
大切なお子さまの
「夢」をかなえる

『どこよりも早い入試分析報告会                  
 ＆元PTA会長と卒業生による名大附中入試のススメ』

2016年1月10日（日）時間10：00～11：45

※但し、事前にHPより参加のご予約が必要となります。
※定員になり次第、締め切りとさせていただきます。

会場 /エコール・ドゥ・アンファン東山校

※但し、事前にHPより参加のご予約が必要となります。
※定員になり次第、締め切りとさせていただきます。

名大附属中学受験

入試分析報告会&講演会

入場無料

入場無料

１月９日（土）に行われた「平成 28 年度　検査Ⅰ・検査Ⅱ」入試問題の分析をどこよ
りも早く皆さんに報告します。また名大附中高・元 PTA 会長と、名大附中から名古屋
大学に進学されたご子息より、名大附中の学校教育と魅力についてお話しいただきます。
アンファン新年度「入室説明会」および「入室テスト」も同時開催いたします。

会場（2/14・2/21 両日ともに）エコール・ドゥ・アンファン東山校

『南山小学校教育の目指すもの』
　　　　　　                       南山小学校  西脇良校長先生

小学校受験
2016入試分析報告会

『小学校受験の正しいあり方』アンファン小学校受験部統括責任者  田島良乃

『2015年度小学校受験の動向とその分析』
                                                             アンファン小学校受験部統括責任者 田島良乃
『2016年度小学校受験の展望』
                                                                 アンファン小学校受験部教務部長  荒川恵也

小学校受験
強育講演会

―2016 アンファン『夢』宣言―
「お子さまに最高の教育を授けたい」という
夢を持った Educator が集うアンファンが

お子さまの夢をかなえます

2/14( 日 )
午前の部10：00～ 11：30
午後の部13：00～ 14：30

2/21( 日 )
午前の部10：00～ 11：30
午後の部13：00～ 14：30

https://www.ecoleenfant.co.jpお問い合わせ・お申し込みはお電話またはHPをご覧ください。

スマートフォンの方は、こちらの
QR コ ー ド を ご 利 用 く だ さ い。大切なお子さまに最高の教育を ／ 052-789-0080

／ 052-678-8017
／ 052-759-5077

東   山   校
金  山 駅前  校
覚 王 山 校

 エコール・ドゥ・アンファン

２月新年度開講



■詰め込みではなく、ほめて伸ばす指導と一貫した「受験合格プログラム」で、テストで高得点を取れるだけでなく、各小学校が求める
お子さまとしての力を伸ばして第一志望校合格を確実にします。
■入試出題傾向の変化を分析し、最新入試情報を織り込んだ総合分野カリキュラムとオリジナルテキスト＆ノンペーパーキット (クラフト・
パズル・カードなど ) で、「合格力」を伸ばし、「入試本番に強い子」に育てます。
■毎授業・講座時の保護者説明で「学習内容のポイント・お子さまの理解状況・小学校受験情報・ご家庭での過ごし方」などを充分にお伝えし、家
庭学習の効率と受験準備の質を上げていただけます。
■受験対策だけでなく、「学ぶ姿勢」を身につけ、就学前に必要な「人として生きる力」を人間形成の一環として育みます。
■ペーパー・行動観察・受験運動・絵画クラフト制作・口頭試問をはじめ、躾や道徳性も含め小学校受験に必要なことを全て指導します。

アンファンの小学校受験―有名小学校受験に圧倒的実績と
豊富な指導経験を持つカリスマ講師がお子さまを伸ばす

◆平日通常スタンダード◆　―授業演習型―
＜年中クラス＞ 早めのスタートで「合格への最短距離」を歩みます。一貫した指導プログラムで　「学ぶ姿勢」を身につけ、
小学校受験の基礎をしっかりと養います。
＜年長クラス＞ 自信を持って入試当日に「力」を発揮できる「本番に強い子」に育てます。合格を確実なものにするため、総
合的な内容を指導し、お子さまを第一志望校合格まで導きます。
◆土曜集約スタンダード◆　―授業演習型 ( 隔週土曜日開講 )―
＜年中クラス＞ 平日通常授業 (2 週分 ) を隔週土曜日に集中開講しますので、平日の通塾が難しいお子さまに最適なコースです。

◆土曜プレミアム A◆　―テストゼミ型 ( ペーパー・行動観察・受験運動・絵画クラフト制作・面接 )―
＜年長クラス＞総合分野テストゼミ ( テスト→復習演習 ) 形式でお子さまの「合格力」を実戦的なレベルへと高める特別講座
です。試験当日に必要なテスト形式での経験を重ね、「テストに強い、本番に強い子」に育てます。
◆土曜プレミアム B◆　―絵画クラフト制作＆行動観察・受験運動強化型―
＜年長クラス＞小学校受験におけるノンペーパー分野を強化トレーニングする特別講座です。試験当日に必要な「経験」を重
ねていく特別演習講座です。
★プレミアムＡとＢをあわせて受講することで、効果的に学習に取り組み、お子さまの「合格力」を伸ばします。

◆春期・夏期・冬期・特別対策講座◆
各季節講座および特別対策講座で、精選されたカリキュラムとオリジナル教材、確かな指導力で合格に必要な総合的実戦力を
高めます。
・春期・夏期・冬期講習　　　・入試直前特別講座　　　・弱点分野強化講座 ( ペーパー・行動観察＆受験運動・面接 )
・「夏のパワートライ」(1 泊 2日のノンペーパー強化合宿 )　・「アンファン・サマー・フェスタ」(1 泊 2日の野外活動 )　　
◆アンファン・オープン◆　―小学校受験公開模擬試験―
私立小学校やエコール・ドゥ・アンファンを会場として開催する、毎年の各校入試出題傾向を分析した小学校受験のための公
開模擬試験です。
◆保護者対象講座&「強育講演会」◆
・各小学校の先生から各校の教育理念や指導特色、試験についてお話しいただきます。
・各小学校の入試情報だけでなく、「受験に向けての心構え」からご家庭での準備や過ごし方、各小学校の「願書及び自由記入
   欄の作成」、「親子面接」のポイントまでお話しします。
◆首都圏・関西圏受験にも完全対応します◆
首都圏・関西圏の名門私立小学校への指導合格実績 ( 慶應幼稚舎・早稲田・学習院・立教・日本女子大豊明・東京学芸大附大泉ほか／
神戸女学院・洛南・関関同立・追手門ほか ) を誇る講師が皆さまの首都圏受験・関西圏受験のご希望にお応えします。

名門中学受験に強力なノウハウを持ち多数の合格者を
輩出した専門講師による合格指導
■真剣味がちがう「完全復習型」のカリキュラム

■担当はすべて「プロ専任講師」

■教科独立の「学力別クラス編成」

■目的に応じて利用可能な「自律型学習室」の完備

■保護者への徹底したフィードバック

■定着度をはかる「復習テスト」・競争心を養う「全国模試」

■実戦力・精神力をきたえる「季節合宿」

授業後にお迎えに来られた保護者の皆様に対して授業説明、またお電話にて塾でのお子さまの
学習状況をお話しさせていただきます。低学年は各回の授業の学習ポイントをまとめた「ポイ
ント解説プリント」によりご家庭での学習を効果的に進めることができます。定期的に保護者
面談を行い、一人ひとりのお子さまに合わせた学習方法を提案していきます。

小１～小４までは定期的に、小５からは毎週「復習テスト」を行い、学習定着度を高めます。
また小４からは「全国模試」を実施し、より高いレベルを目指した学習を可能にします。

小５・小６では、「夏のパワートライ」をはじめとした「季節合宿」を行い、学習に特化した
環境で実戦力を高め、合格に必要な精神力をきたえます。

アンファン・プレミエールで
将来の「受験」に万全な準備

その他の講座、詳細につきましてはエコール・ドゥ・アンファンHPをご覧ください。

Enfant Premiere
「天才脳」を育成し幼・小・中学受験へ備える

Enfant中学受験部名門中学受験専門

Enfant小学校受験部有名小学校受験専門

【知力×想像力×体幹　3つのトレーニングで「考える力」を育成】

授業は、中学受験を知り尽くした「プロ専任講師」が担当します。特に受験学年での入試直前の
指導において「講師の経験力」の差は合否に大きく影響を与えます。

小 5より、国語・算数の 2科目において、それぞれの教科について独立した「学力別クラス編成」
を行います。これにより、得意教科はより得意に、不得意教科は基礎からの学習が可能になります。

講師常駐なので、課題をこなすうえでの質問対応や、苦手分野の克服のための学習アドバイス
など、個々に合わせた利用が可能です。

小 1　学習する楽しさを知り、興味を持つ。
小 1では、楽しく授業を受け、学習に興味を持つことが大切になります。塾で学習することの楽
しさを知ってもらい、さらにご家庭でも自ら学習したいと思わせる授業をしていきます。
小 2　自力で問題が解けた時の達成感、充実感を知る。
小 2では、学習習慣の定着を目標とします。「課題プリント」などを通して反復練習をする習慣
を身につけ、学習を生活リズムのひとつとして取り組むことができるように心がけます。また、
この時期に、考えることの楽しさや、自分の力で問題を解いたときの達成感を味わい、より学習
に興味を持ってもらいます。
小 3　自分で考える力、粘り強く考える習慣を身につける。
小 3では、「自分で考える力」を育むことを目標にします。「なぜ？」をしっかりと考え、自ら工
夫して考える力を養い、判断、表現ができるようにします。また、この時期の学習では論理的思
考力が求められる問題にも取り組み、順序立てて考え、粘り強く取り組む習慣も身につけます。
小 4　思考力と記述力を高め、受験勉強の定着をはかる。
小 4では、本格的な受験勉強に向けて、思考力・記述力を高めていきます。授業時間も長くなり、
通塾日数も増える中で本人の自覚を促し、積極的な受験準備を進めていきます。また、「全国模試」
の受験も始まり、成績をより意識した学習を進めます。
小 5　徹底した基礎力の定着をはかり、受験学年に備える。
小 5では、来たる入試に対応するためのしっかりとした基礎学力を身につけることを目標にしま
す。この時期の学力の定着が小 6での学力の伸びに大きく影響します。毎週の「復習テスト」で
基礎学力の定着をはかり、また、入試レベル問題の練習を通して思考力を高めていきます。
小 6　第一志望校合格に向けて合格力・精神力を養う 
小 6では、第一志望校合格に向けて「学力別」「志望校別」のクラス編成でより効率的かつ実戦
的に学習を進めていきます。また第一志望校合格に何が必要なのかを個々に考え、より的確な指
導を行い、学力面、精神面においても完全サポートしていきます。

予習なしに塾で新分野について学習することで興味・関心が高まり、集中して授業に取り組む
ことができます。その後、各自で復習を進めることで、むりなくむらなく知識を定着させるこ
とができ、ご家庭に無理な負担もかけることもありません。

私立中受験とは異なる名大附中独特の適性検査を徹底分析し、効率的な学習
プログラムで合格へと導きます。検査Ⅱの作文、検査Ⅲのグループ面接にも完
全対応。この時期から受検を考える小６生も短期集中で合格を手にすること
が可能です。

確かな情報と指導力を持った講師が、
確かな入試分析によりお子さまを合格へと導く

名大附中受験

Ecole de名大附

学校の進度に合わせ、基礎から応用までしっかりと定着させ、小・中・高問わず全
ての学年で過去の問題などから出題傾向を分析した予想問題を用意し、推薦受
験、定期テストに向けて万全な対策をしています。長年椙山生を専門に指導して
きた講師が担当していますので、大学への推薦はもちろん、他大学進学に関する
正確な情報もお伝えすることができます。

長年にわたり椙山幼小中高全ての生徒を指導してきた講師による椙山生専門塾

椙山幼小中高生専門

Ecole de椙山

慶應義塾大学進学率１００％の一貫教育校として注目を浴びる慶應義塾ニュー
ヨーク学院への進学を指導します。入試状況や出題傾向を熟知した専任講師が英
語、小論文など合格に必要な学習指導はもちろん、出願書類の書き方から面接
指導まで、あらゆる対策を行います。さらにネイティブ講師、慶應義塾 NY 学院
卒業生、元 PTA 役員の専任カウンセラーも指導を担当し、お子さまを合格へと導
きます。

確かな情報と合格指導力をもつ講師による慶應合格への最短コース確かな情報と合格指導力をもつ講師による慶應合格への最短コース

慶應義塾ニューヨーク学院受験

Ecole de慶應NY
留学研究センターは、アメリカの大学を卒業した専門のカウンセラーが進学
サポートを行います。経験に基づくカウンセリングによって本人にとって最も
適した学校を選び、入学に向けての書類の手配など入学手続きはもちろん、
審査基準となるエッセイの指導など入学までのあらゆるサポートを行います。
また、未就園児から段階ごとに TOEFL 対策講座も行っています。

アメリカの大学・大学院・高校へ「卒業をめざす」留学

留学研究センター

アメリカ大学を卒業したカウンセラーによる確かな留学プログラム

Enfant International ではグローバル部門専任講師やネイティブ講師とともに英
検の対策を行います。特に早期英語教育を受けられている方やインターナショナ
ルスクールに通われている方など、低年齢児童からハイグレードなスコア・級を
目指している方のためのコースも用意し、英語に限らず、受検レベルに必要な一
般知識やより高度な表現などを独自の指導プログラムで指導します。もちろん、こ
れから英語を始められるお子さま対象のコースも用意しています。

小学校卒業までに英検２級を目指す英検受検の指導プログラム

Enfant Inter�ational実践英語力養成プログラム

大切なお子さまの「夢」をかなえるエコール・ドゥ・アンファン

小５
　　　▶小６

小４
　　　▶小６

年少
　　　▶高３

未就園児
　　　▶高卒生

小１
　　　▶中３

未就園児
　　　▶小学生

未就園児
　　　▶年長児

年中児
　　　▶年長児

小１
　　　▶小６

お子さま一人ひとりの「夢」実現を可能にする多彩なプログラム

Enfant

勉強だけを教える塾の時代はもう終わりました。アンファン・プレミエールでは、将来の幼・小・中学受験への準備として必要な力全てを総合的に養成
する「オールインワンプログラム」で人間力を強化します。
《こころ》学習に取り組む意欲を引き出し、学習姿勢を培い、将来の受験に必要な学力を養成する学びの土台をしっかり育てます。
《あたま》多彩な指導プログラムによって、集中力・思考力・推理力・注意力・記憶力・指先の巧緻性をバランス良く伸ばします。さらに言語分野・数理分野
を段階的に無理なく学ぶカリキュラムによって、お子さまの“あたま”を大きく刺激します。
《からだ》「運動のための運動」ではなく「体幹強化プログラム」で、物事に取り組むヤル気と粘り強さを培い、集中力を伸ばし、「学びの姿勢」を身につけ
ます。また、知育教具を使い楽しみながら想像力・図形的発想力・手先の巧緻性など効果的に育てます。身体性と頭脳の働きの間に密接な関係のある幼
少期だからこそ、運動や知育教具で実際に手を動かすことを通して、心や身体の成長や安定に抜群の効果を与えます。

お問い合わせ、お申込みはお電話またはアンファンホームページをご覧ください

入塾されたすべてのお子さまには、
『夢』の実現を応援するためにアン
ファン・オリジナルのSpecialBag を
無料進呈します！

エコール・ドゥ・アンファンへ
ご入塾の方

Enfant 論理エンジン
驚異の読解力・論理的思考力を育成する

『論理エンジン』を熟知し、”受験国語のカリスマ”が認める講師による
小4～小6対象の読解力アップ講座
”受験国語のカリスマ”出口汪先生が開発した他に類を見ない論理力・言語能
力育成システム＝『論理エンジン』は、言葉と言葉のつながりを捉えて文の
構造を把握することから構造的・論理的に文章を捉えていく画期的なト
レーニングシステムです。『論理エンジン』では、「センス」「感覚」ではない、
本物の読解力が育成されます。

４月より新年度開講
３学期生受付中

国私立幼稚園受験に完全対応


