令和 1 年 5 月
有名私立・国立小学校受験のための

プレ受験対策 夏期合宿〔軽井沢〕実施のお知らせ
（年中児対象）
～例年、参加した年長児のほぼ全員が合格しています！！～

保護者

各位
日本英才教育
03-3849-6253

当教育では年長児恒例の受験対策夏期合宿にあわせて、年中児を対象に「プレ受験対策・夏期合宿」を下記のとおり実施
します。この合宿は年中児のお母さま方から、ぜひ合宿に参加させてほしいとのご要望にお応えして、年中児枠を設定し
実施するものです。プログラムは年長児と年中児の年齢差を考慮して、適宜分離・合同して実施します。
例年、当教育の夏季合宿は、キャンセル待ちが出るなど圧倒的な人気のある行事となっています。
この合宿では、集団生活や自然の触れあいの中で自立心や協調性を培い、集中学習よる小学校入試によく出る領域の基本
事項を徹底学習します。また子どもたちが楽しく参加できるプログラムも多数実施します。
例年合宿に参加した年長児は、お母さまやお父さまが、びっくりするほどたくましくなって帰ってきており、年中児にも、
同様な効果が表れております。
短期間とはいえ、起床から就寝まで自分のことは自分で責任もって行うことにより、子どもたちの自立心、自主性、社会
性、そして協調性を大きくのばすことができます。合宿中の生活、学習については、一人ひとりに先生方の手厚いサポ－
トを行いますので、安心して参加できると思います。
付き添いの講師陣はベテラン専門スタッフにより構成され、また現地での緊急時における医療施設も万全となっています。
小学校受験で合格した子どもたちは、どの子も例外なく自立心、自主性、社会性を備えています。その意味においても
来年度の小学校受験準備としては大きな力となると思います。年中児からの参加は小学校入試で圧倒的に有利な態勢作り
となるでしょう。
実施要項および内容は下記のとおりです。

《 実 施 要 項 》
■実 施 期 間

令和１年７月２４日(水)～２６日(金)（２泊３日）

■合

軽井沢

宿

地

■交 通 機 関

長野新幹線（往復）

■参 加 対 象

年中児

■予約申込締切

６月７日（金）※定員になり次第締め切ります。

■参 加 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。

５名（申し込み順受付

定員になり次第、締め切ります）

費用（消費税を含む）
会

員

１１９，７００円

外部児※

１２４，７００円

※外部児で当教育の模擬テスト・講習会・特別教材等を受講または購入された方は、会員価格となります。

□申込方法

１．予約費用を６月７日（金）までに、お振込みの上、事務センターまでご連絡ください。
【予約費用】
〔会員〕￥２０,７００－

〔外部児〕￥２５,７００－をお振込みの上、必ず事務

センターへファックスにてお申込みください。振り込み名は、幼児氏名と在籍番号を併記して
ください。

予約費用
締切日

〔会員〕￥２０,７００－

〔外部児〕￥２５,７００－

６月７日（金）

※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 土日祝除）

２．残金を締切日までにお振込みください。
【残金費用】残金費用は７月５日(金)までに上記銀行宛にお振込み下さい。
□費用納入方法

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（軽井沢合宿申込金）をお書き添えください。

■説

明

会

合宿に参加する保護者を対象として説明会を実施します。
日時については後日ご案内申し上げます。

■その他

○旅行傷害保険・・・参加者全員が旅行傷害保険に加入します。費用は代金の中に含まれます。
（保障についての詳細についてはお知りになりたい方は事務センターへ
お問い合わせ下さい。）
○キャンセルについて・・・お申し込み後に、病気や怪我などのやむを得ない事情で前日まで
に参加をお取り消しの場合、予約金を除く、差額残金をご返金い
たします。
○中止について・・・催行人数に達しない場合は、中止になる場合があります。（費用は返金
いたします）

■合宿のねらいと内容
この合宿では、私立・国立小学校入試に必要な生活態勢をつくることをねらいとして実施します。
例年、私立・国立小学校合格児に見られる共通点は、いずれの幼児も自立心、社会性・自主性・協調性がある子ども
たちです。これらのものは、子どもたちが自分に自信をもつことによって自然と備わってくるものといえます。自分
のことは自分ですることが自信になるわけですが、この一見簡単なように見えて難しいことも、親元をはなれて一人
で生活することによって子供たちはみちがえるほど自信をもつようになります。朝起きてから夜寝るまで、自分の身
のまわりのことをすべて自分で行うといった一連の行為は、家庭ではなかなかできないことだと思います。合宿では
一人ひとりに先生がやさしく指導を行い、しっかりした生活態勢ができるように指導したいと思います。

■生活指導（決まりある生活態勢の確立を重点指導）
このプログラムでは、規律ある規則正しい生活を通して自立心・自主性・集中力・忍耐力を養います。
やればできるんだという自信が身につきます。

１．日常生活（起床から就寝までの生活態勢を指導します。）
布団をたたむ･着替える･洗顔･歯磨き･食事のマナー･おやつを食べる･持ち物の整理整頓･後片付け・入浴

２．日常の挨拶
３．集団生活の決まり
団体行動･集団遊びを通してルールを守りお互いに協力しあう姿勢を指導します｡

■特別プログラム

※天候及び実施状況等の都合により予定が変更される場合があります。

１．入試必出重要運動（基本・指示・連続）〔入試対策：運動・指示了解・協調性〕
自然の中でダイナミックに運動プログラムを実施します。新しい仲間作りから始まり、受験必須項目を随所に取り入れた運動を
個別・集団形式で展開。のびのびとダイナミックに体を動かします。また、集団制作やジャンボパズルなどお友達との協力を必
要とするプログラムも実施します。

２．リトミック・集団リズム・歌唱レクリエーション〔入試対策：音楽・リトミック・協調性・発表力〕
チームの専属歌手になりメンバーに曲名をあてさせる「ハミング曲名クイズ」
、2 曲の歌を 2 チームで交互に歌う「スタント・
コーラス」等、大きな集団の中、リトミックやリズム・歌唱で自己表現する練習を行います。このような集団での音楽レクリエ

ーションやリトミックは、近年小学校入試の頻出課題となっています。恥ずかしがりの子も、楽しい雰囲気の中で自然に大勢の
先生やお友達の前で歌ったり、踊ったりする事ができるようになります。

３．キャンプファイヤー・花火大会〔入試対策：集団行動・表現・リトミック・協調性〕
各有名小学校も必ず実施しているキャンプファイヤー。当教育オリジナルのシナリオでの楽しいキャンプファイヤーには、模倣
体操・指示行動・集団行動・歌唱・リトミックと受験必須項目もふんだんに取り入れられています。

４．テーブルマナー指導〔入試対策：マナー・規律〕
メインシェフが腕を振るった、フルコースメニューは、本格的な中にも、子供たちの味覚、健康がしっかりと考えられた内容。
大好きなメニューの数々に子供たちの目が輝きます。前菜・スープから始まりデザートで締めくくるまで一通りのテーブルマナ
ーを体験・指導します。

５．「お土産選び」買い物実習〔入試対策：社会性・指示了解・自主性・礼儀・待機〕
ご家族へのお土産を、実際にお小遣いを持って自分で選び、買物する実習を行います。社会性・判断力・自己表現力など、様々
な力が身につきます。
※その他、集団行動のルール・協調性を養うための屋内外のゲームや、思い出に残るレクリエーションをたくさん準備しています。

■学習内容
１．ペーパー演習
§過去３年間の国立・有名私立小学校入試問題を徹底演習します｡
§入試予想問題と重要問題を徹底特訓。
§弱点領域（図形、推理、空間知覚、言語、数量）の徹底学習。

２．行動観察（集団行動／自由遊び／礼儀作法・しつけ・挨拶・マナー他）
§合格のためのポイントを行動観察授業を行ないながら、その場で具体的に指導します。
§入試によく出題される行動観察問題をピックアップして入試に慣れる体制をつくります。

３．運動（集団／個別／指示了解）
§入試に出題される重要運動課題を徹底演習します。
§各運動について、不得意分野を個人別にピックアップし、徹底個別指導します。
ボールつき／パスリレー（転がす、投げる、遠投パス）／徒歩／ｹﾝｹﾝ・ｹﾝﾊﾟｰ／スキップ／体操／かけっこ／
両足とび、立ち幅とび、走り幅とび／四足歩き／動物模倣／指示運動／なわとび／ゴム段とび／身体表現／
模倣体操／ジャンプ

４．入試必修リズム（リトミック／歌唱）
§入試によく出題される問題をダイナミックに演習。
身体表現／リズム打ち／リズム歩き／ダンス／リトミック

５．入試に出るゲーム遊び
§入試によく出るゲーム／遊び・カリキュラムを楽しく演習します。
イスとりゲーム／はないちもんめ／かごめかごめ／ヒューマン・チェアー／うそつき昔話／ビッグ・ウェーブ／等

６．入試必修制作演習（集団／個別）
§集団工作での行動の仕方を指導します。
§よく出題される制作入試重要課題を徹底演習し、合格のための制作要領も合わせて指導します。

７．個別演習（質問／応答／態勢）
§個別テストでよく質問される問題（常識・道徳・数量・推理・言語）について応答姿勢も含めて指導します。
§個別テストの受け方、返答の仕方など応答要領についても詳しく指導します。

８．発表力（作話／発言／積極性）
§お話づくりの要領と入試課題を徹底指導します。
§集団の中での発表力を養成します。

９．自由遊び（社会性／協調性）
§楽しい遊びを通して社会性・協調性について指導をします。

１０．態勢指導（集団行動・しつけ・生活技術・発言力・意思表示）
§実施期間中を通じて、集団行動、個別行動、生活指導など入試に必要な態勢を指導します。

□修了式
ファンファーレのもと、一人ずつ「がんばりました」と引率の先生と握手をして全員の前で、修了証とメダル
を授与します。どの子にとっても感激の一瞬です。

□報告書
１．お子様の実施時の学習状況（成績表）と生活状況についての報告書を終了後、保護者宛てに発行します。
２．実施中の生活について絵日記をつけます。絵日記のつけ方も指導します。
※合宿における学習内容等は、現地の状況により変更になる場合があります。

参加したお母さまから一言（このコメントは年長児のお母さまより寄せられたものです。
）
筑波大附属合格

「先生にたくさん褒めてもらったと子どもは大喜びでした。家ではできなかったことがたくさんできる
ようになりました。ありがとうございました。
」

暁星合格
慶應幼稚舎合格
立教合格
お茶の水附属合格
横浜国大附属合格
学芸大世田谷合格
日本女子大豊明合格
東洋英和合格
白百合合格
昭和女子大合格
東京創価合格
学芸大附属大泉合格
学芸大附属小金井合格

「合宿での生活が入試までの日々にとても役立ちました。とても楽しかったようです。」

青山学院合格
学習院合格

「積極性がでてきました。ひっこみ思案だったのがうそのようです。」

桐朋合格

「家ではできない体験をたくさんさせていただいたことが入試では大変役に立ちました。合宿での体験が
すべて入試に役に立ちました。
」

東京女学館合格
田園調布雙葉合格
成蹊合格
横浜雙葉合格

「普段とは違う環境でのお勉強がとても楽しかったようです。」

「合宿での経験がテストの合格につながりました。」
「自信がついたように思います。自主的に手伝いをしてくれるようになりました。」
「楽しいことを、こんなふうに楽しいよ！と話をしてくれるようになりました。」
「良い子になったのでびっくりしました。
」
「短い期間でしたが、見違えるようにたくましくなって帰ってきました。」
「子供よりも親が寂しかった。日焼けした子供の顔を見て思わず涙がでました。」
「合宿に行かせるまでは色々と心配しましたが、子どもは大変楽しかったようです。」
「とても楽しかったのでまた行きたいといっています。
」
「この合宿で本当に変わりました。受験に自信がｔｓきました。」
「親が驚くほどしっかりしました。合格は合宿のおかげです。」
「何をやるにも遅かった子が合宿から帰ってきてからはテキパキとできるようになりびっくりしています。」
「親元を離れて一人で過ごした事が大きな自信になったようです。その自信で入試にも臨むことができま
した。
」
「親の目から見て、全体的に何事も遅れていると思ったので参加させて頂きましたが、合宿から帰ってき
てからは親がびっくりするぐらい何事も早くできるようになりました。」

「生活の基本がびっくりするくらい良くできるようになりました。
」
「自分の子どもにこんなにもたくましさがあったかと改めて感心させられました。」
「合宿で合格したと思います。合宿に参加していなかったら合格しなかったと思います。」

引率の先生から一言
「今日はおねしょをしなかった！」が合宿の間続いて、おねしょぐせがすっかりとれてしまった。
合宿１日目の夜の絵日記に「早くお母さんに会いたいです。
」と描いて先生に甘えていた子も２日目からはゲ－ムにも学習にも
元気いっぱいで参加。最後までホ－ムシックを吹き飛ばし、元気にお母さまのもとに帰ることができた。
初めての環境で、便秘ぎみの子も、友達が朝食に出掛けた静かなトイレで、先生におなかをやさしくさすってもらい、排便。
おなかがすっきり、気分もリフレッシュして、ペ－パ－ワ－クに取りかかれる。お昼食もパクパク元気よく食べられた。
毎朝の起床時間は６時。眠くてぐずつく子もなかなか目の覚めない子も早起きのリズムができるようになる。ラジオ体操も元気よ
くできた。
男女別に班ごとに別れて入るお風呂も回を重ねるごとに身のこなしがスム－ズになって、体を洗う、シャンプーをする、リンス
する、拭くなど手早くサッサとできるようになった。
他の宿泊客といっしょの入浴となることもあったが、騒がない・いたずらしないの約束事も守れるようになる。
はじめは自分の荷物の整理整頓が思うようにできなかったが、帰宅する日にはきちんとたたんでしまえるようになった。
食の細い子、好き嫌いのある子にはおかず、味噌汁、１品はかならず食べきれるようにし、嫌いなもの、特にトマト・レタス類は
一口だけでもよく食べられた！とほめた。和食、洋食にかかわらず、作っていただいたものは元気よく全員がびっくりするほど元
気よく食べた。
全員が当番となってみんなの前で「いただきます！」のご挨拶。どの子も大きな声で元気よく言えた。
知らない子とはじめは手をつなげなかったが、仲間意識の芽生えのなかで、手をつないで歩けるようになった。
友達と手をつないで移動することが多く、はしゃぎすぎたり、列を飛び出したりせずに移動する約束を守れるようになった。
友達との相互関係の中で励ましたり、お弁当をわれ先に！ではなく後ろの人の方へ先に渡したり、名前を呼び合ったりと連帯感が生まれた。
リトミックが恥ずかしかったけれど、みんなと一緒にリズムをとることで楽しいことを実感。楽しくできるようになった。
靴をそろえるのはお母さんがしてくれていたけど、脱いだ後自分で揃えると気持がいいことがわかって脱いだ靴は必ず自分で
そろえるようになった。

ふとんを畳んだり、敷いたり。シ－ツをピンと張るのはむずかしいけど、頑張ればできることがわかった。
出迎えて下さったお家の方は手を振り、両手をひろげてバスから飛び出してくるこどもたちを抱きしめる。こどもたちの元気な顔
付き・姿に、心配はうれしさに変わっていく。今までいやだったことがうれしいことに変わっていき、集団生活による協調性の定
着を見ることができた。
２４時間体制での夜の巡回、あるいは子供ひとりひとりの小さなことでも励まし、頑張らせるという指導はもちろんのこと、何が
どれだけ自分でできるかといった子供自身の体験は物事への集中力や意欲度を育てることができた。
親元を離れた合宿生活で養われた自立心・協調性・社会性は、気力・粘り（集中力）・我慢といった入試でみられるもの総ての力
になると実感した。

年中児

〔軽井沢〕夏期合宿申込書
下記の通り、
〔軽井沢〕夏期合宿に申し込みいたします。

月

フ リ ガ ナ

在籍番号

世 幼児氏名
□男

□
□

日記入

□女

□在籍会員

－

□外部児

－

予約申込み金 ２０,７００円を

月

日に振り込みいたしました。

予約申込み金 ２５,７００円を

月

日に振り込みいたしました。

ご 振込先

（
ご 住所（〒

）三菱東京ＵＦＪ銀行
－

（

）クレジットカード決済（ペイパル）

） ※外部児・変更のある方はご記入ください。

お 電話番号

緊 緊急連絡先
－

－

－

－

