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費

用（税込）

A

受験ワーク（総合勉強）／妙圓薗

７／２８（木）２９（金）３０（土）

１３：１５～１４：１５

会員 ￥２８，６００－ 一般 ￥３５，７５０－

B

言語・面接Ⅰ／増田
言語・面接Ⅱ／増田

７／２５（月）２６（火）２７（水）
８／２５（木）２６（金）２７（土）

１５：１５～１６：１５
１１：１５～１２：１５

会員 ￥２８，６００－ 一般 ￥３５，７５０－

Ｃ

学習院・青山コース【課題別・言語・絵・制作】／岡部

８／３０（火）３１（水）

１０：００～１１：３０

会員 ￥２８，６００－ 一般 ￥３５，７５０－

Ｄ

慶應コース【総合】Ⅰ／増田・岡部
慶應コース【総合】Ⅱ／増田・岡部

７／２５（月）２６（火）２７（水）
８／２５（木）２６（金）２７（土）

１３：３０～１５：００
９：３０～１１：００

会員 ￥４７，３００－ 一般 ￥５９，４００－

Ｅ

受験総合Ⅰ／岡部・妙圓薗
受験総合Ⅱ／岡部・妙圓薗

８／１８（木）１９（金）２０（土）
８／２２（月）２３（火）２４（水）

９：３０～１２：３０
９：３０～１２：３０

会員 ￥５５，０００－ 一般 ￥６８，７５０－

Ｆ

行動観察・生活習慣Ⅰ／岡部・妙圓薗
行動観察・生活習慣Ⅱ／岡部・妙圓薗

７／２８（木）２９（金）３０（土）
８／１８（木）１９（金）２０（土）

１４：３０～１５：３０
１３：３０～１４：３０

会員 ￥２４，２００－ 一般 ￥３０，２５０－

Ｇ

器械運動・ボール・縄Ⅰ／岡部
器械運動・ボール・縄Ⅱ／岡部

７／２５（月）２６（火）２７（水）
８／２５（木）２６（金）２７（土）

１５：１５～１６：１５
１１：１５～１２：１５

会員 ￥２４，２００－ 一般 ￥３０，２５０－

Ｈ

受験ワーク（総合勉強）／妙圓薗

７／２８（木）２９（金）３０（土）

１０：００～１１：００

会員 ￥２５，３００－ 一般 ￥３１，９００－

Ｉ

慶應コース【総合】／岡部

７／２５（月）２６（火）２７（水）

１０：４５～１２：１５

会員 ￥４０，７００－ 一般 ￥５１，１５０－

Ｊ

器械運動・ボール・縄Ⅰ／岡部
器械運動・ボール・縄Ⅱ／岡部

７／２８（木）２９（金）３０（土）
８／１８（木）１９（金）２０（土）

１３：１５～１４：１５
１４：４５～１５：４５

会員 ￥２２，０００－ 一般 ￥２７，５００－

Ｋ

慶應コース【総合】／岡部

７／２８（木）２９（金）３０（土）

１０：００～１１：２０

会員 ￥３４，１００－ 一般 ￥４２，９００－

Ｌ

受験ジム／岡部

７／２５（月）２６（火）２７（水）

９：３０～１０：３０

会員 ￥１９，８００－ 一般 ￥２４，７５０－

講習Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ・Ｉ・Ｊ・Ｋ・Ｌは第１教室にて行います。
講習Ａ・Ｂ・Ｃ・H は第２教室にて行います。
講習 B・Ｄ・Ｆ・Ｇ・ＪのⅠ・Ⅱの内容は同じです。
講習ＥのⅠ・Ⅱの内容は異なります。１回ごとの受講も可能です。
Ｅ ： １回（税込） 会員 ￥２３，１００－ 一般 ￥２９，１５０－

ジュニアクラブ恵比寿教室

２０２２年

夏期講習会

【年長児】
Ａ 受験ワーク（総合勉強）

担当／妙圓薗

ペーパーワークを中心に行います。また、言語や巧緻性なども取り入れて、自分の考えや答えを発言できるよう
総合的に力をつけていきます。

Ｂ 言語・面接 Ⅰ・Ⅱ

担当／増田

言葉で表現したり、自分の考えをみんなの前で発表したりすることは難しいことです。いろいろな場面で、自信を
持って答えられるように、様々な教材を用いて力をつけていきます。また、面接の演習も取り入れていきます。

Ｃ 学習院・青山コース（課題別・言語・絵・制作）

担当／岡部

志望校に合わせて過去に出題された問題を中心にレッスンを進めていきます。自由な創造力（制作・お話作りな
ど）や工夫する姿勢を身につけられるよう練習していきます。

Ｄ 慶應コース（総合） Ⅰ・Ⅱ

担当／増田・岡部

過去に出題された問題の中から、頻度の高いものを取り上げ、学校が求めている能力や行動力（絵・制作・言
語・体操など）を総合的に身につけていくコースです。

Ｅ 受験総合 Ⅰ・Ⅱ

担当／岡部・妙圓薗

１日の中にペーパー・運動・行動観察・絵制作・個別・生活習慣の全ての項目を行います。保護者の方から離れ
て今までの練習や成長で身につけてきたものを確認しながら、対応力や行動力を総合的に身につけていくコース
です。Ⅰ・Ⅱの内容は異なる内容を行います。

Ｆ 行動観察・生活習慣 Ⅰ・Ⅱ

担当／岡部・妙圓薗

最近、多くの小学校で出題されている行動観察や生活習慣に対応できるようポイントを押さえ、楽しみながらル
ールやマナーを守って行動できる力をつけていきます。

Ｇ 器械運動・ボール・縄 Ⅰ・Ⅱ

担当／岡部

器械運動では、マット・鉄棒・跳び箱・平均台など運動の総合的なレッスンを行います。ボール・縄ではポイントを
押さえて、自信を持って行えるようにレッスンをしていきます。

ジュニアクラブ恵比寿教室

２０２２年

夏期講習会

【年中児】
Ｈ 受験ワーク（総合勉強）

担当／妙圓薗

年長の前段階として、巧緻性も含め基礎的な練習をしていきます。記憶・数量・推理・知覚・知識・図形などの分
野をカード、パズルなどの具体物を使い学習し、ペーパーワークで仕上げていきます。

Ｉ

慶應コース（総合）

担当／岡部

過去に出題された問題の中から、この時期にできる学校が求めている能力や行動力（絵・制作・言語・体操など）
の基礎を総合的に身につけていくコースです。

Ｊ 器械運動・ボール・縄 Ⅰ・Ⅱ

担当／岡部

器械運動では、マット・鉄棒・跳び箱・平均台など運動の総合的なレッスンを行います。ボール・縄ではポイントを
押さえて、自信を持って行えるようにレッスンをしていきます。

【年少児】
Ｋ 慶應コース（総合）

担当／岡部

学校が求めている能力や行動力（絵・制作・言語・体操など）の基礎を身につけていくコースです。
Ｌ 受験ジム

担当／岡部

ステップ・ボール・マット・鉄棒・跳び箱など、いろいろな器具を使い、楽しく身体を動かし、積極的に取り組める
よう指導していきます。

【持ち物】

受験ワーク（総合勉強）（年長・年中）／言語・面接（年長）／慶應コース【総合】（年長・年中・年少）
学習院・青山コース【課題別・絵・制作・言語】

クレヨン（１６色）、クーピー（１２色）、鉛筆（２Ｂ）、はさみ、スティックのり、上履き、汚れても良い服装
(体操着)、水筒（水かお茶）、保護者の方の室内履き（スリッパ等）

器械運動・ボール・縄（年長・年中）／行動観察・生活習慣／ 受験ジム（年少）

上履き、動きやすい服装（体操着）、水筒（水かお茶）、保護者の方の室内履き（スリッパ等）

受験総合（年長）
お子様のみのお預かりとなります。終了時に授業内容の講評を行います。
上履き、動きやすい服装（体操着）、水筒（水かお茶）、クレヨン（１６色）、クーピー（１２色）
はさみ、スティックのり、講評時に保護者の方の室内履き（スリッパ等）

ジュニアクラブ恵比寿教室
ジュニアクラブ恵比寿教室

夏期講習会のお申込みについて
【お申し込みについて】
・上記の日程を参考に、必須事項を入力し下記のメールアドレスへ送信してください。
・お申込み先着順に受付し、定員になり次第締め切らせていただきます。
・お申込み開始時間前にいただいたメールに関しましては、無効とさせていただきます。
・７月２日（土）１７：００以降のキャンセル、コースの変更及び振り替えはできませんのでご了承ください。
・Ｅコース以外の保護者の方のご参観につきましては、新型コロナウィルス感染予防を鑑みて判断させていただきます。
・お申込み後、数日以内に決定したクラスをメールでご連絡致します。
【「@gmail.com」からのメールを受信できるよう設定をお願い致します。】
会員の方

【お申し込み開始日時】
・２０２２年５月２０日(金) １０：００～（受付開始）

【お申し込み方法】

juniorclub.ebisu@gmail.com

←こちらのメールアドレスへ送信ください。

《入力事項》
タイトル ・『夏期講習会・コース申し込み』
本文
・お子様の会員番号 例 ： 「Ｅ－0000」
・お子様のお名前（ふりがな） ：
（
）
上記ＱＲコードリンクより
・学年 ：
メール作成画面へと移動できます。
・ご希望のコース記号 例：「DⅠ・EⅠ・EⅡ(1 日参加・20 日のみ)」
・ご希望のお支払い方法 (教室にて現金入金・お振込み)
[お振込みをご希望の場合は、受講確認メールにてお振込み先のご案内をさせていただきます。
一般の方

【お申し込み開始日時】
・２０２２年５月２７日(金) １０：００～（受付開始）

【お申し込み方法】

juniorclub.ebisu@gmail.com

←こちらのメールアドレスへ送信ください。

《入力事項》
タイトル ・『夏期講習会・コース申し込み』
本文
・お子様のお名前（ふりがな） ：
（
・学年 ：
・お子様の生年月日 ：
・在園名 ：
・ご住所(郵便番号含む) 〒
・日中ご連絡が可能なご連絡先(携帯・ご自宅)
・ご希望のコース記号 例：「DⅠ・EⅠ・EⅡ(1 日参加・20 日のみ)」
・お支払い方法は、お振込みにてお願い致します。
[受講確認メールにてお振込み先のご案内をさせていただきます。]

）

上記ＱＲコードリンクより
メール作成画面へと移動できます。

※音羽教室でも夏期講習会を行っておりますので、案内書などをご希望の方はフロントまでお申し出下さい。

【お問合わせ】
ジュニアクラブ恵比寿教室
〒１５０－００１２ 東京都渋谷区広尾１－１０－４ 越山ＬＫビルＢ１Ｆ

ＴＥＬ：０３－５７８９－２１００
ＦＡＸ：０３－６２７７－００１９

