
Ｎ日能研川崎校



日能研川崎校の通室について

〇川崎校の特徴 

〇２０２３年度時間割 

〇会費一覧 



日能研川崎校の特徴① 

日能研川崎校は在籍生徒数４００名を超える 

エリア最大級の中学受験専門塾 
 

皆で意見を出し合い、 
生徒が楽しく学習し、 
活き活きとしているのも 
日能研川崎校の強みです！ 

ＪＲ川崎駅徒歩２分。ビル５階の 

ワンフロアで移動もラクラク！ 
１０教室すべてオールＬＥＤで 

とても明るい教室です。 
 
開校から２８年目を迎える 

歴史のある日能研教室です。 

１科目専任講師のみ！ 

予習の必要がない 
オリジナルテキストを使用 

日能研川崎校では 

授業前後、授業日以外でも 

質問大歓迎です！ 

生徒からの学習相談にも 

親身に対応いたします。 

原則、教室営業時間＝自習室開放日！ 
教室生ならば、どなたでもご利用いただけます。 



日能研川崎校の特徴② 

他の習い事との併用もＯＫ！ 
３年生・４年生は通室曜日を選べます！ 
授業の振り替えもＯＫ！ 
 
３・４年生は日能研以外の習い事に参加している生徒が 
多くを占めます。塾での学習ももちろんですが、低学年のうち
から様々な経験を！ 

月 火 水 木 金

算
数

算
数

お
休
み

振替可能！

※４年生 授業振替の一例 

５年生・６年生は 
習熟度別クラスは５クラス編成！ 

(※2022年実績) 

 
クラス数はエリア最大規模！ 
学力が近い生徒同士が切磋琢磨できる環境です。 
クラス数も多いため、頑張れば頑張るほど 
成果も見えやすい！ 
 

充実の保護者会・個別面談 
 
塾に通うのが初めての生徒・ご家庭がほとんどです。 
プロのスタッフが丁寧にご案内いたします！ 
他に日能研川崎校独自の生徒ガイダンスや 
大好評の保護者向けの座談会も実施しております。 
 

教室長を中心に 
経験豊富なスタッフが皆様の 
学習をサポートいたします！ 
是非、日能研川崎校で 
一緒に学びましょう！！！ 
 



クラス

～

～

～

～

～

～

～

～

選抜
クラス

予科
クラス

国語

16:50 18:00

18:10 19:20

算数

18:10 19:20 算数

16:50 18:00

15:30 16:40 国語

金曜日 土曜日

算数

国語

授業時間(月～金) 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日

マ
イ
フ
ァ
ー
ス
ト
テ
ス
ト
（
Ｍ
Ｆ
Ｔ
）

18:10 19:20 算数

16:50 18:00 国語

16:50 18:00

●習熟度別２グレード編成です。（選抜クラスと予科クラス） 

 4月・9月にクラスの見直しを行います。 

 

●選抜クラスへの入会は全国テストにおいて一定の基準を満たす必要があります。 

 選抜クラス授業日；水曜日 １６：５０～１９：２０ 

  

●予科クラスへの入会は全国テストにおいて入塾基準点を満たす必要があります。 

 予科クラス授業日；月曜・水曜・金曜から通塾日をお選びいただけます。 

 ※水曜日のみ、１コマ目:15:30～16:40 ２コマ目:16:50～18:00です。 

 ※授業内容はどの曜日でも同じ内容です。 
 
〇選抜クラス・予科クラスともに同じ教材を使用します。 
 授業時間数や会費に違いはありません。 
 
●国語 または 算数 どちらか１科目から受講可能です。 
 【受講パターン】 
 ①月曜クラス ②水曜クラス ③金曜クラス ④水曜(選抜)クラス 
 ⑤各曜日の組み合わせ（例；水の算数と月の国語、など） 
 
●曜日間の振替授業も可能です（授業進行は金曜日スタート）。 
 
●マイファーストテスト（授業内容の復習確認テスト） 
 ・土曜の午前中に実施 8：30開始→10：30終了予定 
  (受験できない場合は、土曜日の午後･日曜に振替受験可能です) 
 ・実施頻度 月に１回 



日能研川崎校「予科教室」に関して

 受験カリキュラムに入るのは上記の通り４年生からです。３年生から塾通いを開始することに

よって、通塾に慣れることはもちろん、「授業→復習（宿題）→テスト→見直し」の流れを早期か

ら意識できるようになり、より早く自立して学習出来るようになります。 

＊「通室に慣れる」 

 中学入試で出題される各分野を学んでいくのは、４年生以降の「本科教室」での授業となります。 

つまり、４年生になるまでにある程度の学力（思考力および授業姿勢や学習習慣を含む）をつけて

おくことで、その先の伸びが大きく変わってきます。 

＊受験カリキュラムに入るのは「４年生」から 

＊難問に立ち向かえる「思考力」が育める 

 予科教室の授業内では、つねにお子さま自身に考えさせながら、問題演習に

取り組んでいきます。単に答えを教わるのではなく、自分自身で考えてから答

えにたどり着くため、勉強の楽しさを味わいながら思考力が育まれていきます。 

＊国語 
さまざまなジャンルの文章を読みながら読み解きはもちろん、記述を通じて

自分自身の意見を表す力（思考力・表現力）を磨いていきます。 

＊算数 
４年生以降の中学受験カリキュラムにつながる「考え方」を文章題を通じて

学んでいきます。数や量の概念、それを踏まえた計算の工夫、数の形との関

係など、あらゆる視点から算数の楽しさを実感してもらいます。 

＊テキスト構成 
４年生以降の「本科教室テキスト」同様、やるべき課題が明確な構成になっ

ています。ただし低学年のうちは使いやすさを重視し、１冊のテキスト内に

授業内容・宿題内容をまとめています。 

授業 宿題 
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●習熟度別２グレード編成です。（Mクラス・Aクラス） 
 
 ２ヶ月に１度クラス替えを実施します。（Aクラス⇔Mクラス） 
 
●4科目・2科目(国語と算数）の受講選択が可能です。 
 
 ※Ａクラスは通室曜日をお選びいただけます。 
 
  例）Ａクラス⇒月曜日の算数と木曜日の国語・社/理 など 
 
   ※Ｍクラスは、火木コースまたは水金コースをお選びいただけます。 
 
 
●社会/理科の授業は隔週で実施します。 
 
●受講科目(２科⇔４科)は、月単位で変更可能です。 
 
●欠席時の振替授業も可能です(授業進行は金曜スタート)。 
 
●テスト 
 ・土曜日の午前中に実施します。 
       8：30開始→〔2科〕10:30終了予定〔4科〕11:30終了予定 
  (受験できない場合は、土曜日の午後･日曜に振替受験可能です) 
  
 ・学習力育成テスト(授業内容の復習確認テスト) 実施頻度 ２週に１回 
 
 ・公開模試 (実力判定テスト) 実施頻度 前期:隔月に１回 後期:月1回                         
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国語

16:50 18:00 社会 ◆算数 理科

19:35

社会

18:10 19:20 算数 ◆国語 国語

16:50 18:00 理科 ◆算数

20:45 算数

18:10 19:20 理科 算数 国語

19:35 20:45 ◆理科 ◆算数 ◆国語

クラス 授業時間(月～金) 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

16:50 18:00 社会 算数 国語

 
●習熟度別5クラス編成です。２ヶ月に１度クラス替えを実施します。 
 
●4科目・2科目(国語と算数）の受講選択が可能です。 
 
●受講科目(２科⇔４科)は、月単位で変更可能です。 
 
●19:20～19:35に軽食の時間がございます。 
 

●特別選択講座(◆印)について 

 Ｍクラスは必修です。Ａクラスは申込制で別途会費が必要です。 

 特別選択講座のみの受講は出来ません。 

 Ｍクラス・Ａクラス対象の国語・算数講座、Ｍクラス対象の理科講座がございます。 
 
 
●テスト 
 ・土曜日の午前中に実施します。 
       8：30開始→〔2科〕10:50終了予定〔4科〕12:00終了予定 
  (受験できない場合は、土曜日の午後･日曜に振替受験可能です) 
  
 ・学習力育成テスト(授業内容の復習確認テスト) 実施頻度 ２週に１回 
 
 ・公開模試    (実力判定テスト)      実施頻度 月に１回                         
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６Ａ３
20:45 算数 ◆算数 ◆国語

18:10 19:20 算数 ◆算数 理科
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16:50 18:00 社会 国語

19:35 20:45 算数 ◆算数 ◆国語

19:35 20:45

14:00 15:10

14:00 15:10

14:00 15:10

国語 社会 算数

18:10 19:20 社会 ◆算数

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 授業時間(土曜日)

18:10 19:20 国語 社会 算数

土曜日

６Ｍ

14:00 15:10 算数

15:20 16:30 算数

16:40 17:50 理科

18:00 19:10 理科

金曜日

16:50 18:00 国語 算数

クラス 授業時間(月～金)

理科

15:20 16:30 理科

16:40 17:50 算数

18:00 19:10 算数

国語

15:20 16:30 国語

16:40 17:50 社会

18:00 19:10 社会

算数

15:20 16:30 算数

16:40 17:50 国語

18:00 19:10 国語

16:50 18:00 理科 社会

６Ａ１

16:50 18:00 算数 国語 14:00

19:35 20:45 理科 ◆算数 ◆国語 16:40

15:10 社会

18:10 19:20 理科 ◆算数 国語 15:20 16:30 社会

17:50 算数

18:00 19:10 算数

 
●習熟度別5クラス編成です。１ヶ月に１度クラス替えを実施します。 
 
 
●日曜日：テストおよび日特(過去問演習講座)がございます。 
 (新規通室生の日特受講の有無はご相談ください)  
 

●特別選択講座(◆印)について 

 それぞれ別途会費・申込が必要になります。 

 特別選択講座のみの受講は出来ません。 

 前期はＡクラス対象の国語・算数講座がございます。 

 
 
●テスト 
 ・日曜日に実施します。 
  ・学習力育成テスト（授業内容の復習確認テスト） 実施頻度 １週に１回 
  ・公開模試（実力判定テスト） 実施頻度 月に１回 
 
 日曜日にテストの受験ができない場合は、月曜日に振替受験が可能です。 
  



備考　※初回費用のみ所定のコンビニ払込用紙にてご納入いただきます。

２０２３年４月入会費用一覧

学年 科目 入会金
予科教室
授業料
(4月分)

マイファースト
テスト(4～7月) 教材費等

(4～7月)
合計

全4回

新
３
年
生

2科目 11,000円 11,440円 13,200円 12,320円 47,960円

1科目 11,000円 5,720円 13,200円 9,900円 39,820円

学年 科目 入会金
本科教室
授業料
(4月分）

学習力育成
ﾃｽﾄ(4～7月)

全国公開模試
(4～7月) 教材費等

(4～7月)
合計

全7回 全2回

新
４
年
生

4科目 22,000円 22,880円 26,950円 7,700円 27,071円 106,601円

2科目 22,000円 17,160円 23,100円 6,600円 20,097円 88,957円

学年 科目 入会金
本科教室
授業料
(4月分）

学習力育成
ﾃｽﾄ(4～7月)

全国公開模試
(5～7月) 教材費等

(4～7月)
合計

全7回 全3回

新
５
年
生

4科目 22,000円 29,700円 30,800円 13,200円 39,611円 135,311円

2科目 22,000円 21,340円 23,100円 9,900円 24,541円 100,881円

新
６
年
生

Ｍクラス
４科目 22,000円 47,520円 52,800円

学年 科目 入会金
本科教室
授業料
(4月分）

学習力育成
ﾃｽﾄ(4～7月)

43,967円

教材費等
(4～7月)

日特
(テキスト代込)

合計

全12回 全3回

全国公開模試
(5～7月)

150,810円

13,200円 43,967円 50,886円 230,373円

Ａクラス
４科目 22,000円 35,640円 52,800円 13,200円 50,886円 218,493円

２科目 22,000円 26,400円 39,600円 9,900円 27,203円 25,707円

※翌月以降の会費のお支払いにつきましては「口座振替」にてお願いしております。 
 入会のお手続を取られた方には【預金口座振替申込登録のお願い～ネット口座振替受付サービスのご案内～】を 
 お渡しいたします。ご案内に沿って、お手続きをお願い申し上げます。  
 
※上記の初回費用の払込用紙は、3月下旬にご自宅に郵送される予定 となっております。 
  内容ご確認いただき、初回のみお近くのコンビニエンスストアにてご納入をお願いいたします。 
 

※新５・新６年生では科目別選択制の特別講座もご用意しております。こちらは別途申込・費用が必要となります。 
※新５年生Ｍクラス目安でご入会の場合は、上記に加え必修の特別講座の費用が必要となります。 
 詳細は別途お知らせいたします。 

Ｎ日能研川崎校 ☎：044(200)7800 FAX：044(200)7877 



 

 
 

 

 
 

 
 

ご兄弟・姉妹がいらっしゃる方で、ともに教室生として在籍し、予科教室･本科教室･期間講習･オプシ

ョン講座（単科教室･特別選択講座）といった日能研の各種授業を同時受講される場合、ご弟妹の方の

授業料を半額にする割引制度です。 
 

《割引例１ 本科教室会費》     《割引例２ 夏期講習会費》 

３年生 月あたり ￥１１,４４０→￥ ５,７２０    ４年生 ￥ ３８,７２０→￥２２,２２０ 

４年生 月あたり ￥２２,８８０→￥１１,４４０  ５年生 ￥１１８,０３０→￥６６,９９０ 

５年生 月あたり ￥２９,７００→￥１４,８５０  ６年生 ￥１７２,２６０→￥９８,１２０ 
 

 

 

 

 

日能研に６年生の１月までお通いいただき、ご卒業されたＯＢ･ＯＧの方々と同居のご弟妹、お子さん、

お孫さんを対象に、入会金を半額にする割引制度です。日能研を支え続けてくださった卒業生の皆さま

に感謝！！ 卒業生との信頼の輪を未来へつなげていきたい。中高一貫教育へと学び進み「未来」をリ

ードして欲しい。そんな思いをカタチにした制度です。 
 

割引内容：予科教室入会金：通常１１,０００円→ ５，５００円 

本科教室入会金：通常２２,０００円→１１，０００円 
 

 

その他、日能研プラネット（ユリウス個別指導・ユリウス家庭教師）会員、ユーリカ！きっず会員の方

にも、下記のとおり入会金の減免制度がございます。 
 

入会金 通常 ユーリカ！きっず会員 ユリウス会員 

予科教室へ入会の場合 ￥１１,０００ 免除 免除 

本科教室へ入会の場合 ￥２２,０００ ￥１１,０００ ￥１１,０００ 

 
 

 
 

日能研ユースリーダーズ・スカラシップは高い学力の資質を有し、確かな学

習意欲と目的意識を持つ子どもたちとその保護者に対して、私立中高一貫校

進学に向けて実践される日能研の通室プログラム費用(本科教室・各期間講習

時の会費、各種テスト、教材費等)すべてを支援するものです。 

4年生は一年間、5・6年生は半年間の費用が免除されます。 
※期間満了時には公開模試成績を基に新規にスカラシップ生を確定します。 

 

 

※上記金額は2022年9月現在の税込価格です。 



男子校 

女子校 

神奈川・東京・入試 

神奈川・東京入試 

１月受験校(埼玉・千葉・首都圏外) 

１月受験校(埼玉・千葉・首都圏外) 
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共学校 

神奈川・東京入試 

公立中高一貫校 

1月受験校(埼玉・県外入試) 

2022年度本科６年生として川崎校に在籍していた138名の合格実績です。 
通常授業に出席してない講習生・テスト生は一切含みません。 

Ｎ日能研川崎校 
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Ｎ日能研川崎校

例年[予科・本科教室]をご検討される際に、通室に向けてさまざまなご質

問をいただきます。ここでは毎年多くの皆さまより頂戴するご質問をまと

めてみました。お子さまのこれからの学習を考えるうえでのご参考となれ

ば幸いです。 



【子どもたちの可能性～ある年の実際の中学入試結果より】

65.0 64.0

62.0 63.0 63.0

↑ 64.8 ↑ 63.2

↑ 62.1 ↑ 57.7 ↑ 57.7

↑ 59.2 ↑

↑ 57.5 ↑ ↑ 58.9 ↑ 56.6

↑ ↑

↑ 53.3 ↑ ↑ 54.9 ↑ ↑ 53.9

↑ ↑

↑ ↑ ↑ 51.5 ↑ ↑ 52.6

↑ 48.3 ↑ 49.2 ↑ 51.0

↑ 47.1 ↑

↑ ↑ 44.1 ↑ 50.0 ↑

↑ ↑ 43.5 ↑

↑ ↑ ↑ 43.0 ↑ 40.2

↑ 38.9 ↑ 39.1

Question
小学校のテストでは毎回満点に近い点数を取るのに、日能研のテストでは平均点も取
れませんでした。今までまあまあできると思っていたのにショックでした。

Answer

桐朋 武蔵 雙葉

Question
日能研のテストで入会基準点ギリギリで合格した場合、日能研に入っても成績的には
下の方なので、やっていけるのか心配です。

Answer

　ご心配には及びません。｢合格｣を出した以上責任を持ってお預かりします。
①日能研の入会基準点は日能研のテストの成績で偏差値40が目安です。
②偏差値40は前頁の【母集団比較】より小学生全体の平均以上と推定できます。学力向上の下地は充分に
　備わっていると判断します。
③小学生に期待される能力開花の可能性、および中学受験までまる３年間あることを考えれば充分にやっ
　ていけます。以下の【子どもたちの可能性】がそれを証明しています。ただし、入会後たゆまぬ努力を
　最後まで続けた生徒たちの結果であることを付け加えさせていただきます。

慶應普通部 豊島岡女子

　日能研のテストで満点を取るには相当の学力が必要です。平均点に近い得点であれば充分に自信を持っ
てください。
①日能研のテストは小学校のテストとは母集団が異なります。
②また問題構成において、あらゆる難度の問題がち
　りばめられ総合的な学力を判定できるように作成
　されています。
③日能研のテストでの｢平均点｣は小学校では優秀で
　ある集団の中での｢平均点｣であり、｢平均点｣であ
　れば基礎学力が充分に備わっていると判断できます。

入室テスト 入室テスト

６年生 ６年生 ６年生

４年生

３年生

３年生

入室テスト

５年生 ５年生

５年生 ４年生

５年生

６年生 ６年生

４年生 ３年生

４年生

３年生 ４年生

５年生

入室テスト 入室テスト

３年生

小学校では優秀集団であり、小学

校ではほとんど差がない 

平均点 

●日能研のテストは、平均点が70%前後になるように問題 

 が作成されています。 

●基本問題から応用問題まで幅広く出題することにより、 

 基礎力から応用力までを総合的に判定することが可能と 

 なります。小学校のテストとの違いはここにあります。 

●日能研のテストと小学校のテストでは、出題の意図が異 

 なりますので、結果を単純比較することに意味はありま 

 せん。 
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Question 日能研のテストで充分な成績だったので、通室しなくても大丈夫でしょうか？

Question １クラス何人くらいで授業をしているのでしょうか。

Answer

Answer

　日能研のテストで好結果を修められたのであれば知識面では充分と言えますので、予科・本科教室で｢知
識を使いこなす力｣を充分に育てていただきたいと思います。
　現在のお子さまの環境は、小学校の学習に限らず｢覚えればできること｣が年々増加しています。そのため
｢覚えればできる｣という感覚を持ち続けていると、学習においても｢とりあえずこの公式を覚えればできる｣
｢とりあえずこの言葉を暗記しておけばできる｣となりがちです。
　日能研川崎校の学習の最大の目的は｢知識を使いこなす力をつけること｣です。予科教室では、この力をま
だ学習姿勢の固まっていない３年生のうちに育てていくことで、４年生以降の難問にひるまず立ち向かうこ
とのできる｢知恵｣を身につけさせていきます。４年生になると徐々に学習に対する考え方が固まり始めてき
ます。４年生以降は｢学習の奥深さ｣を感じ取り｢知識を使いこなす感覚｣を身につける学年と考えてくださ
い。

Answer

　客観的視点を持ちにくい小学生の間は、他者の意見を聞くことで客観的視点を養う集団授業が最良の選択
です。他者が一定人数いなければこういった客観的視点は育ちません。この意味において、本人が活発なの
か･大人しいのかはまったく関係がありません。
　また、授業前後の時間や休み時間などを通じて、お子さまへの声かけ・フォローもさせていただきます。
授業形式は集団になりますが、個々への対応もしっかりとさせていただきますので、安心してご通室くださ
い。

Answer

　日能研の授業では一教科専任制で授業を実施しているため、各教科で同じ講師が授業を担当することがあ
りません。これは、各教科の専門性を高めることで教科研究をより深めること、そして何よりもお子さまが
｢おっ!｣と思ってもらえるような授業の進め方を研究するためなのです。４科目の教科研究･授業研究を進め
中途半端な授業をお子さまにお見せするわけにはいきません。日能研は授業に妥協しません。そのための一
教科専任制なのです。

大人しくて集団授業に向いているかが不安です。

Question 先生は各教科とも同じ先生ですか。

Answer

Question

Question 今まで何もやったことがないので、授業についていけるかどうか心配です。

　４年生は20名程度、５・６年生は25名程度を１クラス平均人数としていますが、３年生の予科教室では15
名程度を１クラス平均人数としています。これは、学習を始める最初の段階では集団授業の特性を失わず、
子どもたちとより丁寧に対応をしやすい人数として、本科教室よりも少ない人数設定としています。

　大半の方が今まで日能研のようなところに通ったことがない、または通っていたとしても公文のような習
い事しか経験がないという方のようです。授業はあくまで日能研のテキストに沿って進んでいきますが、小
学校で習っていないと思われる知識に関しては授業中に詳しくご説明いたします(現在の小学校のカリキュ
ラムが非常に遅れており希薄なものになっているため、お子さまが新しく目にするものが多くありますが、
保護者のみなさまが子どもの頃には当たり前のように扱っていたものがほとんどです)。
　万一不明な点が出た場合は、授業の前後に担当の先生に質問ができます。入室資格(合格)を得て入室され
るわけですから、安心して通い始めてみてください。
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Answer

　１人目のお子さまの場合や上のご兄姉が中学入試を経験されていない場合は｢何も知らない｣という方が
大半ですのでご安心ください。中学校は｢生き物｣とよく言われますが、現在の中学入試はずいぶん様変わ
りしていますので、保護者様でご経験のある方も新たに調べている場合がほとんどです。
　日能研では定期的に保護者説明会を行い、中学入試の動向や各学校情報等についてお知らせしておりま
す。また、学校の説明会や文化祭等の行事日程もお手紙等でお知らせしております。保護者のみなさまも
入室をきっかけに各私立･国立中高一貫校について一緒に勉強していきましょう!

Question 質問はいつすればいいのでしょうか。

Answer

　日能研川崎校では質問時間を特に定めておらず、｢日能研に来たら、授業時間以外は全て質問の時間｣と
なる[随時質問制度]を採用しています。授業前･授業後だけでなく、通室日以外でも担当の手が空いている
際はご来室いただければ質問ができます。｢一人○問まで｣のような制約も設けておりません。お子さまの｢
コレが聞きたい！｣の時期に合わせた対応をしていますので、どうぞご活用ください。

　附属小学校のある私立中学の場合は、中学入試を経て中学校から入学してくる生徒がいる場合も多く、
また中学課程からは内容も高度になることが多くなります。
上の附属中学校への内部進学が決定していても、中学進学準備として内部進学に対応するために最後まで
日能研に通塾した生徒も過去に存在します。
　過去に通塾した生徒からは｢学習内容が進学準備となって中学進学の際に学習で大変ではなかった｣｢附属
中学へ進学することの“重さ”を感じて進学ができた｣などの様々な声をいただきました。
全ての生徒に当てはまるとは限りませんが、通塾をする意義は大きいと感じています。

Question
現在他の習いごとをしていますが、時間的に両立できるか心配です。両立しながらの
通室は可能でしょうか。

Question
私立小学校に通学中でそのまま上の附属中学へ進学する予定です。
通塾は考えなくてもいいですか？

Answer

Answer

　例年３･４年生の方で８割以上、５年生のお子さまでも半数以上のお子様が日能研以外の習いごとをして
います。まだ色々なことに興味がある時期ですからぜひ両立して通室ください。たくさんのことに興味を
持って｢知識のつながり｣を学ぶ時期である小学生は、中学･高校生とは異なり日能研(学習)一本に絞らない
ほうがたくさんの経験から学習へと転化できるものです。ただし６年生の１年間は｢これからの中学校･高
校の６年間でやりたいことを思う存分やるために｣我慢していただきたいと思います。

中学受験するか分からないのだけど、日能研に通い始めて大丈夫でしょうか。

Answer

　中学入試を考えていなくても全く問題ありません。むしろ４年生の段階では中学入試ということより
も、小学校で身に付いていない基礎学力を定着させる大切な時期です。この時期をどう過ごすかで、中学
入試においても高校入試においても差がつくのです。お子さまを取り巻く現在の教育環境を考え、全ての
小学生にとって必要なカリキュラムを日能研は用意しています。もはやピアノ･スイミング･サッカー･書
道･英語などその他の習い事と何も変わらないのです。
　現在通室している４年生の中にも、｢何がなんでも私立中学に行きたい(行かせたい)！｣と強い希望を
持っている方は決して多くはありません。｢小学校の勉強だけじゃ不安。｣｢６年生から始めた場合、間に合
わないといけないので今のうちから準備しておきます。｣｢公立中学に進むまでに今のままでいいのだろう
か。｣というお気持ちで通い始める方がほとんどです。将来の進路選択の幅を広げるために、まずは難しく
考えず｢習い事のひとつ｣として始めてみてください。保護者のみなさまが中学生･高校生の時に通われてい
た塾と日能研とでは、考え方が全く異なります。

Question

Question 私立･国立･公立中高一貫校や中学入試について何も知りません。
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　日能研では、ご兄弟姉妹と同時にご通室いただいた場合に下のお子さまの授業料を半額とする制度(弟妹
生割引制度)があります。また、日能研を卒業された方と同居しているお子さまの入会の場合に入会金を半
額とする制度(卒業生のご家族向け入会金割引制度)もあります。どちらの制度も入室申込の際にお申し出
いただく必要がございますのでご注意ください。

Answer

　重要なことはこの時期に今まで覚えてきた｢知識と知識のつながり｣、そしてそこから｢新しい気づき｣を
生み出す学習体験をすることで学習に対する意識改革をすること、です。通室曜日が習い事と重なってし
まいこの時期を逃してしまうのは非常にもったいないことです。３･４年生の１科目or２科目受講を充分に
ご活用ください。後述でも述べていますが入会後の科目変更は可能です。受講科目で迷われた場合は、お
気軽にご相談ください。

Question 割引制度はありますか？

Answer

Question 途中で科目の変更はできるのでしょうか。

Answer

　基本的に、前月10日までにお申し出いただければ、翌月より変更することができます。初めての通室で
いきなり４科目は不安だと感じる場合などは、まずは４年生２科目でスタートしてみてください。１～
２ヶ月やってみて、習い事の整理がついたり負担があまりなさそうだとお子さまが感じた時点で、変更し
てみる方法もあります。

Question 今まで一人で電車やバスに乗せたことがないので不安です。

　最初のうちは、同じクラスの子と駅やバス停で会っても恥ずかしがって知らんぷりしてる、なんてお話
もよく聞きます。慣れてくると違う小学校に通っていても、同じ方面の電車やバスに乗るお子さま同士で
通室を一緒にするようになってきます。始めのうちは、同じ方面のお子さまを一緒に集めて帰るよう促
し、すぐに友達ができるように配慮していきます。また、学力を向上させるうえで社会性を身につけてい
くことも非常に重要です。その一歩が公共機関の利用です。

Answer

　５年生以降はテスト成績順で座席を指定しております。競争心や向上心は必要なことですが、３・４年
生の間は学習への意識改革を促す重要な時期ですので、成績順で座席を決めることはしません。３・４年
生の間はテスト結果(成績)よりも大切なことがたくさんありますので、目先の結果に目を向けすぎないよ
うにしてほしいと考えています。座席も成績とは関係なくランダムに座席を決めています。

Question 座席が成績順と聞きましたが本当でしょうか。

Answer

Question 科目は２科目と４科目、どちらで始めるといいのでしょうか。
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○横浜市エリア(南側) 

 ・平安小 

 ・京町小 

 ・子安小 

 

○川崎区エリア 

 

 ・川崎小  ・宮前小 

 ・旭町小  ・田島小 

 ・川中島小 ・向小 

 ・新町小  ・渡田小 

 ・大島小  ・東大島小 

 ・藤崎小  ・東門前小 

 ・四谷小  ・大師小 

 ・さくら小 ・殿町小 

 ・小田小  ・東小田小 

 ・浅田小 

川崎/京急川崎 鶴見/京急鶴見 

六郷土手 

雑色 

港町 

鈴木町 

川崎大師 

東門前 

産業道路 浜川崎 

尻手 

矢向 

鹿島田 

○大田区エリア(東京方面) 
・高畑小・六郷小・東六郷小 

・都南小・羽田小・大森第五小 

・大森第三小・蒲田小・糀谷小 

・萩中小・南六郷小 

○幸区エリア(東側) 
 

 ・御幸小   ・古市場小 

 ・幸町小   ・戸手小 

 ・西御幸小  ・古川小  

 ・南河原小  

○幸区エリア(西側) 

 

 ・南加瀬小 

 ・小倉小  

○横浜市エリア(北側) 

 

 ・矢向小  ・新鶴見小 

 ・市場小  ・旭小 

八丁畷 

川崎新町 

○私立小 
・品川翔英小 など 

他多数の私立小在籍 



Ｎ日能研川崎校
川崎市川崎区駅前本町26-4

ラウンドクロス川崎5階

電044(200)7800

FAX044(200)7877


