
２０２０年度 年長クラス 夏期講習について 

今年度の考査はコロナの影響で、密接な集団を避けて、少人数のグループで実施する学校も増えそうです。

成城幼小受験教室では、そのような状況でもしっかりお子様の長所を見て頂けるように、今年も夏休みに

小学校受験の全課題をおさらいしてレベルアップをはかります。 

お子様の現状を把握して、志望校対策と合わせて強化できる内容を準備しております。 

また近年行動観察が重視される傾向をふまえ、集団制作や課題を通じてお友達と上手に関わる方法を教え、

集団で光るためのコツをアドバイスして協調性を育みます。 

夏休みの勉強は 基本→実践→応用 と難易度の高い実践に近い形式で本番に備えるための最終段階とな

ります。夏休みの時期に難易度の高い問題に取り組み、実力をつけることで、秋にはお子様が自信を持っ

て考査に臨んでいます。夏休みの過ごし方で大きな差が出るのも必然です。 

出題頻度の高い内容をおさえています。小学校受験に必要な課題を前期・後期で総ざらい致します。 

 

前期は小学校受験に必要な課題を行い、効率的な解き方を再確認します。補習が必要な生徒さんには直接

お伝えしますので後期までに復習を徹底しましょう。 

後期は実践から応用までの範囲になり、出題問題や時間をはかりスピードを上げて実践力を養います。 

前期と後期で小学校受験範囲を完結します。 

 

行動観察面において、前期、後期とも集団行動観察日を設定し、個別対策の質疑応答、行動観察（どのよ

うな態度で臨むべきか）などグループでの取り組みの中で模範となる行動を意識させます。絵画や制作（個

人、共同作業）巧緻性も含みます。生活面（お行儀、立ち振る舞い、お友達への声がけ、着替え、片付け）

個別演習においてもチェックしてご報告致します。 

 

お子様においてはこの講習が実施されるのは本番の約３ヶ月前ですので、今までの復習と到達レベルの再

確認としても非常に大切です。例年、秋までにしっかりとポイントをおさえ、苦手をなくし、強化すべき

点を把握できる良い機会となっております。全コース受講者には特典として非売品の 120 枚のプリントを

宿題として差し上げます。夏休み中に全課題を確認できる内容です。 

 

欠席の場合は振替日に参加されるか参加日程が難しい場合はご相談に応じます。 

強化補習、志望校対策、個別テスト対策希望の場合も◯をつけて下さい。志望校も決まっていればご記入

下さい。 

 

7月より願書の添削、8月より希望者には面接の練習を予約制で受け付けます。 

合格の秘訣は…10月からの受験に向けて早い段階で仕上げて、お子様に自信を持たせ、「できる！」と 

モチベーションを上げた状態で考査に臨めるようにすることが大切です。 

準備不足で直前でお子様に負担にならないように、今から計画を立ててしっかり準備を致しましょう。 

今後の予定としましては夏期講習で小学校受験の全範囲をおさらいし、9 月からは直前講習で集団行動も

含め過去問を中心に実践力を養います。＊直前講習は最終段階になり 9 月からの年長総合クラスでは課題

別の総復習になります。 

＊夏期講習を欠席した場合は差が生じますので、補習授業を履修頂いた上で、直前講習の参加となります

ことをご理解下さい。 

 

 



日程 

前期（全課題の総復習、まとめ） 

(分野別、言語・図形・数・思考推理・常識・記憶)の強化と制作課題の基本の総括・集団行動観察）  

① ７月１８日  (土)   ９時~１２時 分野別① ＊土曜日のみ９時開始 午後 志望校対策（予約制） 

② ７月２５日 (土)   ９時~１２時 分野別② ＊土曜日のみ９時開始 午後 志望校対策（予約制） 

③ ７月２６日  (日)   ９時~１２時 分野別③ ＊日曜日のみ９時開始 午後 願書指導・作成（予約制）  

④ ７月２９日  (水)   １０時~１３時 分野別④     

⑤ ７月３０日  (木)   １０時~１３時 分野別⑤ 絵画（山口）１５時～１６時 体操１６時３０分 

（振替日）要相談 

 

後期（全課題の総確認・テープによる聞き取りテスト方式と個別テスト対策・面接練習・集団制作 ） 

⑥ ８月２０日 (木)   １０時~１３時 応用① 絵画（山口）１５時～１６時 体操１６時３０分 

⑦ ８月２２日  (土)  ９時~１２時 応用② ＊土曜日のみ９時開始 午後 志望校対策（希望者） 

⑧ ８月２３日 (日)  ９時~１２時  集団行動観察（発表） ＊午後 面接指導（希望者） 

⑨ ８月２７日 (木)   １０時~１３時  集団制作 絵画（山口）１５時～１６時 体操１６時３０分    

⑩ ８月２９日 (土)  ９時~１２時 確認テスト 集団行動 午後 志望校対策（希望者） 

（振替日）8月 30日 10時 

 

＊志望校対策を受講される方は学校名もご記入下さい。 

願書指導は７月より、面接練習は８月より土曜日の午後の時間帯でのご予約となります。 

☆振替日の強化補習・志望校対策・個別テスト対策（先生と 1対 1） 

希望者は参加日程表に〇をつけてお申込み下さい。６月第 2週目までに費用を添えてご持参下さい。 

☆夏期講習 前期 5日間 85000円 後期 5日間 85000万円（税金、教材費込） 

☆面接練習(複数校可) 1回 1時間 1万 2千円（ご両親とお子様）2回目以降は 1時間で 1万円。 

☆願書指導 作成 １回１時間 1万 2千円（お子様の長所を志望理由など含めご一緒に作成します） 

      延長 30分 3千円 

☆願書添削 1校につき 5千円 複数回の添削、追加料金は不要です。 

願書の誤字チェックのみ、1ポイントアドバイスは無料です。  

願書添削 (費用は願書とご一緒にご持参下さい)１校につき複数添削してもその度費用はかかりません。 

願書指導、面接指導料は当日ご持参下さい。 

 

2枚目の参加日程に〇をつけて下さい。参加申込書と一緒に夏期講習のみ費用のみご持参下さい。 

欠席の場合は希望の振替日をご記入下さい。振替の場合は人数に応じて指導時間が少し短縮になりま

すことをご了承下さい。また集団行動観察などの場合は一部内容を変更して行います。補習、志望校

対策、個別指導、絵画、巧緻性は履修希望日程表のみご記入頂き、ご提出下さい。 

費用は受講日当日にチケットでお支払い下さい。夏期講習受講者にはチケットは税金分の 10％割引さ

せて頂きます。 

 

 

 

 

 



２０２０年度 年長クラス 夏期講習参加申込書 

 

生徒氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 様       

 

 

前期（全課題の総復習、まとめ） 

①  ７月１８日(土) 分野別① 午後 志望校対策 

②  ７月２５日(土) 分野別② 午後 志望校対策 

③  ７月２６日(日) 分野別③ 午後 願書指導/作成 

④  ７月２９日(水)  分野別④ 午後  絵画・巧緻性（舘） 

⑤  ７月３０日(木)  分野別⑤ 絵画（山口）15時～16時 体操 16時 30分 

（前期振替日）要相談 

   

夏期講習欠席（  月  日分）→ 前期振替日（  月  日）に変更希望  

 

後期（全課題の総確認・聞き取りテストと個別テスト対策・面接練習・集団制作を含む行動観察） 

⑥  ８月２０日(木)  応用① 絵画（山口）15時～16時 体操 16時 30分 

⑦  ８月２２日(土) 応用② 

⑧  ８月２３日(日) 集団行動観察 午後 願書指導/作成 面接指導（個別） 

⑨  ８月２７日(木)  集団制作 絵画（山口）15時～16時 体操 16時 30分 

⑩  ８月２９日(土)  確認テスト 集団行動観察 午後 志望校対策 

（後期振替日）8月 30日 10時  

夏期講習欠席（  月  日分）→ 後期振替日（  月  日）に変更希望  

 

履修希望に〇をつけてご提出下さい。費用は当日チケットでお納め下さい。夏休み中は絵画、

巧緻性は割引適用（1チケット）になります。＊定員になり次第募集は締め切ります。 

〇願書指導（一緒に作成）1時間 12000円 7/26日 PM予約制 

 

〇絵画・巧緻性（舘）各 1時間 1チケット（5000円）絵または巧緻性をお選び下さい。  

7/18（絵 or巧緻性)  7/25（絵 or巧緻性）7/29（絵 or巧緻性）8/30(絵 or巧緻性) 

 

〇志望校対策(学校別)セミプライベート7/18  7/25  8/22  8/29 PM 1回2時間 3チケット 

（宿題プリント・課題つき）志望校名（                        ） 

 

〇強化補習  ペーパー 個別テスト対策 言語（面接） 7/18  7/25  8/22  8/29  8/30 

       PM1回 1時間 30分 3チケット（宿題プリント・課題つき） 

〇絵画（山口）木曜（15時～16時）7/30   8/20   8/27 1時間 1チケット 

 

〇個別指導 1回 1時間 30分 3チケット（宿題プリント・課題つき）PM７/23 7/24 8/30  

  

 

 



 

 

夏休み中には普段なかなか時間をかけられない課題にじっくりと取り組み、苦手なところを

無くしましょう。模擬試験で、ある程度成績の上がっている生徒さんはさらに実力を確実な

ものにすべくさらに高みを目指して研鑽していくことで自信が持てるようになります。 

小学校受験勉強に遅れて準備を始めたご家庭にも、ここで頑張ることで例年追いつくことが

できるチャンスとなっています。毎回お子様に合わせてプロ仕様の非売品の学校別プリント

や課題をおつけして家庭学習の補助とします。 

 

◯強化補習 （弱点強化）ペーパー 言語   

夏期講習を通じて弱点がわかった時にすぐに個別で補習をすることで苦手を克服します。 

強化したい課題をお知らせ頂き、こちらでもアドバイスをしながら引き上げて行きます。 

お子様はわからないことは理解してできるようになると気持ちの面でも落ち着いてお勉強も

楽しくなります。当教室ではお子様の弱点を見抜き、適切な指導でやる気を引き出して実力

をつけています。ご家庭での親子の学習において、叱りすぎてお子様のモチベーションが下

がらないように         

 

◯志望校対策（志望校                              ） 

難関女子校（雙葉・白百合・聖心・立教女学院）成蹊 暁星 洗足 東京都市大 稲花 

早稲田 慶應 桐朋 立教 成城学園 それぞれの学校の傾向の内容を行います。 

受講の際に複数の学校名をお知らせ下さい。宿題のプリントや課題もおつけします。 

各学校の傾向をこの時期からしっかりと把握して効率の良い準備を致しましょう。 

 

〇個別テスト対策（面接、口頭試問の練習含む） 

お子様が先生と 1 対 1 で向き合って課題に取り組むテスト形式で行います。具体物を使って

数・図形・言語・知識・推理・記憶の問題や巧緻性など行います。 

先生の指示に瞬時に判断して自分の言葉で答える練習をします。取り組みの姿勢、望ましい

態度、所作を身につけ、最後までがんばること、しっかり発言することを特訓します。 

 

：個別テスト校  

桐朋 立教 成城学園 青山学院 学習院 白百合 立教女学院 玉川学園 日本女子大    

          

：考査中に先生から個別に質疑応答のある学校  

慶應幼稚舎 慶應横浜初等部 早稲田 聖心 横浜雙葉 学芸大世田谷  

 

 

受講希望者は履修希望の日程表にチェックしてご提出下さい。 

強化補習・志望校対策・個別テスト・絵画・巧緻性の授業料は当日受講時にご持参下さい。 

 


