
レインボー先生

ペーパー１ ペーパー２ ペーパー３ ペーパー４ ペーパー５ 総合計

10点 10点 10点 10点 10点 10点

テスト中の態度

100点

60~69点・・がんばれ～
59点以下・・焦らずコツコツ

5~6歳対象

家庭で出来る 
          模擬テスト

10点

月替わり実技

シール

シール
シール

rainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbow

rainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbow

普段の躾 
マナー

30点

シール

2017 1
90~94点 
ヤッター

95~100点 
チャンピオン

80~89点 
そのちょうし

70~79点 
もうすこし



2017年　第１回家庭でできる模擬テスト プリント１（お話の記憶）

10点

レインボー先生 rainbowrainbow

1    2     3     4     5

レベル rainbow

rainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbow



2017年　第１回家庭でできる模擬テスト プリント2（数量）

10点

レインボー先生 rainbowrainbowrainbow

1    2     3     4     5

レベル rainbow

rainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbow



2017年　第１回家庭でできる模擬テスト プリント３（図形）

10点

レインボー先生 rainbowrainbowrainbowx
1    2     3     4     5

レベル rainbow

rainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbow



2017年　第１回家庭でできる模擬テスト プリント４（言語）

10点

レインボー先生 rainbowrainbowrainbow

1    2     3     4     5

レベル rainbow

rainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbow

＊

＊コンセントは近年　見かけます！

＊

＊スカンクも　近年　見かけますよ～

＊

＊パンツ！！レインボーだけかなぁ ＊ワッペン（死語？）市販の問題集で見かけます。

＊

＊ルーレットは出るよ。「る」で始まる名詞がないんですよ。「ルビー」「ルーちゃんギョウザ」は描いてもわからんとよ！

＊

＊うどん？そば？（わかりにくいかも）でも知らない絵が出てきても全体を見て正解を判断

＊



2017年　第１回家庭でできる模擬テスト プリント５（迷路）

10点

rainbowrainbowrainbow

1    2     3     4     5

レベル rainbow

rainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbow

レインボー先生



2017年　第１回家庭でできる模擬テスト プリント６（月替わり実技）

10点

rainbowrainbowrainbow

rainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbow

レインボー先生
月替わり実技「折り紙ワンちゃん」

「お母さんと同じように作っ
てゆきましょう。折り紙を
机の上に置きましょう」

「角を合わせて半分にしっ
かりと折りましょう。２
つ折りですね」

「同じようにもう一回折
りましょう。４つ折りで
すね」

「開いてもとの２つ折り
にしましょう」

「真ん中にある折りめを
目安にしてお母さんと同
じような感じに耳を折り
ましょう」

「回転させて上と下を反
対に置きましょう」

「下の上の１枚を少し折
りましょう」

「もう一度大きく折りま
しょう」

「色を塗ってあなただけのワ
ンちゃんに仕上げましょう」
(色ぬり時間５分）

同じ幅

折り方　きれいに角を合わせて折ることができないできない（ー２点）　

話しを聞かず勝手に作業を進める（ー５点）　

作り方が理解できない（-２点）　

勝手に好きなものを作る（-10点）　

色塗りを時間いっぱい頑張らない（-３点）　

一人で作れない箇所が多い（-５点）　

放棄する（-10点）　

お母さんへ 

せっかく作ったものだから
を活用しようんんね

台紙にのりで貼らせ、「野原
で縄跳びをしているワンちゃん
を描きましょう」８分 

なんて良いかも。 
そんな感じね❤  

ヘタクソなレインボー先生の見
本、そんなのど～でもいい
よ～～。 
個性はオンリーワンわんわん
ワン１！」 



プリント６（テスト中の態度）

10点

態度

口笛や音を出す 筆記用具を終始 
持っている

姿勢が悪い

準備片付けが遅いお喋りや独り言が多い

靴を脱いだり履いたりする キョロキョロする 物をよく落とす

ふてくされる・泣く・放棄する 運筆などが著しく雑である鉛筆の持ち方が著しく悪い

-3点

-3点

-２点 -２点 -２点

-10点

-3点-３点

-1点 -２点

-1点 -1点

総合点がマイナス場合は０点

問題文を聞き直す

？

問題を読んでいる時は 
　＊手はお膝 
　＊目はお母さんを見る 
　＊しっかりと聞く 

実際の入試では 
「鉛筆を持って、　始めましょう」や 
「終わりです。鉛筆を置きなさい」などと 
　指示されます。 

そのような習慣をつけて家庭学習をしましょう。

2017年　第１回家庭でできる模擬テスト
レインボー先生

rainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbow

rainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbow



プリント８（ご家庭での躾・マナー）

３０点

2017年　第１回家庭でできる模擬テスト

rainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbow

rainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowレインボー先生

おはようございます

おやすみなさい

いただきます

ごちそうさまでした

日常の挨拶がしっかりとできていたらチェック

ひとりでできたらチェック

パジャマ・洋服・下着の着脱

歯磨き

園の準備

靴を履く・揃える

お手伝いできたらチェック

下着・洋服をたたむ

食器の準備・片付け

お掃除

正しく食事ができたらチェック

正しい姿勢

出されたものは残さず食べる

正しいお箸の持ち方

あいさつ

家の中・公共の建物の中で走らない・騒がない

自分のものは自分で持つ

公共マナーできたらチェック

道路で飲食をしない

バス・電車・地下鉄（通勤車両）等で飲食をしない

ホーム等で走らない・騒がない

バス・電車・地下鉄（通勤車両）等で騒がない

優しい言葉使いができていたらチェック

相手が傷つくまたは乱暴・威圧的言葉使いをしない

例　かしてください・かしてね→かせ！

お店等で欲しいものがあっても我慢ができる（駄々をこねない）

外から（遊び）帰って来たら手を洗う

お碗の持ち方

こぼさず食べる

例　ありがとう→ありがとうございました

おとなに対して敬語が使える

本・おもちゃの片付け

優しい心、できたらチェック

生き物（動植物）物を大切にできる

風景・物語等に素直な感性を出す

例　きれい・悲しい・楽しい・好き・嫌い・ 
　　嬉しい等の感受性

チェック１個が１点



（問題と解答）

プリント１（お話の記憶・推理思考） プリント２（数量）

プリント４（しりとり）

プリント３（図形）

プリント５（違う絵発見）

１点×１０　　１-５は各10秒 
　　　　　　　6は20秒

それぞれの絵の数を数えてその数だけマス目に○を
赤色でかきましょう。　　　２分４５秒

1点×10   1点×10   

1点×10   1点×10  

左端の形が重なってできる形を右から見つけ緑色
の○をつけましょう。　１分30秒 
　　　　　　　　　　　　　　　　　

2017年　第１回家庭でできる模擬テスト

ある日、りょう君とくるみちゃんとももちゃんは公園で何をして遊ぶか相談をして
います。「今日は縄跳びとブランコにしようよ。昨日はケンパと鉄棒をして遊んだ
から」とりょう君が言うと、くるみちゃんもももちゃんも賛成しました。ブランコ
は1つしかないので誰から乗るか決めないといけません。そこでももちゃんが「ジャ
ンケンで決めよう」と言いましたが、りょう君が「ジャンケンは嫌いだ」と言いま
した。ももちゃんが「それなら負けた方が勝ちっていうジャンケンにしようよ」と
言うとりょう君は「面白いね、いいよ」と言いました。りょう君とくるみちゃんが
ジャンケンをしました。くるみちゃんがチョキを出したので、りょう君が勝ちまし
た。その後にももちゃんとジャンケンをしてももちゃんがグーを出したら、またりょ
う君が勝ちました。「楽しいね。もう１度しようよ」とりょう君が言うとくるみちゃ
んもももちゃんも「賛成」と言ってブランコのことは忘れて何度もジャンケンをし
て仲良く遊びました。気がつくと公園の時計が３時でした。小雪も降ってきたので
３人は「明日はブランコで遊ぼうね」と遊ぶ約束をして家に帰りました。

サイコロ１　このお話の季節はいつでしょうか。関係がある絵に○を青色でつけましょう。

サイコロ２　３人は昨日は公園で何をして遊びましたか。関係がある絵に青色で○をつけ
ましょう。

サイコロ３　ジャンケンが嫌いなお友達は誰でしたか。りょう君と思う人はバナナに、
くるみちゃんと思う人はリンゴに、ももちゃんと思う人はパイナップルに青色の○をつ
けましょう。

サイコロ４　３人は何時に公園を出て家に帰りましたか。その時間に青色の○をつけま
しょう。

サイコロ５　明日は何をして遊ぶ約束をしましたか。関係がある絵に青色の丸をつけま
しょう。
サイコロ６　黒い服を着ているお友達がりょう君です。りょう君が勝ったジャンケンに
○をそうでない絵に△を下の箱に青色でかきましょう。

上から下までしりとりができるよう 
絵を選んで青色の○をつけましょう。１分30秒 
　　　　　　　　　　　　　　　　　

赤色でお母さんブタから子ブタまで迷路をしましょ
う。なるべく壁に当たらないように、訂正は各１
回だけです。４分 
　　　　　　　　　　　　　　　　　

レインボー先生 rainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbow

rainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbowrainbow


