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年長児 

向け 



ごあいさつ   －ジャック幼児教育研究所－ 

 ジャックでは、お子様の状況や志望校にあわせて、多彩な講習を行います。また、働いているお母様の事情

にも対応すべく、土・日曜日を含めた三日間コースも用意しました。夏は、天王山。どの時期にどの講習を受

講するのがよいか、しっかりと計画をたてた上で挑みましょう。 

 

『夏を制する者 受験を制す』合格をぐっと手繰り寄せられるよう、頑張ってください。 

 

教室長からのメッセージ   －教室長 木村 昭恵・松浦 祐子－ 

 小学校入試に於いて夏は一番の勝負どころです。勝負の行方はここで決まると言っても過言ではありませ

ん。ここで頑張ったお子様は心身共にたくましくなって格段の成長を遂げますが、何となく過ごしてしまった

お子様は直前の二ヶ月に影響が出ます。そしてまた、ここでの遅れはその後の二ヶ月では挽回不可能なのです。

なぜなら、9月以降保護者の方はとても忙しくなるからです。願書や面接の準備・練習・提出、学校説明会や

運動会・バザーなどの行事への参加、通っている幼稚園・保育園の遠足や運動会の準備など、親御さんの予定

が一杯でお子様に手をかけて力を伸ばすのが難しくなります。それを無理に引き上げようとすると、お子様に

プレッシャーがかかりすぎて失敗します。入試直前でお子様の調子が下降してしまい、精神的に追いつめられ

た状態で試験に臨むのはつらいものです。9月以降は一旦作ったピークからどれだけ力を落とさないで過ごせ

るかという程度に考えた方が無難なのです。幼児受験にラストスパートは馴染みません。受験準備は 8月が締

めくくりと考えた方が良いと思います。 

 また夏に精いっぱいやっておくと、お母様の心に「これだけやったのだから大丈夫」という歯止めができま

す。試験日が近づくにつれ増していく重圧感に押しつぶされそうになったとき、開き直れる材料があることは

大きな強みです。このように、親御さんにとっても夏はターニングポイントと言えます。 

 とは言え、闇雲に講習を詰め込めば良いわけではありません。夏の思い出に家族旅行を催すなど、バランス

の取れた計画が必要です。「夏には何も楽しいことがなかった」これでは笑顔もなくなります。逆に「一週間

の旅行から帰ったらきれいさっぱり忘れてしまって、今までの積み重ねが水の泡」というのも困ります。長い

旅行は出発前の状態に戻すのに時間がかかるので、翌日から即、過密日程に突入するのは無理でしょう。お子

様の性格や体力を一番よく知っているお母様が、明確な目標を持って、それに近づくためのアイディアを形に

してください。 

 夏場を上手に乗り切ることは確実に大きな財産となります。担当の先生とも相談の上、悔いのないスケジュ

ール作りをなさってください。 

 

 

 

 
 

 
  入会金 ¥22,000 (税込) 

 

□ 講習会・模擬テストの費用が正会員と同額 

□ 申込開始日が一般の方よりも早い 

お申込み・お問い合わせは、お近くの教室まで。 

 
 
 
  

□ 全ての費用は、10％税込価格で記載されています。 

□ お申込みの際は、「申込方法」および「申込の流れ」を必ずお読みください。 

□ 他教室の要項をご希望の方は、教室フロントへお申し出ください。 

□ やむを得ない事情により、講師や時間等が変更になる場合があります。 

□ 台風など気象状況等により非常時の対応が必要な場合は、ジャック HP トピックスにご案内を掲載いたします。 

 

ジャック幼児教育研究所(株式会社ジャック)が会員に提供している著作物（授業/講習会のカリキュラム・模擬テストの問題内容・保護者向け講座

の配布資料・入試関連情報資料等）を、当研究所に無断で第三者へ譲渡、販売、複写及び複製することは法律で禁じられています。 

準会員制度 

講習会について 
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目次 
 

実施要項 
講習番号 コース名 

Y- 101・102 学校別 雙葉（よつばコース） ···························································································· 4・5 ページ 

Y- 111～113 学校別 学習院（さくらコース） ·························································································· 4・6 ページ 

Y- 211～214 個別テスト対策 ························································································································· 7 ページ 

Y- 221 ペーパー特訓Ｇ1 ····················································································································· 7 ページ 

Y- 231～232 言葉のチカラ（親子面接付き） ······························································································ 8 ページ 

Y- 301 女子校向け行動観察 ············································································································· 9 ページ 

Y- 411 共学校向け運動・ゲーム ······································································································ 10ページ 

Y- 901～908 実践ゼミ【面接の秘訣】 ········································································································· 11ページ 

申し込みについてのお知らせ 
申し込み方法や受付開始日についてなど、要項後半(13 ページ以降)に重要なお知らせがございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要項の見方 

＜例＞ 
            
            
            
            
            

       
 
 

 

 

 

 

講習の受付は、この講習番号でいたします。
頭についているアルファベットは教室を 
表します。四谷教室は「Y」です。 

講習全日程を通算した正味の授業時間を

表します。日時の中には休憩時間が含ま

れている場合もあります。 

Y231・Y232 ○○特訓 3 日 計 3 時間 参観 
 
Y 231  7/24(日)～7/26(火) 13:15～14:45 
Y 232  8/14(日)～8/16(火) 15:00～16:30 

費用： 会員：￥49,350 一般：￥58,800 
講師： Y231 吉岡 Y232 片野 
持ち物： 上履き 

不可のものについては、毎日の講習終了時に担当 
講師より説明があります。 

同じ講習でもクラスに
よって講師が異なる
場合があります。 

参加される講習 
によって必要な 
持ち物が異なり 
ます。 

費用は消費税を含んでいます。 
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夏期講習会＆8 月分通常授業 日程カレンダー(7 月～8 月) 
本文と照らし合わせながら、ご覧ください。 

講習会は緑色で表示しております。8 月分通常授業は灰色で表示しております。 

講習会は、基本的には三日間です。幾つか例外がありますので、ご注意ください。学校別の「さくら」｢よつば｣は

五日間です。 

三日間を 1 つのクールとして第 1～12 クールまであります。クールはジャック全教室共通で、8 月分通常授業は

日程も同一です。 

 

 

7/21 7/22 7/23 7/24 7/25 7/26 7/27
火 水 木祝 金祝 土 日 月

7/28 7/29 7/30 7/31 8/1 8/2 8/3
火 水 木 金 土 日 月

8/4 8/5 8/6 8/7 8/8 8/9 8/10
火 水 木 金 土 日 月祝

第6クール

午
前

午
後

午
前

午
後

午
後

午
前

第1クール

第3クール 第4クール

第5クール

第2クール

第6クール

9:30-12:30 学校別 雙葉（よつばコース）（Y101）

13:45-15:15 個別テスト対策（Y211）

14:30-17:30 学校別 学習院（さくらコース）（Y111）

10:00-11:30 面接の秘訣（Y901）

15:15-16:45 面接の秘訣（Y903）

10:15-11:45 面接の秘訣（Y905）

13:30-14:30 土（13:30） 聞き取り話し方

15:30-17:00 個別テスト対策（Y212）

17:30-18:30 水（17:30） 聞き取り話し方

17:30-18:30 水（17:30） 受験体操

16:00-17:00 水（16:00） 受験絵画製作

16:00-17:00 水（16:00） 聞き取り話し方

休み

休み

14:45-17:15 水（14:45） 総合べんきょう

13:45-15:15 個別テスト対策（Y213）

13:30-15:00 面接の秘訣（Y902）

15:30-17:00 個別テスト対策（Y214）

13:30-14:30 土（13:30） 受験体操

14:45-15:45 土（14:45） 聞き取り話し方

13:45-15:15 共学校向け運動ゲーム（Y411）

9:30-12:30 学校別 学習院（さくらコース）（Y112）

休み

13:30-15:00 面接の秘訣（Y904）
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夏期講習会＆8 月分通常授業 日程カレンダー(8 月) 
 

 

 

 

 

 

 

 

8/11 8/12 8/13 8/14 8/15 8/16 8/17
火 水 木 金 土 日 月

8/18 8/19 8/20 8/21 8/22 8/23 8/24
火 水 木 金 土 日 月

8/25 8/26 8/27 8/28 8/29 8/30 8/31
火 水 木 金 土 日 月

午
後

午
前

午
前

午
前

午
後

午
後

第12クール

第10クール

第11クール

第7クール 第8クール

第9クール

13:45-16:00 ペーパー特訓Ｇ１（Y221）

13:30-15:00 面接の秘訣（Y907）

13:45-15:15 女子校向け行動観察（Y301）

9:30-10:30 木（14:45） 受験体操

14:00-15:30 言葉のチカラ（Y231）

16:00-17:30 言葉のチカラ(Y232)

9:15-11:45 木（14:45） 総合べんきょう

10:45-11:45 木（16:00） 受験絵画製作

10:45-11:45 木（16:00） 聞き取り話し方

12:00-13:00 木（17:30） 受験体操

14:45-15:45 金（14:45） 聞き取り話し方

14:45-15:45 金（14:45） 受験体操

9:30-12:30

学校別 雙葉（よつばコース）（Y102）

13:30-15:00 面接の秘訣（Y906）12:00-13:00 木（17:30） 聞き取り話し方

9:30-12:30

学校別 学習院（さくらコース）（Y113）

11:00-12:30 面接の秘訣（Y908）

休み

休み

9:30-12:30

学校別 雙葉（よつばコース）（Y102）

休み

9:30-12:30

学校別 学習院（さくらコース）（Y113）
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新年長児対象（2008.4.2-2009.4.1生まれ） 
 

 

雙葉小学校と学習院初等科の二校を実施します。 

小学校入試の問題は学校の方針が如実に現れます。従ってその学校の校風やカラーを理解して、それに

沿った対策をとることが求められます。 

過去の問題を数多く練習するというのは志望者であればむしろ当然のことで、それ以上を目指さなければ合格

には結びつきません。 

ジャックの学校別講習では、秋期講習まで常に「らしさ」を追求して行動面の指導に力を注ぎます。それぞれ

の学校の根底に流れるものは何かを踏まえた上で、本当に必要な物を身につけられるよう、導いていきます。 

学校別 雙葉（よつばコース）は2クラス、学校別 学習院（さくらコース）は3クラス設けます。内容はそれぞれ

同一です。 

 

よつばセミナー・さくらセミナーでは、入試までの日程を追いながら、それぞれのポイントについてお話ししま

す。 

また各セミナーは、ライブ・DVD上映会を中止し、Zoomによるセミナー（ウェビナー）もしくは動画配信にて開

催いたします。開催日や視聴方法等の詳細は、受講コース決定後（ご入金手続き後）に、ご受講対象者の保

護者様へメールにてお知らせいたします。 
 

  

 

 

年長児対象（2014.4.2-2015.4.1 生まれ） 

 学校別の講習                      

よつばセミナー                    
対象：学校別 雙葉（よつばコース）（Y101・Y102）受講者の保護者 

 

願書・参考票・保護者面接・試験当日の注意事項などを解説いたします。 

 

 

さくらセミナー                    
対象：学校別 学習院（さくらコース）（Y111・Y112・Y113）受講者の保護者 

 

願書・添付票（面接資料）・保護者面接・試験当日の注意事項などを解説いたします。 

                   

 

費用： 無料（対象者のみ受講可） 

5/19 更新 
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両クラスとも内容は同じです。 

上記のように、昼食の時間はなくなりましたので、時間と費用の変更がございます。ご注意ください。 

ペーパーを行う部屋を二部屋にし、行動観察と巧緻性を行う部屋一部屋、計三つの部屋をローテーションし

て授業を行います。 

雙葉の受験に必要なものは（お子様に関する限り）全て網羅します。過去の考査内容を鑑み「図形」「数量」

「言語」「常識」「推理」と様々な角度から徹底的に分析した教材を用意しています。 

行動面の細かな指導もジャックの特長です。古くから雙葉の入試では行動面が大きな関門と

なっています。特に近年、その比重が高くなっていると当研究所では分析しています。雙葉の

行動テストには、自由に楽しむ中でお子様の生活規範や資質を観る課題が待ち受けていま

す。そこで校訓を実践できる子かどうかを判定するのです。これは、講習だけでは本質まで行き

届く指導はできません。大切なのはご両親です。お母様の細やかな指導と共にお父様の先を

見据えた関わりがお子様の資質を育みます。雙葉の親子面接でも特にお父様がカギを握って

いるのです。お子様だけの実力アップを図るのでは

なく、ご両親の親力アップにも注力ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y101・Y102 学校別 雙葉 （よつばコース） 
5 日 計 15 時間 参観不可 

めざすのは入試ではなく雙葉生 

Y101 【第 1・2 クール】 7/21(火)～7/25(土)  9:30～12：30（休憩時間含む） 
Y102 【第 8・9 クール】 8/14(金)～8/19(水)(*8/17 休み) 9:30～12：30（休憩時間含む) 

費用： 会員：￥162,800 

 一般：￥195,800 

講師： 吉岡俊樹、松浦祐子、片野賢二、齊藤美琴 他 
持ち物： 上履き  
講評：    動画にて行います 

年長児対象（2014.4.2-2015.4.1 生まれ） 

 この講習会はスカートを着用して

ください。 

  

 この講習を受講される場合、保護

者の方は「よつばセミナー」をご視聴

ください。 

 

また、ジャック幼児教育研究所の

HP にて雙葉小学校向けの模擬テス

トの詳細がございます。ご興味がご

ざいましたら、そちらもご覧ください。 

よつばプラス

雙葉合格を
目指すなら・・・

女の子らしい行動

や友との関わりが

身につきます

Y301

女子校向け行動観察

多方面から考える

高難度の

ペーパー力を！

Y221

ペーパー特訓Ｇ１

5/19 更新 
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3 クラスの内容は同一です。毎日、受講中の様子について報告書を作りお渡しします。 

学習院初等科の入試問題を一言で言い表すと「簡単そうで難しい」となります。「正確に聞き取る力があるか」

「色や形の順序を間違いなく記憶しておけるか」「自分の考えを人に伝わるように表現できるか」「基本的生活習

慣が身についているか」など、多くの能力が要求されます。 

行動観察のテストでは、相手が大人ではないわけですから、自分の思いを汲んでくれるわけではありません。言

葉や表情、自分の持っているすべてを出して目的を達成するために行動します。 

このような試験に対処するには、過去問題を表面的になぞるだけでは、無理があるでしょう。学習院で求めら

れているものは何か？を踏まえた学習をすることが肝要です。 

五日間のうち、二日間は個別形式を取り入れます。個別、集団A、集団Bの3クラスに分け、ローテーションで

行います。集団Aは言語や常識を中心とした内容です。お話作りなど、集団の方がより効果が上がる領域を行い

ます。集団Bでは指示製作や巧緻性に重点を置きます。 

三日間は、約1時間30分ずつ知育面と運動面（行動）に分け指導します。 

知育面では記憶・図形・知覚・推理などに重点を置き、入試での個別テスト

の対策を行います。運動面では、見本の動きをしっかり見て自分の体を動か

すバランス力と適応力を養います。また、生活習慣（靴の着脱など）・自己抑

制力(ルールを守る）・協調性などを指導するための様々なゲームや運動を通

して、学習院が求める子供に導きます。 

 

 

 

 

 

 

 

Y111・Y112・Y113 学校別  学習院  （さくらコース） 
 5 日 計 15 時間 参観不可 

めざすのは入試ではなく初等科生 

Y 111 【第 1・2 クール】  7/21(火)～7/25(土) 14:30～17:30 
Y 112 【第 3・4 クール】  7/28(火)～8/ 1(土) 9:30～12:30 
Y 113 【第 10・11 クール】 8/21(金)～8/26(水)(*8/24 休み) 9:30～12:30 

費用： 会員：￥167,200  一般：￥201,300 

講師： 吉岡俊樹、木村昭恵、片野賢二、吉岡万寿弥 他 
持ち物： 上履き 
講評： 動画にて行います 

 この講習を受講される場

合、保護者の方は「さくらセミ

ナー」をご視聴ください。詳し

くは 4 ページをお読みくださ

い。 

また、ジャック幼児教育研

究所の HP にて学習院初等

科向けの模擬テストの詳細

がございます。ご興味がござ

いましたら、そちらもご覧くだ

さい。 

学習院合格を
目指すなら・・・

さくらプラス

色々な先生との受け答え

を経験できます。

具体物を使った問題で

発揮する力をつけます

Y211～Y214

個別テスト対策

Y411

共学校向け運動ゲーム

人との協調性や関わり方

と共にメリハリのある行動

が身につきます

年長児対象（2014.4.2-2015.4.1 生まれ） 

5/19 更新 
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（2008.4.2-2009.4.1 生まれ） 
 

 

「個別テスト対策」では結果だけでなく過程に重点を置いた指導を行います。 

この講習では学習院をはじめ、白百合・青山学院・立教・立教女学院・日本女子大豊明等で行われた入試問題

を分析し、問題を作成しています。入試と同じ様な状況で、科学的推理、積み木の構成、絵・物体の記憶、数量

など様々な分野について4名の指導者が一対一で指導します。もう一つの特徴は待っている間の行動観察で、

リラックスした状態でも守るべきマナーを教えます。カリキュラムの監修は吉岡教室代表（かおしよ先生）です。 

この講習は参観できませんので、お母様には、同時間帯に行われる「実践ゼミ【面接の秘訣】」の受講をお薦

めします(11ページ参照)。コースの組み合わせについては2～3ページの日程カレンダーをご参照ください。 

なお、指導者はコースによって異なります。いつもの慣れた先生ばかりではなく、いろいろな指導者を配置し

ます。入試に向けて、初対面の先生と相対する経験を積むことも目的の一つです。 

 

 

ペーパーの出題内容も多様化しています。四谷教室では入試問題のグレードを難易度順にG1～G3の三種

類に分類しています。今回の講習は難易度が高く、深い思考力を要求される学校（雙葉・暁星・白百合・聖心・

光塩など）を対象とする【グレード１】を行います。ひとクセもふたクセもある課題をこなすことで守備範囲を広げる

と同時に、難問に対して前向きに取り組む姿勢を身につけましょう。 

吉岡教室代表（かおしよ先生）が練りに練って作ったペーパーによって、思考力だけでなく注意力や集中力も

鍛えます。ペーパー重視の学校を受ける方は、最後の仕上げに受講されますようお薦めいたします。 

 

Y211～Y214 個別テスト対策 3 日 計 4 時間 30 分 参観不可 

おもしろい方法を考えたね。それが大切 

Y211 【第 3 クール】  7/28(火)～7/30(木) 13:45～15:15 
Y212 【第 3 クール】  7/28(火)～7/30(木) 15:30～17:00 
Y213 【第 4 クール】  7/31(金)～8/2(日) 13:45～15:15 
Y214 【第 4 クール】  7/31(金)～8/2(日) 15:30～17:00 

費用： 会員：￥58,300  一般：￥70,400 

講師： 松浦祐子、普光江倫行、小河原芙美 他 
持ち物： 上履き 

年長児対象（2014.4.2-2015.4.1 生まれ） 

Y221 ペーパー特訓Ｇ１ 3 日 計 6 時間 30 分 参観不可 

見たことないペーパー！チャレンジ精神で適応力を磨こう 

日時： 【第 9 クール】 8/18(火)～8/20(木) 13:45～16:00（休憩時間を含む） 

費用： 会員：￥67,100  一般：￥80,300 

講師： 吉岡万寿弥、普光江倫行 
持ち物： 上履き 

講評:  

終了 10 分前より 

 
講評: 15:40 より 
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表現力・伝達力と共に他者理解力を養成します。 

一つのテーマに沿ってお友達の前で発表したり、大人と一対一で向き合って質問に答えたり、事象例を聞き

「自分はどう思うか」を考え、相手に分かるように話すなど、バラエティに富んだカリキュラムです。 

また、毎日、一組ずつ親子面接(母子または父子)の実践練習をします。（5 分程度×3 日間） 

入試の面接では、保護者の方が答えているときのお子様の様子で、親子の関係性が明らかになることもありま

す。この講習によって問題点に気がつけば、夏の間に修正し、模擬テストなどでリトライすることができます。 

グループの授業でも、お子様と関わる時間を設けます。「お子様にどのように声をかけたらやる気になるのか」、

「どんな言葉で褒めると成長するのか」、考え直す機会となり、保護者の方にとっても貴重な経験になるはずです。 

＜カリキュラムの流れ＞ 

全体を２つの部屋に分けます。第１室では、保護者の方にご参加いただき、お子様が家族以外の大人と話を

する課題をゲーム形式で行います。保護者の方から、お子様に助言もしていただきます。 

第２室は、様々な課題でお子様に発表してもらいます。その間、一組ずつ呼び出されて、第３室で親子面接

の実践練習を行います。 

お母様(お父様)のご参加によって収穫が得られる講習です。ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

年長児対象（2013.4.2-2014.4.1 生まれ） 

Y231・Y232 言葉のチカラ（親子面接付き） 

3 日 計 4 時間 30 分 参観 
親子でブラッシュアップ ～答える 話す 褒める～ 

Y 231 【第 10 クール】 8/21(金)～8/23(日) 14:00～15:30 
Y 232 【第 10 クール】  8/21(金)～8/23(日) 16:00～17:30 

費用： 会員：￥48,400  一般：￥58,300 

講師： 木村昭恵、片野賢二、吉岡万寿弥 
持ち物： 上履き 

第 1 室 

第 2 室 

第 3 室 
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昨今、女子校においては、行動観察テストが重要課題となっています。 

見られているのは、自然な動きの中で発する「その子らしさ」が学校の理念やキリスト教の教えに合うかどうか

です。 

たとえば何種類かのおもちゃが与えられて「どれで遊んでも良い」という条件の場合、「幾つものおもちゃを渡

り歩いたら致命的」などと言うことはありません。 

大切なのはその理由―――なぜ何種類もおもちゃを替えて遊んだのか、が鍵です。もし、「他人が持っている

物の方が面白そうな気がして、ポイと放り出して（片づけもせず）替えた」のなら、かなり心配です。逆に、「自分が

使っているおもちゃを他の子も使いたそうにしていて、その子が何も言わないから『これ、どうぞ』と言って自分の

分を渡してあげ、その結果、他のおもちゃで遊んだ」このようなお子様なら、好感を持ってくれるでしょう。 

「一つのもので遊びなさい」「他の子に貸しなさい」「他の子に声をかけなさい」などと言う、対処療法ではなく、

「今、何をすれば良いのか」「他の子のために何かできることはないか」を考えさせ、意識を高めるカリキュラム

です。 

なお、この講習ではスカートを着用してください。参観は出来ませんが、母子のゲームを授業の最後に予定

していますので、終了 30 分前に教室にお戻りください。

年長児対象（2014.4.2-2015.4.1 生まれ） 

Y301 女子校向け行動観察 

 3 日 計 4 時間 30 分 参観不可（一部に母子の授業を含みます） 

ゆずり合うって気持ち良い！教え合うって楽しい！ 

日時： 【第 8 クール】 8/14(金)～8/16(日) 13:45～15:15 

費用： 会員：￥48,400  一般：￥58,300 

講師：  松浦祐子、佐藤典子、小河原芙美 

持ち物： 上履き 

 
講評: 15:00 より 
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慶應・早稲田・学習院・成蹊など共学校の入試の中で、運動やゲームは欠かせないものとなっています。

「チームで力を合わせてどうやったら上手くいくかを考えて行動する（早稲田・学習院）」。「自分で考え、人にま

どわされず、すばやく動く（慶應・早稲田）」。指示通り動く力も勿論大切ですが、指示が無くては動けないとい

うのはどの学校も望んではいないことです。 

また、ゲームも子供の素質を見るには適した考査です。動きのあるゲームは状況がどんどん変わります。大

前提のルールを守った上で、状況に対応する力、瞬時に状況を把握して最適な行動をとる力を養います。そ

して勝ち負けに関わるようなゲームをすると一人ひとりの性格が浮き彫りになります。そういった行動面の指導

を短期講習の場で行う理由は「顔見知り」よりも「知らない者同士」の環境が入試に近いからです。またゲーム

の数だけルールがあるのですから、それを数多く体験することによって「初めて聞いたルールにもすばやく対

応し、勝つためには（或いは楽しむためには）どうしたら良いか」を自分なりに編み出す力を育てます。 

 

  

Y411 共学校向け運動・ゲーム  3 日 計 4 時間 30 分 参観 

周囲の動きを感じる、ルールを守る、勝つために考える 

日時： 【第 4 クール】 7/31(金)～8/2(日) 13:45～15:15 

費用： 会員：￥48,400  一般：￥58,300 

講師： 片野賢二 他 

持ち物： 上履き、体操着（T シャツ、ショートパンツで結構です) 

年長児対象（2014.4.2-2015.4.1 生まれ） 
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お母様6人が集団で面接を受ける形式の講習です。集団面接は他人に自分の答えを聞かれるという重圧感

が大きいので、心理的には辛いものです。しかし、逆に他では得られないメリットもあります。「他人の答えを客

観的に聞ける」ことは面接官以外にはあり得ないですから、貴重な機会です。この講習は自分を向上させる、

またとないチャンスなのです。 

この講習では、自分の家庭の色をどう表現するか、志望校との接点をどうアピールするかを、一人ひとりの身

になって一緒に考えアドバイスをいたします。模範的な回答をお教えするということではありません。「良い面

接」のパターンは十人十色です。それをご自身で見つけていただくことがこの講習の目的です。また、事前に

アウトライン図とベストイレブン(詳細は願書の書き方講座で解説)を提出して頂きます。この2点は指導をおこ

なう上で不可欠ですので、予めご了承の上、お申し込みください。ゼミ受講一週間前まで（例：901は7/14まで）

に提出してください。資料2点の形態や提出方法は、5月21日の保護者セミナーで案内申し上げます。 

三日間の内容は以下の通りです。 

 一日目 全員に共通の質問（基礎問題） 

 二日目 全員に共通の質問（応用問題） 

 三日目 個別の質問（実践段階） 

いずれも、回答に対しての助言や指導をいたします。 

なお、この講習は三日間を通して通える方を対象とします。父親

や祖父母が代理出席する事は出来ません。お母様ご本人が保護者

セミナー（5/21）と一貫して受講してください。 

※四谷教室正会員以外の方に関しまして、5 月 21 日の保護者セミナー

詳細は受講が決定しましたら、ご連絡いたします。  

Y901～Y908 実践ゼミ【面接の秘訣】 3 日 計 4 時間 30 分 

※5 月 21 日(木)の保護者セミナーに出席してください 

良薬は口に苦し。集団ならではの効き目アリ 

Y901 【第 1 クール】 7/21(火)～7/23(木祝) 10:00～11:30 
Y902 【第 3 クール】 7/28(火)～7/30(木) 13:30～15:00 
Y903 【第 3 クール】 7/28(火)～7/30(木) 15:15～16:45 
Y904 【第 4 クール】 7/31(金)～8/ 2(日) 13:30～15:00 
Y905 【第 5 クール】 8/ 4(火)～8/ 6(木) 10:15～11:45 
Y906 【第 8 クール】 8/14(金)～8/16(日) 13:30～15:00 
Y907 【第 9 クール】 8/18(火)～8/20(木) 13:30～15:00 
Y908 【第 12 クール】 8/28(金)～8/30(日) 11:00～12:30 

費用： 会員：￥39,600 正会員限定です 

講師： 吉岡俊樹、木村昭恵、松浦祐子、片野賢二、相澤靖子 
持ち物： 筆記用具 

年長児対象（2014.4.2-2015.4.1 生まれ） 

保護者の方の講習                

この講習会に参加できるのはお母様

だけです。お子様は会場にお連れにな

らないでください。同じ時間帯にお子様

の講習会を受講することが出来ますの

で、組み合わせてお考えください。なお、

このゼミを受講の方は保護者セミナー 

(5/21)を併せて受講してください。ゼミは

保護者セミナーの受講を前提としておこ

ないます。ご都合のつかない方は、DVD

受講も出来ます。ご相談ください。 
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今後の予定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※模擬テストや保護者向け講座は、やむを得ない事情により、日程の変更や中止になる場合があります。 

最新の情報は各要項または HP にてご確認ください。 

合格の秘訣 
セミナー 

６月１４日(日)（一般向け） 

有名私立小学校で求められ

るお子様･ご家庭像をお伝え

します。 

進学模擬テスト 

3月～9月 

ジャックの教室で行う総合

的な模擬テストです。三者

面接を含む回や、大会場で

行う回もあります。 

幼稚園模試 

6月～10月 

幼稚園受験のお子様を対

象にした模擬試験です。 

母と子の関わりを見る回もあ

ります。 

学校研究会 

 

各小学校の校風や方針及び過

去の入試問題を解説するなど、

学校に対する理解を深めていた

だきます。※年中児は 6 月以降 

学校別模擬テスト 

4月～10月 

私立校・国立校など志望校

に合わせて受けられます。 

 

保護者面接講座 

 

保護者面接のポイントを指

導します。願書の書き方講

座と同日に続けて行います

ので、ご両親でどうぞ。 

願書の書き方 

講座 

 

願書や面接資料の書き方を

指導する保護者向け講演

です。 

新年長診断テスト 

開催時期は教室によって
異なります 

年中児向けの総合的な実

力診断テストです。年長に

向けての指針にします。 

面接プライベート

レッスン 

9月～10月 

受験する学校や幼稚園に合

わせて、親子・両親・母子な

どを一組ずつ練習します。 

直前講習会 

9月～10月 

入試問題に即した内容で、学校別ク

ラスを中心に行います。四谷教室は

年長対象のみ行います。日程や構

成は教室によって異なります。 

ジャック幼児教育研究所では 

様々な行事を行っています。 

 

は年長児、 

は年中児、 

は年少児、 

はキンダー（つぼみ）対象で

 

 

 

 

年中保護者講座 

 

年中児の期間を活かすた

めに、するべき事とそうでは

ない事について解説しま

す。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

四谷教室 
☎ （03）3354-6031 
FAX （03）3354-6740 

 

〒160-0003 新宿区四谷本塩町 3-7 シオセブンビル 2F 

○JR 線 四ツ谷駅 四ツ谷口 徒歩 7 分 
○南北線 四ツ谷駅 2 番出口 徒歩 7 分 
○丸ノ内線 四ツ谷駅 1 番出口 徒歩 7 分 
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