
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年度版 

2022 年 11 ⽉〜2023 年 10 ⽉ 

最年少・年少クラス 

★3 年・2 年保育附属幼稚園受験準備 

☆私⽴・国⽴附属⼩学校受験準備基礎 



麹町 慶進会 2023 年度時間割/費⽤ 

⼊会⾦：全クラス無料 

 ⽉曜 ⽕曜 ⽔曜 ⽊曜 ⾦曜 ⼟曜 

2022.09 

〜 

2022.10 

   最年少 

10:00~12:30 

  

 

2022.11 

〜 

2023.03 

最年少 

10:00~12:30 

年少 

10:00~12:30 

 最年少 

10:00~12:30 

年少 

10:00~12:30 

 

年⻑ 

14:30~17:30 

年中 

14:45~16:45 

年⻑ 

14:30~17:30 

 年中 

14:45~16:45 

年⻑ 

13:30~16:30 

 

2023.04 

〜 

2023.10 

 最年少 

10:00~12:30 

  最年少 

10:00~12:30 

年中 

年⻑知⼒開発 

10:00~12:30 

年⻑ 

14:30~17:30 

年少 

14:45~16:45 

年⻑ 

14:30~17:30 

年中 

14:45~17:15 

年少 

14:45~16:45 

年⻑ 

13:30~16:30 

2021 年度より、最年少クラスは 9 ⽉開始となりました。 

2023 年 9 ⽉〜10 ⽉末の指導は下記の通りです。保護者参加型指導となります。 

⽇時： ⽊曜⽇ 【指導】10:00〜12:30   ※弁当持参  

    【解説】必要に応じて注意すべき点などを指導中にお伝えします。 

担当： 平 今⽇⼦ 

費⽤： 66,000 円（消費税込） 



最年少クラス ：R2(2020).4.2~ R3(2021).4.1 

担当  ：幼稚園受験指導主任 榊原 尚⼦ 

  ：リトミック指導主任 平 今⽇⼦ 

  ：     川原 翔⼦ 

曜⽇ 時間 

AM 

⽉・⽊（お弁当持参） 

《2022 年 11 ⽉〜2023 年春期講習迄の期間》 

10:00〜12:30【指導】 

12:00〜12:30【解説】 

AM 

⽕・⾦（お弁当持参） 

《2023 年春期講習後〜2023 年 10 ⽉ 31 ⽇迄の期間》 

10:00〜12:30【指導】 

12:00〜12:30【解説】 

(注)11 ⽉指導開始時点に、⽣徒数が少⼈数の場合、年⻑者からの影響を受けながら成⻑させる為に⽉曜

⇨⽕曜に変更し、年少児との合同指導を続ける場合があります。（指導⽇：⽉・⽊⇨⽕・⽊） 

体験予約時に指導曜⽇のご確認をお願いします。 

【週１回】66,000 円（消費税込）   【週 2 回】99,000 円（消費税込） 

 

・⾃由遊び/⽣活⼒/躾指導    ・運動/指⽰⾏動/リトミック指導 

・巧緻性や絵画制作指導 塗る/切る/貼る/描く  ・思考⼒発達指導 

・⾔語⼒指導（集団/個別）    ・絵本/紙芝居の読み聞かせ 

・お弁当を利⽤した⾷事マナー指導  



 最年少クラスの主なねらいは、親元から先ず離れられ、幼稚園⽣活に必要な体⼒・⽣活⼒・社会

⼒の基本をしっかり⾝につけることです。⽇々の繰り返しや積み重ねにより習得・成⻑するこの時

期、特に家庭での教育が最も⼤切であります。何故ならば、親の⼦育てが⼦供の発達に⼤きな影響

を与えているからです。 

 ⾔語⾯の発達も絵本の読み聞かせは勿論のこと、語りかけは重要です。⼦供が理解しやすいから

といっていつまでも、お⺟様が幼児語を使っていては語彙が増えないばかりか、集団⽣活に於いて

他者との交わりの中で⽀障が出てしまいます。必要以上に⾔葉をかけ過ぎてしまう⺟親もおられま

すが、⼤切なのは対話です。⼝を出し過ぎず、⺟親の⾒守る姿勢…特に忍耐⼒が必要です。 

 この時期の⼦供は何でもやりたがる旺盛な⾯と、気の向く時だけ⾏い他は依存するといった⾯が

みられます。親や教師を頼らず、⼀⼈で⾝の回りの事ができるようになる事は⾃⽴の⼀歩であり、

特に最年少クラスの⼤きな⽬標でもあります。最年少時期における⽣活⼒は知的能⼒に⽐例してい

ると⾔っても過⾔ではありません。 

 教室では年齢に即した刺激を与え、集団で学ぶ姿勢を⾝につけ遊ぶ楽しさを体感していただきた

いと思っています。 

 

《幼稚園受験指導主任 榊原 尚⼦》 

  



年少クラス ：R1(2019).4.2~ R2(2020).4.1 

担当  ：幼稚園受験指導主任 榊原 尚⼦ 

  ：リトミック指導主任 平 今⽇⼦ 

  ：     太⽥ 順⼦ 

曜⽇ 時間 

AM 

⽕・⾦（お弁当持参） 

《2022 年 11 ⽉〜2023 年春期講習迄の期間》 

10:00〜12:30【指導】 

12:00〜12:30【解説】 

PM 

⽕・⾦ 

《2023 年春期講習後〜2023 年 10 ⽉ 31 ⽇迄の期間》 

14:45〜16:45【指導】 

16:15〜16:45【解説】 

【週１回】66,000 円（消費税込）     【週 2 回】99,000 円（消費税込） 

 

・⾃由遊び/⽣活⼒/躾指導    ・運動/指⽰⾏動/リトミック指導 

・絵画/造形/制作の基本と巧緻性指導   ・思考⼒発達指導 

・⾔語⼒指導（集団/個別）    ・絵本/紙芝居の読み聞かせ 

・社会性を育む為の基本的な集団ゲーム  



 年少クラスは幼稚園受験指導ではありますが、知識の深さは違えど⼦供への刺激の与え⽅、受験

時の⼦供⾃⾝の意識の持ち⽅は、むしろ⼩学校受験に近いと考えています。 

 それぞれの⼦供が⽬標を持ち、成⻑していく中で最終的には⼒を出し切る強さ、全てを受け⼊れ

楽しむ適応⼒が必要ではないでしょうか。最年少から年少にかけてのこの⼀年の成⻑ぶりは著しい

ものです。⼦供としての魅⼒、その⼦らしさを兼ね備えた上で、しっかりと⼟壌づくりを授業を通

し、⾼めていきたいと思っています。 

 この時期の⼦供と接し感じる事は、活動中苦⼿な事や出来ない事があった時、どの⼦供も頑張ろ

うという気持ちが芽⽣える事です。友達の姿を⾒ていいなあ〜、上⼿だな〜と思う⼦供もいるでし

ょう。少しずつ他者の存在を意識するようにもなります。様々な感情が現れてきて⼼の成⻑を感じ

ます。 

 ケンケンができるようになった！紐結びができるようになった！等々理由は様々ですが、お兄さ

ん、お姉さんになったと⼦供が⾃覚できるような⼩さな達成感を味わう事で、⾃⾝をつけてあげた

いと思っています。 

 年少クラスでは是⾮、⼦供⾃⾝に努⼒することの楽しさ、お⺟様には積み重ねていく事の⼤切さ

を感じて欲しいと思っています。 

 

《幼稚園受験指導主任 榊原 尚⼦》  



⼀⽇体験  体験費⽤：11,000 円（消費税込） 

けいしんかいの⼊会はご紹介者の有無に関わらず、⼀⽇体験が基本です。 

 当会を理解されるのに必要であれば、２回⽬の体験も可能です。 

指導⾒学や保護者解説に参加され、当会をご理解頂く為の機会です。⾒学中に塾⻑が⾯談も⾏い

ますので、附属に通う事の意味や相応しい家庭になる為の指針も学んで頂きます。保護者解説

後、担当教師から⼦供の発達等の説明もいたします。 

 電話で予約をしてください。⽇時の相談をいたします。 

 予約可能時間帯：10:00〜17:00（⽇程表の休室⽇を除く） 

 当⽇、受付時にお⽀払いください。その際、所定の⽤紙に家族構成等を記⼊して頂きます。 

 上履き（運動や⾏動観察が可能なもの） 

 お弁当（午前指導のみ） 

 ハンカチとティッシュ（ポケット等に⼊れてください） 

 ※筆記⽤具等はこちらで⽤意します。 

個⼈指導  費⽤：15,000 円/1 回（消費税込） 

・1 回 知育指導 70 分＋⺟親指導 30 分 

・指導⽇時、主たる指導内容な相談で決定します。主任/常勤教師が指導いたします。 

・主な指導内容 

 志望園別指導、精神⾯/⾔語⾯の発達を促す指導、発達の遅れが⽬⽴つ分野の指導  



個別⾯談 / 授業解説 / 塾⻑セミナーについて 

 幼児の受験は親の勉強です。社会⼈として活躍していても、親としては初⼼者であることを忘れ

てはいけません。親が成⻑すれば⼦供との関わり⽅もよくなり、園側の望む⼦供として成⻑してい

くものです。当会では保護者が以下のような点についてしっかりした考えを持てるように指導解説

や塾⻑セミナー、個⼈⾯談を頻繁に⾏っています。 

 指導解説は通常指導ではほぼ毎回⾏います。保護者が⼦育て上⼿になり、受験⽣の親として⾼い

評価をされる姿に成⻑していただく為に多くの回数を費やしています。指導⾃体は保護者参加の特

別な授業以外は⺟⼦分離授業が基本ですので、解説は内容解説/家庭学習/その時期に必要な事等を

レクチャーするための⼤切な機会です。 

 また、当会の⽣徒の⺟親の就業率は昨今 50%を超えていますので、解説に殆ど出席できない⽅も

おられます。シッターや祖⽗⺟の⽅が解説出席して確認されるか、ご⾃⾝で確認されたい場合は定

期的に⾯接されることをお勧めします。 

・私⽴や国⽴附属に幼稚園から通園する事がなぜ必要なのですか？ 

・附属では、保護者が財産となる存在だと考えています、その理由は？ 

・附属幼稚園選びは⼦供中⼼ではなく、ご両親の属性で選択するものです。その理由は？ 

・ 3 年保育と 2 年保育受験では、選抜基準が異なる事をご存知ですか 

・附属幼⼩学校受験では、公⽴の問題点は理由にはなりません、何故だか理解していますか？ 

・附属幼⼩に⼩学校から通学するのと、幼稚園から通園する意味の違いを理解していますか？ 

・⽗親と⺟親のそれぞれの関わり⽅をしっかりした⽅針で決定していますか？ 

・家遊びと外遊びの内容や習い事について選択基準はありますか？ 

・願書はマニュアル本を参考にしても書けません。何故だかわかりますか？ 

・願書は⾯接時の質問材料です。記⼊すべき内容は各家庭で異なるべきものなのですが、ほとんどの家  

 庭の願書が類似するために⾯接担当者をがっかりさせていることをご存知ですか？ 

・保護者⾯接では、7~8 割の保護者が不合格に繋がる受け答えをして、⼦どもの努⼒を無駄にしている 

 原因を理解していますか？ 

 幼児の受験や⼦育ては、以上のような内容について、誤った常識に惑わされない正しい理解が必

要です。加えて、各家庭がそれぞれの考え⽅を持たなければなりません。外部の⽅からの電話相談

の機会も多いのですが、対⾯でないと的確なアドバイスはしにくいものです。当会は⺟親だけでな



く⽗親の⾯談も多く、受験に縁遠くなりがちな⽗親に正しい知識や指針を持てるようアドアイスを

しています。休室の⽇を覗き職業をお持ちの⽗⺟の為に夜間も⾏っていますので、ご予約の上お気

軽にご利⽤ください。 

 

春・夏期特別講習 / 発達診断 

・幼稚受験準備のクラスでは春期・夏期と年 2 回の特別講習を⾏います。（会員必修） 

特別講習は 4〜6 ⽇間の連続⽇程です。連続指導だからこそ効果が期待できるテーマを持ち、⼦  

どもを確実に発達させます。講習時期の 2 ヶ⽉前に案内書を配布しますので、その狙いをご理解の

上で受講してください。 

・幼稚園準備のクラスでは、⼦供の発達状況を確認して頂く為に、発達診断テストを年 2 回実施し

ています。第２回発達診断テストは幼稚園受験模擬テストも兼ねています。考査後 1 週間程度で結

果表だけでなく、実際に⼦供がどのように対応したか詳細を記⼊した資料をお返しします。また過

去の同考査を受験した⼦供のデータを添付しますので、お⼦さんとの⽐較評価も可能です。 

・実施時期の 2 ヶ⽉前に案内書を配布し、お申込者に受験票をお渡しします。 

 

費⽤の納⼊⽅法 

 当会は⽉謝袋を⽤いた現⾦⽀払い制をとっています。現代では振込や引き落としが習い事で普通

となりましたが、あえて旧い⽅法を維持しています。教師に⽉謝袋で費⽤を収める事で、教師も責

任を感じ続けますし、保護者も釣り銭の無いようにする準備や、講習費⽤等を含めた⽀払いをする

時、内訳等を記⼊した短いお⼿紙を同封するなど、古き良き⽇本の習慣が作り上げてきた⽇本⼈の

謙虚さに繋がると思うからです。また翌⽉の変更も対応しやすい利点があります。シッターさん等

に任せるのが不安であれば、⾯談などの機会にお⽀払いください。 

 



・⼊会の決定のお知らせをいただきますと、⼊会申込書と⽉謝袋を郵送いたします。 

・⼊会⼿続き時（初回指導⽇も可）⼊会申込書を添えて諸費⽤を⽉謝袋でお⽀払い下さい。 

・⼊会⽉は回数分でのお⽀払いとなる場合もあります。⼊会決定時に明細をお知らせします。 

・通常時期は翌⽉の費⽤を前⽉の 25 ⽇までにお⽀払い下さい。 

・講習費⽤や発達診断等、全ての諸費⽤は⽉謝袋でお⽀払い頂き、内訳を記⼊した上で領収印を捺  

 印いたします。紛失された場合は再発⾏いたします。 

 

その他の注意点 

当会は以下の内容を保護者の皆様にお願いしています。 

・休会及び退会は担当教師か塾⻑に必ず、理由をお伝えの上でお知らせ下さい。 

・無断で休会された場合は、継続と判断して費⽤をご請求することになります。 

・他の教室の講習受講やテスト受験を禁⽌していません。ただ担当教師に相談をされて意味のある 

 機会としてご利⽤されることをお勧めします。 

・当会は保護者の皆様が良き関係を築き上げていかれる事を願っています。附属幼⼩は教育環境を 

 よくしていくために協⼒し合う姿勢を持つ⽅々の集まりですが、当会をそのシミュレーションと 

 お考え頂き、良い意味で影響を与え合う⼈的環境作りにご協⼒下さい。 

  



私⽴・国⽴ 幼稚園・⼩学校受験 

http://www.keishinkai.ne.jp 

 

 

麹町本部教室 〒102-0084 東京都千代⽥区⼆番町 9-2 ⽇興ロイヤルパレス B１ 

TEL 03-3265-7774  FAX 03-3230-4737 

麹町第 2 教室 〒102-0084 東京都千代⽥区⼆番町 9-2 ⽇興ロイヤルパレス 203 
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