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２０２２年度 幼児才能教室「まいと」外部⽤  
新年長 Marvellous・コース （マーヴェラス・コース） 

 

 新年長 Ｍａｖｅｌｌｏｕｓ 総合コース   

 入会金    ５５，０００円（５０，０００円＋税） 

   ※キャンペーン入会＆ご紹介入会の場合の金額は、上記と異なります。 

    キャンペーン＆ご紹介 入会金   ３３，０００円 （１１月～１月末まで） 

 

 授業期間  令和３年１２月～令和４年１１月 

 対象年齢  平成２８年４月２日～平成２９年４月１日生まれ 

 募集定員  ８名 

 授業回数  全４９回／年 （４回／月） ※1 月予定のプレﾃｽﾄ含む 

※外部テスト４回・外部行動観察５回・・・都度申込制 

 通常授業時間  １５０分／３回 行動観察 ２７０分／１回 

 

 授業料     ４６，２００円 （４２，０００円＋税）／月 

  

※ 授業料に含まれる内容 

               ◎「知的能力」「個別絵画制作」「指示理解力」  ３回（１５０分／回）／月 

             ◎「行動観察」「集団絵画制作」「運動」「指示行動」  １回（２７０分）／月 

        ※ 体験料（個別） ３，３００円（３，０００円＋税） ご入会の場合、入会金に充当致します。 

※ 模擬面接／５，５００円（５，０００円＋税） ◇何校でも可能です。 

願書添削／６，６００円（６，０００円＋税） ◇何校でも可能です。（AO＆特入願書別途料金となります） 

※ 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 ７，７００円 （７，０００円＋税）／６０分  

  （内部生金額 ６，６００円（６，０００円＋税）／６０分、ﾛﾝｸﾞﾀｲﾑでの割引もありますのでご相談ください。） 

※ 基本的に振替レッスンはありません。 

(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１回の振替が可能です。) 

※ 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致します。（教材費１，０８０円となります。） 

※ 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、振

替対応を致します。 

※ 姉弟入会の場合、入会金は２人目以降半額とさせていただきます。 

※ 姉弟の授業料はホームクラスの金額のみ、月々３，３００円を割り引きます。 

※ 時間外でのお預かりは、１ｈ/５５０円とさせていただきます。 
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＊新年長 Ｍａｒｖｅｌｌｏｕｓ 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。 

 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、発表力が身につきます。 

 小学校受験で重要視されている行動観察に必要な「行動実行力」「状況判断力」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かな授業です。 

 ２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」実力 UP 

  ・「行動観察」「集団絵画制作」「運動」「指示行動」実力 UP 

 プリント難関校・行動観察重視校のどちらでも対応致します。 

 春期講習・夏期講習・冬期講習は申込制となります。 

 家庭学習の方法を丁寧に説明します。 

 願書添削・模擬面接をご両親が納得のいくまでおこないます。 

 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。 

 受験を考えられていないお子様にとっても必要な力です。 

 小学校入学に必要な力がつきます。 

 ご両親の不安や疑問に、いつでもお答えいたします。 

 外部テスト・行動観察を小学校の教室や体育館をお借りして実施することで、小学校への更な

る期待を育てていきながら様々な環境に慣れることを目的とします。 

 

＊新年長 Ｍａｒｖｅｌｌｏｕｓ 総合コースの授業内容＊ 

令和３年１２月～令和４年１１月まで全４９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」実力 UP 

１回は、「行動観察」「集団絵画制作」「運動」「指示行動」実力 UP 

お弁当持参での長時間コース 

 

＊月３回 「知的能力」「個別絵画制作」「指示理解力」実力 UP 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・運動リズム力・・・

など、受験に必要な能力が必ず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。 

志望校合格を目指してとことん指導していきます。 
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過去に出題傾向の高い分野を中心に確実に力をつけ、確実に志望校合格を目指します。 

１２月～３月  単元別基礎力定着期間 

４月～１０月   志望校別実力ＵＰ期間となります。 

１１月   国立志望の方のための集中授業期間 

１２月     プレ・小学校一年生コース（小学校入学準備）に移行をしていきます。 

※ 公立小学校・国立小学校・私立小学校／どの小学校に入学をしても、困らない伸びる基礎力をつけ

ていきます。 

＊月１回 「行動観察」「集団絵画制作」「運動」「指示行動」実力 UP 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・とっさの機転力と思考力・応用力・工夫力・意欲・協調性などの

実力ＵＰを目指します。 

お弁当持参での考査を行う学校もあります。その場合の指導も行っていきます。 

絵画制作・個人制作・個別課題 

集団活動（ゲーム・自由遊び・集団制作・指示行動） 

マナー・巧緻性・社会性・生活力・発表力 

＊その他 

個別面談 いつでもご相談ください。 

※授業料に含まれます。 

＊個別指導について 

苦手分野のフォローアップ及び志望校対応での個別は、お申込制とさせていただきます。 

開講日程スケジュール 

授業期間 令和３年１２月～令和４年１１月 

 

曜 日 時 間 コース内容 

日曜日 

 

 

火曜日 

１０：００～１２：３０ 

 

 

１４：４０～１７：１０ 

 (定員～8 名) 

「知的能力」「個別絵画制作」「指示理解力」 

「運動能力」ＵＰ 

 

月３回（１５０分／１回）  

※ 令和４年１２月から、小学校準備コースにきりかわります。 

※ 金額設定・時間設定が変更になります。 

土曜日 

（第４週目か第５

週目） 

９：３０～１４：００ 

 

「行動観察」「集団絵画制作」「運動」「指示行動」 

「ゲーム力」「巧緻性」ＵＰ 

 

月１回（２７０分／１回） ※お弁当持参 
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 新年長  Ｍａｖｅｌｌｏｕｓ コース   

  入会金    ５５，０００円（５０，０００円＋税） 

   ※キャンペーン入会＆ご紹介入会の場合の金額は、上記と異なります。 

    キャンペーン＆ご紹介 入会金   ３３，０００円 （１１月～１月末まで） 

 

授業期間  令和３年１２月～令和４年１１月 

 対象年齢  平成２８年４月２日～平成２９年４月１日生まれ 

 募集定員  ～8 名 

 授業回数  全３７回／年 （３回／月） ※1 月予定のプレﾃｽﾄ含む 

 授業時間  １５０分／回  

 授業料   ３５，２００円（３２，０００円＋税）／月 

       

※ 令和３年１２月より プレ・小学校コースとなり、下記の設定となります。 

     １９，８００円（１８，０００円＋税）  ３回／月 

  

※ 授業料に含まれる内容 

           ◎「知的能力」「個別絵画制作」「指示理解力」＋ＩＱＵＰ ３回（１５０分／回）／月 

※ 入室体験料（個別） ３，３００円（３，０００円＋税） ご入会の場合、入会金に充当致します。 

※ 模擬面接／５，５００円（５，０００円＋税） ◇何校でも可能です。 

※ 願書添削／６，６００円（５，０００円＋税） ◇何校でも可能です。（AO＆特入願書別途料金となります） 

※ 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 ７，７００円 （７，０００円＋税）／６０分  

   （内部生金額 ６，６００円（６，０００円＋税）／６０分、ﾛﾝｸﾞﾀｲﾑでの割引もありますのでご相談ください。） 

※ 基本的に振替レッスンはありません。 

(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 1 回の振替が可能です。) 

※ 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致します。（教材費１，０８０円） 

※ 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、

振替対応を致します。 

※ 姉弟入会の場合、入会金は２人目以降半額とさせていただきます。 

※ 授業料はホームクラスの金額のみ、月々３，２４０円を割り引きます。 

※ 時間外のお預かり １ｈ/５５０円となります。 

 

 

＊年長 Ｍａｒｖｅｌｌｏｕｓ コースの授業内容＊ 

令和３年１２月～令和４年１１月まで全３７回の授業回数です。 

月３回の授業として、基本的に総合コース３回の授業と同様になります。 
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３回は、「知的能力」「個別絵画制作」「指示理解力」「ＩＱ」ＵＰ 

   「行動観察」「集団絵画制作」「運動」「指示行動」「ＥＱ」ＵＰ 

＊月 3 回「知的能力」「個別絵画制作」「指示理解力」「ＩＱ」ＵＰ 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、 

受験に必要な能力が必ず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。 

志望校合格を目指してとことん指導していきます。 

過去に出題傾向の高い分野を中心に確実に力をつけ、確実に志望校合格を目指します。 

また、小学校の教科学習の土台作りとなる時期ですから、小学校生活が楽しくそして意義のあるものと

なるように、大切な素地を培えるよう指導していきます。 

１２月～３月  単元別基礎力定着期間 

４月～５月   単元別基礎力ＵＰ期間 

６月～７月   総合力ＵＰ期間 

７月～１０月  国立・私立の受験をお考えの場合は、志望校別実力ＵＰ期間 

１１月   国立志望の方のための集中授業期間 

１２月～３月  プレ・小学校一年生コース（小学校入学準備）に移行をしていきます。   

 

※公立小学校・国立小学校・私立小学校／どの小学校に入学をしても、困らない伸びる基礎力をつ

けていきます。 

 

＊その他 

個別面談 いつでもご相談ください。 

開講日程スケジュール 

授業期間 令和３年１２月～令和４年１１月 

曜 日 時 間 コース内容 

日曜日 

 
 
 
 
火曜日 

１０：００～１２：３０ 

 

 

 

１４：４０～１７：１０ 

 

 (定員～8 名) 

「知的能力」「個別絵画制作」「指示理解力」 

「運動能力」ＵＰ 

 

月３回（１５０分／１回）  

 

※ 翌年１２月から、小学校準備コースにきりかわります。 

※ 金額設定も変更になります。 

 

 

 



Copyright(C) まいとプロジェクト All rights reserved     6／6 

  プレ・小学校一年生コース  

 
※対象年齢 平成２８年４月２日～平成２９月４月１日生まれ 
 

授業期間 令和４年１２月～令和５年３月（４ヶ月間） 

 

授業料   １９，９８０円（１８，０００円＋税）  ３回／月 

 ◆消費税１０％としての授業料となります。 

 

    授業回数  １２回／年(３月まで) 

            ※授業回数 ３回／月  

 

火曜日 １４時４０分～１６時４０分 

日曜日 １０時～１２時 

 

         ●小学校での算数を楽しく学ぶための基礎となる力をつける。 

          ◎具体的操作を数多くまじえながら、楽しく進めていきます。 

          ◎ゲームを通して、算数力をのばしていきます。 

          ◎テキストを使用します。  

             

         ●小学校での国語を楽しく学ぶための基礎となる力をつける。 

          ◎具体的操作を数多くまじえながら、楽しく進めていきます。 

           ◎読む・聞く・書くことを中心としながら、ことばを楽しみ、文章を作る楽しさ、 

話す楽しさの基本を培っていきます。 

          ◎必要に応じて、テキストを使用していきます 

 

      ※授業時間 国語 ５０分／算数 ５０分 休憩１０分 合計１１０分 

 

となります。 

宜しくお願いいたします。 


