
120分×5日 95,000円
133,000円ベーシック

正確なペーパー力と、集団の中で自主性や協調性を持って関わる力を
養成するコースです。また、どんな状況でも対応でき、個別にも確実に
答えられる応用力を養います。

非会員

会　員 120分×5日 95,000円
133,000円非会員

会　員

2時間30分×5日 100,000円
140,000円非会員

会　員

ステップアップ
ペーパーワークのスピードと、難解な内容を聞きとる力を身につけます。後
半は素早い身のこなしと高度な技術力・運動力を中心に、集団の中でも、
また個別でも自分の存在をアピ－ルできる力を養います。　

120分×5日 95,000円
133,000円女子校

安定したペーパー力としなやかな身のこなし方、的確な指示の理解を中
心に、女子校向けの問題をしっかりと自分のものとしていくコースです。

非会員

会　員 総仕上げ ※集団中心

8月までに学習した内容の理解を揺るぎないものにするため、夏期講
習で磨いた応用力をより実践的に仕上げるための5日間です。

60分×2日
10,000円
14,000円非会員

会　員
各90分×2日

各18,000円
各25,200円 体操体操以外

非会員

会　員分 野 別 対 策 講 座

発 展 講 座

基 本 講 座

小学校入試において最も多く出題されるの
が、数領域です。過去の入試問題を中心に、
正確に速く数を操作することに重点をおいて
指導します。

手先の巧緻性を磨きます。道具の正しい使い
方も含め、課題に対し決められた時間内によ
り正確に作り上げられるように指導します。

小学校入試で多く出題される課題を一通り
行います。また、実際の入試問題を想定した
テスト形式の練習も行います。この機会にぜ
ひ苦手を克服し、自信をつけましょう。　

90分間の中で、正確で細やかな手先の動きを
磨く時間、音楽に合わせてのびのびと自分を表
現する時間を持ちます。手の動き、身体の動き
両方を、入試レベルまで高める2日間です。

プレート・タングラム・パターンブロックをは
じめとするパズルを使用して、図形構成力を
高めると共に、集中力や巧緻性を養います。
また、集団での構成問題にも取り組みます。

重ね図形、四方観察、回転、つりあい等、つま
ずきやすい分野の問題に対し、物をしっかり
観察する力と、形や変化の法則に敏感になる
目を養うことで、理解を確実にします。　

同頭語、同尾語、しりとり、音の数など基本的
なことばのしくみを復習すると共に、聞き取り
やお話し作りを含めたカリキュラムで、ことば
のセンスを磨きます。

ペーパーワーク、共同作業、指示行動やゲームを取り入れた小人数での集団と個人、お友達との関わりの中で確
実に基礎を固めます。小学校受験全般にわたる内容を網羅し、夏期の第一歩としてゆるぎない力の養成となりま
す。総合の日程ではテスト形式のペーパーを行ない、それぞれの問題についての考え方や解答の導き方を指導、
実力の完成を目指します。

基礎力完成講座 各60分×3コマ 3講座セット 99,000円
1講座 45,000円非会員

会　員
《基本／集団行動観察／総合》

分野別「ことば」分野別「図形・推理」分野別「数」

分野別「巧緻・リトミック」分野別「巧緻」 分野別「パズル」

分野別「体操」

7.18
2020

スタート

小学校受験コース年 長 2014.4.2～2015.4.1 生

アイ・シー・イーの季節講習は、
お子さまに「今、必要なこと」を大切にしたカリキュラム。
自分自身の手で触り、考え、作り上げていく体験が確かな力を育みます。

小学校受験コース



まずは、「基礎力完成講座」の受講により基本をゆるぎないものとし、自分の力に自信を持ちましょう。複数の種類を受講することで、いろいろな角度
からの発問に慣れ、様 な々形式の答え方を体得します。志望校合格を目指すために最も適した組み合わせで受講し、相乗効果を上げていきましょう。

夏期講習おすすめ受講例志 望 校 別

お子さまに最適な受講の組合せをアドバイスします。お気軽にご相談ください。

ベーシック 分野別対策講座 夏期総仕上げ都市大付属・トキワ松・森村 など

ステップアップ 学校別対策講座 夏期総仕上げペーパー難関校（暁星・成蹊 など）

女子校 学校別対策講座 夏期総仕上げ女子校（雙葉・白百合 など）

学校別対策講座 分野別対策講座 夏期総仕上げ慶應幼稚舎・慶應横浜初等部・
早稲田実業・青山学院 など

各42,000円各30,000円

120分×3日

120分×3日

120分×3日 120分×3日

各120分×3日

各120分×3日 120分×3日

120分×3日

120分×2日120分×3日

料金は表をご確認ください。

90分×3日 90分×3日

集団の中で自分らしさを出すことができるよ
う、表現力に磨きをかけます。《前期》《後期》
ともに、幼稚舎・横浜初等部両方の対策とし
て行動観察を行います。《前期》横浜初等部
対策としてのペーパーも行います。

難易度の高い問題（「話の内容理解」「推理」
「図形」等）に挑戦し、考える力を育みます。運
動は指示をよく聞いて機敏に動くこと、行動
観察は集団制作を通じて集団と個の関係を
考える場にします。

難易度の高いペーパーテストに安定して解答で
きる準備が必要です。集団は長時間にわたって
一つの課題にグループで取り組むため、表現力
やコミュニケーション能力を試されます。傾向
を抑え、3日間で総合力を高めましょう。

適正A（個別）の出題パターンに慣れ、柔軟な
考え方や自分のことばで表現する力を養いま
す。また、適正B（集団）で求められる積極性
と、場面に応じた行動ができるわきまえも身
につけます。

ペーパーテスト、個別・集団テストとバランスの
良いお子さまが求められます。広範囲から出題
されるペーパーテストに対応する幅広い理解と
個別の発問に速やかに丁寧に対応する力、集
団においての協調性を養っていきましょう。

慶應

成蹊

雙葉

あきらめずに試行錯誤する力、自由に発想す
る力を養う講座です。ペーパーでの実力定着
はもちろん、巧緻・制作・体操も全てを網羅す
る内容となっています。

さとえ学園
洗足学園小学校への内部進学を目指す方の
ための講座です。どんな角度から質問されて
も自信をもって答える確かな基礎力と、お友
達同士の試験においても自覚をもって行動す
る強さを育みます。

洗足学園内部進学 90分×1日

内部進学を目指す方のための講座です。3月
までの幼稚園生活をよりゆとりを持って過ご
すために、ここから小学校入学の準備をゆっ
くりはじめていきましょう。年長の夏に身につ
けていたい様 な々力を確認します。

内部進学

ペーパーでは、独特の傾向への対応力を身に
つけることはもちろん、どんな問題にも落ち
着いて取り組めるよう幅広い領域の問題に挑
戦します。行動観察では、指示の理解と実
行、協調性に軸足をおき、本番力を高めます。

洗足学園
ペーパーでは、発問に対する反応のよさと正
確さが求められます。反復して取り組むこと
でスピードにも磨きをかけましょう。集団の中
で指示通りに行動する力、個別でハキハキ自
分の考えを伝える力も大切な要素です。

桐光学園

青山学院初等部 白百合学園

両校の考査で共通して求められる「集中力・
発想力・観察力・瞬発力」。これらをバランス
よく鍛え、各領域のレベルアップをはかるとと
もに、協調性や集団の中で自分を発揮する力
を養います。

「ペーパー・巧緻性・体操・行動観察」等、立教
女学院入試に対応するためのあらゆる分野
を網羅した内容の講習です。さらに時間内に
完答できる力も付け、立教女学院の求める力
を育みます。

早稲田実業・桐朋学園

学 校 別 対 策 講 座

《前期》 《後期》

《前期》《後期》

立教女学院《前期》《後期》

52,000円36,000円
各72,000円各51,000円

慶應《後期》 慶應《前期》/早稲田実業・桐朋学園/
立教女学院《前期》《後期》/
成蹊《前期》《後期》/
青山学院/白百合学園/雙葉/洗足学園　

さとえ学園/洗足内部進学

15,000円12,000円内部進学

会 員講 座 講 座非 会 員 会 員 非 会 員
学
校
別
対
策
講
座

受
講
料
一
覧

・画像はイメージです。実際の講座の内容とは異なる場合があります。



「今できること」「まだ苦手なこと」を正しく把握しましょう。
年中チャレンジテストのご案内

【受験料（税抜） 4,000円】

※すでにアイ・シー・イー幼児教室にお通いの方は
　改めてのお申し込みは不要です。

同時開催

テスト参加者の保護者さま対象 進学講演会

「小学校受験で求められる力とは」

自由が丘

勝どき
吉祥寺

宮崎台

大宮

恵比寿
ガーデンプレイス

6/21（日）

6/14（日）

6/28（日）
6/28（日）

6/21（日）

6/14（日）

10：00～11：30

13：30～15：00

13：30～15：00
10：00～11：30

10：00～11：30

10：00～11：30

小学校受験の第一歩は、「まず知ることから。」
ペーパー、面接、個別、運動、行動観察といった、
小学校受験で一般的に出題される流れを体験
してみましょう。

申込み
受付中

テストがはじめての
お子さまも

ぜひご参加ください

テストがはじめての
お子さまも

ぜひご参加ください

チャレンジテストの
講評あり

120分×3日 120分×3日120分×3日

90 分×1日 90分×3日

慶應幼稚舎及び慶應横浜初等部を目指す講
習です。絵画・制作、体操の基本を身につける
ことはもちろん、限られた時間の中で自分の
力を出しきることができるように前向きな姿
勢を育てます。

夏は体験の季節。知育や手先の練習など分
が今できることをがんばり、少し先のことに
もチャレンジしてみましょう。学習習慣の定着
にも良い機会となります。

絵画造形を楽しく学ぶ３日間の集中授業で
す。魚、カニ、クラゲなどの海の仲間や、打上
げ花火など、夏らしいテーマの制作でいろい
ろな素材、画材に親しみます。

慶應

絵画造形

早稲田実業の応用力を必要とするペーパー
ワークに対応する力と生活巧緻性、桐朋系小
学校にむけての制作技術、創造力を養う講
習です。また両校受験に必要な思考力、取
り組む姿勢の基礎を作ります。

お子さまの言語力を引き出し、柔軟な発想力
を身に付け、個別の知的課題や工夫・思考など
の内容に対応できる力を身に付けることが目
標です。ひとりひとりの表現力を大切にし、入
試傾向に対応した内容を徹底して行います。

早稲田実業・桐朋学園 青山学院

内部進学

90分×3日 24,000円
30,000円ベーシック

「ペーパー」はモンテッソーリの
教具や具体物を使い、わかり
やすい指導を行います。「行動
観察」では運動や制作、リト
ミック等、お友達と関わりなが
らいろいろな課題に取り組ん
でいきます。

非会員

会　員 120分×3日 30,000円
36,000円非会員

会　員ステップアップ
「ペーパー」では基本をもとに、より柔軟な
考え方ができるよう、様々な分野のカリ
キュラムに取り組みます。「行動観察」では
表現力・協調性に重点をおいて、劇遊び
やゲーム、共同制作を行います。ベーシッ
クコース受講後、ステップアップコースに
参加されることで、より効果的にお子さま
の力を育てます。

基 本 ・ 発 展 講 座

学 校 別 ・ 分 野 別 対 策 講 座 21,000円
27,000円非会員

会　員
絵画造形8,000円

10,000円非会員

会　員
内部進学慶應/青山学院/

早稲田実業・桐朋学園
各39,000円
各45,000円非会員

会　員

1日目 《ペーパーと運動》
基本運動の他、サークリングにも挑戦します。

2日目 《ペーパーと共同制作・ゲーム遊び》
お友達と関わりながら楽しく遊びましょう。

3日目 《個別（ノンペーパー）》
パズルや巧緻性、面接など、ノンペーパーで
行います。制作やリトミックも含みます。

7.18
2020

スタート

小学校受験コース年 中 2015.4.2～2016.4.1 生

アイ・シー・イーの季節講習は、
お子さまに「今、必要なこと」を大切にしたカリキュラム。
自分自身の手で触り、考え、作り上げていく体験が確かな力を育みます。

小学校受験コース 幼稚園受験コース



お
申
込
み

お
問
合
せ

TEL.0120-044-844
アイ・シー・イーお問合せセンター（月～土 9：00～17：00）

https://a-i-inc.secure.force.com/form

教
室
一
覧

WEBでの
お申込みは
24時間受付

90分×1日 8,000円
10,000円非会員

会　員絵画造形《オープンゼミ第18回》

90分×3日 21,000円
27,000円ベーシック 非会員

会　員

90分×3日 54,000円
68,000円非会員

会　員
90分×3日 54,000円

68,000円非会員

会　員

90分×2日 14,000円
18,000円非会員

会　員絵画造形
2日間の連続カリキュラムで、創造力を伸
ばします。封筒などの身近な材料で魚や
海の波を作ったり、大きな模造紙にみん
なで大きなクジラを描いたりと、夏ならで
はの楽しい制作です。想像したものを絵
画で表現するための基礎を学びます。

幼稚園受験コース3年保育　　　　　／ 2年保育2017.4.2～
2018.4.1生

2016.4.2～
2017.4.1生

基本講座《2年保育/3年保育》 発展講座《2年保育/3年保育》
夏期講習はこの基本講座からスタートします。
「知識・記憶・構成・言語・常識・リズム運動」な
ど、幼稚園受験に必要な全ての分野に対し、確
実に基礎を固めていきます。また自由遊びや行
動観察などを通して、お子さまの様子を観察し、
ご家庭での対応もご指導します。秋に向けての
基礎固めとして、必須の講座です。

各70分×3日 各45,000円
各54,000円非会員

会　員幼稚園別対策講座

それぞれの幼稚園の考査の特色にあわせた内容の、情報満載のコースです。
第1志望の園だけではなく、時間に余裕のある夏だからこそ、様 な々園の
対策講座を受講することができます。
★志望する幼稚園のコースがある場合は必ずご受講ください。　
★このコースは基本講座と合わせてご受講ください。

1日目
はじめの音、数の多少、
比較（大小）

ペ
ー
パ
ー

自己紹介、粘土制作、
つみ木模倣

行
動

2日目
おわりの音、選択計数、
比較（長短）

ペ
ー
パ
ー

平均台などを使った運動、
折り紙の発展画

行
動

3日目
名前の音の数、
同図形発見、同数発見

ペ
ー
パ
ー

指示行動、木のパズル
セットの構成、運筆

行
動

着席しての「静かな時間」（ペーパー、個別、制作等）、体を使う「動の時
間」（リトミック、ゲーム等）どちらの中でも、言語・数・図形・常識を取
り入れることで、揺るぎない知識につなげていきます。様々な体験を
通して、集団への適応や指示の理解など、今やっておくべきことを楽し
く学び、しっかりと身につけましょう。

白百合／日本女子大豊明／東洋英和

白百合／田園調布雙葉／暁星／雙葉

《3年保育》

《2年保育》

テーマ「海辺のカニをつくろう」

・海の生物への関心を持ち、カニの体の特徴をつかむ。
・様 な々材料に親しむ。

年間を通じて開催中の「絵画造形オープンゼミ」
第18回を夏期講習期間に行います。

画像はイメージです。実際の講座の内容とは異なる場合があります。

※全ての日程、母子分離で行います。

◎親子活動などについて
《3年保育》 3日目に親子活動、親子面接
《2年保育》 3日目に親子活動、劇発表

◎親子活動などについて
《白百合 2年保育・３年保育》 3日目に母子活動
《雙葉》 3日目に親子活動、親子面接　　《東洋英和》 全日程親子活動
《日本女子大豊明・田園調布雙葉・暁星》 全日程母子分離

基本講座では経験できない応用講座です。 3年保育では、挨拶・マ
ナー・巧緻性を含む生活習慣の徹底を目指します。また、お絵描きや
歌、ルールのある遊びを思い切り楽しみます。 2年保育では、基本講
座よりも難しい問題に取り組みます。劇遊びやじゃんけんなど集団の
関わり、ルールや自己表現を学び
ます。最終日には、秋に向けての
面接練習指導なども行います。

小学校受験コース年 少 2016.4.2～2017.4.1 生



総仕上げ

分野別 巧緻・リトミック

分野別 体操

分野別 巧緻

分野別 図形

分野別 ことば

分野別 数

学校別 成蹊（後期）
学校別 成蹊（前期）

学校別 立女（後期）

学校別 立女（前期）

ステップアップ

基礎力完成講座

総仕上げ

女子校
ステップアップ
内部進学
分野別 ことば
分野別 図形・推理
分野別 数
学校別 雙葉
学校別 白百合
学校別 青山
総仕上げ
女子校
ステップアップ
ベーシック

基礎力完成講座

分野別 体操
分野別 巧緻
学校別 青山
総仕上げ
女子校
ステップアップ
ベーシック

基礎力完成講座

吉祥寺

勝どき

飯田橋

恵比寿
ガーデン
プレイス

自由が丘

分野別 体操
学校別 さとえ

基礎力完成講座

基礎力完成講座

分野別 図形・推理
分野別 数
分野別 ことば

学校別 桐光

総仕上げ
ベーシック

基礎力完成講座

学校別 洗足内進
総仕上げ
学校別 洗足
学校別 慶應（後期2日間）
学校別 慶應（前期3日間）
ステップアップ
学校別 早実・桐朋学園
ステップアップ

基礎力完成講座

総仕上げ

分野別 パズル
分野別 ことば
学校別 早実・桐朋学園
ステップアップ
ベーシック

基礎力完成講座

大宮

新浦安

新百合ヶ丘

宮崎台

花小金井

国立

8/4（火）・8/5（水）
8/4（火）～8/6（木）

7/20（月）～7/22（水）

7/19（日）・7/23（木祝）・
7/24（金祝）

8/19（水）・8/20（木）
8/6（木）・8/7（金）
8/6（木）・8/7（金）

8/3（月）
7/26（日）・7/27（月）
7/31（金）～8/4（火）

7/23（木祝）～7/27（月）

7/19（日）～7/21（火）

7/31（金）～8/2（日）
7/29（水）～8/2（日）

7/24（金祝）～7/26（日）
7/25（土）・7/26（日）

7/22（水）～7/24（金祝）
7/22（水）～7/26（日）

7/22（水）～7/24（金祝）
7/28（火）～8/1（土）

7/18（土）・7/19（日）・
7/21（火）

8/28（金）
8/27（木）
8/23（日）
8/22（土）
8/21（金）

7/25（土）・7/26（日）
7/25（土）・7/26（日）
8/7（金）～8/9（日）
8/5（水）～8/9（日）
7/22（水）～7/26（日）

7/31（金）～8/2（日）

14：45～15：45
13：00～14：30
15：30～16：30
14：30～15：30
13：30～14：30
12：30～13：30
11：30～12：30
10：30～11：30
10：00～11：30
12：00～13：30
10：00～11：30
12：45～14：45
12：15～14：15
9：30～12：00
9：30～11：30
11：30～12：30
10：30～11：30
9：30～10：30

10：00～11：30
13：30～16：00
12：00～14：00
12：00～14：00
12：00～14：00
9：30～11：30
13：30～15：30
13：30～15：30
15：30～16：30
14：30～15：30
13：30～14：30
9：30～12：00
9：30～12：00
14：00～16：30
12：30～15：00
9：30～12：00
14：30～16：00
12：30～14：00
12：30～14：30
9：30～11：30
9：30～11：30
12：30～13：30
10：30～11：30
9：30～10：30

12：45～15：15
13：30～16：00
10：00～12：30
13：30～16：00
10：00～12：30
15：30～17：00
12：45～14：15
12：45～13：45
14：40～16：10
13：00～14：30
14：30～16：00
12：45～14：15
15：45～17：15
14：00～15：30
11：35～13：05
10：00～11：30
10：00～12：00
10：00～12：00
14：30～16：30
14：00～16：00
12：45～14：45
10：00～12：00
15：00～17：00
14：30～16：30
12：10～13：10
11：05～12：05
10：00～11：00
10：00～12：30
13：30～16：00
10：00～12：30
13：30～16：00
10：00～12：30
13：00～15：00
10：00～12：00
14：00～15：30
15：20～16：50
15：20～16：50
13：30～15：00
15：50～17：50
15：20～17：20
10：00～12：00
13：00～15：30
13：00～15：00
13：00～15：00
10：00～12：00
11：30～12：30
10：30～11：30
9：30～10：30
15：15～16：15
14：45～16：15
14：30～16：30
12：30～15：00
12：30～14：30
10：00～12：00
10：00～12：00
11：45～12：45
10：30～11：30
9：30～10：30

8/17（月）

8/16（日）

8/15（土）

8/17（月）
8/10（月祝）

8/8（土）・8/9（日）

7/31（金）

7/30（木）

7/23（木祝）

7/23（木祝）

8/8（土）～8/10（月祝）
7/30（木）・8/1（土）・2（日）

8/10（月祝）
8/8（土）・8/9（日）
8/1（土）・8/2（日）

7/31（金）
8/1（土）・8/2（日）

7/24（金祝）～7/26（日）

7/24（金祝）～7/26（日）

8/4（火）

8/3（月）

8/2（日）

7/25（土）～28（火）・8/1（土）
7/25（土）～28（火）・8/1（土）

7/30（木）
7/21（火）・7/22（水）
7/27（月）・7/28（火）
7/21（火）・7/22（水）
8/5（水）～8/7（金）
7/30（木）～8/1（土）
7/31（金）～8/2（日）
8/5（水）～8/9（日）
7/30（木）～8/3（月）

7/24（金祝）～7/28（火）
7/24（金祝）～7/28（火）

7/20（月）～7/22（水）

8/3（月）・8/4（火）
7/29（水）・7/30（木）

7/21（火）～7/23（木祝）
8/3（月）～8/7（金）
7/29（水）～8/2（日）
7/29（水）～8/2（日）
7/29（水）～8/2（日）

7/24（金祝）～7/26（日）

教室 講座 日にち 時間 教室 講座 日にち 時間

■小学校受験コース【年長】2014年4月2日～2015年4月1日生

日程一覧
小学校受験コース

変更の講座…赤字　追加の講座…青字

分野別 体操 7/21（火）・7/28（火） 14：00～15：00



■幼稚園受験コース【2年保育】 2016年4月2日～2017年4月1日生 田雙…田園調布雙葉

恵比寿ガーデン
プレイス

自由が丘

自由が丘
幼稚園別雙葉④

幼稚園別雙葉②
幼稚園別雙葉①

幼稚園別田雙③
幼稚園別田雙④

幼稚園別田雙②
幼稚園別田雙①
幼稚園別白百合②
幼稚園別白百合①
発展講座②
発展講座①
基本講座③
基本講座②
基本講座①

8/14（金）～8/16（日）

8/14（金）～8/16（日）

7/28（火）～7/30（木）
7/21（火）～7/23（木祝）

8/5（水）～8/7（金）
7/28（火）～7/30（木）

7/24（金祝）～7/26（日）
8/5（水）～8/7（金）
7/28（火）～7/30（木）
7/31（金）～8/2（日）

7/21（火）～7/23（木祝）
8/5（水）～8/7（金）
7/28（火）～7/30（木）

7/24（金祝）～7/26（日）
15：00～16：10

幼稚園別雙葉③ 7/31（金）～8/2（日） 15：20～16：30

15：00～16：10
14：50～16：00

14：00～15：10
13：30～14：40

13：30～14：40
15：20～16：30
10：00～11：10
11：30～12：40
13：30～15：00
13：00～14：30
11：30～13：00
9：45～11：15
13：30～15：00

教室 講座 日にち 時間

飯田橋

幼稚園別雙葉
幼稚園別白百合②
幼稚園別白百合①
発展講座
幼稚園別暁星
幼稚園別白百合
発展講座
基本講座

7/19（日）・7/26（日）・8/2（日）
7/29（水）～7/31（金）

7/25（土）・ 8/1（土）・8/8（土）
7/29（水）～7/31（金）

7/21（火）～7/23（木祝）
7/28（火）～7/30（木）
7/28（火）～7/30（木）
7/21（火）～7/23（木祝）

12：00～13：10
13：00～14：10
12：00～13：10
10：30～12：00
15：20～16：30
15：20～16：30
13：30～15：00
13：30～15：00

教室 講座 日にち 時間

同じ教室で複数の日程がある場合（①②③）は、内容は同じです。

同じ教室で複数の日程がある場合（①②③）は、内容は同じです。

恵比寿ガーデン
プレイス

自由が丘

幼稚園別東洋英和
幼稚園別白百合
発展講座
基本講座
幼稚園別豊明
幼稚園別白百合②
幼稚園別白百合①
発展講座②
発展講座①
基本講座②
基本講座① 7/21（火）～7/23（木祝）

7/31（金）～8/2（日）
7/24（金祝）～7/26（日）
8/5（水）～8/7（金）

7/24（金祝）～7/26（日）
8/5（水）～8/7（金）
7/31（金）～8/2（日）

7/21（火）～7/23（木祝）
7/28（火）～7/30（木）
7/28（火）～7/30（木）
7/21（火）～7/23（木祝）

10：00～11：30
9：45～11：15
9：45～11：15
9：45～11：15
11：30～12：40
11：30～12：40
11：30～12：40
9：30～11：00
9：30～11：00
11：20～12：30
11：20～12：30

教室 講座 日にち 時間

宮崎台

勝どき

飯田橋

基本講座
発展講座
基本講座
幼稚園別白百合③
幼稚園別白百合②
幼稚園別白百合①
発展講座②
発展講座①

7/21（火）～7/23（木祝）
8/5（水）～8/7（金）
8/5（水）～8/7（金）
8/5（水）～8/7（金）

7/25（土）・8/1（土）・8/8（土）
7/19（日）・7/26（日）・8/2（日）

8/5（水）～8/7（金）
7/22（水）～7/24（金祝）

9：30～11：00
幼稚園別
桐蔭・森村・洗足 7/28（火）～7/30（木） 9：50～11：00

13：00～14：30
10：30～12：00
13：00～14：10
10：30～11：40
10：30～11：40
10：30～12：00
10：30～12：00

教室 講座 日にち 時間

■幼稚園受験コース【3年保育】2017年4月2日～2018年4月1日生

同じ教室で複数の日程がある場合（①②）は、内容は同じです。

2016年4月2日～2017年4月1日生■小学校受験コース【年少】

飯田橋

恵比寿ガーデン
プレイス

自由が丘

ベーシック

ベーシック

通常絵画造形
第18回

絵画造形②

絵画造形①
ベーシック

7/25（土）・8/1（土）・8/8（土）

7/31（金）～8/2（日）

 7/23（木祝）

7/26（日） 

7/21（火）・7/22（水）
7/21（火）～7/23（木祝）

宮崎台

横浜

国立

吉祥寺

勝どき ベーシック
絵画造形
ベーシック
ベーシック
ベーシック
絵画造形
ベーシック①
ベーシック②
絵画造形

8/5（水）～8/7（金）
7/24（金祝）・7/25（土）
7/31（金）～8/2（日）
7/28（火）～7/30（木）
7/21（火）～7/23（木祝）
7/21（火）・7/22（水）

7/24（金祝）～7/26（日）
7/31（金）～8/2（日）
7/31（金）・8/1（土）

15：00～16：30
13：00～14：30
10：30～12：00
15：30～17：00
9：30～11：00
11：00～12：30
10：00～11：30
10：00～11：30
11：30～13：0014：00～15：30

13：00～14：30

15：10～16：40

11：15～12：45
9：30～11：00
15：10～16：40
13：30～15：00

教室 講座 日にち 時間 教室 講座 日にち 時間

2015年4月2日～2016年4月1日生

国立

吉祥寺

勝どき

飯田橋

恵比寿
ガーデン
プレイス

自由が丘

大宮
新浦安

新百合ヶ丘

宮崎台

横浜

花小金井

国立

ステップアップ②
ステップアップ①
ベーシック
絵画造形
ステップアップ
ベーシック
絵画造形
ステップアップ
内部進学
青山
ステップアップ
ベーシック
絵画造形②
絵画造形①
慶應
ステップアップ②
ステップアップ①
ベーシック

8/18（火）～8/20（木）
7/31（金） ～8/2（日）
7/28（火）～7/30（木）

7/24（金祝）～7/26（日）
8/8（土）～8/10（月祝）
7/31（金）～8/2（日）
7/29（水）～7/31（金）
7/29（水）～7/31（金）

7/22（水）
7/24（金祝）～7/26（日）
7/30（木）～8/1（土）

7/23（木祝）～7/25（土）
7/31（金）～8/2（日）

7/21（火）～7/23（木祝）
7/28（火）～7/30（木祝）

8/4（火）～8/6（木）
7/24（金祝）～7/26（日）
7/21（火）～7/23（木祝）

ベーシック
ステップアップ
ステップアップ
ベーシック
絵画造形
ベーシック
ステップアップ
絵画造形
ベーシック
ベーシック
絵画造形
早実・桐朋学園

8/4（火）～8/6（木）
7/19（日）・23（木祝）・24（金祝）

7/31（金）～8/2（日）
7/23（木祝）～7/25（土）
7/28（火）～7/30（木）
7/28（火）～7/30（木）

7/24（金祝）～7/26（日）
7/21（火）～7/23（木祝）
7/21（火）～7/23（木祝）
7/25（土）～7/27（月）

7/22（水）～7/24（金祝）
7/28（火）～7/30（木）

10：30～12：00
14：30～16：30
13：00～15：00
12：30～14：00
11：00～12：30
9：30～11：00
15：00～17：00
15：00～16：30
13：30～15：00
13：30～15：00
12：30～14：00
12：30～14：30

9：30～11：30
14：30～16：30
10：00～11：30
10：30～12：00
10：00～12：00
13：00～14：30
11：00～12：30
13：30～15：30
13：00～14：30
13：30～15：30
10：00～12：00
10：00～11：30
15：00～16：30
11：30～13：00
13：30～15：30
10：00～12：00
14：00～16：00
9：50～11：20

教室 講座 日にち 時間 教室 講座 日にち 時間

■小学校受験コース【年中】

同じ教室で複数の日程がある場合（①②）は、内容は同じです。

幼稚園受験コース
変更の講座…赤字　追加の講座…青字




