
おうちの方といっしょに読みましょう

にチャレンジしよう！
「夏休み実力テスト」

じつ　りょく
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「夏休み実力テスト」ってどんなもの？

★保護者の方へ★　
お子さまとご一緒にご確認ください。

「夏休み実力テスト」を提出すると、こんなお楽しみがあるよ。

「ぷちぽ番外編カード」をプレゼント！
提出目標日までに提出したキミだけに

もくひょうび

1 へん

夏休み実力テストの成績表といっしょに、「ぷちぽ番外編カード」をプレゼントするよ。 
タブレットの「かくとくぷちぽ」画面では見られない、特別な写真が見られるから、楽しみにしていてね！ 
※このカードをもらっても、追加でタブレットのぷちぽ数が増えるわけではありません。

「夏休み実力テスト」は、ふだんの提出課題とは
ちがって紙で取り組むけれど、いつものように「ぷ
ちぽ」もかくとくできるよ。取り組み終わったら、
タブレットの画面下部にある「ていしゅつ」ボタ
ンをタップしよう。「ぷち
ぽ」がもらえて、学習カ
レンダーに「がんばった
ね」マークまたは「はや
くがんばったね」マーク
がつくよ。

「ぷちぽ」がもらえるよ。3
と

が  めん

お

がくしゅう

※画面は小学生タブレットコース
　4年生のものです。

「夏休み実力テスト」を提出すると、ふだんの「提
出課題」と同じように、努力賞のポイントがもら
えるよ。ポイントをためると好きな賞品と交換で
きるから、がんばろう！

努力賞のポイントがもらえるよ。2 ど りょくしょう

しょうひんす

しゅつか  だい

てい

こうかん

バウンドボールキット

ホームプラネタリウム

クリスタルの科学

どんなカードかは
テストを提出したあとのお楽しみ！？

じつりょく ていしゅつ

みがくしゅう

ていしゅつ か だい

ゆうびん

ごう

8月号の国語・算数・理科・社会のカリキュラムは重要単元を復習することがで
きる「夏休み特別学習」です。提出課題は今回、お届けした紙の「夏休み実力
テスト」となり、 郵便で提出します。今までの教材がたまっていてもだいじょう
ぶです。まずは8月号からやってみましょう。
これまでに学習したことがしっかり身についているか、「夏休み実力テスト」で確
認しましょう！

教材に取り組む 「夏休み実力テスト」
に取り組む

「夏休み実力テスト」
を郵便で提出する

添削済みの「夏休み
実力テスト」と「答
えと考え方」が届く

成績表が届く

記述式のテストにじっくり
考えながら取り組みます

これまでの学習内容がしっかり
身についているか確認できます
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英語と総合学習は？
英語と総合学習は、8月号もふだんどおりタブレットで
の学習です。提出課題もタブレットで提出します。

くわしい学習方法やスケジュール、
提出方法は、次ページをご覧ください。

とくべつがくしゅう

じゅうようたんげん ふくしゅう

せいせきひょう

つい か

とくべつ　　しゃしん   

※賞品は廃番でお送りできない場合もございます。最新の情報は「Ｚ会ＭｙＰａｇｅ 1039ねっと」でご確認ください。
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●夏休みにやっておきたいこと
Ｚ会の学習が順調に進められているお子さまは
　夏休み実力テストは、これまで学習してきた内容が身について
いるかを確認する絶好の機会です。ぜひ取り組みましょう。夏休
みはまとまった時間が取りやすくなる反面、学習のペースが崩れ
てしまうお子さまもいらっしゃいます。夏休み期間も、タブレットの
学習カレンダーなどをご活用いただき、小学校の夏休みの宿題と
のバランスをとりながらＺ会の学習を進めていただければと思いま
す。

Ｚ会の学習が遅れがちのお子さまは
　８月号の国語・算数・理科・社会のカリキュラムは、夏までの
重要単元をまとめた「夏休み特別学習」となっていますので、ま
とまった時間がとれる夏休みに復習するのに最適です。今までの

教材でやり残したものがある場合でも、まずは８月号に取り組むよ
う、お子さまにお声がけいただくとよいでしょう。４～７月号の内
容を効率的に学習することができます。

●実力テストを活かして、やっていきたいこと

　夏休み実力テストがお手元に戻りましたら、まずは先生からの
赤字をよく読んでみてください。あっていた問題は、その答えに
至る経緯が正しかったかどうか、まちがえた問題は、なぜ模範解
答の答えになるのかを確認します。まちがえた問題を中心に、解
きなおしてみるのもよいでしょう。また、追ってお届けする「成績表」
には教科別の評価はもちろん、大問別の得点率や平均点も掲載し
ています。理解が不十分だと感じる教科や分野があれば、エブリ
スタディの「授業」にもどったり、教科書に目を通したりして復習
することをおすすめします。

今までのふり返りや、これ
からの学習に役立ちます

かえ

えいご そうごうがくしゅう

Ｚ会より保護者の方へ

テストを受けるキミへ
う

はいばん さいしん じょうほう ゼットかい　マイページ　　　 てんさく

やく   だ
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