令和４年７月
有名私立・国立小学校受験

決める！合格！ 志望校面接練習ＣＤ
～在籍児限定販売教材・志望校過去 3 年間面接資料付～
１％の失敗が１００％の不合格を招く！ すべては練習不足が原因！
「あとの祭り」ではすまない。不合格でわかった 面接 土壇場での大失敗

日本英才教育
℡03-3849-6253
◆面接総まとめ「これしか質問されない全２８０質問」で徹底練習。
◆徹底練習で志望校面接対策は万全になります。
◆面接に不安があって自信のない方は、この面接練習ＣＤを購入してください。
特 色

これ以外は聞かれない！ 面接質問を２８０問にまとめてあります。
本番に絶対的な自信がつきます。合格をグッと引き寄せます。
昨年度も「この面接ＣＤのおかげで合格できた」との声を驚くほどいただきました。

効 果

好印象を与える面接で合格点がとれます。
この面接想定集を繰り返し練習してください。超一級の面接術が身につきます。
合否は印象で決まります。スムーズな応答は、面接官にスッキリした好印象を与えます。

内 容

面接重要ポイントを詳しく説明した小冊子
ＣＤ２枚組（面接質問２８０問）

付 録

志望小学校の面接資料（過去３年間分）がついています。
（※１校分）

■販売要項
□申込締切日

販売予定数になり次第締切

□お申込み

費用を納入の後、申込書をＦＡＸ、メール、又は郵送
にて事務センター宛にご送付の上お申込ください。
（メールをご利用の際は、記入済申込書を添付画像の形にてお送りください。
）

お届け教材

費用は、Ａ銀行振込、Ｂクレジットカード決済（ペイパル）いずれかの方法に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 Ｕ Ｆ Ｊ 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、その旨もあわせてご連絡ください。

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（面接ＣＤ）をお書き添えください。

▼申込連絡先

事務センター
〒121-0816 東京都足立区梅島 1-11-14 日本英才教育 事務センター
ファックス

０３－３８４９－６２８８（２４時間受付）

メール

info@nihon-eisai.co.jp（２４時間受付）

※注意事項：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。

□発

送

□その他

８月中旬に直接ご自宅宛に送付いたします。
内容は都合により変更させていただく場合もありますので予めご了承ください。
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。

◆面接ＣＤ／資料の内容◆
◇ＣＤ 質問総数２８０項目
・父親対策 「学校が知りたい」父親への質問２０／意外な質問／答えにくい質問２０
・母親対策 「学校が知りたい」母親への質問２０／母親への意外な質問／答えにくい質問２０
・本人対策 子供がよく聞かれる質問１００
・本人と家庭を知るための質問

・家庭のしつけを知るための質問

・意外に答えられない日常生活の質問 ・意外に答えられない幼稚園の質問
・その他
個別テスト必修重要問題１００
・言語・言語推理・推理性・類推・数概念
・記憶・想像力・常識・知識・図形

◇テキストの内容
①面接の評価はこうして行われる
②面接はこうして行われる

･･･面接の評価基準と評価記入表の具体例

･･･面接の行われ方、基本パターンを説明

③合格できる面接の心がまえ
④質問に要領よく答えられるポイント
⑤してはならない面接『べからず集』
①好印象を与える面接マナーについて

･･･言葉遣い・あいさつ・服装・他

②面接の合格はここで決まる
③面接への実戦的アドバイス
④昨年度はこんなことが質問された
【質問収録小学校】
（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） 雙葉小学校・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・早稲田実業学校初等部・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・品川翔英小学校(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・新渡
戸文化小学校・文教大付属小学校・国本小学校・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・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・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・洗足学園小学校・清泉小学
校・湘南白百合学園小学校・聖マリア小学校・桐光学園小学校・鎌倉女子大学初等部・国府台女子学院小学部・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・さとえ学園小学校・江戸川学園取手小学校 他（一部改題）

合格されたお母さまの声
＊立教合格
＊東京女学館合格
＊田園調布雙葉合格
＊成城学園合格

「このＣＤを繰返し練習したので自信をもって面接できました。おかげさまで合格しました。」
「面接がとても不安でしたが、このＣＤのおかげで不安が無くなりとても気が楽になりました。
」
「このＣＤで面接のポイントがしっかりつかめたのがよかったと思います。」
「子供もこのＣＤのおかげで本番でもはっきり答えることができ、面接の先生から『よくできたね』
と褒められました。」
＊学芸大竹早合格
「このＣＤで練習すれば絶対大丈夫です。
」
＊埼玉大付属合格
「面接であがらない為に何回もこのＣＤで練習しました。本番ではとても和やかに面接できました。
」
＊暁星合格
「面接の最後に『とてもよく研究されましたね』と言われたので合格を確信しました。」
＊青山学院合格
「面接当日は大変ドキドキしましたが、ＣＤでの練習で落ち着いて面接を受ける事が出来ました。」
＊東洋英和合格
「親子で練習しました。練習した通り面接が行われとてもラッキーでした。」
＊聖心女子学院合格
「本番の面接を終えた後、主人もとても参考になったと言っていました。」
＊学芸大附属小金井/立教女学院合格
「面接前はドキドキしましたが、このＣＤのお蔭で落ち着く事ができとてもスムーズにいきました。
」
＊筑波大附属/日本女子大豊明合格 「父親への質問が主人にはとても役に立ったようです。本番がとても楽になりました。」
＊東京創価合格
「子どもの個別テスト問題がとても参考になったようです。おかげさまで全部お答えできたようです。」
＊横浜国大附属/精華合格 「親も子も本当に参考になりました。本番でも落ち着いて対応できたのもこのＣＤのお蔭です。
」
＊学習院合格
「事前の練習がこれほど役に立つとは思いませんでした。本当に役に立ちました。
」
＊森村学園/玉川学園合格 「このＣＤで練習したので絶対面接は大丈夫だと思っていましたが、思った通りでした。
」
＊白百合合格
「あがってしまい十分お答えができないお母様が多かったようですが、うちはお蔭様で大丈夫でした。」
＊学芸大世田谷/昭和女子大昭和合格
「面接の予備知識がこのＣＤのおかげで完全になりました。これなら大丈夫という気になりました。
」
＊成城学園合格
「このＣＤの効果は絶大です。皆様もぜひこのＣＤで練習して下さい。
」
＊埼玉大附属合格
「本番の面接は全て合格点がつけられたと思います。このＣＤのおかげです。
」

《志望小学校過去面接資料》
志望小学校の過去面接資料は下記の学校よりお選び下さい。
（なお、学校により面接資料の内容は異なりますので予めご了承下さい。）過去数年の間に面接が実施
されていない小学校で、それ以前に面接が実施されていた小学校には、実施当時の内容を掲載してあります。
【国立小学校】
・筑波大学附属小学校
・東京学芸大学附属世田谷小学校
・横浜国立大学附属横浜小学校
・千葉大学附属小学校

・お茶の水女子大学附属小学校
・東京学芸大学附属小金井小学校
・横浜国立大学附属鎌倉小学校

・東京学芸大学附属竹早小学校
・東京学芸大学附属大泉小学校
・埼玉大学附属小学校

【私立小学校】
▽東京都
・青山学院初等部
・聖心女子学院初等科
・白百合学園小学校
・国本小学校
・聖ドミニコ学園小学校
・和光小学校
・立教女学院小学校
・宝仙学園小学校
・目黒星美学園小学校
・聖学院小学校
・国立音楽大学附属小学校
・玉川学園小学部
・武蔵野東小学校
・東京創価小学校
・早稲田実業学校初等部
▽神奈川県
・関東学院小学校
・聖ヨゼフ学園小学校
・森村学園初等部
・洗足学園小学校
・湘南白百合学園小学校
・桐光学園小学校
▽千葉県
・昭和学院小学校
・千葉日本大学第一小学校
・暁星国際小学校
▽埼玉県
・浦和ルーテル学院小学校
▽茨城県
・江戸川学園取手小学校

・東京女学館小学校
・東洋英和女学院小学部
・雙葉小学校
・昭和女子大学附属昭和小学校
・田園調布雙葉小学校
・品川翔英小学校(旧小野学園)
・川村小学校
・桐朋小学校
・文教大学付属小学校
・清明学園初等部
・国立学園小学校
・聖徳学園小学校
・明星小学校
・啓明学園初等学校

・学習院初等科
・暁星小学校
・日本女子大学附属豊明小学校
・成城学園初等学校
・東京都市大学付属小学校
・光塩女子学院初等科
・立教小学校
・トキワ松学園小学校
・淑徳小学校
・星美学園小学校
・晃華学園小学校
・成蹊小学校
・東星学園小学校
・自由学園初等部

・関東学院六浦小学校
・捜真小学校
・横浜雙葉小学校
・相模女子大学小学部
・聖マリア小学校
・湘南学園小学校

・精華小学校
・桐蔭学園小学校
・カリタス小学校
・聖セシリア小学校
・清泉小学校
・鎌倉女子大学初等部

・日出学園小学校
・成田高等学校付属小学校

・国府台女子学院小学部
・聖徳大学附属小学校

・さとえ学園小学校

・開智小学校

・西武学園文理小学校

志望校面接練習ＣＤ申込書
下記のとおり、志望校面接練習ＣＤを申し込みます。
令和
在籍教室

フ リ ガ ナ

幼児氏名

□男

年

月

日

在籍番号

□女
教室

ご住所（〒

お電話番号

－

）※住所に変更があった方のみご記入ください。

緊急連絡先

お振込日

お振込金額
月

お申込
セット（テキスト＋ＣＤ＋志望校面接質問項目１校分）
学校名（学校名は略さずに正式名称を正確にご記入ください）

日

￥

セット

追加面接資料をご希望の方は、下記に小学校名をご記入ください。

※備考（他の販売教材・夏期講習・模擬テストなどと一緒にお振込みされた方は、全てをあわせた振込み金額を上記欄にご記入の
上、恐れ入りますが、明細を備考欄にご記入ください。
）

ＦＡＸ ０３－３８４９－６２８８（２４時間受付）

