
対象：年中児                                  平成 24年度 
 

有名私立・国立小学校受験のための 
 

 

 

 

 

 

 
 

日 本 英 才 教 育 

03-3849-6253 

保 護 者 殿 

当教育では、今秋開講の新年長児受験クラス編成にあたり、受講者を若干名募集いたします。 
 

 

 
 

◈６ヵ月で有名私立ヷ国立小学校に必ず出題される問題を基本から応用まで徹底指導 
◈有名小学校入試出題形式による入試完全対応授業 
（ペヸパヸ演習ヷ制作演習ヷ個別演習ヷ運動演習など、入試に必要な演習はすべて授業で実施） 
◈国立ヷ有名私立小学校の昨年度の問題は授業で指導した類似問題が多数出題されました。 
◈進学希望小学校の合格基準未到達領域については詳細なアドバイス実施。 
◈有名私立小学校面接テストのための模擬面接を実施し、キメ細かいアドバイスをします。 

 

 

●募集対象 新年長児クラス（現年中児）   ●開講時期 １１月 

●授業期間 ６ヵ月             ●ｸﾗｽ定員  １２～１８名 

●授業時間 週１回９０分 

●入会費用 〔入会金〕１２,６００円 〔授業料〕２３,０００円（月額）※教材費別途 

※早期入会特典 申込締切日までにご入会の方は、入会金を免除いたします。 

●教 材 費 教材費は、入会後、別途ご案内いたします。（※￥3,150-／月） 

●授業内容 有名私立ヷ国立小学校に向けて、ペヸパヸ学習ヷ巧緻性ヷ運動など多彩なカリキュ

ラムを実施し万全の対策を行います。 

●持 ち 物 １２色色鉛筆／上履き 

●申込締切日 お問い合わせください。（早期入会いただいた方には、入会金免除の特典があります） 

●入会方法 上記入会費用を、幼児氏名にて下記銀行までお振込みの上、事務センタヸまでお電

話にて希望教室、希望曜日、オンラインライブ授業受講希望の方はメヸルアドレス

をご連絡ください。なお、入会申込書は、事務センタヸまでご郵送ください。 

 

 

 

 

 

 

●授業クラス ①オンラインライブ授業（ライブ視聴のほか、ライブ時間より７日間２４時間受

講できます） 

 

 
 

※録画公開  授業終了後～翌週授業前まで ７日間、２４時間いつでも受講できます） 

②教室授業 
 

 

 

 

 

 

 

 

教 室 曜日 時 間 

オンラインライブ 土 13：00～14：30 

教 室 曜日 時 間 教 室 曜日 時 間 

自由が丘 
火 

土 

15：00～16：30 

13：00～14：30 
国 立 水 15：00～16：30 

吉祥寺 
水 

土 

15：00～16：30 

13：00～14：30 
浅 草 

水 

土 

15：00～16：30 

13：00～14：30 

足 立 月 15：30～17：00 大 島 
月 

土 

14：40～16：10 

13：00～14：30 

茗荷谷 
水 

土 

15：00～16：30 

13：00～14：30 

つつじヶ丘 

光 が 丘 
★サテライト教室 

６ヵ月入試特訓授業の特色 

≪前期６ヵ月特訓 11月開講≫ 

新年長総合受験クラス 
 

～早期入会キャンペーン実施中～ 

前期  

入会要項 

◆振込み先 三菱東京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  

◆日本英才教育 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 入会係宛 

電話：０３-３８４９-６２５３（月～金 10:00～17:00 土･日･祝日を除く） 



 
※クラス編成上、受講曜日の変更をお願いする場合がありますので、予めご了承下さい。 
★当教育のサテライト教室で、講師の自宅を開放して授業を実施しています。ご希望の方は事務センターへ 

ご連絡ください。のちほど、担当講師よりお電話を差し上げます。授業曜日や時間等はご相談いただけます。 

 

◇ご注意  各教室とも定員になり次第締め切りいたします。※満席のクラスへは入会でき

ません。ご了承ください。 
 

◆合格したご父母から一言◆ 

◈学習院初等科合格（港区）のんびりしていた子なので、とても合格するとは思いませんでした。 

今でも信じられない気持ちです。細かいところまでアドバイスをしていただきありがとうございました。 

◈日本女子大学豊明合格（目黒区）試験が終わったあとで、子供はお教室でお勉強したことばかりだったと

言っていました。リラックスしてテストを受けられたようです。ていねいなご指導ありがとうございました。 

◈東京学芸大附属世田谷合格（世田谷区）お教室でのお勉強よりテストはずっとやさしかったようです。 

体操ですこし失敗したようですが、おかげさまで合格することができました。御指導通りすれば合格する

と思います。 

◈聖心女子学院初等科合格（渋谷区）３月生まれなので、何をするのも遅く、合格は半分あきらめていまし

たが、なんとかすべりこむことができました。ありがとうございました。 

◈桐朊小学校合格（武蔵野市）先生のアドバイスで合格しました。ありがとうございました。 

◈白百合学園合格（足立区）誰も知っている人がいないので、受けるのはムダかなと思っていましたが、 

おかげさまで合格しました。 

◈立教小学校合格（練馬区）子どもは、お教室の授業がとても楽しかったようです。週一回だけでしたが、

お教えいただいたことが、ほとんど出たようです。 

◈慶應幼稚舎合格（台東区）コネがないので、とても合格は無理だと思っていました。親子でがんばって 

よかったと思っています。 

◈東京学芸大附属大泉合格（練馬区）合格したことが、今でも信じられません。ありがとうございました。 

 

◆小学校合格実績（2009～2011年度） 

◇有名私立小学校 1,084名合格 
青山学院初等部(１６)・小野学園小学校(１１)・学習院初等科(１０)・川村小学校(２６)・暁星小学校(１４)・国立音楽大学附

属小学校(１０)・国立学園小学校(１５)・国本小学校(１)・慶應義塾幼稚舎(２２)・啓明学園初等学校(１)・光塩女子学院初等

科(１８)・晃華学園小学校(１５)・自由学園初等部(１)・淑徳小学校(２８)・聖徳学園小学校(１１) 

昭和女子大学附属昭和小学校(３７)・白百合学園小学校(１５)・聖学院小学校(１６)・成蹊小学校(１８)・成城学園初等学校(１

６)・聖心女子学院初等科(２５)・聖ドミニコ学園小学校(６)・星美学園小学校(２０)・清明学園初等学校(５)・玉川学園小学

部(９)・帝京大学小学校(３)・田園調布雙葉小学校(２２)・東京女学館小学校(２２)・東京創価小学校(１１９)・新渡戸文化小

学校(８)・桐朋学園小学校(２１)・桐朋小学校(１７)・東洋英和女学院小学部(１７)・東京都市大学付属小学校(３０)・トキワ

松学園小学校(１３)・日本女子大学附属豊明小学校(２０)・雙葉小学校(１５)・文教大学付属小学校(１２)・宝仙学園小学校(２

０)・武蔵野東小学校(１４)・蔵野学園小学校(３)・明星学園小学校(７)・明星小学校(８)・目黒星美学園小学校(３０)・立教

小学校(２５)・立教女学院小学校(２２)・早稲田実業学校初等部(３１)・和光小学校(４)・鎌倉女子大学初等部(２)・カリタス

小学校(９)・関東学院小学校(１０)・関東学院六浦小学校(４)・湘南白百合学園小学校(３)・精華小学校(１０)・聖セシリア小

学校(３)・清泉小学校(６)・洗足学園小学校(２４)・捜真小学校(６)・桐蔭学園小学部(２０)・桐光学園小学校(９)・森村学園

初等部(９)・横浜英和小学校(３)・横浜雙葉小学校(１４)・国府台女子学院小学部(９)・昭和学院小学校(１４)・聖徳大学附属

小学校(１１)・千葉日本大学第一小学校(６)・日出学園小学校(１３)・浦和ルーテル学院小学校(７)・さとえ学園小学校(１２)・

西武学園文理小学校(９)・開智小学校(１２)・星野学園小学校(９)・はつしば学園小学校（大阪）(１) 

◇国立小学校 326名合格 
お茶の水女子大学附属小学校(３３)・筑波大学附属小学校(６５)・東京学芸大学附属竹早小学校(３６)・東京学芸大学附属大泉

小学校(４３)・東京学芸大学附属世田谷小学校(３７)・東京学芸大学附属小金井小学校(７８)・埼玉大学附属小学校(９)・横浜

国立大学附属横浜小学校(２４)・弘前大学教育学部附属小学校(１) 

（カッコ内の数字は合格児 過去３年間・2009～11年度実績） 

 

 

 

 

 

 

 

入会説明会をインターネットでご覧いただけます 

http://www.ustream.tv/recorded/16585210 にて新年長児向け入会説明会を 
ご覧いただけます。（時期により、公開を終了している場合もあります。ご了承ください） 

 
ホームページ http://www.nihon-eisai.co.jp/ 

ブログ  http://nihon-eisai.cocolog-nifty.com/ 



入 会 申 込 書 

平成   年  月  日 

下記の者、貴教育規約（裏面）を承認の上、入会を申し込みます。 

日本英才教育 殿 

保護者氏名           印 

生徒
ふ り

氏名
が な

             男・女           年   月  日生（   歳） 

在籍園名           園      年保育 

希望クラス      教室    曜日クラス   月入会希望 

希望小学校名 （国立）１.          小学校  ２.          小学校 

 ３.          小学校 

（私立）１.          小学校  ２.          小学校 

 ３.          小学校 

長所／短所 

長所：                                        

短所：                                        

遊びの傾向・相手 

                                               

兄弟（姉妹）      人   主な既往症                                                       

指導留意点（指導上の参考にさせていただきますので、必ずお書きください。） 

                                              

                                             

                                             

                                             
 

住  所 （〒   ―     ）   電話（     ）       ―           

                                               

                                               

保護者氏名
ふ り が な

（父）            職業       事業所名              

保護者氏名
ふ り が な

（母）            職業       事務所名              

緊急連絡先                 ☎（      ）       －         

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ           ＠                 （※ＰＣ用アドレス） 

（メールアドレスをカタカナでお書きください                               ） 

※ｵﾝﾗｲﾝｸﾗｽをご希望の方は、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽを必ずお書きください。教室授業をご希望の方でもお知らせなどをメールで受信希

望の方はご記入ください。 
 

 (会員番号)                  

     入会費用 名簿記載 登録 振替書類 受付日 

          

          

入会費用 ￥        ―

年長クラス 



★下記は当教育の規約です。よくご覧の上、お申込み下さい。 

 

＝規約＝ 
 

（株）日本英才教育（以下、「当教育」といいます）は、下記の規約について、会員と当教育との間に適用されるものと

します。 

 

第１条（規約の適用範囲・変更） 

１．本規約は、当教育の会員すべてに適用されるものとし、会員は、当教育を利用するにあたり、本規約を遵守するものとします。 

２．当教育は、会員の承諾なく本規約を変更できるものとします。変更内容は、事前に書面にてお知らせいたします。 

第２条（会員定義・会員の責任事項） 

１．所定の入会手続きを終了した時点にて、当教育の会員としてみなします。手続きに不備がある場合、会員と認められず、当教育

の提供するサービス（授業・配布教材など）を受けられない場合もあります。 

２．会員は、品位ある行動を取ってください。下記事項に該当する場合、籍を抹消の上、退会いただく場合もあります。 

①当教育または他の会員に授業中迷惑をかけたとき。 

②学習意欲が認められず、今後の向上が認められない場合。 

③当教育が授業態度その他の事情を判断して、在籍が適当でないと認めたとき。 

④当教育規約に違反したとき。 

⑤在籍が当教育により不適当と認められたとき。 

⑥２ヶ月間授業料の口座振替が出来なかった場合。（その際、２ヶ月分の授業料は、授業の出欠に関わらず、納入していただき

ます。） 

３．遅刻及び欠席は、必ず所定の方法で、すみやかに届け出てください。無届の場合、退会していただく場合があります。 

４．住所、電話番号等が変更になった場合は、すみやかに事務センターまで届け出てください。 

第３条（料金について） 

１．授業料は、金融機関より、口座振替となります。（引き落とし日 毎月２６日）所定の用紙を速やかに提出してください。また、

引き落とし前日までに、ご預金の準備をお願いいたします。 

２．口座振替不能の場合は、諸費用を所定の口座までお振込みください。 

３．教材費・その他特別講座、販売教材などの費用は、別途定めるとおり、お振込みください。 

４．一旦納入された費用は、いかなる理由があっても返還いたしません。 

５．諸事情により、費用を改定する場合があります。その際は、事前にお知らせをいたします。 

第４条（休会・退会について） 

１．休会は、特別の事情がない限り認められません。特別の事情がある場合は、書面にて了承を得るようにしてください。 

２．退会を希望される月の前月５日までに、退会届（特定の用紙はありません）を、事務センターまで、郵送もしくはファックスに

て提出してください。退会届には、住所、氏名、学年、在籍番号、在籍教室、授業曜日、保護者氏名、捺印及び退会理由をお書

きください。 

３．６日以降に届いた退会届については、翌月度退会となります。（理由の如何に関わらず、授業料が発生いたします。） 

４．未納入の費用がある場合は、費用清算後にお手続きいただきます。 

５．書面以外の電話や、講師への口頭での退会の受付は一切受付できませんので、予めご承知おき下さい。 

６．退会後はすべての会員資格を失うものとします。教材・資料等の退会後の配布は一切行いません。 

第５条（クラスの変更・休講について） 

１．原則として、授業の振替は行いません。 

２．クラス・授業曜日の変更は、月単位となります。必ず、事前に事務センターへご連絡ください。事務センターの了承後、変更と

なります。 

３．日曜日・祝祭日の授業は、原則として当教育が定めた以外は、休みとなります。春休み、夏休み、冬休み、その他の休日につい

ては別途定めます。 

第６条（会員情報の取扱について） 

１．当教育所定の「プライバシーポリシー」に従い、会員に関する個人情報を取り扱うものとします。 

２．当教育は、会員の同意が得られた場合、法令により開示が求められた場合、またプライバシーポリシーにおいて第三者に対して

個人情報を開示することができるとされている場合を除き、登録情報について、個人識別が可能な状態で第三者に提供しないも

のとします。 



 おお母母様様かかららのの合合格格メメッッセセーージジ     

日本英才教育 

※ 当教育の年長児クラス在籍のお母様からいただいた多数のメッセージの中から抜粋し紹介します。 

【捜真小学校合格】 

先生方にはいろいろお世話になりました。あまり優秀とは言え

ない息子をいつも優しく見守ってくださったことを感謝して

おります。息子の行きたかった希望どおりの学校に合格するこ

とができ、今は喜びの日々を送っています。先生方もお体に気

をつけてご活躍下さい。 

 

【カリタス小学校合格】 

短い間でしたが先生方には大変お世話になりました。きめ細か

なご指導により、子どもがはずかしがらずに人前で歌を歌える

ようになり、大変感謝しております。ありがとうございました。 

 

【お茶の水女子大学附属小学校／学芸大学附属大泉小

学校合格】 

６ヶ月お世話になりました。お茶の水女子大学附属小学校、学

芸大学附属大泉小学校、双方とも合格でき安心しました。あり

がとうございました。 

 

【お茶の水女子大学附属小学校合格】 

一年間お世話になったおかげで、お茶の水女子大学附属小学校

にはいれてとてもありがたく思っています。一年間で息子もだ

いぶ力をつけて参りました。本当にありがとうございました。 

 

【筑波大学附属小学校合格】 

先生方に対しては、心から感謝いたしております。スキップや

ケンパーなど壊れた操り人形のような動作でどうなる事かと

危惧した入会当初でした。ペーパー以上に「体力の充実と子ど

もらしくのびのびと外遊びさせては？」と夏休み前にアドバイ

スを受けてそのように心がけて過ごしました。結果第一志望に

合格でき、子どもの個性に着目され、的確な助言を頂けた賜物

と思っております。本当にありがとうございました。皆様のご

健康更なるご活躍をお祈りしております。 

 

【学芸大学附属大泉小学校合格】 

一年間ほんとうにありがとうございました。温かで細かなご指

導をいただき感謝の気持ちでいっぱいです。夏の合宿ではとて

も貴重な体験をさせていただきました、とても楽しかったよう

です。この一年間で息子もすっかりたくましくなりました。お

かげ様で学芸大学附属大泉小学校に合格することができまし

た。先生、本部の先生方本当にありがとうございました。 

 

【学芸大学附属世田谷小学校合格】 

先生には大変感謝しております。おかげ様で合格することがで

きました。先生の優しくそして熱心なご指導のおかげで、子ど

もは楽しくそして意欲的に取り組むことができました。先生方

のお人柄が素晴らしく、自信を持って他の方々をお勧めできま

す。本当にありがとうござました。 

【学芸大学附属竹早小学校合格】 

授業を本人がとても楽しんでおりました。子どもに聞くと「幼

稚園よりいろいろ教えてくれるから楽しい」とのことでした。

本人が嫌がらず楽しく学べる環境が一番良かったと思いまし

た。そして何よりも子どもが先生を信頼しているという点は親

も安心してお任せできました。 

 

【学芸大学附属小金井小学校合格】 

受験の事を熟知されているだけでなく、本当に子ども達の事を

考えてくださっているというお気持ちがひしひしと伝わって

くる授業でした。子どもは、今でも先生方の事を思い出しては、

自分の制朋姿を是非見て頂きたいと言っております。ありがと

うございました。 

 

【埼玉大学附属小学校合格】 

短い間でしたがありがとうございました。無事合格することが

できました。授業中もうるさく口を出したがる息子でしたが先

生方の温かいご指導のおかげだと思っております。 

 

【横浜国立大学附属横浜小学校合格】 

横浜国立大学横浜小学校を受験し合格しました。運が良かった

と思います。教室でのお話だけを聞き、アドバイスに従って行

動しました。講師の先生がとても親切に他の子にも気遣って、

私の気持ちを楽にして下さったので助かりました。子どもも先

生を身近に感じ先生が好きになった様です。ご指導ありがとう

ございました。 

 

【桐朋小学校合格】 

先生方にはお世話になりました。感謝の気持ちでいっぱいで

す。本当にありがとうございました。先生方にほめて頂き、励

まして頂いたりしていろいろな面で大きく成長できたと思い

ます。入会したばかりの頃、みんなの前で何か発表となるとメ

ソメソ泣いていた娘を上手に導いてくださり最後はお話作り

などの長い発表もしっかりできるようになりました。一つひと

つ考えると本当に幼稚園だけではこんなに成長できなかった

と思います。最後に先生方の更なる活躍と来年受験される皆様

のご検討をお祈りしております。 

 

【成蹊小学校／桐朋学園小学校合格】 

一年間本当にありがとうございました。成蹊、桐朊学園２校も

合格するなんて思ってもいませんでした。一年前とても幼くて

のんびり屋で「立って」の先生の言葉にもついていけなくて、

ボーっとしていた我が子をここまで伸ばして頂いたのも皆様

のおかげと思っております。心より感謝申し上げます。この教

室一本に絞って、本当に良かったと思っております。 



  

【学習院初等科合格】 

先生とご熱心なご指導で合格できました。縁故がないととても

合格にはおぼつかないと思っておりましたが、無事合格できま

した。これから受験される方も縁故など考えずに受験されると

良いと思います。 

 

【成蹊小学校合格】 

ラッキーでした。うちの子向けのテスト傾向だった様です。掲

示板に受験番号を見つけた時の喜びは忘れられない大切な記

念となりました。 

 

【昭和女子大学附属昭和小学校合格】 

先生方にはいろいろとお世話になり、誠にありがとうございま

した。基本的なことからきちんと教えて頂きましたので、本人

の力になったのだと思います。ペーパーのみでなく教室のみん

なと和やかに学習できた事が、試験のときに大いに役立った様

です。 

 

【目黒星美学園小学校合格】 

早生まれで幼さの抜けない子でしたが、丁寧なご指導で本人も

尐しずつ自信をつけることができました。本当に一年間ありが

とうございました。 

 

【川村小学校合格】 

数ヶ月の間貴重な経験をさせて頂きありがとうございました。

お教室でのお勉強は実際の受験の中で多く役立ったと思いま

す。本人も私どもも希望する学校に合格できましたこと、心よ

りお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

 

【トキワ松学園小学校合格】 

先生方やスタッフの先生方に親身になって相談にのって頂き

本当にありがとうございました。先生方の優しいアドバイスが

とても役に立ちました。 

 

【青山学院初等部合格】 

私共は１２月当初より１年間お世話になりました。特に家で指

導する事もなく全てお教室にお任せしておりましたが、地道に

尐しずつ進歩していき１１月初めにピークを迎える事ができ

ました。娘は先生の事が大好きで一度も嫌がらず通う事ができ

ました。本当にお世話になりました。 

 

【立教女学院小学校合格】 

先生方には大変お世話になりありがとうございました。とても

優しい先生方ばかりで、いつも笑顔で接して下さり母子共々伺

うのが楽しみでした。第一志望の立教女学院に合格でき大変嬉

しく思っております。今後とも学ぶ事の楽しさを忘れず子ども

と向かい合って行きたいと思います。 

 

【立教小学校合格】 

一年間大変お世話になり親子共々充実した日々を送る事がで

きました。ありがとうございました。 

【日本女子大学附属豊明小学校合格】 

お教室で先生にほめられた事が大変やる気につながった様で

す。親に対してもたくさんアドバイスをして頂いたのが大変よ

かったと思います。アドバイスを頭に入れて実行した努力が報

われました。本当にありがとうございました。 

 

【東京女学館小学校合格】 

子どもの良い所をグングン伸ばして頂いたのが大変良かった

と思います。最後までじっくりご指導頂きありがとうございま

した。おかげ様で合格できました。 

 

【聖心女子学院初等科／立教女学院小学校合格】 

先生方のお力添えのおかげで聖心女学院と立教女学院に合格

させて頂きました。心より感謝しております。一度受験を断念

しようと思っていた時に先生に優しいお言葉を頂き、今の喜び

は先生の助言のおかげです。受験を経験したことにより親とし

て尐しではありますが成長させて頂きました。本当にありがと

うございました。 

 

【白百合学園小学校合格】 

合格なんて考えてもいませんでした。合格は本当に先生のおか

げだと思います。細かくアドバイスして頂き大変心強く受験す

ることができました。本当にありがとうございました。 

 

【光塩女子学院小学校合格】 

なかなか物事に集中できない子が、おかげ様で先生のお話を集

中して聞けるようになりました。ペーパーテストにも慣れ、本

番でもリラックスして受験できたのが合格につながったと思

います。 

 

【晃華学園小学校合格】 

先生方の根気強いご指導に感謝し、お教室の益々のご発展をお

祈り申し上げます。ありがとうございました。何事にも消極的

で固まっていましたがお世話になったおかげでとても積極的

になれました。 

 

【星美学園小学校合格】 

先生方には学習面だけでなく、精神面でもいろいろとご指導い

ただきましてとても感謝いたしております。娘も一年間一度も

お教室に通う事を嫌がる事なく楽しく通わせていただきまし

た。おかげ様で娘の希望の学校に入学させていただく事がで

き、大変嬉しく思います。お教室でお世話になりました先生方、

合宿に参加させて頂いた時の先生方いろいろお世話をお掛け

いたしました。よろしくお伝え下さい。 

 

【国立学園小学校合格】 

お教室のおかげで親子共々自信を持つ事の重要性を教えて頂

き感謝しております。おかげ様で何事にも自信を持って行動す

ることができるようになりました。本当にありがとうございま

した。 



 

【慶應義塾幼稚舎合格】 

ワークブックやペーパーテストだけが、すべてではないという

ことを今回の体験から知ることができました。子どもの能力を

最後まで信頼し、励まして下さった先生方に、心から感謝して

おります。途中で諦めないで、一つひとつ重ねていくように着

実に努力していったことが良かったのではないかと思います。 

 

【東洋英和女学院小学校合格】 

はじめての受験で戸惑うことも多く本当に不安でしたが、先生

の熱心なご指導と温かいアドバイスを頂いたおかげで、無事受

験を乗り越えることができました。念願の学校に合格できまし

たことはひとえに先生方のおかげと存じております。本当にあ

りがとうございました。 

 

 

当教育授業カリキュラムは下記小学校入試問題及びオリジナ

ル問題より作成されています。 

【東京創価小学校／桐朋小学校／国立学園小学校合格】 

とても親切にご指導頂きましてありがとうございました。兄の

ときにもお世話になりました。これで兄と同じ小学校に通う事

ができます。大変有り難く感謝しております。 

 

【成城学園小学校／カリタス小学校合格】 

先生方のお力添えのおかげで成城学園とカリタス小学校合格

させて頂き心より感謝いたしております。私ども家族にとりま

しては、この一年間大変充実しており、子どもと一緒に考える

ことの大切さと共に感動することの素晴らしさを痛感いたし、

親も子も心豊かに強く成長させて頂きました。 

 

【暁星小学校合格】 

先生方には夏の合宿をはじめ大変お世話になりました。先生に

はよくアドバイスをいただきありがとうございました。どうし

ても入学させたいとの思いが今回の結果につながったと思い

ます。本当にありがとうございました。 

 

【暁星小学校合格】 

いろいろとご指導頂きありがとうございました。おかげ様で第

一志望の暁星に合格することができました。 

 

【青山学院初等部小学校合格】 

一年間どうもありがとうございました。一年間の我が子の成長

は私にも素晴らしく見え、とても充実しておりました。ありが

とうございました。 

 

【田園調布雙葉小学校合格】 

ダメでもともとの気持ちで気軽に受けたのが良かったのでし

ょうか。考えもしない合格を頂き、ただびっくりして喜ぶばか

りです。合格は本当に教室のおかげです。ありがとうございま

した。 

 

【雙葉小学校合格】 

おかげ様で合格することができました。先生方やお教室のスタ

ッフの皆様の温かいご指導ありがとうございました。６月の受

験セミナーで教えて頂いたことが大変後に役立ちました。心よ

り感謝申し上げます。 

 

【横浜雙葉小学校合格】 

お教室の授業と同じで試験がとても楽しかったと本人は感想

をもらしていました。週一回の授業でしたが楽しくご指導頂き

ありがとうございました。毎回喜んでお教室に通えたことが合

格という結果につながったと思います。 

 

【慶應義塾幼稚舎合格】 

去年の 11 月、最難関といわれている慶應義塾幼稚舎に娘を合

格させることができました。今振り返ると、小学校入試という

特殊な試練に全く未経験な私共が耐えられたことに感無量で

す。子どもに無理な教育を押し込むのではなく、自然に子ども

自身が自分の能力を伸ばす方法を専門家の先生に訓練を受け

たことが良かったと思います。 

 

 

（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・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・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・日本女子大学附属豊明小学校・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・昭和女子大学附属昭和小学校・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・東横学園小学校・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・

東京文化小学校・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・国立音楽大附属小

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・自由学園初等部・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・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

初等学校・サレジオ小学校・東星学園小学校・国府台女子学院

小学校・光風台三育小学校・成田高等学校附属小学校・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･平和学園小学校他 (一部改題) 

≪カリキュラム作成出題小学校≫ 


