
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！
「学年末実力テスト」

がく　ねん　まつ　じつ　りょく

「学年末実力テスト」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。

「学年末実力テスト」を提出すると、こんなお楽しみがあるよ。

「学年末実力テスト」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。1
と

か  だい

が  めん  か   ぶお

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。

提出目標日までに提出すると
ボーナスぷちぽがもらえるよ。2

ていしゅつ

みがくしゅう

つづ　　　　　　　　　　　　　じゅ  こう                                                                       ふくしゅうもん だい

ていしゅつ か だい

ゆうびん

ごう

3月号の国語・算数・理科・社会のカリキュラムは「1年間のまと
め学習」となっています。提出課題は、今回おとどけした紙の「学
年末実力テスト」となり、 郵便で提出します。今までの教材をやり
終えていない方も、まずは3月号から取り組んでみてください。
これまでに学習したことがしっかり身についているか、このテスト
で確認しましょう！

教材に取り組む 「学年末実力テスト」
に取り組む

「学年末実力テスト」を
郵便で提出する

てんさくずみの「学年
末実力テスト」と「答
えと考え方」がとどく

成績表がとどく

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、3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、中面をごらんください。

かくにん

きょうざい
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せいせきひょう

ほうほう

なかめん　

●学年末実力テストで、1年間の復習を
　学年末実力テストは、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。ぜひお取り組みください。３
月号の国語・算数・理科・社会のカリキュラムは１年間の重要単
元をまとめた内容ですので、年度末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３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。１年間の
内容を効率的に学習することができます。

●学年末実力テストに取り組んだあとは

　学年末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」

には教科ごとの得点はもちろん、大問別（分野別）の得点率も掲
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。
　「成績表」にはお子さまの得点状況に応じたアドバイスも掲載
しています。ぜひご参考になさってください。 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

やく   だ

「ていしゅつ」をタップすると、ふだんもらえ
るぷちぽに加えて、ボーナスぷちぽが20ぷち
ぽもらえるよ!
※4月以降もＺ会を続ける人を対象とします。
※ボーナスぷちぽは、4月中に追加予定です。追加され

たら「Z会小学生学習アプリ」の「Ｚ会からのお知らせ」
にてお知らせする予定です。

提出目標日までに提出すると
修了証がもらえる!3

4月にタブレットにおとどけ!　お楽しみに!
※修了証は、4月中に「Z会小学生学習アプリ」の「Ｚ会

からのお知らせ」に配信予定です。

4月には「実力テスト復習問題」を配信。
２段階で知識の定着を！

４月号をご受講の方には、「実力テスト復習問題」を4月下旬より「Ｚ
会MyPage」にて配信します。「実力テスト復習問題」は、３月
号でお届けしている「学年末実力テスト」の提出答案を分析して
新たに作成するもので、前学年の内容を今一度確認することで、
新学年の学習の土台をしっかりと作り上げることができます。3月
号の「学年末実力テスト」に挑戦したら、「実力テスト復習問題」
にも取り組み、2段階で知識の定着を図りましょう。
※実力テストをご提出されなかった方にも「実力テスト復習問題」は配信され
ます。
※小学生タブレットコース2019年3月号と４月号をどちらもご受講されている
方が対象です（４月号から小学生コース・中学受験コースへ変更された方
も対象に含みます）。

引き続き4月号をご受講の方には、「実力テスト復習問題」を
「Ｚ会ＭｙＰａｇｅ」にて配信します。くわしくは最終ページをご
らんください。

さらに！

「学年末実力テスト」ってどんなもの？

3月号の国語・算数・理科・社会のカリキュラムは「1年間のまと
め学習」となっています。提出課題は、今回おとどけした紙の「学

今までの教材をやり
終えていない方も、まずは3月号から取り組んでみてください。
これまでに学習したことがしっかり身についているか、このテスト

がく ねん まつじつりょく

努力賞のポイントがもらえるよ。4
「学年末実力テスト」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！
※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」でご確認ください。

テストを受けるキミへ
う
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おうちの方へ

3月号はこんなふうに学習しましょう
～「学年末実力テスト」スケジュール～

●「学年末実力テスト」解答用紙　
　4枚（国語・算数・理科・社会）
　※会員番号が正しいかご確認ください。
　※解答用紙内に問題も記載されています。

●答案提出用封筒　1枚

海外からの提出方法については、学年末実力テスト解答用紙と一緒に
お届けしているチラシに詳しく掲載していますので、ご確認ください。

海外で受講されている方へ

届いた教材の内容をご確認ください。

●氏名は書いてありますか？ ／ ●裏面にも取り組んでいますか？
お子さまが取り組んだ「学年末実力テスト」解答用紙をご確認ください。1

●解答用紙4枚を送る場合の郵便料金は、92円です。
●「エブリ情報局」の「わいわいおたまクラブ おうぼ用紙」（３・4年生）、
「わいわいポスト応募用紙」（5年生）などを一緒に送ることもできます。
同封物は「その他」の欄にご記入ください。

　※50gまで92円で送ることができます。

切手を貼ります。4

郵便でお送りください。5
●答案は信書扱いのため、宅配業者では取り扱いができません。必ず郵便でご提出ください。

●解答用紙は会員番号が見えるように半分に折った後、印のとおりに山折り・
谷折りしてください。4枚重ねて折らないで、1枚ずつ折ります。

●国語・算数・理科・社会の順に重ね、封筒に入れます。

折り方にご注意のうえ、封筒に入れてください。2

「学年末実力テスト」は、1年間の総まとめ。今までの
学習内容がしっかり身についているかを確かめて、次
学年からよいスタートを切りたいですね。
ぜひお子さまに取り組むようお声がけください！
ご提出を心よりお待ちしております。

3月号の教材がタブレットに配信され
ます。

まずはタブレットで「エブリスタディ」の学習を
しましょう。国語・算数・理科・社会は「1年間
のまとめ学習」になっていて、これまでの復習
ができます。

タブレットでの学習が終わったら、紙の「学年末
実力テスト」に取り組みましょう！

「エブリスタディもくじ」画面の「学年末実力テ
スト」から「ていしゅつ」ボタンをおして、「ぷちぽ」
をもらいましょう！
※3月号の英語・総合学習の提出課題は、いつも

どおり、タブレットで学習して提出します。

「学年末実力テスト」をふうとうに
入れ、切手をはって、ポストに入れ
ましょう！

「学年末実力テスト」がてんさくさ
れて紙で（タブレットにも）返って
きます。

「答えと考え方」も入っているので、
しっかり復習しましょう！

「学年末実力テスト」の紙の成績表
がとどきます。

紙の「学年末実力テスト」が家にと
どきます。

3月 3月31日を目標に 約2週間後

きょうざい はいしん

お

が  めん

かえ

せいせきひょう

時間

もくひょう やく
4月下旬

ふくしゅう

1教科につき30分
3・4年生 時間

1教科につき40分
5年生

文字はえんぴつで
はっきり書こう！

3月３１日を目標にご提出ください。
※解答用紙に記載されている添削有効期限内ま
で受付いたします。

添削済みの「学年末実力テスト」と、
「答えと考え方」をお届けいたします。
※答案を画像化しパソコンで添削指導を入れ、プリ
ントアウトして郵送にて返却します。
※タブレット上にも添削済みの学年末実力テスト画像
を返却いたします。
※4月20日以降にZ会に答案が到着した場合は、「答
えと考え方」は4月下旬に単独でお送りします。

4月下旬以降、順次　　　　　　　　
「学年末実力テスト 成績表」を　　　
お届けいたします。
※添削済みの「学年末実力テスト」や「答えと考え方」
とは別送となります。
※3月31日を過ぎてからご提出いただいた場合でも、4
月3日までにZ会に到着した答案については、成績表
をお届けします。

「学年末実力テスト成績表」で
● 教科ごとの得点・評価がわかる！

● 問題の内容・種類ごとの達成度がわかる！

● 全国の Z 会員の平均点や、Z 会員のなかでの位置がわかる！

●今後の学習の進め方をアドバイス！

おうちの方へ おうちの方へおうちの方へおうちの方へ

「学年末実力テスト」
提出方法

ま

封筒に必要事項（会員番号、氏名、学年、提出枚数）を記入します。3

たし

2月28日までに
げ じゅん
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