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私立小学校編入対策コース

私立小学校編入
対策コース
編入対策はICE！難関突破をプロの指導で勝ち取る！
▶︎ 私立小学校では、欠員が出たときのみ若干名の編入募集をします。編入を希
望される生徒さんの数は大変多いため、ハイレベル＋狭き門となります。
したがって、募集枠が各校から公開されてからの準備では当然間に合いませ
ん。このような編入募集の現状を踏まえ ICE では、以下の指導を懇切丁寧に
行います。
▶︎ ① 筆記試験を突破するための学力指導（算数・国語・作文）
② 本番を模した編入面接指導（両親・親子）
③ 本番に強くなるための各学校に合わせた模擬試験
（算数・国語・作文・行動観察・礼法）

私立小学校
編入対策
スケジュール

◆ 12

月 5 日（日）

模擬試験【診断】

◆ 12

月 20 日（月）〜

冬期講習【弱点対策】

◆1月

9 日（日）

聖心セカンド編入直前対策

◆ 1 月 13

日（土）

本番入試

◆ ２月 13

日（日）

成蹊小学校国際学級編入直前対策

◆ ２月

26 日（土）

本番入試

小学1〜4年

1 私立小学校編入模擬試験

私立小学校編入試験当日、お子さまは大変緊張します。緊張から、試験が思うようにできなかったということも多々ありま
す。しかし、そのような緊張感は、場慣れすることで回避することができます。
ICEでは、私立小学校編入試験をされるお子さまを対象に、模擬試験を実施しております。試験会場の雰囲気に慣れるだけ
ではなく、模擬試験を受けることで弱点をいち早く発見し、お子さまが自信と余裕を持って編入試験に臨まれ、合格される
ことを目指します。

模 擬 試 験日程

《実施日時・教室》2021 年 12 月 5 日（日）9：00 ～ 自由が丘教室

A：聖心セカンドステージ
国語・算数・作文／行動観察・礼法 《塾生：30,800 円／一般生：35,200 円》
B：成蹊小学校国際学級・普通学級 国語・算数・運動／行動観察・礼法 《塾生：30,800 円／一般生：35,200 円》
C：私立小学校 2 教科対応
国語・算数 《塾生：13,200 円／一般生：15,400 円》
D：私立小学校 3 教科対応
国語・算数・作文 《塾生：19,800 円／一般生：22,000 円》
（価格は全て税込）
E：行動観察・礼法 《塾生：11,000 円／一般生：13,200 円》
※CまたはD+Eの組み合わせでの受験も可能です。
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2 私立小学校編入講座

算数

国語

作文

（標準）
120分×3コマ

小学1〜5年

《実施教室》
【算数・国語の2教科】自由が丘 / 桜新町 / 吉祥寺 / 勝どき / たまプラーザ / 新百合ヶ丘 / 横浜
【作文】勝どき / 横浜 / 自由が丘 / 新百合ヶ丘
ハイレベルな編入試験の算数・国語・作文対策に特化した講座です。
編入試験における算数・国語は、90点以上のトップレベル答
案が要求されます。そのため、既習学年の学習内容を完全に理解した上で、より発展的な内容もおさえておくと安心です。
また、印象に残る作文は、語彙力や表現力が求められます。ICEではベテラン教師の丁寧な指導により、お子さまの書く力を伸ば
すことを目指します。時間に余裕がある冬休みに、ICEで総復習をして、レベルアップを図りましょう。

講座内容

ベテラン教師による、
各学校の入試傾向に即した指導が受けられます。講習用教材を用います。

3 聖心女子学院セカンド対策講座

算数

国語

作文

（標準）120分×3コマ

小学4年

《実施教室》勝どき / 自由が丘 / 横浜 / 新百合ヶ丘
聖心女子学院セカンドステージ編入試験における算数・国語・作文対策を行います。
今までの勉強を総復習し、どのような問題が出されてもよいように万全の準備をいたします。このコースで、苦手な個所を
克服しましょう。１月の試験に向けてラストスパートです！

講座内容

総復習及び強化を目標にしたコースです。
※作文のプライベート受講をご希望の場合は事前に日にち・時間・教室を事前にご相談ください。
90 分／ 1 回を完全プライベートでご指導する ICE 独自の作文講座です。

4 成蹊国際学級編入講座

算数

国語

（標準）120分×3コマ

小学3 年

《実施教室》自由が丘 / 吉祥寺 / 横浜 / 新百合ヶ丘
海外での様々な経験を活かし、小学4年生から成蹊小学校の仲間に加わるチャンスです。
国際学級と標榜されているように、求められるお子さま像も一般の私立小学校とは異なります。
毎年、合格をいただいているICEならではの、ぶれない対策をいたします。

講座内容

成蹊国際学級に精通したベテラン教師が、合格に向け丁寧にご指導いたします。

5 編入模擬面接講座

小学1〜5年／お子さまのみ・両親・親子

《実施教室》要相談
ご志望の私立小学校の編入面接試験を模擬練習するための講座です。
編入試験では、生徒さんやご両親の人となりを見る「面接」の占めるウェイトも高く、その対策は付け焼刃では間に合いません。
お子さまに関する質問以外にも、予想していない質問をされた時の対応方法など、過去に在籍いただいた受講者の実体験をも
とに、ICE では適切な指導を行います。
「何を聞かれても大丈夫！」と言えるだけの準備をするために、謙虚に、冷静に、面
接の対策を練っていくことが必須です。この冬、
「不安な面接」を「必ず受かる面接」に！

講座内容
両親面接・親子面接など、いかなる面接のパターンにも「完全対応」！
出願前の願書添削もご指導いたしますので、ご安心ください。
60分×1回（願書添削1回を含む）の完全予約制。回数・実施教室などは事前にご相談ください。
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■ 私立小学校編入対策コース
コース・講座

私立小学校編入対策

対象学年

指導教科

授業時間

塾生

3 コマ

小学1・2・3年生

算数・国語 / 作文

120分× 3日間

30,800円

33,000円

4 コマ

小学1・2・3年生

算数・国語 / 作文

120分× 4日間

40,700円

42,900円

6 コマ

小学1・2・3年生

算数・国語 / 作文

120分× 6日間

55,000円

57,200円

8 コマ

小学1・2・3年生

算数・国語 / 作文

120分× 8日間

69,300円

71,500円

3 コマ

小学4・5年生

算数 / 国語 / 作文

120分× 3日間

34,100円

36,300円

4 コマ

小学4・5年生

算数 / 国語 / 作文

120分× 4日間

45,100円

47,300円
63,800円
79,200円

6 コマ

小学4・5年生

算数 / 国語 / 作文

120分× 6日間

61,600円

8 コマ

小学4・5年生

算数 / 国語 / 作文

120分× 8日間

77,000円

一般生

※原則として、小学生はパーソナル（先生1人に対し生徒3〜4名）の指導となります。プライベートなど、それ以外の指導形態をご希望の方はご相談ください。
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お申込み方法
塾生の皆さま

① レギュラーで受講されている講座につきましては、
自動登録制となっておりますので別途申し込みは不要となります（受講されない講
座は、
別紙「冬期講習受講コース・教科自動登録確認書」
に明記の上、11月20日
（土）
までに担当教師にご提出ください）。
② 自動登録以外を受講の場合には別途、
申込期間内にWeb申し込みをお願いいたします。

③ 受講日程をご相談・決定の上「受講確認書」をお渡しいたします。受講料のお支払いは、2022年1月分月謝と合算にて口座振
替となります。
④ ご受講 ※自動登録後のキャンセルは、12月1日（水）17：00までとさせていただきます。

①「無料体験」

一般生の皆さま

90分／1コマ まで授業体験を実施いたします。事前診断で指導報告をさせていただきます。
②「事前診断」
保護者の方、生徒さまご本人と面談形式にて、受講科目、時間割についてご相談させていただきます。
日時は、個別に設定させていただきます。
③ Webよりお申し込みください。

講習申込フォーム（HPの申し込みボタンまたは右記QRコードよりお入りいただけます）

お申込みは
こちら▶

受講料は、ご家庭にお届けするコンビニ払込票にて、指定の期日までのご入金をお願いいたします。
④ ご受講

※キャンセルについては、受講日時確定後の「お申込み日」より起算して7日以内とさせていただきます。

はじめての英検講座について

P.18 【はじめての英検講座（５級〜３級）】 教材費・受講申込締切について
【はじめての英検講座（5〜3級）】では、解説動画も視聴可能な「標準新演習英語」
（中１〜３いずれか）を指定教材としています。
受講料に加え教材費（税込1,980円）がかかります。
教材は受講前にご自宅へ送付しますが、
その手続きの関係上、
申込締切日はこの講座のみ、12/10（金）17:00とさせていただきます。
また、この日時を過ぎての受講キャンセルもできませんので、ご了承ください。
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「アイ・シー・イー私立専門塾」を運営する株式会社エー・アンド・アイは、多数の教育事業を展開するZ会グループのグループ会社です。
グループ理念である「最高の教育で、未来をひらく。」のもと、私たちはお子さまの未来につながる「志」を育んでいます。

東京エリア

神奈川エリア
東京都目黒区自由が丘2-11-8
（塾事務局）
キネスビル 3階・4階

横浜教室

TEL.045-624-9825

横浜市神奈川区大野町1-25
横浜ポートサイドプレイス4F

たまプラーザ教室

TEL.045-507-7090

神奈川県横浜市青葉区美しが丘
2-21-13 美しが丘プラーザビル2Ｆ

TEL.045-507-7091（塾事務局） 平野ビル 3F

青葉台教室

TEL.045-982-8955

神奈川県横浜市青葉区青葉台
2-6-2 山下ビル 3F

TEL.045-507-7091（塾事務局） 2-2-14 HN BLDG 7F

新百合ヶ丘教室

TEL.045-507-7091（塾事務局） 小田急新百合ヶ丘ビル3F

自由が丘教室

TEL.045-507-7091

桜新町教室

TEL.03-5451-7838

勝どき教室
吉祥寺教室

東京都世田谷区桜新町1-14-12
小泉TKビル4F
東京都中央区勝どき3-5-4
東京都武蔵野市吉祥寺本町

川崎市麻生区上麻生1-5-2

教室地図は
こちらから ▶
ご覧いただけます

お問い合わせ TEL:

0120-905-613

ICE私立専門塾

