２０１８年度 幼児才能教室「まいと」
Advanced コース （アドバンスト・コース）
新年中 Ａｄｖａｎｃｅｄ 総合コース
入会金

５４,０００円（５０，０００円＋税）※１月～４月ご入会者のみ ３２，４００円
※ 入室体験料（個別） ３，２４０円（３，０００円＋税）
ご入会の場合、入会金に充当致します。
授業期間

平成３０年２月～１１月
（平成３０年１２月より年長コースへの進級）
対象年齢
平成２５年４月２日～平成２６年４月１日生まれ
定員
～６名
授業料

３７，１５０円 (３４，４００円＋税) 4 回／月

◎授業回数 ： 全４０回
◎授業内容 ： ４回／毎月
・
「知的能力」
「個別絵画制作」
「指示理解力」 １００分／１回、３回／月
・
「行動観察」
「集団絵画制作」
「運動」
「指示行動」 １２０分／１回、１回／月
◎その他授業料に含まれるもの
・個別相談
※ ◎印の内容は、全て授業料に含みます。
※ その他に個人レッスンを希望される場合は、ご相談下さい。
個人レッスン ６０分 ７，５６０円（７，０００円＋税）
※ 基本的に振替レッスンはございません。(但し、体調不良の場合、同コースでの振替、または他の曜日で
の振替が可能です。)
※ 自己都合による欠席の場合は、授業教材及び資料をお渡し、教材費のみ頂きます。
教材費 １，０８０円（１，０００円＋税）
※ 法定感染症による出席停止（水疱瘡・麻疹・風疹・リンゴ病・インフルエンザ・その他）などの特別の
場合のみ、振替対応をさせて頂きます。

Advanced コース （アドバンスト・コース）
～ 新年中 Ａｄｖａｎｃｅｄ 総合コースのご案内 ～
（対象年齢：平成２５年４月２日～平成２６年４月１日生まれ）

「まいとプロジェクト」では、
自分の頭で考え、判断が出来、行動に移せる子ども
自分の気持ちをきちんと相手に表現できる子ども
年齢相応のわきまえを持ちながら、明るく元気に自信を持って行動が出来る子ども
興味・関心・集中力があり、考える力のある子ども
達成感を持ち、次のステップへ挑戦する起動力のある子ども
を育てます。
「適切な時期」に、
「適切な方法」で、
「適切な刺激」をしていくことが、幼児の教育には最も大切
です。
「まいと」では、受験という言葉にとらわれることなく、個性を育てながら年齢＋１の力をつけて
いきます。その力は、小学校受験をする子どもにも、しない子どもにも必要な力となります。
そして、子ども自身の「確かな自信と意欲」を育てます。

＊新年中 Ａｄｖａｎｃｅｄ 総合コース 授業の特長＊
子どもの「個性」を大切にし、良い点を見出します。
一人一人を大切に育てていきます。
一人一人の「課題」を分析し、苦手分野をなくします。
苦手分野は、授業の一環としての個別対応で克服します。
褒めて伸ばします。
どの子も絵画制作が好きで、得意になります。
思考力が高くなり、プリント学習も楽しく取り組めます。
表現力が豊かになります。
小学校受験で重視されている行動観察に必要な
「行動実行力」
「状況判断力」
の基礎が身につきます。
必ずお子さんがのびます。
大手受験塾には無いきめ細やかさがありあります。
具体物・実験を数多く取り入れた授業は、モノの本質を理解する力を培います。
３タイプの授業の中で、いろいろな側面からお子さんを刺激し苦手を克服します。
「知的能力」
「個別絵画制作」
「指示理解力」
「行動観察」
「集団絵画制作」
「運動」
「指示行動」
家庭学習の方法を丁寧に説明します。
知識の成長だけでなく「心の成長」を見守っていきます。
「自分でやりたい！」意欲を育てます。
「じっくり」
「しっかり」
「確実に」課題に取り組み基礎力を身につけます。
ご両親とお子さんとまいとプロジェクトとの「三位一体」で進めていきます。
ご両親の不安や疑問にいつでもお答えいたします。

＊新年中 Ａｄｖａｎｃｅｄ 総合コースの授業内容＊
２月～１１月まで全４０回の授業回数です。
月４回の授業として
３回は、
「知的能力」
「個別絵画制作」
「指示理解力」
１回は、
「行動観察」
「集団絵画制作」
「運動」
「指示行動」
（おやつを食べます）
＊月３回／ 「知的能力」
「個別絵画制作」
「指示理解力」について
発表力（自己表現力）
・集中力・思考力・推理力・構成力・言語力・数量感覚・計画性・・・などの基礎力が
確実にＵＰします！
基本をしっかり身に付けその上に総合力をつけていきます。
お子さんの眠っている能力を引き出し、お子さんの可能性を伸ばすことを目指してとことん指導していきま
す。
２月～７月
単元別基礎力ＵＰ＋個人制作＋個別課題
８月～１１月
総合力ＵＰ＋個人制作＋個別課題

＊月１回／ 「行動観察」
「集団絵画制作」
「運動」
「指示行動」 について
１ヶ月のまとめ・復習・弱点補強＋集団制作＋集団行動観察をおこない更に一人一人の個性を育てながら、
絵画制作の技術力・状況判断力・とっさの機転力・応用力・工夫力・意欲・協調性などの基礎力ＵＰを目指
します。
おやつを食べる時間を設けマナーや生活力をＵＰします。
絵画制作
集団活動（ゲーム・自由遊び・集団制作・指示行動）
マナー・社会性・生活力
＊その他
個別面談
＊スケジュール
授業期間 平成３０年２月～１１月
曜 日
日曜日

時 間
１２：３０～
１４：１０

土曜日
※１５：００～
※４月開講
１６：４０
予定
第４週目
土曜日

１０：００～
１２：００

コース内容

「知的能力」
「個別絵画制作」
「指示理解力」
１００分／１回、３回／月
定員～６名

「行動観察」
「集団絵画制作」
「運動」
「指示行動」
１２０分／１回、１回／月
定員 ～８名

新年中

Ａｄｖａｎｃｅｄ 基本コース

授業期間

平成３０年２月～１１月
（平成３０年１２月より年長コースへの進級）
対象年齢
平成２５年４月２日～平成２６年４月１日生まれ
定員
～６名
授業料

２７，８６０円 (２５，８００円＋税) ／月

◎授業回数 ： 全３０回
◎授業内容 ： ３回／毎月
・
「知的能力」
「個別絵画制作」
「指示理解力」 １００分／１回、３回／月
◎その他授業料に含まれるもの
・個別相談（３回以上）
◎印の内容は、全て授業料に含みます。
その他に個人レッスンを希望される場合は、ご相談下さい。
個人レッスン ６０分 ７，５６０円(７，０００円＋税)
行動観察・夏期講習は、別途申込が必要です。
※ 基本的に振替レッスンはございません。(但し、体調不良の場合、同コースでの振替、または他の曜日で
の振替が可能です。)
※ 自己都合による欠席の場合は、授業教材及び資料をお渡し、教材費のみ頂きます。
教材費 １，０８０円（１，０００円＋税）
※ 法定感染症による出席停止（水疱瘡・麻疹・風疹・リンゴ病・インフルエンザ・その他）などの特別の
場合のみ、振替対応をさせて頂きます。

Advanced コース （アドバンスト・コース）
～ 新年中 Ａｄｖａｎｃｅｄ 基本コースのご案内 ～
（対象年齢：平成２５年４月２日～平成２６年４月１日生まれ）

「まいとプロジェクト」では、
自分の頭で考え、判断が出来、行動に移せる子ども
自分の気持ちをきちんと相手に表現できる子ども
年齢相応のわきまえを持ちながら、明るく元気に自信を持って行動が出来る子ども
興味・関心・集中力があり、考える力のある子ども
達成感を持ち、次のステップへ挑戦する起動力のある子ども
を育てます。

「適切な時期」に、
「適切な方法」で、
「適切な刺激」をしていくことが、幼児の教育には最も大切
です。
「まいと」では、受験という言葉にとらわれることなく、個性を育てながら年齢＋１の力をつけて
いきます。その力は、小学校受験をする子どもにも、しない子どもにも必要な力となります。
そして、子ども自身の「確かな自信と意欲」を育てます。

＊新年中 Ａｄｖａｎｃｅｄ 基本コース 授業の特長＊
子どもの「個性」を大切にし、良い点を見出します。
一人一人を大切に育てていきます。
一人一人の「課題」を分析し、苦手分野をなくします。
苦手分野は、授業の一環としての個別対応で克服します。
褒めて伸ばします。
どの子も絵画制作が好きで、得意になります。
思考力が高くなり、プリント学習も楽しく取り組めます。
表現力が豊かになります。
小学校でも重視されている必要な「行動実行力」
「状況判断力」の基礎力が身につきます。
必ずお子さんがのびます。
一人ひとりの成長に合わせた指導においてのきめ細やかさがありあります。
具体物・実験を数多く取り入れた授業は、モノの本質を理解する力を培います。
授業の中で、いろいろな側面からお子さんを刺激し苦手を克服します。
「知的能力」
「個別絵画制作」
「指示理解力」
家庭学習の方法を丁寧に説明します。
知識の成長だけでなく「心の成長」を見守っていきます。
「自分でやりたい！」意欲を育てます。
「じっくり」
「しっかり」
「確実に」課題に取り組み基礎力を身につけます。
ご両親とお子さんとまいとプロジェクトとの「三位一体」で進めていきます。
ご両親の不安や疑問にいつでもお答えいたします。

＊新年中 Ａｄｖａｎｃｅｄ 基本コースの授業内容＊
２月～１１月まで全３０回の授業回数です。
月３回の授業として
「知的能力」
「個別絵画制作」
「指示理解力」
＊月３回／ 「知的能力」
「個別絵画制作」
「指示理解力」 について
発表力（自己表現力）
・集中力・思考力・推理力・構成力・言語力・数量感覚・計画性・・・などの基礎力が
確実にＵＰします！
基本をしっかり身に付けその上に総合力をつけていきます。
お子さんの眠っている能力を引き出し、お子さんの可能性を伸ばすことを目指してとことん指導していきま
す。
２月～７月
単元別基礎力ＵＰ
８月～１１月
総合力ＵＰ
＊その他
個別面談
※すべて、授業料に含まれます。
＊スケジュール
授業期間 平成３０年２月～１１月
曜 日
日曜日

土曜日
※４月開校
予定

時 間
１２：３０～
１４：１０
※１５：００～
１６：４０

コース内容

「知的能力」
「個別絵画制作」
「指示理解力」
１００分／１回、３回／月
定員～６名

体験受付方法
≪募集受付≫ 下記の日程で体験レッスンの受付を致します。

電話受付日
平成３０年１月９日より
受
付
方
法

体験レッスン
※体験をご希望の場合は、受付時に体験日程をご案内致
します。

月曜日～日曜日
１３：００～１５：００

◆授業中はお電話に出ることができない場合もありま
すので、その際は留守番電話にお名前とお電話番号を
お残しください。こちらから御連絡をさせて頂きま
す。

電
話

Tel:０３－５７０６－６６５１

・ご入会やコース内容につきましては、体験レッスン時に詳しくご説明いたします。
・今回は、若干名での限定募集ですので、定員になり次第募集は終了とさせていただきます。

◆ お問い合せ先
Ｅメールまたは電話でお問い合せください。
Ｅメール： info@might-project.com
電話： （０３）－５７０６－６６５１

