年長児

平成２９年８月
有名私立・国立小学校入試合格のための

恒例 「志望校別 親子面接合格特訓」実施のお知らせ
〔例年この講座は受講希望者が非常に多い講座です。ご希望の日程、時間帯で受講されたい方はお早めにお申込を！〕

日本英才教育
03-3849-6253
昨年度は受講者の９６％が合格しています！
わずか 1％の失敗が９９．９％の不合格へ直結！
面接開始 たった 5 秒の印象で決まる！合格と不合格の差
わが子の合格を台無しにする！親の甘さ・不慣れ・稚拙さ・思い上がり
わが子の不合格の原因は９９．９％面接の失敗にあり！
親のその一言が不合格になる！その一言とは？
面接上手は合格上手
面接は１００％の出来であたりまえ！90％の出来では落ちる！
子の失敗を 親の面接の好評価でリカバリー！
◆◇◆ 面接官のつぶやき ◆◇◆
不合格 挨拶の仕方もしらないし、言葉遣いも知らない。礼儀のない親の子は入れたくないね。
不合格 ご両親の話が、何を言っているのかよくわからない。それに親子とも落ち着きがないね。
不合格 話が長いお父さんだね。次の面接者のことを考えていなのかなあ。非常識だね。
不合格 妙に自信があるご両親だね。それにしては答えに中身がないのが気になる。
不合格 質問の答えが的外れでこのお父さんの社会性を疑うね。
不合格 陰気なご両親だね。暗いなあ。入学はムリだね。
不合格 この親はうちの学校だけでなく、どの小学校でも同じように答えている印象だね。
不合格 この家庭はわが校の校風にまったく会わないね。学校のことを知らなさ過ぎるよ。
不合格 入学してほしくない典型的な親だね。どこも無理だろう。常識なしの一言だね。
不合格 母親の常識を疑うね。もう少しまともな答え方ができないのかなあ。子が可哀想だね。
不合格 この一家は面接の意味がわかっていないなあ。すべてポイントがずれている。
不合格 この父親は学校をなめているね。何様だと思っているのかな。印象の悪い親だね。
合格！ 気持ちの良いご両親だったね。ぜひ入学してもらいたいね。
合格！ お父さんもお母さんも常識のある方だね。すがすがしい面接だった。
合格！ ご両親の素直さがとても良い印象だった。
合格！ 明るい家庭の印象を受けたね。子どももハキハキしていて気持ちがよかった。
合格！ この学校にどうしても入学したい気持ちがグングン伝わってくるね。合格！
合格！ 質問の答えがきちんとしていたね。学校のことをよく研究されたんだろうね。
合格！ 礼儀がきちんとされたご両親だね。子どもも礼儀正しかった。
合格！ 何も言うことなし！すべて満点だね。本当に良い家庭だ。
合格！ おだやかなお父さんとお母さんだね。お子さんもしっかりしている。
合格！ 雰囲気もあるし、面接もテキパキされていて、ぜひ入学していただきたい。

保護者 各位
当教育では、必ず出る志望校別小学校「親子面接特訓」実施いたします。
希望時間に複数の方がお申込みいただいた場合、受付順に実施時間をおとりいたします。例年、早くに満席になる
時間帯もあります。参加を希望される方は、お早めに要項をご覧の上、お申込ください。

◆面接特訓演習の効果
面接特訓では、２回の面接演習を実施いたします。繰り返す（面接官・面接内容は異なります）ことにより、大
きな効果が生まれます。
１回目の面接演習 面接の基本を確認。出入り、着席、親子そろってのあいさつなどの徹底指導。
個別に志望校に合わせて基本を親子ともども徹底レベルアップ指導。
２回目の面接演習 １度目の修正点を確認。面接官が聞きたいことへの回答方法を指導。
志望校にあわせた応答姿勢が格段にレベルアップ

◆こんな方は受講してください
◇面接の合格態勢を確実に身につけたい。
◇本番面接でなにか失敗しそうで不安がある。
◇わが子をどうしても合格させたい。
◇志望校の面接合格ポイントを一日で知りたい。
◇一瞬で決まる合格印象の方法を身につけたい。
◇小学校の面接で守るべき基本がよくわからない。
※毎年、実施後にもう一度実施してほしいとご要望を受ける講座です。面接のある小学校を受験される方は、ぜひご受講ください。

◆親子面接特訓の内容とねらい
実際の面接を想定し、待機／入室／面接応答／退出までのトータル的な演習・指導を実施いたします。面接官
によりよい印象を与える方法、面接時に注意すべき点について、個人別に詳しくアドバイスします。
面接で必ず質問される必修質問事項に加え、志望校や家族構成にあわせた、個人別質問項目を徹底演習いたし
ます。
また、模擬願書へ記入された、志望理由や、教育方針などから、本番で質問される項目も実施いたしますので、
より本番に近い面接演習を受けることができます。志望校別の質問項目は、過去５年間の質問より抜粋し、実
施いたします。
◇所要時間：約４５分（受付・待機時間も含む）
◇面接回数：２回（各回とも面接官が異なります）
◇志望校に対応した面接項目により徹底演習
◇家族構成により、個人別オリジナル質問項目を徹底演習
◇模擬願書（受講者に後日送付いたします）に基づき、具体的な質問を実施。

《実施要項》
◆実施日時・会場
日 時

①９月１７日（日）
②９月２４日（日）

会 場

池袋会場

実施時間

Ａ午前（9:30～12:00） Ｂ午後（13:00～16:00）

注）ご希望日のＡＢのいずれかの時間帯のうち、指定された時間に会場へお越しいただき、
受講していただくことになります。開始時間は、決まり次第、ご連絡いたします。
所要時間は、受付・待機時間・面接を含め、約４５分程度になります。
面接回数は、２回です。各回ごと、面接官が異なります。
Ａ・Ｂの両日受講することも可能です。
どちらかの日程で、２度受講することも可能です（２度受講料金で受講できます）
。

◆費

用

〔在籍児〕￥２１，０００― （２度受講の場合は、￥３５，７００－）
〔外部児〕￥３１，５００― （２度受講の場合は、￥５３，５００－）
※価格は税込み

◆締切日

９月１１日（月） ※満席になり次第、締切りいたします。

◆お申込み方法

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
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（親子面接特訓）をお書き添えく
ださい。

②別紙の申込書に、必要事項をご記入の上、事務センター宛にファックスもしくは郵便にてご返送くださ
い。
（９月１１日必着）
※申込書未着の場合は受講できない場合がありますのでご注意下さい。
※外部の方は、お電話番号・ご住所のお間違えのないよう、ご確認ください。
◆郵送の場合

〒121-0816

◆ﾌｧｯｸｽの場合

０３－３８４９―６２８８（２４時間受付）

◆注意事項

東京都足立区梅島 1-11-14

日本英才教育事務センター宛

・ご入金のない場合の予約は無効となります。ご注意ください。
・Ａ、Ｂの両日受講することも可能です。
（Ｂ日程は例年、早くに満席となります。
ご希望の方は、ご注意ください）
・Ａ・Ｂどちらかの日程で、２度受講することも可能です（２度受講料金で受講できます）
。
・満席になりしだい締め切りいたします。
・申込書受付順に受付いたします。
※申込書のない場合は、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。予めご了承ください。

合 格 し た お 母 さ ま か ら 一 言
東京女学館合格

「本番は面接特訓とほとんど同じ内容でした。的を外さず答えられました。」

暁星合格

「面接の先生からたいへんほめられました。この特訓のおかげです。感謝しています。」

田園調布雙葉合格

「特訓の当日にして頂いた受験小学校のアドバイスがとても役に立ちました。」

学習院合格

「質問された内容は特訓と同じだったようです。簡単だったと言っていました。」

青山学院合格

「苦手の面接でしたが、繰返し繰返しの練習で、よくできるようになりました。」

昭和女子大合格

「主人も特訓のおかげで本番での要領がつかめたようです。」

東洋英和合格

「おかげで落ち着いて面接を受けることができました。」

日本女子大豊明合格

「練習した質問がそのまま学校でも質問されました。とても助かりました。」

東京創価合格

「面接のコツがよく分かりました。本番では気を楽にして受けました。」

埼玉大附属合格

「本番のとき面接の先生からとても元気に答えられたねとほめられました。」

早稲田実業合格

「面接にはやはり慣れが必要です。練習しておいてよかったと思います。」

全学年共通

個別・面接受験特訓対策
下記の通り、個別・面接受験特訓対策の申込みをいたします。

月

申込書

日記入

※以下は、親子面接特訓を受講される方のみご記入ください。
レ）
受講コース ご希望の学年・コース欄にチェックを記入してください （例 □

▽志望小学校・志望幼稚園

◆親子面接特訓
最年少児

年少児

□

□

ご希望日時・時間帯

年長児

□

１．

□

９月１８日 Ａ午前（ 9：30～12：00 の間に実施）

□

９月１８日 Ｂ午後（13：00～16：00 の間に実施）

□

９月２５日 Ａ午前（ 9：30～12：00 の間に実施）

□

９月２５日 Ｂ午後（13：00～16：00 の間に実施）

２．
３．

※ご都合のよい日時をお選びください。詳しい開始時間は、後日ご連絡いたします。

▽家族構成

※年長児のみのコースです

続柄

◆個別面接集中特訓講座① 9 月 19 日（月）１０：００～１２：００
年長児

（家族構成、ご職業などを考慮した質問を用意いたします。同居のご家族構成をご記入ください）

1.

本人

2.

父

3.

母

名 前

年齢

在園名・在校名・職業

□
◆個別面接集中特訓講座② 9 月 22 日（木）１０：００～１２：００
年長児

□

4.

フ リ ガ ナ

在籍番号

幼児氏名
ご住所（〒

男・女

－

5.

最年少・年少・年長

6.

）※外部児および、住所変更のある方のみ、ご記入ください

7.
お電話番号

緊急連絡先

お振込み日
月

お振込金額
日 ￥

8.

備考 （他の販売教材・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。
）

日本英才教育 ＦＡＸ ０３－３８４９－６２８８（２４時間受付）

