
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜年長＞  開講クラス               開講日時             費用 

① 絵制・行動観察 クラス総合 R 合同 ３月２４日 (水)  １３：３０～１５：００ 9,500 円/1 回（1 時間 30 分） 

② 絵制・行動観察 クラス総合 R合同 ４月 ７日 (水)  １３：３０～１５：００ 9,500 円/1 回（1 時間 30 分） 

③ 絵制クラス 国立私立         R 合同 ３月２７日 (土)  １２：４０～１４：１０ 9,500 円/1 回（1 時間 30 分） 

④ 筑 波(P・制)クラス         R合同 ３月２０日 (土祝） １４：４０～１６：２５ 10,000 円/1 回（1 時間 45 分） 

⑤ 筑 波(P・制・行・クマ歩き)クラス ３月２８日 (日)  １０：１５～１２：００ 10,000 円/1 回（1 時間 45 分） 

 筑 波(P・制・行・クマ歩き)クラス ４月 ４日 (日）  １０：１５～１２：００ 10,000 円/1 回（1 時間 45 分） 

⑦ 行動観察(私立・学芸・筑波)クラス ３月１４日 (日）  １０：３０～１２：００ 9,000 円/1 回（1 時間 30 分） 

⑧ 行動観察（私立・学芸 ）クラス 
保護者 20 分参加 

４月 ４日 (日)   １３：００～１４：４５ 10,000 円/1 回（1 時間 45 分） 

⑨ 行 ・絵制 (早・慶含む) クラス ５月 ３日 (月祝） １３：３０～１５：００ 9,500 円/1 回（1 時間 30 分） 

⑩ 私立（レベルアップ） クラス ４月１３日（火）   １５：１５～１６：４５ 9,000 円/1 回（1 時間 30 分） 

⑪  年長模擬試験（内部生は授業内）

外部生は後日郵送返却 

４月２１日（水）   １５：３０～１７：１５ 10,000円/1回（（1時間45分） 

⑫  ４月１７日（土）   １４：４０～１６：２５ 10,000 円/1 回（1 時間 45 分） 

＜年中＞ 

① 年中行動観察 運動(クマ歩き含む) ３月１４日（日）   １３：００～１４：３０ 8,000 円/1 回（1 時間 30 分） 

② 年中言語表現（話す・話し合う） ３月２７日（土）   １２：４０～１４：１０ 8,000 円/1 回（1 時間 30 分） 

③ 年中私立国立総合 (P・制・行動観察) ３月２８日（日）   １３：００～１４：３０ 8,000 円/1 回（1 時間 30 分） 

④ 年中私立国立総合 (P・絵制) R 合同 ３月１７日（水）   １３：３０～１５：００  8,000 円/1 回（1 時間 30 分） 

⑤ 年中私立国立総合 (P・絵制) R 合同 ４月 １日（木）   １５：１５～１６：４５ 8,000 円/1 回（1 時間 30 分） 

            

    202１ブロッサム 春期・GW講習会のお知らせ 茗荷谷駅 3分  
                            TEL 03-5803-1751  

高い指導力で評判のブロッサムの講習会！有名校を中心に合格率の高い教室です 

筑波 お茶の水 竹早 大泉 慶應 暁星 白百合 豊明 早稲田 立教 学習院 他 
    
グループ指導 毎回内容が変わります。 教材費込み。 

指導内容： お話の記憶・数量・図形・指示行動・行動観察・口頭試問・絵画制作・運動 他  

年長模擬試験 小学校受験に向けて受験準備の進み具合をチェックし、今後の学習に活かすことを目的とします。 

持ち物 ★幼稚園受験： 上靴・水筒・クレヨン・ハサミ・のり 

★小学校受験： 上靴・水筒・クーピー・鉛筆２B・・クレヨン・ハサミ・スティックのり 

略 (絵制):絵画制作、(行):行動観察 、(Ｐ):ペーパー問題  

 

申し込み方法： 外部生の皆様は HPの講習会フォームよりお申し込みください。2/10から受付け 

⚫⑧行動観察は親子授業が 20分あります。   

⚫筑波はＰ・行・制他となり毎回内容は異なります。  ⚫ ➉は私立難関校、雙葉・暁星・白百合・成蹊 

⚫１日 2回連続受講の場合は昼食をご用意ください。 

⚫内部生はＲから講習への振替は、振替料 1000円をお支払いください。 

詳細はメールにてお問い合わせください。 mail：info@blossomsc.com 直通電話０３－３８１５－８３５５ 
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① ３保受験（お茶の水・私立） ３月１７日(水）１０：３０～１２：００（R 合同）  7,000 円/1 回 

② ３保受験（お茶の水・私立） ４月２５日(日）１０：３０～１２：００        7,000 円/1 回 

③ ２保受験（学芸・お茶の水・私立）親子課題 ３月１６日(火）１３：００～１４：３０（R 合同）  8,500 円/1 回 

④ ２保受験（学芸・お茶の水・私立）親子課題 ４月２５日(日）１３：００～１４：３０      8,500 円/1 回 

 

幼・小 ブロッサム        文京区小石川５－２－３ ラウム小石川２F     ０３－５８０３－１７５１ 
                                   月  日     

2021春期・GW 講習会申込書（外部生は HP の講習会フォームからのお申込み） 
 

生徒氏名     年  月  日生まれ 保護者名                

住  所                                                内部生 ・ 外部生       

電話番号      ＦＡＸ      携帯          在園名                 

受験予定園・校                    アレルギー あり（       ）・ なし   

申込内容（３保受験・２保受験・年中・年長）申込希望講座番号と日時をご記入ください。 

（外部生徒年長は２回～お申込みでお願いします) 

・例 ３保①3/17・10：30   ・             ・                                                                                       

  ・                      ・                          ・                                         

  ・                       ・                          ・                           

  ・                ・             ・                  
 

 費用             回数             合計             円 

持参または振込  予定日    月    日    曜日         時頃 

振込先はお問い合わせください。 

             

 

幼稚園受験 春期講習会 ブロッサム 茗荷谷駅３分 

合格幼稚園：学芸大附属幼稚園竹早園舎・お茶の水女子大学附属幼稚園・白百合学園幼稚園 

雙葉小学校附属幼稚園・暁星幼稚園・学習院幼稚園・青山学院幼稚園 豊明幼稚園 他 
 

指導内容：親子遊び、指示行動、行動観察、運動、学芸(親子課題・保護者参加 20分) 

 

 

 

●内部生のお申し込みは下記申込書（幼稚園、小学校受験共通）にご記入の上、費用を添えて 

お願いします。 

外部生の方は HPの講習会フォームからお申し込みください。2/10より受付 

教室にてお支払い、またはお振込終了後、お申し込み完了と致します。振込み先はメール 

でご連絡します。              

欠席の場合は必ずご連絡下さい。当日連絡は０３－３８１５－８３５５  

本人の都合で欠席の場合の返金はできませんのでご了承ください。 

（可能であれば空き講習日に振り替えます。）ホームページでの諸注意をご確認下さい 

 

HP: http://www.blossomsc/ mail：info@blossomsc.com 当日連絡・変更 Tel ０３－３８１５－８３５５ 
 キリトリ線 

http://www.blossomsc/
mailto:info@blossomsc.com


              
ブロッサム講習･模擬試験 参加の皆様    

ブロッサム 

 持ち物  持ち物にはすべて記名をお願いします。  ※授業内容によっては不使用のものもあります 
年長 筑波 

クーピー：12 色 （ペールオレンジ入り （肌色）  さくらクーピーのソフトケースお勧め） 
ケース（ファスナー付きの網や透明で中が見えるもの）に以下のものを入れてください。  

・スティックのり（中太）  ・セロテープ（テープ切れのよいもの）  
・２B 鉛筆１本（クーピー程度の長さにしてキャップを付けてください）  

・木綿の紐（70ｃｍくらいで３本、補充を忘れないでください）   ・綴り紐（３本、補充を忘れないでください） 

年長 筑波 お茶 学芸 共通   

折り紙：取り出しやすいようにケースなどに入れてください。   クレヨン：16 色：筑波不要    クーピー：12 色 
上靴：教室専用でなくても可。記名は外から見えないように内側に。外靴入れ  試験では室内用運動靴が良い 
飲み物：水またはお茶（ペットボトルでも可）                ハサミ：筑波不要      のり 
おやつ：1 回目の授業時にみんなのものとしてご用意ください。（講習会 4 回で 1 袋 模試では不要） 

模試の子供は入試用服装 親は上着着用   講習親子は服装自由 ポケットに ハンカチ   ティッシュ           
● 地震、台風、大雨、暴風、大雪などの際のご注意   以下年長 年中 幼稚園 2 保 3 保  

生徒さんが教室にいる場合、必要に応じて自己判断でお迎えをお願いいたします。お迎えが間に合わない場合、

緊急避難場所に移動します。緊急避難場所の地図は、ドア近くに貼ってありますのでご確認ください。  
台風など、出席授業時間の 2 時間前に警戒警報が出ている場合は、授業中止といたします。注意報の場合は

授業を行いますので、気象情報にご注意ください。   
地震などの災害で公共の乗り物が止まった場合、やむなく授業を中止することがあります。ご了承ください。  

● 遅刻、欠席連絡  

欠席の場合は、必ずご連絡ください。10 分以内の遅刻は連絡不必要とします。  

ブロッサム電話直通３８１５－８３５５     第 2 教室直通電話 FAX３８１３－０８１７  

授業開始前後は多忙なため、なるべく FAX でのご連絡をお願いいたします。fax５８０３－１７５２  

本人のご都合で欠席されても、返金は出来ません。空いている講習に振替ます。 
● その他急病など緊急時に携帯電話に連絡する場合があります。連絡のつく場所で待機していてください。  

ご質問やご連絡がある場合はメモに書いて、授業前に担当者にお渡しください。  

教室ではブロッサムのオリジナル問題集、クーピー、ズボン、上靴など販売をしております。  

基本的には全て教室支払いです。やむを得ない場合のお振込ではメール 又は教室で、氏名と内容と振込予定

日をお知らせの上、振込先記載の用紙をお受け取り下さい。お子様の名前でお振込み下さい。  

講習追加のお申し込みは、新規に申込書に記入し費用持参でお早めにお願いいたします。  
  

教室は狭くて皆様にご迷惑のかかることがあるかと思いますが、担当者一同 経験と 

実力で、皆様の合格のために全力で応援いたす所存です。ご理解ご了承ください。  

  
 

欠席連絡表      月     日（     ）   講習内容                欠席・     分遅刻  

  

お名前                  内部・外部  年中・年長     電話              

  

ブロッサム電話直通 ３８１５－８３５５  ＦＡＸ ５８０３－１７５２  
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