
国立に強い あかのん検索

筑波・お茶・学芸 国立に強い！!

お電話での対応時間：10：00〜18：30（平日）17：30（土日祝） 担当：西川・根岸・富澤

お問い合わせ・お申し込みはこちら

AKANON幼児教室 合格対策講座
お電話【03-6417-1200】【03-6417-1104】または【 toiawase@akanon.jp 】へ

URL：https://www.akanon.jp/school/
茗荷谷運動教室・本郷三丁目徒歩５分、品川大井町徒歩１分教室

模試・講習会お申し込み書

お名前

電話番号

メールアドレス

【振込先】
-------------------------------
みずほ銀行 大井町支店
普通口座：２１１７５３２
口座名義：赤ちゃんの脳を育む会
-------------------------------
【 月 日（ ）まで】に
お振込をお願いいたします。

※恐れ入りますが、振込手数料はお客様のご負担となります。お振込みはお子さまのお名前でお願いいたします。

将来国立小に通学する皆様へ『応援割引』
～卒業生の母が講師陣 この時期多数経験をつんでもらいために全講座、2000円割引！

お茶の水・筑波 11月25日（木）までのお申込み対象

【2021年度秋期講習プログラム】
✓ 講座番号 ⽇程 時間 講座内容 費⽤(税別) 対象 場所

TS302

11⽉ 13⽇ ⼟

13：30−14：30 【筑波3回講座 合格のキーになる6つの図形完全制覇ステージⅡ②】 8,000円 年⻑ 品川・⼤井町

KU007 14：30−15：30 【筑波・お茶の⽔向け】クマ歩き特訓総仕上げ 6,000円 年中／年⻑ 茗荷⾕・茗荷⾕ダ
ンスプラザ

TS402 15：00−16：00 【お話の記憶・季節の⾏事 パーフェクト講座②（筑波・⽵早・世⽥⾕・⼤泉）】 8,000円 年⻑ 品川・⼤井町

KU008 16：15−17：15 【学芸（⼤泉）総仕上げ】ぞうきんケンパー/じゃんぷ/模倣運動・ダンス 6,000円 年中／年⻑ 茗荷⾕・茗荷⾕ダ
ンスプラザ

GG302 16：30−17：45 【学芸⼤（⽵早・世⽥⾕・⼤泉）向け3回講座②】 9,000円 年⻑ 品川・⼤井町PV11131 18：15−19：00 【国⽴⼩学校向けプライベートレッスン】 8,300円 年⻑
TS201

11⽉ 14⽇ ⽇

9：45−10：45 【筑波 図形 完全制覇〜理解するまでの⼿厚い指導〜】 8,000円 年⻑ ⽂京・
本郷三丁⽬TS202 11：30-12：30 【筑波 制作 完全制覇〜理解するまでの⼿厚い指導〜】 8,000円 年⻑

オンライン 11：30-12：30 オンライン【筑波⼤学附属⼩学校 アンケートの書き⽅セミナー】※3講座以上お申し込み特典
※ 無料 年⻑ オンライン

GG004 16：00−17：15 【学芸（⽵早・⼤泉）合格予測問題模試③〜理解するまでの⼿厚い指導〜】 9,000円 年⻑ ⽂京・
本郷三丁⽬GG0041 17：15-17：45 【⽵早対策】⺟⼦・⽗⼦（親⼦活動 過去出題された33のパターン）希望者のみ】 1,900円 年⻑

オンライン 16：15−16：45 オンライン【学芸⼤向け学芸⼤学向け合格の秘訣セミナー】※3講座以上申し込み特典※ 無料 年⻑
オンライン

オンライン 16：45−17：15 オンライン【学芸⼤学附属世⽥⾕⼩学校 アンケートの書き⽅セミナー】※3講座以上申し込み
特典※ 無料 年⻑

GS002

11⽉ 20⽇ ⼟

10：00−11：15 【学芸（世⽥⾕）合格予測問題模試①】 9,000円 年⻑

品川・⼤井町
PV11201 11：45−12：30 【国⽴⼩学校向けプライベートレッスン】 8,300円 年⻑
TS303 13：30−14：30 【筑波3回講座 合格のキーになる６つの図形完全制覇ステージⅡ③】 8,000円 年⻑
TS403 15：00−16：00 【お話の記憶・季節の⾏事 パーフェクト講座③（筑波・⽵早・世⽥⾕・⼤泉）】 8,000円 年⻑
GG303 16：30−17：45 【学芸⼤（⽵早・⼤泉・世⽥⾕）向け3回講座③】 9,000円 年⻑
GO001

11⽉ 21⽇ ⽇

9：45−11：00 【学芸（⼤泉）合格予測問題模試④】 9,000円 年⻑

⽂京・
本郷三丁⽬

GG005 12：30−13：45 【学芸（⽵早・世⽥⾕）合格予測問題模試④】 9,000円 年⻑
GB005 13：45−14：15 【⽵早対策】⺟⼦・⽗⼦（親⼦活動 過去出題された33のパターン）希望者のみ】 1,900円 年⻑

OC501 15：00−16：00 【お茶の⽔ ⼝頭試問・⾯接バトル100〜出題される内容を全てマスターします〜5回講座①】 8,000円 年⻑

OM501 15：00−16：00 【お茶の⽔対策 親模擬⾯接（過去１０年分の⾯談質問シート付）希望者のみお⼀⼈15分間】 1,900円 年⻑

OC502 16：30−17：30 【お茶の⽔ 指導付き⾏動観察〜お茶の⽔が求めるお⼦様像を指導します〜5回講座②】 8,000円 年⻑

OM502 16：30−17：30 【お茶の⽔対策 親模擬⾯接（過去１０年分の⾯談質問シート付）希望者のみお⼀⼈15分間】 1,900円 年⻑

KU099

11⽉ 23⽇ ⽕/祝

9：15−10：00 【学芸（⼤泉）総仕上げ】 ぞうきんケンパー/じゃんぷ/模倣運動・ダンス 5,000円 年⻑

⽂京・
本郷三丁⽬

GO002 10：00−11：15 【学芸⼤学（⼤泉）対策講座〜合格者が前⽇に⾏った10のポイント〜】 9,000円 年⻑
GG006 12：45−14：00 【学芸⼤学（⽵早・世⽥⾕）対策講座〜合格者が前⽇に⾏った10のポイント〜】 9,000円 年⻑
GG0061 14：00−14：30 【⽵早対策】⺟⼦・⽗⼦（親⼦活動 過去出題された33のパターン）希望者のみ】 1,900円 年⻑
TS007 15：00−16：15 【筑波BC 合格予測問題模試④】 9,000円 年⻑
PV11231 17：00−17：45 【国⽴⼩学校向けプライベートレッスン】 8,300円 年⻑

KU009

11⽉ 27⽇ ⼟

10：30−11：30 【筑波・お茶の⽔向け】指⽰ありクマ歩き・クマではなくチーターになろう！スピードクマ歩
き特訓総仕上げ（合格するコツ） 6,000円 年中／年⻑ 茗荷⾕・茗荷⾕ダンス

プラザ
KU010 12：15−13：15 【筑波・お茶の⽔】お茶の⽔向け指⽰クマ歩き・筑波向けスピードクマ歩き・なわとび 6,000円 年中／年⻑
OC503 13：30−14：30 【お茶の⽔5回講座③】 8,000円 年⻑

品川・⼤井町OC504 15：00−16：00 【お茶の⽔5回講座④】 8,000円 年⻑

TS008 16：45−18：00 【筑波対策講座（ABC合同/教室内でグループ分けします）〜合格者が直前に⾏った10のポイン
ト〜】 9,000円 年⻑

TS203

11⽉ 28⽇ ⽇

10：30−11：30 【筑波 お話の記憶パーフェクト講座〜理解するまでの⼿厚い指導〜】 8,000円 年⻑ ⽂京・
本郷三丁⽬OC004 15：00−16：15 【お茶の⽔ 合格予測問題模試④〜理解するまでの⼿厚い指導〜】 9,000円 年⻑

オンライン 15：15−16：15 【お茶の⽔⼥⼦⼤学附属⼩学校 アンケートの書き⽅セミナー】
※3講座以上申し込み特典※ 無料 年⻑ オンライン

OM004 16：15−16：45 【お茶⽔対策】親模擬⾯接（過去10年分の⾯談質問シート付）希望者のみ】 1,900円 年⻑ ⽂京・
本郷三丁⽬TSS001 17：15−18：15 【筑波制作スピードアップの⽅法指導！合格する蝶結び・ちぎり・制作特訓 8,000円 年⻑

オンライン 12⽉ 12⽇ ⽇ 10：15−11：15 【筑波⼤学附属⼩学校 アンケートの書き⽅セミナー」 無料 年⻑ オンライン

【プライベートレッスンに関して】
※国⽴対象45分（内部⽣費⽤：税込9,130円、外部⽣費⽤：13,200円）
※平⽇⼤井町のレッスンは⼀律9,130円で受講可能です。



国立に強い あかのん検索

筑波・お茶・学芸 国立に強い！!

お電話での対応時間：10：00〜18：30（平日）17：30（土日祝） 担当：西川・根岸・富澤

お問い合わせ・お申し込みはこちら

AKANON幼児教室 合格対策講座
お電話【03-6417-1200】【03-6417-1104】または【 toiawase@akanon.jp 】へ

URL：https://www.akanon.jp/school/
茗荷谷運動教室・本郷三丁目徒歩５分、品川大井町徒歩１分教室

模試・講習会お申し込み書

お名前

電話番号

メールアドレス

【振込先】
-------------------------------
みずほ銀行 大井町支店
普通口座：２１１７５３２
口座名義：赤ちゃんの脳を育む会
-------------------------------
【 月 日（ ）まで】に
お振込をお願いいたします。

※恐れ入りますが、振込手数料はお客様のご負担となります。お振込みはお子さまのお名前でお願いいたします。

将来国立小に通学する皆様へ『応援割引』
～卒業生の母が講師陣 この時期多数経験をつんでもらいために全講座、2000円割引！

お茶の水・筑波 11月25日（木）までのお申込み対象
【2021年度 12⽉筑波・お茶の⽔最終模試】

✓ 講座番号 ⽇程 時間 講座内容 費⽤(税別) 対象 場所

12⽉ 4⽇ ⼟

1dayつくば ※個別での受講も可能です
TS009 10:30-11:45 【筑波A 対策講座〜合格者が直前に⾏った10のポイント〜】 9,000円 年⻑

茗荷⾕・林野会館
TS010 10:30-11:45 【筑波BC 対策講座〜合格者が直前に⾏った10のポイント〜】 9,000円 年⻑

TS LU01 12:15-14:00 筑波講座 午前・午後 Ｗ受講の⽅特典 お⼦さまランチプレゼント 無料 年⻑ オールDAYホーム

KU011 14:30-15:30 【筑波・お茶の⽔向け】指⽰ありクマ歩き・クマ歩き特訓総仕上げ 6,000円 年⻑
茗荷⾕・

茗荷⾕ダンスプラザKU012 16:00-17:00 【筑波対策】クマではなくチーターになろう！スピードクマ歩き特訓総仕上げ（合格す
るコツ）

6,000円 年⻑

OC1200 13:15-14:15 【お茶の⽔対策 合格予測模試】 8,000円 年⻑

茗荷⾕・林野会館OCM1201 13:15-14:15 【お茶の⽔対策 親模擬⾯接（過去１０年分の⾯談質問シート付）希望者のみお⼀⼈15
分間】

1,900円
※OC1200受講の⽅対象 年⻑

OC505 15:15-16:15 【お茶の⽔5回講座⑤】 8,000円 年⻑

TS011

12⽉ 5⽇ ⽇

9:45-11:00 【筑波A 合格予測問題模試③】 9,000円 年⻑

⽂京
本郷三丁⽬

TS012 12:30-13:45 【筑波BC 合格予測問題模試⑤】 9,000円 年⻑

OC005 14:30-15:45 【お茶の⽔ 予測的中！最終仕上げ模試（指導あり）】 9,000円 年⻑

14:45-15:30 お⺟様セミナー同時開催（お茶の⽔⾯接対策セミナー） OC005受講の⽅無料 年⻑

OM005 15:45-16:15 【お茶の⽔対策】親模擬⾯接（過去１０年分の⾯談質問シート付）希望者のみ お⼀⼈
15分間】

1,900円
※OC005受講の⽅対象 年⻑

PV12051 16:45-17:30 筑波・お茶の⽔プライベートレッスン 8,300円 年⻑

OC1201

12⽉ 6⽇ ⽉

10:00-11:30
【お茶の⽔直前講座Ａ〜合格する＜⾯接回答、⾏動観察、⽴ち振る舞い、巧緻性スピー
ドアップ＞
直前対策〜10のポイント教えます】

10,800円 年⻑

茗荷⾕・林野会館

OM006 10:00-11:30 【お茶の⽔対策 親模擬⾯接（過去10年分の⾯談質問シート付）希望者のみ お⼀⼈15
分間】

1,900円
※OC1201受講の⽅対象 年⻑

OC1202 13:00-14:30
【お茶の⽔直前講座B 〜合格する＜⾯接回答、⾏動観察、⽴ち振る舞い、巧緻性スピー
ドアップ＞
直前対策〜10のポイント教えます】

10,800円 年⻑

OM007 13:00-14:30 【お茶の⽔対策 親模擬⾯接（過去10年分の⾯談質問シート付）希望者のみ お⼀⼈15
分間】

1,900円
※OC1202受講の⽅対象 年⻑

OC1203 15:30-17:00
【お茶の⽔直前講座BC 〜合格する＜⾯接回答、⾏動観察、⽴ち振る舞い、巧緻性ス
ピードアップ＞
直前対策〜10のポイント教えます】

10,800円 年⻑

OM008 15:30-17:00 【お茶の⽔対策 親模擬⾯接（過去10年分の⾯談質問シート付）希望者のみ お⼀⼈15
分間】

1,900円
※OC1203受講の⽅対象 年⻑

TS013
12⽉ 11⽇ ⼟

13:30-14:15 【筑波A 直前仕上げ模試①】 9,000円 年⻑
品川・⼤井町TS014 15:15-16:30 【筑波BC 直前仕上げ模試①】 9,000円 年⻑

TSS002 17:00-18:00 【筑波制作スピードアップの⽅法指導！合格するちぎり・蝶結び・制作極意 8,000円 年⻑

TS015

12⽉ 12⽇ ⽇

10:00-11:15 【筑波A 直前仕上げ模試②】 9,000円 年⻑

⽂京・本郷三丁⽬TSP001 13:00-14:00 筑波対策 ペーパー総仕上げBC 8,000円 年⻑

TS016 15:00-16:15 【筑波BC 直前仕上げ模試②】 9,000円 年⻑

PV12121 16:45-17:30 【筑波向け プライベートレッスン】 8,300円 年⻑
オンライン 10:15-11:15 【筑波⼤学附属⼩学校 アンケートの書き⽅セミナー】 無料 年⻑ オンライン

TS1201

12⽉ 14⽇ ⽕

10:00-11:30 【筑波A 最終総仕上げ講座①(am)】 10,800円 年⻑

茗荷⾕・林野会館

TS1202 10:00-11:30 【筑波BC 最終総仕上げ講座①(am)】 10,800円 年⻑

TS1203 13:00-14:30 【筑波A 考査予想的中模試①】 10,800円 年⻑

TS1204 13:00-14:30 【筑波BC 考査予想的中模試①】 10,800円 年⻑

TS1205 15:30-17:00 【筑波A 最終仕上げ講座①(pm)】 10,800円 年⻑

TS1206 15:30-17:00 【筑波BC 最終仕上げ講座①(pm)】 10,800円 年⻑

TS1207

12⽉ 15⽇ ⽔

10:00-11:30 【筑波A 最終総仕上げ講座α(am)】 10,800円 年⻑

茗荷⾕・林野会館

TS1208 10:00-11:30 【筑波BC 最終総仕上げ講座α(am)】 10,800円 年⻑

TS1209 13:00-14:30 【筑波A 考査予想的中模試α】 10,800円 年⻑

TS1210 13:00-14:30 【筑波BC 考査予想的中模試α】 10,800円 年⻑

TS1211 15:30-17:00 【筑波A 最終仕上げ講座α(pm)】 10,800円 年⻑

TS1212 15:30-17:00 【筑波BC 最終仕上げ講座α(pm)】 10,800円 年⻑

※12⽉14⽇・15⽇の【最終仕上げ講座】は午前、午後で内容が異なります。午前・午後併せての受講をお勧めいたします。
【プライベートレッスンに関して】
※国⽴対象45分（内部⽣費⽤：税込9,130円、外部⽣費⽤：13,200円）
※平⽇⼤井町のレッスンは⼀律9,130円で受講可能です。


