合否は夏に決まります！
令和 3 年 6 月
有名私立・国立小学校受験特訓

入試直前夏期講習会のお知らせ
＜夏休みにしかできない合格対策フルコース実施 ＞
＜全コース合否判定個人別到達度テスト実施＞

保護者

各位
日本英才教育
03－3849－6253

当教育では例年通り、有名私立・国立小学校入試直前対策として、下記の「入試直前夏期講習会」を
実施します。講習実施コ－スは、下記の５種類３７コースです。
▼コースのご案内

Ⅰ．総合講習（４コース）
入試重要問題・予想問題で構成。複数コース受講で飛躍的に合格力アップ！

Ⅱ．入試必出 重要領域別弱点特訓（１０コース）
短期に弱点をレベルアップ・入試でのアナがなくなる！

Ⅲ．学校別 国立入試オープン（１６コース）
国立志望校の問題をダイレクトに経験・合格へ直結！

Ⅳ．学校群別 私立入試オープン（５コース）
女子校・男子校別／出題傾向別特訓で、私立入試を直撃。合格力が飛躍的にアップ！

Ⅴ．個別＋面接特訓（２コース）
ほとんどの幼児が苦手とする個別テスト及び面接を短期でできるようにします！
※（Ⅱ）のコースは、総合講習（１コース以上）の受講児が対象となります。

夏期講習会は、夏休みに集中して学習できるように全コースとも小学校入試に必ず出題される重要問
題を特に精選して、必修重要コ－スを設置しました。入試重要問題を集中して学習することにより、
入試問題に対する集中力と確実な解答能力をつくることができるでしょう。
この秋、私立・国立小学校の受験を目指すご家庭にとっては、夏休みの過ごし方が入試を左右すると
いっても過言ではありません。この夏休みが、じっくり学習し合格する力をつける最後の機会だと思
います。ご家庭のご予定に合わせてコースを選択して頂き、希望小学校合格のための確実な力をつけ
て下さい。
講習を受講されて合格された皆様から頂いた多数のコメントを一部のせておきましたので、コース受
講の参考にして下さい。
例年各コースとも申込締切り前に満席のためお申込をお断りしております。
講習会に参加を希望される方は、お早めに下記要項によりお申し込みください。
（最終ページが申込書になっております。お申込の際にご利用ください）

■実施要項
□コース名・講習時間・会場
Ⅰ．総合講習
詳細コース名

詳

細

Ａコース
Ｂコース
Ｃコース

［講習時間］
各コース：１．５時間×２日 ＋ ２時間×１日（１コース３日間）
［会場／日程］ 別紙参照
［備 考］
Ａ～Ｄの４コースあり。各コースの内容は異なります。全コースの受講が
可能です。

Ｄコース

Ⅱ．入試必出

重要領域別弱点特訓

※こちらのコースは総合講習受講者が受講対象となります。単独受講はできません。

詳細コース名

詳

細

①数量総合
②言語総合
③図形総合
［講習時間］

各コース：２.５時間×１日

④推理総合
⑤記憶総合
⑥作話総合
⑦常

［会場／日程］ 別紙参照
［備

考］

識

よく入試に出る重要ポイントを、領域別に基本から応用までを特訓。
お子様の弱点、受験校の出題傾向に合わせて、コースを選択できます。
総合講習を１コース以上受講した方が対象となります。重要領域別弱点
特訓のみの受講はできません。

⑧絵画工作
⑨運動・行動観察・ﾘﾄﾐｯｸ
⑩入試必出図形

Ⅲ．学校別 国立入試オープン
詳細コース名

詳

細

筑波大学附属小学校Ａ
筑波大学附属小学校Ｂ
お茶の水女子大学附属Ａ
お茶の水女子大学附属Ｂ
学芸大学附属竹早小学校Ａ
学芸大学附属竹早小学校Ｂ

［講習時間］ 各コース：３.０時間×１日

学芸大学附属世田谷小学校Ａ

［会場／日程］ 別紙参照

学芸大学附属世田谷小学校Ｂ

［備

学芸大学附属小金井小学校Ａ
学芸大学附属小金井小学校Ｂ
学芸大学大泉小学校Ａ
学芸大学大泉小学校Ｂ
横浜国立大学附属Ａ
横浜国立大学附属Ｂ

考］

過去に出題された入試問題を、実際の入試テスト形式にて実施。
各小学校の傾向に強くなります。Ａ・Ｂの内容は異なります。
２コースの受講が可能です。

Ⅳ．学校群別

私立入試オープン

詳細コース名

詳

細

Ａグループ
［講習時間］

Ｂグループ

各コース：３.０時間×１日

［会場／日程］ 別紙参照
Ｃグループ
［備

考］

各小学校を出題傾向により、Ａ～Ｅの５つのグループ分けし、過去に出題さ
れた入試問題を実際のテスト形式にて実施。
Ａ～Ｅ各グループ別の小学校名は、コース案内を参照してください。

Ｄグループ
Ｅグループ

Ⅴ．個別＋面接特訓
詳細コース名

詳

Ａコース

細

［講習時間］
各コース：３.０時間×１日
［会場／日程］ 別紙参照
［備 考］
Ａ・Ｂの２コースあり。各コースの内容は異なります。両コースの受講が
可能です。

Ｂコース

□申込締切

申込順受付。但し、各コースとも定員になり次第締切ります。

□申込方法

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。費用振込後、同封の申込書に必要事項をご記入の上、事務センターまでお送りください。
ファックスでの受付も可能です。
（ファックス：０３―３８４９－６２８８

２４時間受付）

※お申し込みのご連絡がない場合は、席の確保ができない場合もあります。ご注意ください。
※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。
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 ０１３３００００１

※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（年長児夏期講習費用）をお書き添えください。

□持 ち 物

上履き・１２色色鉛筆

□注意事項

申し込み後の振替、返金はできません。あらかじめご了承ください。

■コース案内


Ⅰ．総合講習（４コース）
▼この講習の特徴
◇一気に力をつける総合講習。複数コースの受講をおすすめします。
◇Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄいずれのコースも、下記内容を含んだカリキュラムで構成されています。
◇過去数年間に出題された重要問題を重点的にわかりやすく指導します。
◇ビデオ、ＣＤなどを使い楽しく学習します。
▼実施内容

1.ペーパー対策
入試実戦問題による入試模擬演習（ＶＴＲ及びＣＤなどを使用しての演習も実施）実施時間の制限あり。
①数（多少・推理・計数応用・加減応用）

②点描（基礎と応用） ③話の記憶 ④記憶（絵・形・音）

⑤推理（空間推理・言語推理・関係推理・系列）

⑥図形展開 ⑦図形移動（回転・視点変換） ⑧図形分解・合成

⑨言語（同頭音同尾音・音分解） ⑩常識（交通・生活・遊び） ⑪弁別（左右・同図形・正誤判断）
⑬指示了解 ⑭自主性

⑫鏡映

⑮重量比較 ⑯昔話

２.グループテスト対策
入試頻出問題を重点学習。本年度入試予想も兼ねる。
①運動（指示運動・ボール・動物歩き・連続運動） ②歌（個人別・グル－プ別）
③集団遊戯（ゲームによる集団行動観察）

④リトミック（リズム感） ⑤自由遊び ⑥行動観察（集中力・行儀・態勢）

⑦集団工作 ⑧グル－プ行動（社会性・協調性）

３.創作及び工作
今年も必ず出る問題の合格大切ポイントを楽しく学習。
①自由画（内容説明）

②課題画（物語・言葉・内容説明）

③想像画（物語推理・内容説明）

④制作(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)
⑦自由工作 ⑧課題工作

４.個別及び面談対策
小学校入試での個人別質問形式テストに慣れるための訓育。おやつを食べてのお行儀観察も行います。
①生活に関する質問（交通道徳・身の回り） ②常識に関する質問（四季・行事）
③個別質問（数・言語・推理・想像・図形・しりとり）

④マナー（おやつ）

５.作話対策
作話は入試に必ず出題される。入試に出題されるパターンに慣れて、合格点を取れるようにポイントを的確指導。
①絵によるお話づくり

②条件設定(想像/推理)によるお話づくり ③音を聞いてお話づくり

④言葉によるお話づくり

⑤ビデオによるお話づくり

▼実施日程
７月２０日（火)
Ａコース

Ｂコース

１３:００～１４:３０

７月２１日（水)

１３:００～１４:３０

７月２２日（木)

１３:００～１５:００

８月

３日（火） １３:００～１４:３０

８月

４日（水） １３:００～１４:３０

８月

５日（木） １３:００～１５:００

８月
Ｃコース

９日（月） １０:３０～１２:００

８月１０日（火） １０:３０～１２:００
８月１１日（水） １０:００～１２:００
８月１２日（木） １０:３０～１２:００

Ｄコース

８月１３日（金） １０:３０～１２:００
８月１４日（土） １０:００～１２:００

▼実施会場
各教室 但し実施日程・時間については下記をご参照ください。
※池袋教室での実施をご希望の方は日程についてお問い合わせください。

※この講習のみの単独受講はできません。必ず総合講習を１コース以上受講するようにしてください。

Ⅱ．入試必出

重要領域別弱点特訓（１０コース）

▼この講習の特徴
◇よく入試にでる重要ポイントを領域別に基本から応用まで学習。
◇短時間で弱点領域がマスターできるように配慮しました。
◇各コースとも合否判定個人別到達度テストを実施
◇講習領域は次の１０領域です。
▼実施内容

①数量総合（加算・減算・計数・分割・順番・長短・軽重比較・容量）
入試に必ず出るポイントを基礎から応用まで学習します。数に関する問題に対応できるようになります。

②言語総合（しりとり・同頭音・同尾語・言語理解）
入試に出る言語関係の問題をすべてピックアップしてあります。

③図形総合（合成・分割・積木構成・プレート構成・折紙展開・重ね図形・同図形・鏡面図形・対称図形・回転図形・空間判断）
重要図形問題をすべて網羅。弱点だった図形がよくできるようになります。

④推理総合（系列・言語推理・迷路・異類発見・類似と差異）
入試に出る推理問題をすべて学習。推理領域に穴がなくなります。

⑤記憶総合（話の記憶・絵の記憶・位置記憶・図形記憶・単文復唱）
入試に必ず出る領域。徹底演習により記憶問題のポイントが確実につかめます。

⑥作話総合（絵による作話・課題作話・想像作話・テ－プ・ビデオ作話）
作話は慣れの差が出る領域。慣れることによって本番で力が発揮できる訓練を実施。

⑦常

識（科学常識・道徳・交通・生活・季節・しつけ・童話）

入試の基本は指示されたことが了解できるかがポイント。指示了解の態勢作りを行います。
さらに入試に出る常識を総まとめ。個別面接に強くなります。

⑧絵画工作（自由画・課題画・想像画・自由工作・課題工作・集団工作・生活テスト・箸つかみ・衣服の着脱）
絵画工作から生活テスト対策までを豊富に体験。確実にスキルがマスターできる。

⑨運動・行動観察・リトミック（リズム・体操ゲーム・リトミック・歌唱・自由遊び・伝承遊び）
集団で実施されるプログラムを実施。評価されるポイントを徹底指導。集団テスト対策が万全になります。

⑩入試必出図形（入試必出問題・入試実戦過去問題・入試予想問題）
入試に出た図形問題と今年も出題が予想される問題を徹底的に実戦学習。

▼実施日程・会場

各コース受講をご希望の方は、希望会場の日程についてお問合せください。

Ⅲ．学校別

国立入試オープン（１６コース）

▼この講習の特徴
◇合否判定成績表付
◇実際に出された問題による演習で、現段階での国立小学校の合格力がわかります。
◇各国立小学校の入試傾向がよくわかります。
◇入試の対応の仕方がわかり、実際のテストで点が取れるようになります。
◇苦手領域がわかり今後の入試対策が見えてきます。
◇各コースとも国立小学校合否判定テストを実施します。
◇テスト結果はコンピューターにより得点による合格学校群を数校提示。テスト時の「態勢／態度」点も
コンピューター判定。より実戦的な入試態勢が組めるように配慮しました。
▼実施内容
国立オ－プンは、過去に出題された問題を実際の入試テスト形式に合わせて学校別にカリキュラムを作成。
テストと解説授業を組み合わせて実施、国立小学校の受験を予定されているご家庭では必修の内容となって
います。入試オープンを受講なさることによりお子様の現在の力が把握できると同時に、本番でも必ず大き
な力となります。入試オープンの結果はコンピューターで処理した上、合否判定、偏差値等の成績表を後日
郵送返却いたします。

▼実施日程・会場
実施時間：９：３０～１２：３０

注）以下の日付を除く

※７月１４日（水）～１７日(土)…１４：００～１７：００
学校名

国立オープンＡ

筑波大附属小学校

池

お茶の水女子大附属小学校

国立オープンＢ

７月１８日（日）

学芸大学

７月２５日（日）

学芸大学

７月１７日（土）

池

袋

７月２４日（土）

東京学芸大学附属竹早小学校

足

７月１４日（水）

足

立

７月２１日（水）

東京学芸大学附属世田谷小学校

学芸大学

７月１５日（木）

学芸大学

７月２２日（木）

東京学芸大学附属小金井小学校

吉祥寺

７月１５日（木）

国

立

７月２３日（金）

東京学芸大学附属大泉小学校

池

７月１６日（金）

吉祥寺

７月２４日（土）

横浜国立大附属横浜・鎌倉小学校

学芸大学

７月１４日（水）

学芸大学

７月２１日（水）

袋

立

袋

Ⅳ．学校群別

私立入試オープン（５コース）

▼この講習の特徴
◇合否判定成績表付
◇実際に出された問題による演習で、現段階での私立小学校の合格力がわかります。
◇各私立小学校の入試傾向がよくわかる。
◇入試の対応の仕方がわかり、実際のテストで点が取れるようになる。
◇苦手領域がわかり今後の入試対策が見えてくる。
◇各コースとも私立小学校合否判定テストを実施します。
◇テスト結果はコンピューターにより得点による合格学校群を数校提示。テスト時の「態勢／態度」点も
コンピューター判定。より実戦的な入試態勢が組めるように配慮しました。

▼実施内容
私立オ－プンは、昨年度の入試に実際に出題された、私立小学校受験には必ず出題される重要問題をピック
アップして授業を実施。私立小学校特有の入試ポイントが体験的につかめます。私立小学校受験には必修の
講座です。
▼各グループの対応小学校
各小学校のグループ分けは、下表の通りです。
グループ分け
［Ａグループ］

個別・行動観察・運動・絵画工作重視難関校
対応小学校：慶應幼稚舎・学習院・青山学院・成城学園・桐朋学園・立教

［Ｂグループ］

個別・行動観察・運動・絵画工作出題校
対応小学校：自由学園・東星学園・明星学園・明星・目黒星美・捜真・和光・和光鶴川

［Ｃグループ］

ペーパー応用問題・運動・集団行動出題校

［Ｄグループ］

ペーパー基本問題・運動行動観察・重視校

対応小学校：暁星・成蹊・桐朋・早稲田実・聖徳学園・国立学園・淑徳・晃華学園・西武文理

およびひらがな問題出題校

対応小学校：大西学園・小野学園・清明・聖ドミニコ・トキワ松・東京都市大学付属（旧東横）
・
文教・相模女子・湘南学園・洗足学園・清泉・精華・横浜英和・鎌倉女子・関東学院・
関東六浦・聖ヨゼフ・聖マリア・聖セシリア・平和学園・横須賀学院・横浜三育・
桐蔭学園・森村学園・桐光学園・さとえ学園・開智・浦和ルーテル・聖徳大附属・
暁星国際・日出・千葉日本第一・成田高等学校附属・光風台三育・昭和学院・東京創価・
武蔵野学園・武蔵野東・帝京大小・啓明学園・東京三育・新渡戸文化・国立音大小・国本・
星美学園・聖学院・昭和女子大・玉川学園・宝仙学園・カリタス・サレジオ・星野学園・
菅生学園

［Ｅグループ］

女子校・行動観察・集団遊び・しつけ・ペーパー応用問題出題校
対応小学校：聖心女子学院・東洋英和・立教女学院・豊明・東京女学館・白百合学園・田園調布雙葉・
雙葉・川村・光塩・湘南白百合・横浜雙葉・国府台

▼実施日程・会場
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

日程

時間

Ａ

８月１８日（水）

学芸大学・池袋

Ｂ

８月１９日（木）

池袋

Ｃ

８月２０日（金）

Ｄ

８月２２日（日）

学芸大学・国立

Ｅ

８月２３日（月）

学芸大学・足立

９：３０～１２：３０

会場

吉祥寺

Ⅴ．個別＋面接特訓（２コース）
▼この講習の特徴
◇入試に必ず出る個別問題を徹底特訓
◇実際に出題された問題を使って、問題に慣れを作る練習を行います。
◇２コースの受講で、パワフルな合格力が確実に身につきます。
▼実施内容
①合格する！絵画と作話
入試で評価される発言力と表現力をのばす／合格する絵の描き方／評価の高いお話の作り方
②合格する！生活テスト対策
合格する生活質問の答え方／手際のよい日常生活作業／作業問題への対応方法／作業の工夫の仕方
③合格する！個別問題対策
個別ペーパーテストに慣れる（数量／図形／常識／道徳／事物の記憶／話の記憶／プレートパズル／指
示作業）
④合格する！面接対策
正しいあいさつの仕方／ハキハキと質問に答える方法／好印象を与える面接時の姿勢／ものおじしない態勢
の作り方／困ったときの対応の仕方
▼実施日程
Ａ：個別＋面接特訓〔Ａコース〕 ７月１８日（日）

９：３０～１２：３０

池袋

Ｂ：個別＋面接特訓〔Ｂコース〕 ８月

９：３０～１２：３０

池袋

８日（日）

出題校
講習のカリキュラムは、昨年度及び過去数年間の下記小学校で出題された問題より、毎年出題傾向の高い問題を選んで作成。
お茶の水女子大附属・学芸大学附属小金井小学校・学芸大学附属世田谷小学校・青山学院・浦和ルーテル・小野学園・学習院・
カリタス・川村・関東学院・暁星国際・国立音楽大学附属・国立学園・国本・慶應・晃華学園・さとえ学園・自由学園初等部・
聖徳学園・湘南白百合・昭和学院・昭和女子・白百合・精華・聖学院・成蹊・成城・聖心・聖ドミニコ・聖ヨゼフ・洗足学園・
捜真・玉川学園・田園調布雙葉・千葉日本大学第一・東京創価・桐光学園・東京都市大学付属（旧：東横学園）・桐蔭・桐朋・
桐朋学園・日本女子大豊明・日出学園・文教大学附属・宝仙学園・武蔵野東・明星・目黒星美・森村学園・横浜英和・
横浜雙葉・立教・立教女学院・和光・和光鶴川・早稲田実業（一部改題）

夏期総合講習を受講して
（立教・学芸大竹早合格）

遅れを一気に取り戻せました。

「受験を決めたのが遅く、皆さんより出遅れてしまいましたが、夏休みが勝負と思い、がんばって全コースを受講しました。
おかげ様で遅れを一気に取り戻せました。
」

親も子供も自信がグンとついた気がします。

（日本女子大豊明合格）

「４コースの集中受講で親にも子供にも自信がつきました。暑い中通ったのも自信につながったようです。夏休みのお勉強は本当に
力がつくと思います。秋の本番はすぐにやってきてしまいました。夏の間に受験に向けて徹底したことが大変力になりました。」

（東京女学館合格）

親身の指導がよかったと思います。

「一人ひとりに、しっかりとやさしく、励ましながらのご指導がよかったと思います。子どもは大変楽しかったようです。
夏講習でしかできない、色々たのしいお勉強ができたようです。」

（暁星・筑波大附属合格）

苦手なところができるようになりました。

「子供の苦手な点をよく教えていただいたのがよかったと思います。この講習で親にも余裕ができました。３コース受講しました。
」

受験のリズムにのることができました。

（桐朋合格）

「入試問題を集中的にこなしたおかげで、９月からリズムにのって効果的に受験勉強ができました。夏は集中して学習することが
大切だと思いました。
」

（お茶の水附属・筑波大附属合格）

じっくりお勉強ができました。

「日頃は時間がなくてできない事をじっくり指導して頂きました。特にお話作りが苦手でしたが、よくできるようになりました。
」

色々な問題に慣れができました。

（暁星・精華合格）

「いつもよりは多い問題を練習したおかげで、問題に対する慣れができました。やはり問題を解くには慣れが必要だと思いました。
」

ベテランの先生で安心しました。
（外部児）
「外部から参加させていただきました。はじめて会った子にもかかわらず、子供のよいところを、これから伸ばすべきところを教え
ていただき大変ありがたく思いました。若い先生ではなくベテランの先生で、丁寧でやさしいご指導でとても安心できました。」

集中力がつきました。

（学芸大附属大泉・学芸大附属小金井合格）

「この講習でとても集中力がつきました。集中してお教室に通ったのがよかったと思います。夏休みが合格のポイントでした。」

おやつのカリキュラムで行儀・挨拶・マナーが身につきました。

（白百合合格）

「おやつをいただいたのがうれしかったようです。マナーをチェックして下さったのがとても助かりました。」

合格は夏休みの講習で。講習を中心に夏休みの予定を組みました。

（聖心・立教女学院合格）

「集中してお勉強をするのは夏休みしかないと思い、今年の夏はお教室の講習を中心に受験の計画を立てました。それが合格に
つながったようです。子どもも結構講習が楽しかったらしく喜んで参加していました。
」

家庭での勉強にとても役立ちました。

（横浜国大附属合格）

「それまで苦手な領域は分かってはいても、実際に家庭では何をどうしてよいか分かりませんでした。夏休みにじっくり子供と取り
組み、お教室で丁寧なアドバイスを受けたことがその後の家での勉強にとても役立ちました。
」

夏休みに大きく変わりました。

（学習院合格）

「この夏休みにいかに取り組んだかが、秋の成果につながります。この講習を受けてからの子供の伸びにびっくりしました。
是非お受けになることをお勧めいたします。
」

問題がよく分かるようになりました。

（田園調布雙葉合格）

「必ず出る問題・重要問題がとてもよく分かるようになりました。ひとつひとつ丁寧に教えていただき、子供も楽しく通いました。
」

子供が積極的になりました。

（慶應幼稚舎合格）

「いろいろな講習を受けたことで、子供が積極的になりました。教えていただいた事を家に帰ってから復習することで、更に良く
ポイントがつかめました。
」

夏期講習で得意な領域ができました。

（雙葉合格）

「夏休みの過ごし方で合格するかどうかが決まります。夏期講習で習ったことを何回も家で復習して苦手な領域が領域が得意な
領域になりました。
」

慣れることができました。

（早稲田実業学校初等部合格）

「学習したことが、本番のテストにぴったりでした。たくさんの人の中で勉強したことが、役に立ちました。
」

入 試 オ ー プ ン を 受 講 し て
青山学院合格

「本番の試験が体験できたのがよかった。」

成城学園合格

「入試の傾向がよくつかめた。
」

埼玉大附属合格

「本番の入試がラクだった。」

田園調布雙葉合格

「落ち着いて本番の試験ができた。」

早稲田実業学校初等部合格 「テスト形式に慣れることができて、本番ではばっちりでした。」
学芸大附属竹早合格

「子供のできが数字でわかったので試験の対策が立てやすかった。
」

晃華学園合格

「入試に実際に出た問題を体験させることがとても役に立った。」

昭和女子大附属合格

「入試問題の実際がわかって本番を落ち着いて迎えることができた。」

東京創価合格

「テストと詳しい解説がとてもよかった｡」

目黒星美合格

「たくさん受けてテストに慣れることが一番。とても役に立ちました。」

横浜国大附属合格

「早めに入試の体験をさせておくことが合格につながりました。」

暁星合格

「テストの流れを子どもはつかんでくれたようです。おかげで本番もスムーズにいけたようです。」

筑波大附属合格

「志望校の傾向がよくつかめてよかったと思います。皆様にもぜひおすすめします。」

学芸大附属大泉合格

「本番のテストと同じ内容を体験したのが合格につながりました。早目の対策が大切だと思います。」

横浜国大附属合格

「講習で合格のﾎﾟｲﾝﾄが事前につかめたのが勝因だと思います。今年もテストの傾向が変わらなかったようです。」

お茶の水合格

「子供が受ける学校の問題に早くから慣れておく事は合格の絶対条件です。その意味でこの講習はとてもラッキー

学芸大附属世田谷合格

「学校別講習でﾋﾟﾀｯと希望小学校の入試に照準を合わせる事ができ合格できました。入試内容がよく掴めました。」

学芸大附属小金井合格

「本番入試のｽﾋﾟｰﾄﾞと慣れが身につきました。日頃のできはあまり良くなかったですがお蔭様で合格できました。」

でした。」

学芸大附属竹早合格

「本番とそっくりだったそうです。とても落ち着いてﾃｽﾄを受けることができたようです。講習のおかげです。
」

埼玉大附属合格

「しっかりした講習だったと思います。問題の傾向をよくつかんでいて本番ではとても役に立ちました。合格できた
のもこの講習のおかげです。」

領 域 別 特 訓 を 受 講 し て
東洋英和合格

「この特訓のおかげで発言力がつきました。授業では分かっていても思うように発言ができなかったのですが、特訓を

桐朋合格

「工作が好きになりました。どの学校も工作は必ず出ると聞いていましたので、工作の苦手な子なので心配していまし

受けてからはとても発言力がついたと思います。発言力が弱いお子様はぜひ受講されることをお勧めします。」
たが、ハサミ、ノリなどの基本的な作業をマスターでき、おかげさまで工作が好きになりました。本番ではいつもど
おりの力を出せました。」
筑波大附属合格

「先生のお話を聞くのが上手になりました。入学試験ではテープでの出題もありましたので聞く態勢をしっかりさせて
いたのが成功だったと思います。
」

学芸大附属・暁星合格 「数のお勉強が苦手でしたが、この特訓のおかげでよくできるようになりました。やさしく丁寧に教えていただいたの
がよかったと思います。」
埼玉大附属合格

「図形がよく分からなくて困っていました。家で教えようと思っても、できないとすぐに感情的になって子供を叱って
しまうものですから、お互いにストレスになり勉強になりませんでした。特訓では先生がわかりやすく誉めながら教
えていただいたおかげで図形が好きになりました。テストでもよくできたといっていました。」

青山学院・成城合格

「この夏苦手なところを徹底的に学習しようと思っていましたから、とてもタイムリーな特訓だと思いました。苦手な

東京女学館合格

「物覚えの悪い子だと思っていましたが、この特訓で教えていただいたおかげで、覚えることの要領が分かったようで

ところは全部お任せで、おかげ様で親は楽をさせていただきました。
」
す。急に記憶の問題ができるようになりました。
」
聖心・立教女学院・東京女学館合格「夏休みは長いようで短いものだということを痛感しました。この夏、親と子、思いっきりがんばったのがよかったと思
います。９月なってからはなんとなくあわただしく落ち着いて勉強ができないと思います。夏にやれるだけのことはや
っておかれたほうがよいでしょう。
」
横浜国大附属合格

「カリキュラムがとてもよかったようです。たくさんの領域を受講させましたが、毎日とても楽しみにいっていました。
おかげさまでとても効果がありました。」

桐蔭合格

「無駄のない講習だと思います。総合コースで全体的な力をつけ、領域別で苦手な問題を確実に克服することで、夏休

立教女学院合格

「図形をしっかり学習しました。おかげ様で入試もしっかり図形ができたようです。」

みを計画的に過ごすことができました。」

年長児

令和３年度

夏期講習会申込書
Ⅲ 学校別 国立入試オープン
受講希望コース（学校名）

受講を希望されるコースを○で囲み、受講希望会場名を記入してください。
また、各講習ごとにコースの小計と金額の小計をご記入下さい。
Ａコース

I 総合講習
Ａコース

会場

Ｂコース

会場

Ｃコース

会場

Ｄコース

会場

計

コース（￥

Ｂコース

受講希望会場

小学校

会場

小学校

会場

小学校

会場

小学校

会場

小学校

会場

小学校

会場

計

）

コース（￥

）

Ⅳ 学校群別 私立入試オープン
ｸﾞﾙｰﾌﾟ名

※Ⅱの重要領域別弱点特訓は、総合講習受講者が対象のコースです。
必ず総合講習を１コース以上受講してください。
単独での受講はできません。
Ⅱ 重要領域別弱点特訓（※総合コース受講児対象コース）

受講希望会場

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

会場

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

会場

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

会場

ｸﾞﾙｰﾌﾟ

会場

①数量総合

会場

②言語総合

会場

③図形総合

会場

Ａコース

会場

④推理総合

会場

Ｂコース

会場

⑤記憶総合

会場

⑥作話総合

会場

幼児氏名

⑦常

識

会場

在籍教室名

⑧絵画工作

会場

住

所 （〒

⑨運動・行動観察・ﾘﾄﾐｯｸ

会場

電

話

⑩入試必出図形

会場

お振込日

計

コース（￥

）

Ⅴ 個別＋面接特訓

計

コース（￥

）

フ リ ガ ナ

計

コース（￥

）

教室 在籍番号（登録番号）
-

）
（緊急連絡先）

月

日（ ）銀行振込（

）ペイパル 金額 ￥
ＦＡＸ番号：０３－３８４９－６２８８

