令和４年４月
発 言 力・ 表現 力を 鍛え ること で 小学 校入 試の 合格 率は飛 躍 的に のび ま す！！

入試最重要演習
発言力・表現力を鍛え パターン学習でだれもができるようになる
「おはなしづくり特訓」実施のお知らせ
特訓前・特訓後〔個人別に発言力・表現力合格能力を１０段階で合格評価〕
合否判定個人別成績表配布
〔オンライン個別受講可 教室⇔家庭〕

日本英才教育
03-3849-6253
〔発言力・表現力の重要性について〕
小学校入試のあらゆる場面でもっとも必要とされる能力です。
・入試のとき先生に自発的にしっかりあいさつができますか？
・お子様は初めての場所や初対面の人に自分の伝えたいことを臆せず伝えることができますか？
・自分が考えたことや思ったことをわかりやすく人に伝えることができますか？
・いろいろなお話を想像豊かに楽しくほかの人にお話ができますか？

当教育では、発言力と表現力を鍛える「おはなしづくり特訓」を下記の通り実施いたします。
「おはなしづくり」の問題は、毎年私立・国立小学校入試には必ず出題され、小学校側が最も重視している能力
のひとつです。また発言力・表現力は受験児の能力差が最もよく出る領域で、合否に大きな影響を与えます。
この領域を鍛えることによりお子さまの合格率は飛躍的に高まります。
この特訓は、私立・国立小学校の入学に出題されているパターンを網羅して特訓を行います。
初めての場所で「発言すること」
「表現すること」は子どもたちが最も苦手とする課題です。慣れの差が合格への
差となります。入試に出るパターンを特訓することで、お子さまの発言力と表現力を鍛えます。
積極的なご参加をお持ちしております。

《実施要項》
１．コース
コース

内容（レベル）

Ａコース

基礎 ＋ 標準（Ⅰ）

Ｂコース

基礎 ＋ ハイレベル

※各コースとも内容は相違します。２コースの受講が可能です。振替受講はできません。

２．実施日程・会場
コース

実施教室

実施日※

実施時間※

Ａコース

浅草・吉祥寺
オンライン

５月１５日（日）

10:00～12:00

Ｂコース

浅草・吉祥寺
オンライン

５月２２日（日）

10:00～12:00

※オンライン（個別受講）の方は、各コース日時を打ち合わせの上実施となります。
（実施時間各回９０分）

３．申込締切

定員になり次第締め切ります。

４．申込方法

お申込みは、下記の手順となります。

①費用の振込み 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 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（おはなしづくり特訓 など）
をお書き添えください。

②事務センターまでお申込みください。

ＦＡＸ ０３－３８４９－６２８８（２４時間受付）
メール info@nihon-eisai.co.jp
１）幼児氏名 ２）在籍番号 ３）参加講座名（おはなしづくり特訓）
４）受講コース名（Ａコース／Ｂコース） ５）受講教室名
６）住所・電話番号（外部児のみ） をお知らせください。
※メールの方は、記入済申込書を添付画像にてお送りいただく形でも結構です。
※お振込み後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。

５．特訓内容 〔使用教材：ペーパー／ＤＶＤ／カラーイラスト／効果音ＣＤ〕
特訓終了後各コースともお子様の状況がよくわかる下記成績表を配布します。
Ａ：合否判定個人別成績表
項目別評価／発言力／表現力／創意力／工夫力／集中力／意欲度
Ｂ：発言力・表現力合格１０段階評価表
特訓前の評価表と特訓後の評価表を配布。小学校合格基準は「７」以上です。

６．その他
講座の目的上、お申込み人数によっては会場の変更をお願いする場合がありますので、ご了承ください。

▽使用教材（一部）

※Ａコース、Ｂコースで使用する評価表、教材の一部です。内容は変更になる場合があります。

《コース別内容》
Ａコース

絵や言葉を使った問題はどの学校でも必ず出題されています。入試に出るパターンを徹底して
練習します。例年、どの子どもたちにも特訓後予想以上の効果が出ている定評のあるコースです。

①絵を見てお話をつくる。よく出る私立・国立小学校入試の定番問題。
色々な情景が描かれた絵を見て、その情景に合ったお話づくりの練習をします。
②絵をみてちがいを話す。個別テストによく出る問題。
２つの事物の絵をみて、その類似点、相違点を話す練習をします。
③順番を決めてお話をつくる。
何枚かの絵をはじめに選び、適当な順番にしてその順番通りのお話をつくります。
④言葉を聞いてお話をつくる。小学校入試頻出問題。
状況の違う絵を見て何がどう違うかをわかりやすく話す練習をします。
⑤個別質問
過去の国立・私立小学校入試問題を練習。

Ｂコース お話づくりのハイレベルな問題を練習します。
また、最近出題が増えてきたビデオや音を使ったお話づくりも練習します。
確実に力がついてくるカリキュラムの構成になっています。
①一部のお話を聞いてその後のお話をつくる。想像性が要求される問題。
ストーリーの前半部分を聞いて、後半部分を推理、想像してお話をします。
②自分が書いた絵について説明する。詳しくお話をするのが難しい。
好きな絵を書いた後その絵について詳しく先生に説明をします。
③音を聞いてお話をつくる。
ＣＤから流れるさまざまな効果音を聞いて、音によるお話づくりをします。
④ＤＶＤを見てお話をつくる。最近入試によく出題される。
映像を見て、好きなお話をつくります。
⑤個別質問
過去３年間に出題された国立・私立小学校個別質問を練習します。

合格したお母様から一言
東京創価合格
「おかげ様で 1 対 1 の個別面接でも物怖じしないで受け答えができました。
」
学芸大附属小金井合格 「短期間のお勉強なのにびっくりするほど効果がありました。ほめていただいたのも自信につながった

ようです。
」
「内容がとても豊富で良かったと思います。練習量も十分ありました。
」
「この特訓のおかげでお話をすることが得意になりました。絶対に効果があると思います。
」
「家ではいろいろなお話ができても初対面の人とではお話できないので困っていましたが、この特訓で
家と同じようにお話ができるようになりました。
」
学芸大学附属世田谷合格「この特訓おかげでびっくりするほど慣れをつくることができました。お話づくりは得意中の得意に
なりました。
」
桐朋合格
「とても効果がありました。びっくりしました。
」
青山学院合格
「この特訓を受けていなかったら合格できなかったと思います。
」
東京女学館合格
「効果抜群の特訓だと思います。是非受講して下さい。
」
雙葉合格
「ペーパーと違って家で練習するといってもできないと思います。お話づくりなどの表現問題は必ず
どの学校でも出ます。是非この特訓で練習しておかれるとよいでしょう。」
お茶の水女子大附属合格「お話づくりの問題は必ず出題されると聞いていましたのでこの特訓を受けました。おかげ様で
本番ではとてもリラックスしてお話ができたようです。
」
田園調布雙葉合格
「初めての人とお話するのが苦手な子でしたので、この特訓は大変助かりました。
」
東洋英和合格
「いろいろなパターンのお話づくりのお勉強ができたのがとても良かったと思います。
」
聖心合格
「この特訓を受ける前はお話をつくることが全くできなかったのですが、おかげ様で自信がついたようで
親もびっくりするほどお話づくりが上手になりました。
」
学習院合格
「とても楽しく参加できたようです。本番のテストもリラックスしていたようです。
」
慶應幼稚舎合格
「本番のテストでは自分の描いた絵についてお話をするという課題でしたが、この特訓で練習していま
したので楽しくお話ができたようです。先生に大変ほめられたそうです。」
日本女子大豊明合格
「お話づくりだけではなく発表する力がとてもついたと思います。テストで大変役に立ちました。
」
横浜雙葉合格
「これだけのパターンを練習できたのが良かったと思います。
」
成城学園合格
「ビデオやテープレコーダーなどを使った学習がとても楽しかったようです。お話がとても上手に
なりました。
」
白百合学園合格
「子どもが興味を持つようにカリキュラムが組まれているのがよかったと思います。とても集中して
授業を受けたようです。内容もとてもよかったと思います。
」
筑波大附属合格
「発言が弱いので困っていました。この特訓でずいぶん発言する力がついたと思います。
」
横浜国大附属合格
「今度の受験で合格のポイントは初めて会った人とどれだけスムーズに話せるかにあると痛感しました。
この特訓はわが子にはとても役に立ちました。
」
暁星小学校合格
「日頃から表現力をもっと身につけさせたいと思っていましたので２コースとも受講しました。
本番のテストでも力を発揮できたようです。この特訓のおかげだと思います。
」

学芸大附属大泉合格
立教女学院合格
埼玉大学附属合格

《特訓出題校》
下記小学校入試問題よりカリキュラムを作成してあります。
（一部改題）
（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・慶應義塾横浜初等部・雙葉小学校・早稲田実業学校初等部・東洋英和女学院・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・東京女学館小学校・川村小学校・光塩女学院初等科・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・品川翔英小小学校(旧小野学園)・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・清明学園初等部・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・東京農大稲花小学校・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・桐蔭学園小学校・森村学園小学校・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・青山学院横浜英和小学校・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・函嶺白百合学園小学校・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･さとえ学園小学校・開智小学校・西武学園文理小学校 他

き

り

と

り

せ

ん

「おはなしづくり特訓」 お申込ファックス用紙
以下のとおり、「おはなしづくり特訓」を申し込みいたします。
ふ り が な

在籍番号

幼 児 氏 名

受講コース

□Ａコース

受講教室

浅草／吉祥寺／オンライン

（○で囲んでください。
）

受講コース

□Ｂコース

受講教室

浅草／吉祥寺／オンライン

（○で囲んでください。
）

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

ＦＡＸ Ｎｏ．０３－３８４９－６２８８

