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小学校入学準備クラス

実施のお知らせ〔12 月開講〕
（優 先 受 講 の ご 案 内）

日本英才教育
03-3849-6253

先取りクラスについて
★１２月より３月までの４か月で、ムリなく小学１年課程が終了します。
★４月入学時には、決定的な学力差がつきます。
★私立小学校編入試験対策に、大変有利な対策となります。
★国立・有名私立中学校受験に、大きな実績があります。
★この学習で、ひとりで勉強するクセがつきます。

継続は力！
★小学校で「できる子」は、今が出発点です。幼児からの教育効果を持続させてください。
★幼児からの継続学習組は、圧倒的に小学校で強さを発揮できる子になります。
★これからの４か月の過ごし方で、小学校６年間の成績が決まります。

優先受講特典
特典１ 入会テストと下記費用（￥26,000－）を免除します。
入会金(\13,200-)／諸経費(\8,800-4 か月分)／テキスト代(\4,000-)
特典２ 人気のオンライン講座を４か月間無料で視聴できます。
※「国語読解教室」・「おもしろ算国教室」のうちから、ご選択いただけます。
※ 無料でご視聴いただけるのは、先取り１年生クラス受講期間中となります。

年長児保護者各位
当教育では例年通り、現年長児を対象にして下記のとおり新小学１年算数・国語先取りクラスを開講します。授
業は算数・国語の２教科指導で実施し、来年４月入学時までに小学１年生課程を終了します。この授業の受講に
より、お子様は自信をもって小学１年生の新入学を迎えることができると思います。また小学生としての学習態
勢の確立をはかることができます。
カリキュラムは、子どもたちが楽しく授業に参加できるように工夫してあります。初めて出会う小学校の算数と
国語の学力がムリなく、たのしく身につきます。４月の入学式がとても待ち遠しくなることでしょう。
毎年この授業を受講した年長児のご父母の皆様からは、
「入学時には他のお子様とたいへんな差が出ていました。他のお子様からすごいねといわれて自慢だったよ
うです」
「算数と国語の勉強の方法がしっかり身につきました。」
「とても楽しい授業で、余裕をもって小学校の入学式を迎えられました」
「入学してすぐ学校の先生からよくできるねとたいへんほめられて、本人がとても自信を持ちました」
「初めてのテストで算数も国語も１００点を取ってきたので本当にびっくりしました」
「漢字や計算など初めてのものばかりで子供にはとても新鮮だったようです」
子供達からは
「漢字ってたのしいね。たくさん書けるようになったよ。はやく学校で漢字書きたいなあ」
「算数が大好き。計算なんてかんたんだね」
「お話がとても上手に読めるようになったよ」
「作文もじょうずに書けるよ」
「算数はおもしろいよ。ぼく算数が大好き」
など多数の声を御寄せ頂いております。受講を希望する方は下記受講要項をご覧の上、お早目にお申し込みください。

◆受講要項
◇授業期間

４か月間（令和２年１２月～令和３年３月）

◇授業回数・授業時間
授業回数・時間

受講方法
ご家庭のパソコン等で受講するクラスです。生中継で学習するほか
放送後７日間録画を見て好きな時間に学習できます。
オンライン直接通信（インターネットテレビ電話）で１対１の個別
授業を実施するクラスです。

オンラインクラス

週２回

45 分間／２回

ｵﾝﾗｲﾝ 1 対 1 個別クラス

週１回

１ 時 間／１回

教室 1 対 1 完全個別ｸﾗｽ

週１回

２時間／ １回

教室で実施する完全個別、１対１の個別クラスです。

教室クラス

週１回

1.5 時間／1 回

教室へ通って受講するクラスです。

※授業は、当教育授業カレンダーに基づいて実施いたします。

◇受講対象

現年長児（選抜テスト合格児）
※締切日までにお申込の場合、選抜テスト免除となります。

◇受講費用

費用は下記の通りとなります。また、授業料は月額となります。
選抜テスト

入会金

授業料（月額）

オンラインクラス

テキスト代

諸経費

￥4,000無料

￥8,800無料

￥12,000(税込 13,200)-

ｵﾝﾗｲﾝ 1 対 1 個別クラス
教室 1 対 1 完全個別ｸﾗｽ

￥3,000免除

￥18,900(税込 20,790)-

￥13,200無料

￥42,000(税込 46,200)-

教室クラス

￥20,000(税込 22,000)-

※１１月３０日以降は、選抜テスト￥3,000-、入会金￥13,200-、テキスト代、諸経費が必要となります。
※諸経費は、12～3 月までの４ヶ月分

◇指導科目

算数／国語

◇授業曜日

時間割表を参照してください。

◇授業開始

１２月７日週の該当曜日より

◇申込み方法

下記の手順にて、お申込ください。
①下記銀行まで、お費用をお振込みください。幼児氏名と在籍番号（封筒に記載のある
番号）を併記してお振込みください。
三菱ＵＦＪ銀行

自由が丘駅前支店

口座名：エイサイ
振込み名

例）

普）１１４３５１４

ま た は ㈱日本英才教育

エイサイタロウ 01320001

※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。

②お振込み後、お電話、ファックス又はメールにて、受講クラス等をお知らせください。
Tel：０３-３８４９-６２５３（月～金 10:00～17:00）
Fax：０３-３８４９-６２８８（２４時間受付）
ﾒｰﾙ：i n f o @ n i h o n - e i s a i . c o . j p
１）幼児氏名

２）在籍番号

４）受講ｸﾗｽ･曜日

３）申込講座名（先取り１年生クラス）

例）教室クラス

足立教室

金曜日クラス

オンラインクラス／ｵﾝﾗｲﾝ個別クラス／１対１完全個別クラス
５）選択オンライン講座(無料) （国語読解教室 又はおもしろ算国教室）
６）振込み金額・入金日

７）住所・電話番号（外部児のみ）

◇申込締切

１２月４日（金）

◇選抜テスト

締切日以降にお申込みの場合は、選抜テストをお受けください。合格児に、入会のご案内

※定員になり、次第締切いたします。

をいたします。

◇時間割表

オンラインクラス

下表のとおりとなります。（授業期間１２月～３月）
［ライブ授業］
水曜日 １６：００～１６：４５
土曜日 １６：００～１６：４５
［録画視聴］
授業終了後７日間（２４時間）

いつでもどこでも授業が受けられる！
ライブ授業終了後、録画は、７日間ご覧いただけます。
お好きな時間に何度でも受講できます。
パソコン／モバイルデバイス

ｵﾝﾗｲﾝ 1 対 1 個別ｸﾗｽ

授業曜日・実施時間は、個別にご予定をお聞きの上、決定いたします。

1 対 1 完全個別ｸﾗｽ

授業曜日・実施時間は、個別にご予定をお聞きの上、決定いたします。
水

教室クラス

足

１５：００～１６：３０

立

火

１６：００～１７：３０

土

１３：００～１４：３０

浅草
金

１６：００～１７：３０

※教室クラスは各クラスとも、都合により授業曜日・時間を変更する場合があります。

◆使用教材
◇「はなまるリトル

１ねんせい

こくご」（四谷大塚）◇

・ひらがなわかるかな

・かたかなわかるかな

・かたかなでかくものは

・かずのかん字をつかってみよう

・かぞえることばがいっぱい

・どうわ（１）だれがしたのかな

・えをかいたらかん字になったら

・名まえをあてよう

・どうわ（２）なにをしたのかな

・見えたものをかん字にすると

・ようすをくわしくつたえよう

・どうわ（３）どんなようすかな

・日づけやよう日をかん字にすると

・どんなうごきをするのかな

・どうわ（４）どんな気もちかな

・はんたいでもなかまのかん字

・なかまのいろいろ（１）

・し（１）なにに見えるかな

・ひとやからだをかん字でかくと

・なかまのいろいろ（２）

・し（２）なにがかいてあるのかな

・ようすやうごきもかん字でかこう

・どんないみがあるのかな

・どうわ／し／まとめ（１）

・どのよみでよむのかな

・ようすをくわしくつたえよう（２）

・せつめい文（１）なにがかいてあるのかな

・どのかん字をかくのかな

・とくべつな「は」
「へ」
「を」

・せつめい文（２）どんなじゅんじょかな

・どこがおなじかん字かな

・文をつくろう（１）

・せつめい文（４）だいじなことはなにかな

・かん字を正しくかくじゅんは？

・文のおわりに気をつけよう

・せつめい文まとめ（２）

◇「はなまるリトル

１ねんせい

さんすう」（四谷大塚）◇

・１０までのかず

・なんばんめ

・いくつといくつ

・たしざん（１）

・ひきざん（１）

・たしざんとひきざん（１）

・２０までのかず

・５０までのかず

・まとめ（１）

・かたち（１）

・とけい

・おおきさくらべ

・３つのかずのけいさん

・たしざん（２）

・ひきざん（２）

・まとめ（２）

・１００までのかず

・たしざんとひきざん（２）

・かたち（２）

・なかよくわける

・ならびかた

・まとめ（３）

◆選べるオンライン講座
※クラス詳細は、別紙をご参照ください。

◆ 国語読解教室

◆ おもしろ算国教室

●こどもたちの声
国語のゲームがおもしろかった。カタカナも書けるよ。
漢字を書くのが大好き。どんどんおぼえてお母さんに教えて
あげるんだ。
作文を書いて先生にほめられました。字もきれいって。
「計算が速くできるね」といって先生にほめられました。
国語の教科書を全部読んでしまいました。
はやく２年生の勉強がしたいな。
３つの足し算ができるようになったらお母さんがびっくりし
ていました。

お父さんに教科書のお話を読んであげたら「上手に読めるな
あ。」といって頭を撫でてくれました。
学校の先生に「作文がとても上手だよ」とほめられて嬉しかっ
た。みんなの前で読んであげた。
学校の計算競争で１番になった。みんながすごいねとびっくり
していた。
国語の点数が１００点だったので学校の先生がシールを貼って
くれました。ぼくだけだった。
お兄さんに漢字を教えてあげた。ぼくの方がよく漢字を知って
いるよ。

●受講したお母さまから一言
漢字のお勉強がとても新鮮だったようです。４月の入学までに、頂いたテキストで小学校２年の漢字までマスターしました
入学して学校が始まってみると他のお子様とものすごく差がついているのにはびっくりしました。授業を受けさせておいて
良かったと言うのが正直な気持ちです。
算数も国語もよくわかるように教えていただきました。早く学校に行きたいと入学を心待ちにしています。
字がきれいに書けるようになって、ノートにしっかり書けるようになりました。授業がとても楽しかったようです。
筆算ができるようになったので、計算がとても速くなりました。算数が好きになりました。
本がすらすら読めて、書いてある内容もよくわかっているようです。教科書もすらすら読めます。
「たいへんよくできています」と学校の先生からたいへんほめられました。とても安心しました。
お蔭様で勉強の癖がついたようです。学校から帰ってきて、１人で勉強しています。学校の勉強もよくできています。
算数と国語に大変自信を持っているようです。先取り学習の効果がでたと思います。
国語に大変興味を持ったようです。漢字も作文も得意だと言って自慢しています。字がきれいになりました。
受験の後なものですから少し休ませようと思いましたが、授業はとても楽しいと聞いていましたので、今までのお勉強の癖が取
れないようにと思い気軽に参加させました。参加させて大成功でした。全く負担になりませんでした。
スタートが肝心だと思います。上の子も下の子の授業に参加させて頂いたおかげで６年生の今も成績はトップにいます。１年生
の時にしっかりお勉強のクセをつけておくべきです。
算数も国語のお勉強も初めてなものですから本当に嬉しそうに学習しています。お勉強が楽しいものと思ってくれていることだ
けでも親としてはとても嬉しいことです。本当にありがとうございました。
いただいた１年生の教科書がとても嬉しいようです。暇があったら開けて読んでいます。入学後もしっかり勉強してくれると思
います。
基本をわかりやすく教えていただきました。算数ゲームがとてもおもしろいと言っていました。算数がよくわかったようです。
学校の先生から「どの教科もよく手が上がりますね。お勉強がよくできるので感心しています。」とほめられました。先取り学
習をさせて頂いたおかげだと思います。

●先生から一言
初めのうちは算数や国語の新しいお勉強に戸惑いながらも次第に「もう小学生なんだ」という自覚と自信に満ち溢れてくるようです。
子供たちのはじけるような明るい声が教室中に響きます。一年生の勉強がとても楽しそうです。
子供たちにとって五十音で書ける単語が漢字で読めるようになる、ましてや書けるようになることは大変な自慢であり喜びのようです。
書き順を大切にしっかりとした字を書いて欲しいと、はね・とめ・はらい等に気をつけさせることから、注意

深さや姿勢の正しさも

自ずと身についていることも、教えている側の発見です。例えば、
「川って流れる様子から漢字になったの。昔の人って字を考えちゃた
んだ。なんかすごいね」「しっかり横棒、ぐっと左払い、それ右払い、ほーら立派に大きく『大』と書けました。」など、教えているこ
ちら側まで新鮮な気持ちにさせてくれます。
わからない漢字が出てきても「自分で辞書ひけるよ」と言って自ら辞書をひいて調べるという積極性が、授業毎に出てきました。
「先生、算数って絵がいっぱいあっておもしろいね」「算数って簡単だね。数字書けるもの」「先生、１０のまとまりや半端な数って難
しくなってきたね」イラストが多用されている教材は年長児からの継続カリキュラムとして抵抗なく楽しんでいるようです。
徐々に数や図を使ったものに慣れていきます。くり上がり・くり下がりのある計算、長さ、面積、体積など比較の領域に入ってくると、
机に向かって鉛筆や消しゴムを使用している子供たちの姿から勉強しているのだという意欲がうかがえます。
「先生、弟がハイハイするんだけど、『ハイハイする』って、動きを表すことばだよね」「先生、今日算数の時間にボールの長さを測り
たいんだけど何かない？」気づいたり、知ろうとする学習意欲がグングンと芽生え、キラキラとした瞳を見ていると「もうすぐ学校に
行くんだ」という自信がみなぎっていることが強く感じられます。
小学校一年生の学習の最も大切な要点となるたし算、ひき算が短時間で確実に身につきます。楽しみながら学べるプレイカードもあり、
算数を楽しく簡単に学べます。
先取り学習をすることにより、少しでも他人より知っているということは、小学校に入学してからの学ぶ意欲をかりたてます。
「先生、お使いに行って１００円でおつりちゃんとわかったよ。やっぱり算数勉強してるもんね」ちょっと得意顔。
漢字は筆順が基本であると念頭にありましたので、１字、１字を正確にバランス良く書けるよう指導させていただきました。その後入
学前までには、ほとんどの漢字を書けるようになっていました。
カリキュラムにおいては、全般的にゲーム性があるなど授業に楽しく、興味深く参加できるものでした。
本年１２月～翌３月までに１年生分のカリキュラムをこなすのですが、たとえ完全に理解できなくても大丈夫です。小学校が始まると
ともに、必ず、これまでの学習で身につけたことをより深く理解できるようになっています。

