 以降 、 子ど もの 力 が グン グン つ いて くる の が分 かり 、 そ の効 果に
びっくりしました。」
お茶の水大附属 合格 「春の講習はこれからのお勉強に大 変役に 立つと 思いま す。」
学芸大竹早合格
「授業とは違っていろいろなパター ンの学 習があ ったの がと てもよ かっ たと思 います 。」
学芸大大泉合格
「３日間連続してお勉強できるのが よかっ たと思 います 。子 どもに も自 信が出 てきま した 。」
学芸大小金井合格 「この講習で一歩リードすることが できま した。 この一 歩の 差は大 きい と思い ます 。」
埼玉大附属合格
「うちの子は遅れていましたので、 複数コ ースの 受講が とて も効果 があ りまし た。」
横浜国大附属合格 「早め早めの対策を心がけていまし たので 、この 春の講 習は とても タイ ムリー でした 。」
慶應合格
「この講習で 先生にしっかり指導し ていた だいた のがよ かっ たと思 いま す。」
早稲田実業合格
「早目早目の対策で、春期講習から しっか り始め ました 。春 からの しっ かりし たスタ ートを おす すめし ます 。」
雙葉合格
「授業にないプログラムが多く取り 入れら れてい るのが よか ったと 思い ます。」
青山学院合格
「いつもの授業とは違うお友達の中 でのお 勉強で 、とて も緊 張感が あっ てよか ったと 思いま す。」
東洋英和合格
「本番のテストのことを考えて、春 の講 習は 別 のお 教室 で 受け まし た 。 知ら ない と ころ での 慣 れを つく る こ とが 大切
だと思いました。」
桐朋合格
「講習のお授業はとてもリズミカル な感じ で、子ども ものせ られ た感じ で喜ん で 参加 して くれ ました 。効果絶 大でし た。」
学習院合格
「今までの授業のまとめとおさらい が短 期間 で でき 、大 変 助か りま し た 。と ても 効 果が ある と 思い ます の で 、皆 様も
必ずお受けになることをお勧めしま す。」
お茶の水大附属 ・日本女子大 豊明 ・筑波 大附属 合格
「やる限りはしっかりやろうと決めていま したの で春の 講習 はすべ て受 講しま した。 その効 果は 絶大で した 。受け た
学校すべて合格しました。」
白百合合格
「休み にな るとど うし ても ダレる と 思 い、こ の講 習を受 けて ダレ を防ぎ まし た 。楽し かっ たｶﾘｷｭﾗﾑでグン と力が つい た ようで す。」
聖心合格
「うちの子はこの講習をきっかけに して 伸び た よう に思 い ます 。遊 び 感 覚で 参加 で きた のも 良 かっ たと 思い ます 。ｶﾘ
ｷｭﾗﾑがとても良かったと感じました 。」
成蹊合格
「昨年合格されたお母様から、遅く とも 春か ら はが んば っ てや らな い と 周り に遅 れ てい って し まう と聞 い て いま した
ので、講習をがんばって受講しまし た。」
成城学園合 格
「春の講習の効果が後になってドン ドン 出て き たと 思い ま す。 受講 し て おい てよ か った と思 い ま す 。つ け 焼 き刃 はダ
メです。早目の準備が大切です。」
東京創価合格
「合格を勝ち取るには中途半端はい けな いと 思 いま す。 も うそ れほ ど 考 える ほど 受 験ま で日 も ない ので ド ン ドン 積極
的にいく必要があると思います。」
立教合格
「合格してから振り返ってみると、 ポイ ント は 春の 講習 へ の参 加に あ っ たと 思い ま す。 子ど も に方 向づ け が でき まし
た。受けておいてよかったと思いま す。」
立教女学院合格
「受験までまだ日があると思ってい ると あっ と いう 間に 本 番が やっ て き ます 。今 か ら対 策を 立 てら れる こ と が大 切だ
と思います。うちはそれで成功 しま した。」
暁星合格
「この講習で親も子も合格のポイン トがつ かめま した。 おか げさま で合 格しま した 。」
横浜雙葉合格
「皆さんに遅れないように、春の講 習を スタ ー トと 決め が んば りま し た 。よ い結 果 をい ただ き 、と ても よ か った と思
います。」
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春期講習会申込書
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