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大切なお子さまの「夢」をかなえる

合格速報
2016年度小学校受験

開校初年度にして
圧倒的合格者数を実現

南山小・名進研小・椙山小、全ての学校にて合格者の過半数が
エコール・ドゥ・アンファンの生徒たちです

合格者喜びの声 小学校受験に合格された方から続々と喜びの声が届いています。その中から一部掲載いたします。

今春のアンファン開校からの荒波を、先生方と共に親子で泳ぎ切れた…というのが今の私ども親子の気
持ちです。先生方の溢れんばかりの情熱と愛情をひしひしと感じながら、親子もそれに負けじと必死につ
いていきました。子供の勉強面でのアドバイスはもちろん、メンタル面もフォローしていただき、さらに
は母である私の微妙な心の動きにも常に気を配ってくださいました。特に受験直前の心がパンクしそう
な状況下、先生方のきめ細やかなフォローが無ければ 間違いなく今回の結果には繋がらなかったことで
しょう。アンファンの先生方、本当にありがとうございました。いくら感謝してもし足りないほどです。小
学校入学後も先生方に教わった「強育」を敢行していく所存です。来年度小学校受験に挑まれるみなさま、
不安で押しつぶされそうになることもあるでしょう。そんな時こそ アンファンの先生方にいただく的確
なアドバイスを胸に進んでください。そうすれば みなさまの受験が素晴らしいものとなることは間違い
ありません。またこれが、お子さまのみならずご家族の次へのステップに繋がると思います。頑張ってく
ださい！ アンファンは、先生方みなさんが心強いサポーターになってくださいます。心折れそうになった時、不安

になった時、すべての場面において先生方がきめ細やかなフォローをしてくださり味方となって助言を
くださいました。また子供の小さな癖から変化まで些細なことまで見てくださっていて安心して預ける
ことができました。来年度以降の受験を目指す皆さんへ―子供の幸せを願う気持ちは皆一緒だと思うの
で家族の力を信じてアンファンで頑張ってください。

アンファンの先生方のご指導の下、無事第一志望校から合格をいただきました。私どもの家庭では二人
目の小学校受験で、一人目の時と比べて必要とされる学習量が増えているように感じましたが、アン
ファンではその時代の変化もきちんと対応していただけたと思います。夏の宿泊のサマーフェスタとパ
ワートライは両方とも参加させていただき、貴重な体験となりました。面接対策も複数の先生にしてい
ただき本番に充分に備えることができました。アンファンでは小学生コースもあるため、これからもぜ
ひ引き続きお世話になりたいと思います。本当にありがとうございました。

合格通知を受けとった時は、言葉では言い尽くせない安堵、喜びと、娘に関わって下さった方々へ感謝の
気持ちで一杯になりました。月齢の遅い娘の合格は平坦な道のりであったわけではなく、娘が９月のシル
バーウィーク辺りにスランプになり、田島先生に心の成長でもあるので気にせずプリントも一切やらず
にただ遊んでお休みを過ごすようアドバイスを受けました。調子の悪い時に、無理やりやらせても心のバ
ランスを崩してしまうように思います。何事もバランスよく、受験日に備えて笑顔でそのご家庭らしさを
忘れずに、噂に心を乱されることなくアンファンの先生方について毎日を丁寧に朗らかに過ごしていく
という事が一番大切であると学びました。

無事に南山の合格を頂き、本当にありがとうございます。娘を信じていたものの、合格通知を見た時は声を
上げ泣きました。本当に田島先生をはじめ、スタッフ皆様のお陰だと思っております。やはり、ここまで来る
には、山あり谷ありでしたが、田島先生は娘の変化を見逃さず、しっかりと見ていてくれる事を実感しまし
た。先生の言葉に「谷が伸びるチャンスだ」とありますが、本当にその通りで、あの谷がなければ合格は無
かったのかもしれません。 毎回の授業後の説明がとても有意義で、アンファンは親子の絆を深め、親を育て
る塾だと思います。 願書添削や個人面接練習が不安を取り除き、不安を自信に変えることが出来ました。ア
ンファンのお陰で娘に大きな大きなプレゼントをする事が出来ました。 本当にありがとうございました。

５～６歳の幼い子の試験に対するモチベーションをあげるのは、難しいことです。アンファンの先生方が、「塾（試
験）は楽しい。」という感覚を授業を通じて子どもに体験させてくださり、子どもの士気を自然に高めてくれました。
アンファンに通って、特に助けられ、非常に感謝申し上げたい事は、先生方は親の表情を読んでくださり、要所、要所
で声をかけてくださったことでした。親は漠然とした言葉に出せない不安を抱えやすいので、先生からお声をかけ
ていただくことで、肩の力が抜け、怒らずに子どもを認めてあげる事が大事であることを再認識し、負のスパイラル
にはまらずにすみました。親の態度が子どもに与える影響は大きいですので、親へのさりげないサポートがとても
ありがたかったです。本当に感謝しております。アンファンの先生方の配慮は神対応です。田島先生、荒川先生、本林
先生ならびに諸先生方のおかげで、受験を乗りきることができました。ありがとうございました。

田島先生を始めアンファンの先生方のお陰で無事に名進研小学校の合格を頂くことができました。田島
先生の指導を頂き、毎回授業の後に「大丈夫ですよ、お母さん！」とお声を掛けて頂いたお陰で、ここまで
頑張れました。アンファンは勉強だけでなく、お泊まり合宿や体験遠足などを通して息子の心も鍛えて
くださり子供自身も楽しく受験勉強が出来て良かったです。私自身も行き詰まった時は田島先生に相談
をし、どんな些細な事でも真摯に受け答えをしてくださった事、本当に感謝しております。これから受験
が始まるお母様方へ―田島先生がよく、「受験は子供を成長させます。」と言われていましたが事実です。
お子さまの成長を楽しみながら受験を頑張ってください。

経験するまでは小学校受験をとてもおそろしく大変なものに思っていましたが、今では親としても子供
としても経験してとても良かったと実感しています。受験を通していままでは気づかなかった息子の性
格や強みを知ることもできましたし、苦手でできないことも田島先生にご相談をしてアドバイスをいた
だき、それをもとに親子で取り組むことでより絆が深まりました。できなかったことができることに変化
するとき、息子の成長を親としてとても嬉しく感じました。そのように受験に取り組めたのはなにより息
子がアンファンに通い、「先生方と頑張ることが楽しい！頑張りたい！ほめてもらいたい！」と感じる環
境で迎えていただいたことに他なりません。また長女・次男もぜひ御世話になりたいと思っています。

アンファンに入ってよかったこと、それは経験豊富な講師の先生方が授業のみならず、家庭での娘への
接し方や家庭学習にいたるまで小学校受験全体にアドバイスをいただけたことです。入塾当初月齢の遅
い娘は、周りのお子さんと比べるとできないことが目立ち、不安に感じることが多々ありましたが、先生
方より時期がくればできるようになるとご指導いただきとても安心しました。初めての受験で、親も不
安になることが多く些細なことが気になったり、ともすると噂話などに心動かされることもありました
が、先生方に相談させていただき的確なアドバイスをいただくことができ大変感謝しております。アンファンは、先生との距離感がとても近い点が良いところです。子供へのきめ細やかな指導はもちろん

のこと、親へ対しても適切な指導を頂き大変感謝しております。なかなか先生へお聞きできなかったこと
もメールで返答をいただき大変助かりました。また２次試験のための面接指導も、こちらの都合で夜遅い
時間をお願いしたにも関わらず、快く応対していただきました。小学校受験は、 わからないことだらけで
不安もありましたが、手厚いご指導に助けられ何とか乗り切ることができました。親も子も、アンファンで
学ぶことがたくさんありました。アンファンという強い味方に支えられ大変感謝しております。

たくさんの生徒がいる忙しい中でも娘の細かい変化に気付いていただき、すぐに声を掛けてくださったの
が印象的です。アンファンの先生方と一緒に得た合格だと思っております。

アンファンは授業内容でも、学校の傾向や子供達の理解度に応じて、臨機応変に授業していただけたこ
とで学力がしっかり定着したと思います。アンファンの先生方は決して怒ることなく褒めることで娘の
やる気を伸ばしてくださり、授業が楽しいと言っていつも娘はアンファンに行くのを楽しみにしていま
した。先生方のおかげで親子共々くじけることなく、無事に第一志望の小学校に合格することができま
した。 小学校受験を終えて、受験は親子で成長して乗り切るものだと感じました。経験豊富な先生方の
下、私たち家族のよい経験になり家族一同大変感謝しております。ありがとうございました。

※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。入場無料

『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

2016入試分析報告会

2/14( 日 )『強育講演会』  　　　　  午前の部10：00～ 11：30　午後の部13：00～ 14：30
2/21( 日 )『2016入試分析報告会』午前の部10：00～ 11：30　午後の部13：00～ 14：30

『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

強育講演会

h t t p s : / /www . e c o l e e n f a n t . c o . j p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 小学校受験部

東   山   校

金  山 駅 前  校
名古屋市千種区東山通五丁目 65 番地 A2E 地下鉄東山公園駅すぐ上

名古屋市中区正木四丁目 8番 13 号 金山フクマルビル 6階 金山総合駅すぐ

℡052-788-7001
℡052-678-8017



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陣がお子さまを合格へと導きます

◆平日通常スタンダード◆　（毎週指定曜日開講）―授業演習型―
小学校受験に必要な総合分野を授業形式で丁寧に指導し、お子さまの経験値を高めて受験に対する「力｣を伸ばします。そして、隔週開講の土曜プレ
ミアムA・Bで弱点を強化して実戦力を養い、各季節講座及び入試直前特別講座で「合格」を確実なものにしていきます。
◆土曜プレミアムA◆　（隔週土曜日開講）―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)―
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◆　（隔週土曜日開講）―絵画クラフト制作＆行動観察・受験運動強化型―
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　
・「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 )　
・弱点分野強化講座 ( ペーパー・行動観察＆受験運動・面接 )

◆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の特色、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 ) を誇る講師陣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。

EnfantEnfant小学校受験部小学校受験部
有名小学校受験専門

年中児
　　　▶年長児

■教える(teach)でなく導く(educate)指導の下、お子さまのモチベーションを上げ、楽しさを感じることができるメリハリのある授業で「第一志望校合格」！
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。
■どこよりも正確で最新の入試情報とアンファン・オリジナル教材＆教具でお子さまの「合格」をバックアップ！
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。
■アンファンとご家庭の教育連携のもと、親力を高めて確実な受験準備を進め、「合格」を引き寄せる！
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。また、保護者個別面談を随時行い、保護者の方々のご質問・ご不安へも早急に対応します。
■アンファンの小学校受験でお子さまの人間力を育み、「真の合格力」を養う！
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。
■オール ・イン・アンファンで無理なく無駄なく受験準備を進め、大切なお子さまを「合格」へ導く！
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。

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、年長クラスで充分に力を発揮するために小学校受験の基礎をしっ
かりと養います。そして、年長クラスへの進級時、より良い再スタートを切りましょう。
クラスのタイプは平日通常スタンダード ( 毎週指定曜日開講 )・土曜集約スタンダード ( 隔週土曜日開講 ) があります。
※土曜集約スタンダード ( 隔週土曜日開講 )：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。

[ペーパー：時間をかけて、じっくり学ぶ・楽しく学ぶ]
数量・図形・推理＆思考・言語・常識・記憶の分野を中心に、段階を踏んで繰り返し学びます。どのように処理するのか、なぜそのように考えるのかが、
自然と理解できるように、時間をかけてじっくり学びます。
[受験運動：まずは指示を聞き、基本運動で体軸を整える]
年中時には、指示を一度で聞くこと、そして、基本的な活動である「歩く・走る・跳ぶ」を正しく行い、ケンケンパ・スキップ・片足バランスなどの基本
運動で体軸を鍛えます。そして、運動を 通して「できないことができた喜びをほかの活動に活かす心｣を育みます。
[行動観察：指示を理解して、正しく行動する・お友達との関わり方を学ぶ]
受験運動と同じく、指示を一度で聞くこと、そして理解して体を動かすことのほかに、手を動かして物を扱ったり、会話を通して他者とコミュニ
ケーションを図る力の基礎を養います。各種カードゲーム・おつかいゲームなど、楽しいプログラムを用意しています。
 [絵画クラフト制作：楽しく学ぶ　そして、手先を動かすこと・道具を扱うことに慣れる ]
お子さまの成長に合わせて「なぞり描き・塗り絵・パズル・絵画」「折る・切る・貼る作業」など、年長に向けての基礎を楽しく学びます。
[口頭試問：語彙力を伸ばし、言葉のインプットからアウトプットへ]
小学校受験では、必ず面接試験が実施され、１次試験においても１対１での口頭試問(しりとり・同頭尾音語・同数音語・お話作りなど)が行われます。
そのため、アンファンでは年中時から語彙を増やし、自分の考えを正しく他者へ伝える力の基礎を養い、年長時での面接・口頭試問トレーニングに
備えます。

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。
小学校受験では多くの経験を積んでいくことで、お子さまは様々なことができるようになります。そして、できたことで「楽しさ」を感じ、自信を持ち、初めてのことでも挑戦
してみる心が育まれます。アンファンでは、お子さま一人ひとりの「素地｣を把握し、理解できるまで、できるようになるまでのプロセスを大切にし、お子さま自らが楽しさと
自信を得られるよう、そして入試当日に実力を発揮できるように指導します。「ほめて伸ばす」アンファンの教育理念が小学校受験クラスの授業にはこめられています。クラ
スのタイプは平日通常スタンダード(毎週指定曜日開講)、土曜プレミアムA・Bがあります。

[ペーパー：楽しく学ぶ経験を重ね、自ら考える意欲と知力を育む]
数量・図形・推理＆思考・言語・常識・記憶の分野を、段階を踏んで繰り返し学びます。また、指示の内容を正しく理解する力、初見問題への対応
処理力と粘り強く取り組む姿勢を身につけ、今まで培ってきた考え方を応用できる知力・知恵を育みます。
[受験運動：聞く・見る・待つ　体を動かすことで意欲と自主性を伸ばし、キラリと光る子に]
アンファンの受験運動は、体軸を整える基本運動・器械運動・サーキット運動・指示行動を含む運動など、小学校受験ならではの幅広い指導内
容です。年齢に適した身体能力だけでなく、指示を理解する力、最後まであきらめないで取り組む力、待機時の様子など、運動以外も合否の判
断材料になります。日頃よりどんなことにも挑戦する前向きな姿勢を身につけていくことが大切です。
[行動観察：指示を理解して、正しく行動する・コミュニケーション能力を伸ばす]
指示された条件での自由遊び・ゲーム遊び・集団による作業などを通して、お子さま一人ひとりの「素地」を把握し、それぞれの自主性と協調
性、創造力・発想力・問題解決力を伸ばします。そして、お子さまの言動を認めてほめることにより、「自分に自信を持ち、楽しく取り組み、周囲
との関わりができる」よう指導します。また、活動の中での周囲との対抗・対立時、ルールを守ることの大切さや、相手の意見や考えを受け入
れる「思いやる心」を育みます。
[絵画クラフト制作：楽しさを感じ、創造する力と自分の考えを表現する力を養う]
作業過程・完成度の両面から、お子さまの創造力・描写力・作業力(折る・切る・貼る)を伸ばします。与えられた時間内に、指示された課題を大き
くのびやかに表現し完成させる指導を行います。
[面接・口頭試問トレーニング：聞き取る力を伸ばし、文を構成しアウトプットできる力を身につける]
実際の面接試験での質問に対する応答・語彙トレーニング・復唱・短文作りと、単語･句での返答だけでなく、文で表現する時間を毎回の授業
に設け、｢自分の言葉で自分の考えや思いを話す力｣を育てます。

《年中クラス》

《年長クラス》

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

首都圏・関西圏受験にも
完全対応します


