
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

7J0TA0

★保護者の方へ★　
お子さまとご一緒にご確認ください。

国語　算数　理科　
社会　英語（5・6年生のみ）

「夏休み実力テスト」ってどんなもの？

ていしゅつ か だい ゆうびん

ごう

と
8月号の国語・算数・理科・社会・英語（5・6年生のみ）のカリキュラムは重要単元を
復習したり、夏休みならではの学習に取り組んだりすることができる「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。

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

1 2 43

総合学習と3・4年生の英語は？
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、中面をご覧ください。

とくべつ

じゅうようたんげん

とど

きょうざい

き  じゅつしき ない よう

せいせきひょうてんさく  ず

ほうほう

なかめん　　　　らん　

今までのふり返りや、これ
からの学習に役立ちます

かえ

そうごうがくしゅう

やく  だ

ふくしゅう

かく  にん

がくしゅう

「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。

努力賞のポイントがもらえるよ。1
「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！
※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。

 しょうひん  　 こうかん

はいばん  　　　 おく さいしん　  じょうほう ゼットかい

マグネットクリップ

ど  りょくしょう

「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。

ぶ

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。

お

2
冒険キット

隠恋慕ボールペン

チーム対こう

「お宝集め大作戦」始まるよ！
小学生タブレットコース 3～ 6年生で学習している

みんなが参加できる「お宝集め大作戦」が始まります。

2つのチームに分かれて、お宝を集めるよ。

夏の学習をぐんぐん進めて、自分のチームが勝てる

ようにがんばろう！

くわしいルールなどの説明は、7 月 25 日ごろに

「Z会小学生学習アプリ」の「情報ひろば」に配信

されるから確認してね。

たい

たから さくあつ せん はじ

キミは何チームかな。
楽しみだね。

お宝を
集めるなんて、
ワクワクするよ！
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がくしゅう

がくしゅう

じょうほう はい

かくにん
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▽iPhone

夏の学習習慣の見直しに「Ｚ会保護者アプリ」をご活用ください！
お出かけ先でも気軽にお子さまの学習状況を確認したり、お子さまとメッセージでやりとりしたり
できます。お子さまのそばで学習を見守ることができないときに、ぜひご活用ください。

保護者さまより
やることが見える化されるので、子どもは日々の学習に取り組みやすいようです。
わたしは進捗と成績がスマホで確認できるようになったので、具体的な声かけがしやすくなり
ました。

マイページ

が  めん  か 

えい  ご

※iPhone、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※Androidは、Google LLC の商標または登録商標です。

※「Ｚ会保護者アプリ」について、詳しくは「Ｚ会MyPage  1039 ねっと」の
「ご受講ガイド」をご覧ください。
※「Ｚ会保護者アプリ」をご利用いただくには、対応のスマートフォンが必要
です。最新の利用環境については、Ｚ会Webサイトを必ずご覧ください。
https://www.zkai.co.jp/el/tablet/

▽Android

その

その

おうちの方へ   



おうちの方へ

●「夏休み実力テスト」解答用紙　
　3・4年生 4枚（国語・算数・理科・社会）
　5・6年生 5枚（国語・算数・理科・社会・英語）
　※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、夏休み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「夏休み実力テスト」解答用紙をご確認ください。1

●「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・6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。

　※封筒の重さに合わせて切手を貼り、ご投函ください。

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。重ねて折らないで、1枚ずつ折ります。

●国語・算数・理科・社会・英語（5・６年生のみ）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

「夏休み実力テスト」は、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る絶好のチャンスです。
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。

8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・英語（5・6年生のみ）は「夏
休み特別学習」になっていて、これまでの復習や夏休
みならではの学習ができます。

タブレットでの学習が終わったら、紙の「夏休み実力
テスト」をやってみましょう！5・6年生英語の音声は、
「エブリスタディもくじ」8月号英語の「夏休み実力
テスト」から聞くことができます。

取り組みが終わったら、「エブリスタディもくじ」画面
の「夏休み実力テスト」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！
※「ていしゅつ」ボタンをおして「ぷちぽ」をもらったあ
とは、「夏休み実力テスト」画面では５・６年生英語の
音声を聞くことができなくなります。もう一度英語の
音声を聞きたいときは、「副教材」にある「夏休み実
力テスト　英語音声」から聞きましょう。

※8月号の総合学習と3・4年生の英語の提出課題は、い
つもどおり、タブレットで学習して提出します。

「夏休み実力テスト」をふうとう
に入れ、切手をはって、ポスト
に入れましょう！
9月4日までにＺ会にとう着し
た答案には、「夏休み実力テス
ト成績表」をお届けします。

「夏休み実力テスト」が添削されて
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！

「夏休み実力テスト」の紙の
成績表が届きます。

紙の「夏休み実力テスト」が家に届き
ます。

2020年7月31日までに 2020年8月 2020年8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

てんさく

せいせきひょう

時間

もくひょう やく
2020年9月17日から

ふくしゅうとくべつ

1教科につき30分
3・4年生 時間

1教科につき40分
5・6年生

文字はえんぴつではっきり書こう！

とど

８月３１日を過ぎても添削いたし
ます。
※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「夏休み実力テスト」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夏休み実力テスト画像
を返却いたします。
※9月4日以降にZ会に答案が到着した場合は、「答
えと考え方」は9月下旬に単独でお送りします。

9月17日以降、順次　　　　　　
「夏休み実力テスト 成績表」を　　
お届けいたします。
※添削済みの「夏休み実力テスト」や「答えと考え方」
とは別送となります。
※8月31日を過ぎてからご提出いただいた場合で
も、9月4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。

「夏休み実力テスト成績表」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

「夏休み実力テスト」
提出方法

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

おうちの方へ8月号はこんなふうに学習しましょう
～「夏休み実力テスト」スケジュール～

とうあん

ちゃく
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▽iPhone

夏の学習習慣の見直しに「Ｚ会保護者アプリ」をご活用ください！
お出かけ先でも気軽にお子さまの学習状況を確認したり、お子さまとメッセージでやりとりしたり
できます。お子さまのそばで学習を見守ることができないときに、ぜひご活用ください。
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ました。
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※iPhone、iPadは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※Androidは、Google LLC の商標または登録商標です。

※「Ｚ会保護者アプリ」について、詳しくは「Ｚ会MyPage  1039 ねっと」の
「ご受講ガイド」をご覧ください。
※「Ｚ会保護者アプリ」をご利用いただくには、対応のスマートフォンが必要
です。最新の利用環境については、Ｚ会Webサイトを必ずご覧ください。
https://www.zkai.co.jp/el/tablet/
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