
　　

校舎

恵比寿 ３９,６００円

年 少 クラス 吉祥寺  ６０分授業 ２９,８００円

年 中 クラス 吉祥寺・恵比寿 　　９０分授業 ３７,８００円

年 長 クラス 吉祥寺・恵比寿 　　９０分授業 ３７,８００円

行 動 観 察 クラス 吉祥寺・恵比寿 　　６０分授業 ２９,８００円

言 語 クラス 吉祥寺・恵比寿 　　６０分授業 ２９,８００円

体 操 クラス 吉祥寺 　　６０分授業 １９,８００円

絵 画 工 作 クラス 吉祥寺 　　６０分授業 １９,８００円

巧 緻 性 クラス 吉祥寺・恵比寿 　　６０分授業 １９,８００円

慶 應 総 合 クラス　４月開講 吉祥寺 　　９０分授業 ３７,８００円

慶 應 Dig-A-Doo クラス　４月開講 恵比寿 　　６０分授業 ２９,８００円

成 蹊 クラス　４月開講 吉祥寺・恵比寿 　　９０分授業 ３７,８００円

早 稲 田 総 合 クラス　４月開講 吉祥寺・恵比寿 　 １８０分授業 ６２,８００円

早 稲 田 クラス　４月開講 吉祥寺・恵比寿 　　９０分授業 ３７,８００円

立 女 ・ 女 子 校 クラス　４月開講 吉祥寺・恵比寿 　　９０分授業 ３７,８００円

桐 朋 クラス　４月開講 吉祥寺 　　９０分授業 ３７,８００円

会員のみ 　　６０分授業 １回 １１,０００円

会員のみ 　　６０分授業 １回 ２２,０００円

１． 入室手続きについて

①希望されるクラス開始日２週間前より受付いたします。

②入室申込書、入室金、当月と翌月授業料(２か月分)、お子様のお写真（４cm×３cm）をお持ちください。

２．

①複数の年長対象クラスに入室される場合の入室金は、金額の大きい方のみとなります。（入室金は退室時まで有効です。）

②ご兄弟で過去に入室された方がいる場合、入室金は割引になります。在籍年度、お名前をお知らせください。

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

１０．

　　　平成２９年４月２日～平成３０年４月１日　生まれのお子様

受講クラスの追加・キャンセル・住所などの変更があるときは、保護者様専用ページからオンライン登録をしてください。

対　象　年　齢　　　（ 生 年 月 日 ）
　　　平成３1年４月２日～令和２年４月１日　  生まれのお子様
　　　平成３０年４月２日～平成３１年４月１日　生まれのお子様

　　　平成２８年４月２日～平成２９年４月１日　生まれのお子様
　　年中クラス
　　年長クラス

　　年少クラス

ク　ラ　ス　名

　　　メ リ ー ラ ン ド 教 育 研 究 所　　 

キッズガーデンメリー ５６,３２０円 　１２０分授業

　　キッズガーデンメリー

～入室手続とお支払等について～

入室金について

③入室金が異なるクラスを追加する場合、入室金の差額を申し受けます。

退室後の再入室につきましては、１１，０００円を申し受けます。※詳しくはお問い合わせください。

納入された費用（講習会受講料、テスト受験料等含む）は理由のいかんを問わず、返却できませんのであらかじめご了承ください。

年
　
長
　
対
　
象

５６,３２０円

３４,３２０円

個別指導
（会員対象） 大野啓子による

５６,３２０円

５６,３２０円

 

　　　　　　                                            

　　　　　   　          

台風などの災害により休講になることがあります。
休講情報はＨＰ上で発表いたします。災害時には、まずＨＰを確認するようお願いします。
休講の場合、他の授業への振替にて対応させていただきます。

年間授業回数は、週に１回(月３～４回)全４２回です。(８月は夏期講習のため８月分授業は７月下旬※に集中して行います。キッズガーデンメリー除く)

※日程：７月１６日(土)～２６日(火)を予定しております。詳細は後出の【８月分授業について】をご覧ください。

授業には、クーピーペン(１２色入）・鉛筆数本（B又は２B)・はさみ・クレヨン・お子様、保護者様の上履きをその都度お持ちください。

４月から学校別クラス開始によりスケジュールに一部変更があります。

授業の振替につきましては、月に各クラス２回（一部クラスは回数制限なし）、２週間先まで可能です。事前連絡なくお休みされた場合は振替を
お受けすることができません。

クラス名 入室金(10%税込） 授業料（10％税込）

５６,３２０円

※クラスにより、持ち物が異なりますのでお問い合わせください。

吉祥寺校

〒180-0004 武蔵野市吉祥寺本町2-18-5

TEL：0422-20-3151 FAX：0422-20-3161

恵比寿校

〒150-0022 渋谷区恵比寿南3-9-34

TEL：03-6451-2044 FAX：03-6451-2088

～受付時間～

日・月曜、その他の授業日程表による休校日を除く

火曜日-金曜日 10:00-18:00

土曜日 9:00-17:00

※現金の取り扱いは受付時間終了の1時間前まで

※お問い合わせ・受付は吉祥寺校で承ります。

２０２２年度募集要項

（２０２１年１１月開講）



キッズガーデン
　　　 メリー

年少クラス

年中クラス

年長クラス

行動観察クラス

体操クラス

絵画工作クラス

巧緻性クラス

言語クラス

※個別授業は、保護者と打ち合わせのうえ随時行います。
※各クラス、体験可能です(有料・各クラス１回のみ)。事前にご予約ください。

＜学校別クラス詳細は次ページをご覧ください＞

★　平成３１年４月２日～令和２年４月１日　生まれのお子様

母子分離を促し、生活習慣の確立をめざす上での、巧緻性・運動能力を育てます。
さらに、協調性・言語能力を養い、コミュニケーション力を高めます。
３年保育受験、２年保育受験の早期準備にも対応します。

早稲田・桐朋・桐朋学園で出題されるものはとても難度が高いものです。複雑で長い指示をしっ
かりと聞き取り、素早く作業に取り掛からなくてはなりません。経験の差がはっきり出るのが巧
緻性です。
立女を始めとする女子校に関しては出来栄えも重要です。いろいろな課題をできるだけ実践的に
経験できる内容になっています。

ク ラ ス 紹 介

★　平成３０年４月２日～平成３１年４月１日　生まれのお子様

２年後の小学校受験を見据えて、基礎的な力をつけておきたい方のためのクラスです。
前半は知的課題、後半は体操リトミックまたは専任講師による絵画指導を行います。

★　平成２９年４月２日～平成３０年４月１日　生まれのお子様

★　【以下、年長対象クラス】　平成２８年４月２日～平成２９年４月１日　生まれのお子様

知的課題・巧緻性・集団行動(６０分)、専任講師による絵画・体操(３０分)の授業です。
(絵画、体操は原則週替わりです。行動観察的要素を含んだ授業を年６回行います。)

行動観察や個別テスト、ペーパーの言語領域、面接などで必要な表現力と言語力を養うための少
人数クラスです。

体操リトミック・ゲーム・指示行動などの内容です。体操では１つ１つの課題が着実にこなせる
よう、そのコツを丁寧に教えると共に、複雑な指示が聞き取れるよう指導します。

所長 大野啓子・大野将平・白井による、知的課題・巧緻性・集団行動の授業です。

グループ作業（制作・遊び）を通して発言力、協調性を養います。
お子様は黙っているお友達に優しい言葉かけができますか？ルールを守れないお友達にきちんと
正しい事を言えますか？　どんな時でも、どんなお友達がいても、今自分が何をすべきかを考え
て行動ができるように指導して行きます。
振替自由のため、様々なグループを経験できます。

受験に必要な基礎絵画だけでなく工作・共同制作などを含みます。楽しみながら経験を豊かに
し、実力をつけます。また、毎月最終週は、共同制作の授業となります。

※授業内容やスケジュールなどに変更がある場合がございます。



ク ラ ス 紹 介

学校別クラス
　（４月開講）

慶　 應

成　 蹊

立　女・
女 子 校

早 稲 田

桐 　朋

　【　８月分授業について　】

　【　緊急時の対応について　】

８月に夏期講習を行うため、７月下旬に８月分授業を集中して行います。
通常授業の扱いですので、７月の時点で受講中のクラスをすべて受講していただきます。
なお、９月以降は７月までの時間割が自動的に継続されます。

＜注意事項＞
　　 ８月分授業を受講しないクラスは、７-③でキャンセルとなります。
　　 すべてのクラスをキャンセルされますと「退室」となります。

　　 その場合、キャンセル期限日までのキャンセルもしくは退室の手続きが必要となります。
     （※キャンセル期限は受付のカレンダーもしくは授業日程表にてご確認ください）

　   ９月以降に再追加もしくは再入室を希望される場合は、８月中に手続きが必要となりますが、
　　 ご希望のクラスに空きがない場合がございますのでご了承ください。

８月分授業は ７月１６日（土）～２６日（火）を予定 しております。
※メリーランドカレンダー(授業日程表)をご参照ください。
　時間割などの詳細は、４月頃に配布いたしますのでご確認ください。

 立教女学院、その他女子校に対応

 早稲田実業に対応

台風などの災害により休講になる場合があります。
休講情報はＨＰ上で発表させていただきます。
災害時には、まずＨＰを確認するようお願いします。

※休講の場合、他の授業への振替にて対応させていただきます。

 桐朋・桐朋学園に対応

★　平成２８年４月２日～平成２９年４月１日　生まれのお子様

 成蹊・暁星・筑波大附属に対応

 慶應幼稚舎・慶應横浜に対応

慶應クラス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 行動観察、体操、絵画、言語
成蹊クラス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ペーパー、体操
早稲田クラス ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ペーパー、巧緻、絵画、体操、行動観察 他
立女・女子校クラス ・・・・・・・・・・ ペーパー、巧緻、体操、面接練習、個別対策 他
桐朋クラス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ノンペーパーの知的課題、指示制作、行動観察

※授業内容やスケジュールなどに変更がある場合がございます。



言語 数量 図形 推理 常識 記憶 巧緻性

１１月 物の名前 １対１対応 図形発見 左右 野菜 話の記憶 ひもとおし

一音一文字 同数発見 三角形の構成 大小 くだもの ハサミ

頭音・尾音 音の計数 長短 ちぎる

しりとり

１２月 聞き取り 数の多少 図形構成 シーソー 用途 話の記憶 ひも結び

動き言葉 積木の数 図形分割 方眼上の位置 素材 折り紙

擬態語・擬音語 分類計数 系列 昔話

１月 しりとり １０の構成 プレート構成 シーソー 生物 話の記憶 ひも結び

あたまとり 加算 図形構成 方眼上の位置 時の観念 音・数の復唱 ハサミ

減算 図形分割 三者比較

２月 しりとり 数の加減 プレート構成 シーソー 季節 話の記憶 箸

反対語 分割 図形合成 方眼上の位置 なぞなぞ 音・数の逆唱 塗る

点図形 四方観察

３月 頭音・尾音 分類計数 プレート構成 四方観察 仲間探し 話の記憶 クリップ

しりとり 分割 対称図形 置き換え 仲間はずれ 数の復唱・逆唱 輪ゴム

あたまとり 1対多対応 模写 広さ比べ

欠所補完

４月 文章の誤り 1対多対応 分割・構成 折り紙の折れ線 風向き 話の記憶 条件画

数の聞き取り 同図形発見 空間判断 影 図形の記憶 しつけ

音の計数 重ね図形 条件迷路 野菜の断面 ふきん絞り

５月 話の順番 分類計数 プレート構成 回転系列 浮き・沈み 話の記憶 ひも結び

類似と差異 数の聞き取り 重ね図形 条件迷路 磁石 包む

数の加減 折り返し図形 サイコロ 道徳 プレゼント結び

回転図形 マジックボックス

６月 お話作り 数の構成 プレート構成 四方観察 仲間はずれ 話の記憶 工夫力

数の加減 立体図形 つりあい 時計 色と位置 ビーズ通し

１対多対応 展開図 量の保存

回転図形 濃度

７月 お話作り 数の構成 欠所補完 鏡映像 道徳 話の記憶 ハチマキ

音の計数すごろく 回転図形 ルーレット 仲間わけ 色と位置 エプロン結び

積み木の数 図形模写 観覧車 色積木の構成

見えない積木の数 スタンプ図形 地図上の移動

８月 話の理解 同数発見 対称図形 つりあい 仲間わけ 話の記憶 折り紙

数の加減 分割・構成 鏡映像 風向き 積木の構成 箸

１対多対応 パズル 観覧車 ひも結び

地図上の移動

９月 話の順序 分類計数 プレート構成 比較 季節 話の記憶 ハサミ

○×ゲーム 数の加減 分割・構成 マジックボックス 理科的常識 色積木の構成 ハチマキ

しりとり １対多対応 重ね図形 地図上の移動

音の計数 回転図形 折り紙

１０月 言語のまとめ 数のまとめ 図形のまとめ 推理のまとめ 常識のまとめ 話の記憶 巧緻性サーキット

発表 位置のまとめ 記憶のまとめ

年長クラス　年間予定表



言語 数量 図形 推理・その他 常識 記憶 巧緻性

１１月 復唱 １０までの計数 プレート構成 大小 季節 ロセットの記憶 玉さし

数ことば 音の計数 図形模写 長短 時計 条件画

身につけるもの 音の計数と移動 ロセット 長さの保存 曜日

数の保存 系列

１２月 復唱 ５の構成と数の操作 パズル 系列 季節 ものの記憶 ハサミ

あいさつ 積木の数 プレート構成 ロセットの分類 月 ロセットの記憶 のりつけ

指の名前 ロセット お買い物ごっこ 箸

１月 復唱 ６の構成と数の操作 プレート構成 マジックボックス 季節 ものの記憶 クリップ

擬態語・擬音語 ロセット 台所用品 話の記憶 運筆

文章作り 食器

左右の認識

２月 復唱 ８までの数の操作 プレート構成 マジックボックス 季節 音と色の記憶 ひもとおし

擬態語・擬声語 昔話 話の絵画化 運筆

動詞 掃除道具 折り紙

文章作り 大工道具 輪つなぎ

モールつなぎ

３月 復唱 １０までの数の操作 プレート構成 反応速度 季節 色の記憶 折り紙

動詞 １０までの音の計数 お店 輪ゴム

発表 あめ作り

４月 復唱 数の操作 プレート構成 反応速度 季節 位置の記憶 ひも結び

発表 数の比較 お店 運筆

生物 しつけ

浮き沈み

磁石

５月 復唱 １０の構成 プレート構成 仲間わけ 生物 カードの記憶 ひも結び

食べ物 図形模写 仲間はずれ 作物 位置の記憶 運筆

擬態語・擬音語 点図形 影 新聞紙

頭音・尾音 対称図形 風向き

６月 復唱 数の操作 プレート構成 位置の理解 季節 色の記憶 塗る

擬態語・擬声語 数の比較 点図形 系列 楽器

動詞・接続詞 対称図形 乗り物

しりとり・なぞなぞ 重ね図形 働く人

お話作り マッチ棒構成

７月 復唱 １対多対応 対称図形 系列 季節 お買い物ごっこ 塗る

連想ゲーム 鏡映像 長短

擬態語・擬声語

お話作り

８月 頭音・尾音 計数 プレート構成 系列 箸

しりとり 積木の数 図形模写 長短 クリップ

分割 点図形 仲間わけ ひもとおし

比較 対称図形 仲間はずれ ひも結び

重ね図形 折り紙、輪ゴム

９月 復唱 加算 回転図形 シーソー 季節 運筆

反対語 減算 方眼上の位置 折り紙

発表 仲間わけ

１０月 復唱 減算 回転図形 方眼上の位置 季節 積木の記憶 ちぎる

類似点・差異点 計数 積木の移動 長さの比較 位置の記憶 ビーズ通し

５０音 分類計数

１対多対応

分割

年中クラス　年間予定表



メリーランド教育研究所

太枠線内をご記入ください

申込年月日

ふ り が な ふ り が な

生徒氏名 氏  名 　　　㊞

生年月日
緊急連絡先
（ 携 帯 ）

‐ ‐

幼稚園名
保育園名

T E L ‐ ‐

志 望 校 F A X ‐ ‐

年度
会員 紹介者

曜日

～

～

～

受付日 　　  　　　  年　　　　　　月　　　　　　日
TEL・申込

受付者

体験料
　
税込

円

体験料
　
税込

円

体験料
　
税込

円

名簿登録 ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ

⑥　ご入室のお手続き、教材販売等の現金のお取り扱いは受付終了の１時間前までとさせていただきます。

FAX　0422-20-3161
TEL　0422-20-3151

　お申込みの際は、あらかじめお電話で
　 　お席の予約をしてください

⑤　体験申込書提出後の体験月日、時間の変更はご遠慮ください。

（ 男・女 ）　平成　　　　年　　　　月　　　　日　　

住　所
〒　　　　　－　　　　　　　　　                    市・区

武蔵野市吉祥寺本町2-18-5

　　　　 〒180-0004

②　体験料をお支払い後、キャンセルされましてもご返金はいたしかねますのでご了承ください。

③　当日、各授業開始１０分前までに１階の受付でお支払いください。約１０分前から各教室に入れます。

体　験　月　日 時　間

体　験　申　込　書

　  　年　　　　月　　　　日

生　徒  氏　名 保　護　者　氏　名

①　各クラス体験料がかかります。詳しくはお問い合わせください。

月 日

⑦　体験当日までに、お席の空きがなくなる場合があります。ご了承の上、お申し込みください。

④　行動観察クラスは授業終了１０分前に講評があります。

駐車場・駐輪場がございませんので、公共の施設をご利用下さいますようご協力をお願い致します。

領収日　担当者

年長・年中・年少・行動・巧緻・絵画・言語・体操・学校別

年長・年中・年少・行動・巧緻・絵画・言語・体操・学校別

年長・年中・年少・行動・巧緻・絵画・言語・体操・学校別

メリーランド　FAX : ０４２２-２０-３１６１

ご兄弟で入室された方

体験希望　クラス

＊お持ち物＊ お子様用うわばき、保護者様用スリッパと、手提げ袋に、クーピーペン（１２色入）・クレヨン（１６
　　　　　　　　　色入）・鉛筆数本（Ｂ以上）・はさみを入れてお持ちください。
　　　　　　　　　なお、成蹊クラスは青サインペン、早稲田クラスは赤青鉛筆が必要です。

月 日

月 日
絵画 ・ 体操

年中クラス

後半３０分は

メリーランド教育研究所 




