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（年中～年長児用）

2017
Summer
Program
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〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-8-2 ラ・ヴィータＥ棟
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ブレインズファクトリー自由が丘 夏期講習 講座一覧表

講座
記号

講座名

対象

Ａ

分野別ペーパー対策講座
＜図形＞

年長

７月２６日（水）／１０：３０～１２：００

会員：6,480 円/回
一般：7,560 円/回

Ｂ

分野別ペーパー対策講座
＜推理思考＞

年長

８月２日（水）／１０：３０～１２：００

会員：6,480 円/回
一般：7,560 円/回

Ｃ

分野別ペーパー対策講座
＜数量＞

年長

８月９日（水）／１０：３０～１２：００

会員：6,480 円/回
一般：7,560 円/回

Ｄ

行動観察対策講座

年長

①７月２９日（土）／１２：３０～１４：００
②８月１９日（土）／１２：３０～１４：００

会員：6,480 円/回
一般：7,560 円/回

Ｅ

生活習慣・手先の巧緻性講座

年長

８月２２日（火）／１２：３０～１４：３０

会員：7,560 円/回
一般：8,640 円/回

Ｆ

親子模擬面接講座

年長

９月３日（日） ３０分／回
（時間は個別に設定）

会員：4,320 円/回

Ｇ

絵画基礎マスター講座
―躍動感のある絵が描けるように！

年中

①動物を描こう：７月２７日（木）
②人物を描こう：８月 １日（火）
／１０：３０～１２：００

会員：6,480 円/回
一般：7,560 円/回

Ｈ

年中・数と図形の集中講座
―考える力をみにつけよう！

年中

①図形の講座：７月２５日（火）
②数の講座 ：８月 ３日 （木）
／１０：３０～１２：００

会員：6,480 円/回
一般：7,560 円/回

日程／時間
（＊番号付きの日程は選択制です）

料金（税込）

分野別ペーパー対策講座

Ａ

分野別ペーパー対策講座
＜図形＞

【日時 】 ７月２６日（水）／１０：３０～１２：００
【対象】 年長
【料金】 会員：6,480円/回 一般：7,560 円/回
【持ち物】クーピー、上履き
【内容】
図形分野で頻出される「四方からの観察」「構成」「対象図形」「重ね図形」「紙折り」「同図形発見」
に加え、対策が難しい「断面図」や「展開図」など幅広いタイプの図形問題に取り組みます。
課題に応じて実物での確認も行いながら、理解の完全定着をはかります。

Ｂ

分野別ペーパー対策講座
＜推理思考＞

【日時 】 ８月２日（水）／１０：３０～１２：００
【対象】 年長
【料金】 会員：6,480円/回 一般：7,560 円/回
【持ち物】クーピー、上履き
【内容】
推理思考分野で頻出される「魔法の箱」「重さ比較」「系列発見」「系列完成」「濃度」や
「サイコロ・すごろく」を使った問題に取り組みます。各課題の基本的な考え方を改めて解説し、
理解の完全定着をはかります。

Ｃ

分野別ペーパー対策講座
＜数量＞

【日時 】 ８月９日（水）／１０：３０～１２：００
【対象】 年長
【料金】 会員：6,480円/回 一般：7,560 円/回
【持ち物】クーピー、上履き
【内容】
数量分野で頻出される「計数」「数の操作」「広さ・長さの比較」や「数の対応」などの問題に
取り組みます。多種多様な問題に取り組みながら、様々な出題パターンへの対応力を向上
していきます。

Ｄ

行動観察対策講座

【日時】 ①７月２９日（土） １２：３０～１４：００
②８月１９日（土） １２：３０～１４：００
（＊①②は取り組む課題が違うため、複数選択可能です。）
【対象】 年長
【料金】 会員：6,480円/回 一般：7,560 円/回
【持ち物】上履き

【内容】
近年の小学校入試で重要度が増している行動観察対策の講座です。行動観察において、主
体性と協調性をバランスよく発揮するには、質の高いコミュニケーションを数多く経験すること
が大切です。お友達にも気を配り、かつ自分を主張できるような行動のとり方を身につけましょ
う。お友達の中でキラリと輝くためのヒントを子ども達にお伝えしていきます。

Ｅ

生活習慣・手先の巧緻性講座
～ しなやかな身のこなしで自信をつけよう！

【日時】 ８月２２日（火） １２：３０～１４：３０
【対象】 年長
【料金】 会員：7,560円/回 一般：8,640 円/回
【持ち物】上履き・ハサミ・スティックのり・セロハンテープ
※所作を習慣化していくためには、繰り返し課題に取り組むことが重要です。
春期講習を受講された方も、改めてのご受講をお勧めいたします。

【内容】
小学校入試でも出題の多い、生活習慣に関する課題を集中して習得します。身支度、片付け
など、自分の身の回りのことを独力遂行する力は、小学生になるための必須条件です。
自分一人で出来るようになると、大きな自信となり、精神的に成長するきっかけとなります。
また、「ハサミの扱い」や「ひもの結び方」など、基本的な道具をスムーズに扱えるようになると、
制作作業のスピードがあがり、より完成度の高い作品に仕上げることができます。
苦手意識のある生徒は、この機会に克服しましょう。
＜取組む課題＞
配膳の仕方／大豆やさいころの箸つかみ・あけ移し／様々な素材のひもを蝶結び （応用 エ
プロン・はちまき）／ハサミで滑らかに曲線を切る／雑巾を固く絞る／洗濯物を干して洗濯バサ
ミでとめる／風呂敷で物を包んでからコマ結び／折り畳み傘を畳む／ドライバーでねじ回し

Ｆ

親子模擬面接講座

【日時】 ９月３日（日） ３０分／回
＊詳細な時間は、後日個別に調整致します。
【対象】 年長 （本講座は会員様限定の講座となります。）
【料金】 会員：4,320円/回
＊当日は、本番と同様の服装でお越しください。
【内容】
１組ずつ受験本番を想定した模擬面接を行い、お子様とご家庭が志望校から
高い評価を頂けるよう、第一印象・所作・伝える力をきめ細かに指導いたします。
志望校でよく質問される項目に関しては、夏の時期から意識することが重要です。
お子様への接し方、ご家庭での過ごし方など、この機会に一度確認し、本番で自信
を持って志望校にお伝えできる様に準備していきましょう。

Ｇ

年中・絵画基礎マスター講座
―躍動感のある絵が描けるように！

【日時】 ①動物を描こう：７月２７日（木）１０：３０～１２：００
②人物を描こう：８月 １日（火）１０：３０～１２：００
※授業で取り組む課題は①②で異なるため、①②の両日受講可能です。
ご都合のつく方は、是非、両日ともにご受講ください。
【対象】 年中
【料金】 会員：6,480円/回 一般：7,560 円/回
【持ち物】上履き・クレヨン（１２色程度のもの）
【内容】
①動物を描こう：「草原を駆けるシマウマ」「木々を飛び回るサル」 今にも動き出しそうな、
生き生きとした野生動物の描き方を勉強しましょう。
②人間を描こう：歩くとき、物を持つとき、人の手や足はどうなっている？嬉しいとき、
悲しいとき、人の表情はどうなるだろう。表現方法を学ぶと、絵の中
の人物が動き出します。人物画の基礎的表現をマスターしましょう。

Ｈ

年中・数と図形の集中講座
―考える力をみにつけよう！

【日時】 ①図形の講座：７月２５日（火）１０：３０～１２：００
②数の講座 ：８月 ３日（木）１０：３０～１２：００
※授業で取り組む課題は①②で異なるため、①②の両日受講可能です。
ご都合のつく方は、是非、両日ともにご受講ください。
【対象】 年中
【料金】 会員：6,480円/回 一般：7,560 円/回
【持ち物】上履き、クーピー
【内容】
秋から始まる本格的な受験対策に備えて、多くのお子様が苦手とする図形分野と数量分野
に関する問題に取り組み、基盤固めを行います。教具や具体物を使った検証なども行いながら、
じっくりと理解を定着させたうえで、プリントでの確認を行います。考えることの楽しさを体感し、
積極的に自ら学ぶ姿勢を身につけます。
①図形の講座
「図形分割」「線対称」「回転図形」「重ね図形」「見え方推理」「二つ折り・四つ折り推理」など
②数の講座
「数の合成分解」「一対多対応」「加減乗除」「数の置き換え」のほか、「回転推理」「濃度推理」
「逆思考」など数の分野を発展させた推理思考の問題にも取り組みます。

夏期講習に関するご留意事項
※受講料のお支払は、会員様はご登録のクレジットカードより口座引き落とし、非会員様は当校指定の金融機関
口座へのお振込みとなります。 当校窓口での現金によるお支払は受付できませんので、ご了解ください。
振込方法につきましては、申込票受領後にお伝え致します。
※申込票受領後、３日以内に受付確認をメールまたはＦＡＸにて送付いたします。連絡がない場合は、お手数です
が当校までお知らせください。
※夏期講習は「特定商取引法に定められた特定継続的役務提供」には該当しない商品であるため、受講講座の
キャンセル料は以下のように定めます。
・開講日の４日前までのキャンセル：キャンセル講座料金（税込）の２０％
・開講日の前日から３日前までのキャンセル：キャンセル講座料金（税込）の５０％
・開講日当日：キャンセル不可（全額返金できません。）
※講座キャンセルにより返金が生じた場合、キャンセル料と振込手数料を差し引いた金額をご指定の
金融機関口座へ振込み致します。
※各講座とも、授業の振替は出来ませんので、ご了解ください。

ブレインズファクトリー自由が丘
〒152-0035 東京都目黒区自由が丘2-8-2 ラ・ヴィータＥ棟
TEL：03-5726-8771
mail：jiyugaoka@brains-factory.jp

２０１７年度 ブレインズファクトリー自由が丘 夏期講習 講座一覧表＆申込票
＜ お申込み方法 ＞
受講を希望される方は、下記＜夏期講習のご留意事項＞をご了解の上、申込票に必要事項を記入してご提出下さい。
ＦＡＸまたは同内容をメールいただいても結構です。席に限りがございますので、お早目にお申込みください。
＜ 夏期講習 講座一覧表 ＞

講座
記号

講座名

対象

Ａ

分野別ペーパー対策講座
＜図形＞

年長

７月２６日（水）／１０：３０～１２：００

会員：6,480 円/回
一般：7,560 円/回

Ｂ

分野別ペーパー対策講座
＜推理思考＞

年長

８月２日（水）／１０：３０～１２：００

会員：6,480 円/回
一般：7,560 円/回

C

分野別ペーパー対策講座
＜数量＞

年長

８月９日（水）／１０：３０～１２：００

会員：6,480 円/回
一般：7,560 円/回

D

行動観察対策講座

年長

①７月２９日（土）／１２：３０～１４：００
②８月１９日（土）／１２：３０～１４：００

会員：6,480 円/回
一般：7,560 円/回

E

生活習慣・手先の巧緻性講座

年長

８月２２日（火）／１２：３０～１４：３０

会員：7,560 円/回
一般：8,640 円/回

F

親子模擬面接講座

年長

９月３日（日） ３０分／回
（時間は個別に設定）

会員：4,320 円/回

Ｇ

絵画基礎マスター講座
―躍動感のある絵が描けるように！

年中

①動物を描こう：７月２７日（木）
②人物を描こう：８月 １日（火）
／１０：3０～１2：００

会員：6,480 円/回
一般：7,560 円/回

Ｈ

年中・数と図形の集中講座
―考える力をみにつけよう！

年中

①図形の講座：７月２５日（火）
②数の講座 ：８月 ３日 （木）
／１０：３０～１２：００

会員：6,480 円/回
一般：7,560 円/回

日程／時間

料金（税込）

（＊番号付きの日程は選択制です）

＜ 夏期講習のご留意事項 ＞
※受講料のお支払は、会員様はご登録のクレジットカードより口座引き落とし、非会員様はお振込みとなります。
当校窓口での現金によるお支払は受付できませんので、ご了解ください。振込方法につきましては、申込票受領後にお伝え致します。
※申込票受領後、３日以内に受付確認をメールまたはＦＡＸにて送付いたします。連絡がない場合は、お手数ですが当校まで お知らせください。
※夏期講習は「特定商取引法に定められた特定継続的役務提供」には該当しない商品であるため、受講講座のキャンセル料は以下のように定めます。
・開講日の４日前までのキャンセル：キャンセル講座料金の２０％
・開講日の前日から３日前までのキャンセル：キャンセル講座料金の５０％
・開講日当日：キャンセル不可（全額返金できません。）
※講座キャンセルにより返金が生じた場合、キャンセル料と振込手数料を差し引いた金額をご指定の金融機関口座へ振込み致します。
※各講座とも、授業の振替は出来ませんので、ご了解ください。

切り取り
＊下表に必要事項をご記入の上、提出ください。提出は当校窓口で提出頂くほか、ＦＡＸまたは
電子メールでも承ります。 （会員の方は、住所・メールアドレスの記載は不要です。）

ＦＡＸ：０３－５７２６－８７９１
mail：jiyugaoka@brains-factory.jp

２０１７年度 ブレインズファクトリー自由が丘 夏期講習申込票
申し込み講座名
（申込み講座の右欄に○印をご記入ください）

（フリガナ）

生徒名
性別

男 ・ 女

生年月日

Ｈ

年

月

〒

日

Ａ：分野別ペーパー対策講座 ＜図形＞
Ｂ：分野別ペーパー対策講座 ＜推理思考＞

住所

Ｃ：分野別ペーパー対策講座 ＜数量＞
①

②

Ｇ：絵画基礎マスター講座

①

②

Ｈ：年中・数と図形の集中講座

①

②

Ｄ：行動観察対策講座
Ｅ：生活習慣・手先の巧緻性講座
ＴＥＬ

（

）
Ｆ：親子模擬面接講座

Mail

