
2022 年 夏期講習のお知らせ 
 

－ 慶應義塾、早稲田実業、学習院、農大稲花、東洋英和など、各有名私立小学校の入学試験に完全対応 － 

⽇程 時間 クラス 会員授業料（⼀般価格） 内容 

８⽉ 18 ⽇・25 ⽇ 

（⽊） 
9:10-11:10 (120 分間) 

本番演習 
18 ⽇：東洋英和 

25 ⽇：慶應幼稚舎 
39,000 円（46,800 円） 東洋英和⼥学院⼩学部／慶應義塾幼稚舎の試験形式に準拠した本番演習 

＊採点のうえ、合格可能性を判定します。 

８⽉ 22 ⽇・29 ⽇ 

（⽉） 

9:00-11:00 (120 分間) 学校別（東洋英和） 35,000 円（42,000 円） 東洋英和⼥学院⼩学部の試験形式に準拠した運動・指⽰⾏動・⾏動観察・巧緻性等 
英和以外の⼥⼦校対策にも役⽴つ内容です。 

11:10-12:30 (80 分間) 絵画・造形（⼀般） 26,250 円（31,500 円） 幅広い学校に対応できる絵画・造形を通じた表現⼒の育成 

13:30-14:40 (70 分間) 体操 24,500 円（29,400 円） 全ての学校で必要とされる⾝体能⼒の育成 

８⽉ 23 ⽇・30 ⽇ 

（⽕） 

9:00-11:00 (120 分間) 学校別（慶應義塾） 35,000 円（42,000 円） 慶應義塾幼稚舎・横浜初等部の試験形式に準拠した運動・⾏動観察・巧緻性・表現等 
慶應以外の共学校対策にも役⽴つ内容です。 

11:10-12:30 (80 分間) 絵画・造形（慶應） 26,250 円（31,500 円） 慶應義塾幼稚舎・横浜初等部対策の絵画・造形を通じた表現⼒の育成 

13:30-14:40 (70 分間) 学校別（雙葉） 24,500 円（29,400 円） 雙葉⼩学校の試験形式に準拠したペーパー(難問)・⼿先の巧緻性・お話の記憶 

８⽉ 24 ⽇・31 ⽇ 

（⽔） 

9:00-11:00 (120 分間) 総合 35,000 円（42,000 円） ペーパーを中⼼に、常識、お話の記憶、簡単な⾏動観察または巧緻性の育成 

11:10-12:20 (70 分間) 難関ペーパー特訓 24,500 円（29,400 円） ペーパー難関校対策を念頭に置いた、⾼難易度のペーパー特訓 

 

年⻑コースの夏期講習期間中は通常授業も普段通り実施します。また、夏期講習は通常授業の延⻑として実施するため、通常授業受講⽣は原則ご受講ください。 

多くの現役私⽴⼩学⽣も⼀緒に参加するキャンプ、体験活動企画も夏期講習に準じる重要な位置付けで実施します。（企画内容は HP に掲載） 

【 受講当⽇の持ち物 】 
保護者の⽅のスリッパ、本⼈の上履き、親⼦それぞれの下⾜袋、２B 以上の濃さの鉛筆（新年⻑と新年中のみ）、クーピー１２⾊（慶應志望の⽅はポンキー）、 
クレヨン１６⾊、はさみ、⼩さいセロハンテープ、スティックのり、⽔筒。 ＊服装は、試験を意識したもの。（慶應［学校別・本番演習］と体操は体操服） 

【締切】各開講⽇の１週間前  【定員】各講座、先着８名   

【お⽀払い】請求書よりお振込。（表⽰は、１クラス・1 ⽇当たりの税別価格） 
 
 
       お問い合わせ先：慶楓会（03-6677-3542） 

お申し込みはこちら 

 

慶楓会 小学校受験 年長コース 

＊前期・後期の各⽇程で内容が異なります。＊授業と授業の間に時間が空く場合、託児を承ります。昼⾷１時間のみ無料、その他の 30 分を超える場合は有料です。 

【 ４クラスセット割引 】 会員価格 120,750 円 → 100,500 円で承ります。 

対象クラス：総合、学校別（慶應 or 英和）、体操、絵画・造形（慶應 or⼀般） 

＊⼀般の⽅は 144,900 円 → 118,500 円となります。 



 

2022 年 夏期講習のお知らせ 
 

－ 慶應義塾、早稲田実業、学習院、農大稲花、東洋英和など、各有名私立小学校の入学試験に完全対応 － 

⽇程 時間 クラス 会員授業料（⼀般価格） 内容 

7 ⽉ 22 ⽇(⾦) 15:40-17:30 (80 分間) 
絵画・造形 26,250 円（31,500 円） 

⽤具や材料を適切かつ効果的に⽤いる練習と、 

年⻑以降の学習に接続する、絵画・造形授業を通じた表現⼒の育成 8 ⽉ 23 ⽇(⽕) 11:10-12:20 (80 分間) 

８⽉ 19 ⽇・26 ⽇ 

(⾦) 
13:30-15:30(120 分間) 総合 35,000 円（42,000 円） ペーパーを中⼼に常識、お話の記憶、簡単な⾏動観察または巧緻性の育成 

８⽉ 23 ⽇・30 ⽇ 

(⽕) 
14:00-15:00 (60 分間) 体操 21,000 円（25,200 円） 全ての学校で必要とされる⾝体能⼒の育成の基礎・基本 

 

年中コースの 8
．
⽉の
．．

夏期講習期間中は通常授業も普段通り実施します。また、夏期講習は通常授業の延⻑として実施するため、通常授業受講⽣は原則ご受講ください。 

多くの現役私⽴⼩学⽣も⼀緒に参加するキャンプ、体験活動企画も夏期講習に準じる重要な位置付けで実施します。（企画内容は HP に掲載） 

【 受講当⽇の持ち物 】 
保護者の⽅のスリッパ、本⼈の上履き、親⼦それぞれの下⾜袋、２B 以上の濃さの鉛筆（新年⻑と新年中のみ）、クーピー１２⾊（慶應志望の⽅はポンキー）、 
クレヨン１６⾊、はさみ、⼩さいセロハンテープ、スティックのり、⽔筒。 ＊服装は、試験を意識したもの。（慶應［学校別・本番演習］と体操は体操服） 

【締切】各開講⽇の１週間前  【定員】各講座、先着８名   

【お⽀払い】請求書よりお振込。（表⽰は、１クラス・1 ⽇当たりの税別価格） 

 

- ⽇程に関するご注意 ‒ 

• 7/22 の通常授業（総合、絵画・造形）はお休みです。ただし、通常と同じ時間帯に、夏期講習としての絵画・造形クラスのみ実施します。 

• 通常授業で⾦曜⽇の総合（標準）クラスをご受講されている⽅は、以下の⽇程のみ⽔曜⽇へ振り替えて、総合（特進クラス）と合同授業となります。 
8/19→8/24、8/26→8/31。 

お問い合わせ先：慶楓会（03-6677-3542） 

慶楓会 小学校受験 年中コース 

お申し込みはこちら 

 

＊前期・後期の各⽇程で内容が異なります。 



 

2022 年 夏期講習のお知らせ 
 

－ 慶應義塾、早稲田実業、学習院、農大稲花、東洋英和など、各有名私立小学校の入学試験に完全対応 － 

⽇程 時間 クラス 会員授業料（⼀般価格） 内容 

7 ⽉ 25 ⽇（⽉） 14:50-16:20 (90 分間) 総合 31,500 円（37,800 円） 年中コースの総合クラスにつながる、基礎的な能⼒の育成。 
（ペーパー、簡単な⾏動観察または巧緻性の育成など） 

7 ⽉ 25 ⽇（⽉） 

7 ⽉ 26 ⽇（⽕） 
16:30-17:30 (60 分間) 絵画・造形 21,000 円（25,200 円） 

⽤具や材料を適切かつ効果的に⽤いる練習と、 

年中以降の学習に接続する、絵画・造形授業を通じた表現⼒の育成 

8 ⽉ 29 ⽇（⽉） 12:20-13:20 (60 分間) 
体操 21,000 円（25,200 円） 全ての学校で必要とされる⾝体能⼒の育成の基礎・基本 

8 ⽉ 30 ⽇（⽕） 12:50-13:50 (60 分間) 

 

年少コースの 8
．
⽉の
．．

夏期講習期間中は通常授業も普段通り実施します。また、夏期講習は通常授業の延⻑として実施するため、通常授業受講⽣は原則ご受講ください。 

多くの現役私⽴⼩学⽣も⼀緒に参加するキャンプ、体験活動企画も夏期講習に準じる重要な位置付けで実施します。（企画内容は HP に掲載） 

【 受講当⽇の持ち物 】 
保護者の⽅のスリッパ、本⼈の上履き、親⼦それぞれの下⾜袋、２B 以上の濃さの鉛筆（新年⻑と新年中のみ）、クーピー１２⾊（慶應志望の⽅はポンキー）、 
クレヨン１６⾊、はさみ、⼩さいセロハンテープ、スティックのり、⽔筒。 ＊服装は、試験を意識したもの。（慶應［学校別・本番演習］と体操は体操服） 

【締切】各開講⽇の１週間前  【定員】各講座、先着８名   

【お⽀払い】請求書よりお振込。（表⽰は、１クラス・1 ⽇当たりの税別価格） 

 

- ⽇程に関するご注意 ‒ 

• 7/25 の通常授業（総合、絵画・造形）はお休みです。ただし、通常と同じ時間帯に、夏期講習としての総合、絵画・造形クラスを実施します。 

• 7/26 も本来はお休み期間ですが、⽉曜⽇と同じ時間帯に、夏期講習としての絵画・造形クラスを実施します。 

お問い合わせ先：慶楓会（03-6677-3542） 

慶楓会 小学校受験 年少コース 

＊前期・後期の各⽇程で内容が異なります。 

お申し込みはこちら 

 


