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合格をつかむ小学校受験をトータルサポート 

パッセ幼児教室  

 

 

 

 

パッセ幼児教室は小学校受験対策の幼児教室や個人指導で１５年以上経験を積んでまい

りました蓮尾直子がペーパーや言語表現、絵画巧緻性のお力を伸ばすことはもちろんのこ

と、そのお子様にしかない良いところを考査で生かせるようにご指導いたします。授業には

女子校、国立に詳しい経験豊かな先生たちがサポートに入ります。世田谷区下馬の自宅

と目黒区自由が丘の Sunnyside International Kindergarｔen に教室がございます。 

少人数の授業でお子様の進度に合わせて、丁寧に、わかることを積み重ねていきます。 

パッセ幼児教室では 

☆お子様の個性に合った指導・・・個性を伸ばすことで、唯一無二の力をつけます。 

☆テンポの良い授業・・・授業の中で内容に沿った口頭試問をし、楽しく知識を深めます。 

☆問題点を分析・・・解く手元に注目し、分析することでその場で適切な指導をします。 

☆言語表現に強くなる・・・毎回の授業の中で少しずつ言語表現を磨いていきます。 

☆受験をトータルサポート・・・合格までの道筋を細かくご相談しながらサポートします。 

☆コロナの状況に応じて午前中も授業に対応し、人数を調整します。 

小学校受験は時代の流れとともに変化しています。コロナ禍の折、常に敏感に学校の求

める力を察知し、皆様にご希望の学校に合格していただくために全力で努めてまいります。 

 

 

代表 蓮尾 直子 

免許・資格 

中学校教諭１種免許 
高等学校教諭 1種免許 

保育士免許 
絵本講師 

 

2020 年度 合格実績(五十音順)  在籍 11 名(男子 5名・女子 6名) 

青山学院初等部 2名 カリタス小学校 3名 暁星小学校 1名 

慶応義塾横浜初等部  一次通過 3 名・二次合格 1 名 白百合学園小学校 1名 成蹊小学校 1名  

洗足学園小学校 1名  田園調布雙葉小学校 3名 東京都市大学付属小学校  1 名 

トキワ松学園小学校 1名  目黒星美学園小学校 1名 横浜雙葉小学校 3 名  

東京学芸大学付属世田谷小学校 1 名 

 

2019 年度 合格実績(五十音順)  在籍 13 名(男子 8名・女子 5名) 

青山学院初等部 2名 浦和ルーテル学院小学校  1 名  カリタス小学校 2名  

慶応義塾幼稚舎 1名 慶応義塾横浜初等部 一次通過 2名 品川翔英小学校 2 名  

成蹊小学校 1名 聖心女子学院初等科 2名 西武文理小学校 1 名  

捜真小学校 1名 玉川学園小学部 BLES クラス 1名 筑波大学付属小学校 1名 

桐蔭学園小学校 2名 東京都市大学付属小学校 1名 桐朋小学校 1名  

桐朋学園小学校 2名 トキワ松学園小学校 1名 目黒星美学園小学校 1名 

立教女学院小学校 2名  早稲田実業学校初等部 2 名 

（一部 補欠を含みます） 
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クラスの紹介 

年長クラス 2時間 30分 （201６年 4月生まれ～201７年 3月生まれのお子様) 

 

☆ ペーパー 約 20枚 1時間 30 分 

小学校受験で１番大切なこと。それは聞く力です。ペーパーを始める前に聞き取る力、集中力、想像力を高

め、語彙を増やすためにお子様の興味や季節に合わせて絵本の読み聞かせをします。 

絵本は幼児期にぜひ読んでほしい絵本をはじめ、立教、横浜雙葉、青学などの過去に出題された絵本を含

めて選んでおります。ペーパーはお話の記憶、数、図形構成、つりあい、理科的常識、聞き取り、位置、言語

など、どこの学校にでも対応できるように様々な分野から出題し、総合的に少しずつ難易度をあげながら繰り

返し、自分の力で応用問題まで解ける力をつけていきます。 

 

☆ 絵画巧緻性 １時間 

絵画巧緻性では制作や絵画の基礎的なスキルを上げ、課題の内容と手順を聞き取ること、正しく指示を理解

して時間内に完成できることを意識して一人一人の様子に合わせて細かく指導いたします。 

 

  授業料金 

火曜日 １６：００～１８：３０ 下馬教室 月４回 

木曜日 14：4０～17：1０ 自由が丘・サニーサイド 44000円 税込 

土曜日 １４：００～1６：３0 下馬教室 (1回 11000円 税込) 

 

 

 年中クラス 1時間 (201７年 4月生まれ～201８年 3月生まれのお子様) 
 

☆ ペーパー 1０枚～２０枚・絵画巧緻性 

毎週、教室で学習することに慣れ、ペーパーの基礎を身につけることで、新年長クラスがスタートする１１月

からの 2時間半の授業にスムーズに移行できます。年中の間にお話の記憶、数、言語など必要な分野を具

体物を使いながら丁寧に基礎を学習します。 

絵画巧緻性では、はさみやのりの使い方、色の塗り方、基本的な絵の描き方、手先を使う巧緻性など、細か

く指導いたします。 

 

  授業料金 

月曜日 １４；３０～１５：３０ 下馬教室 １か月/４週分 

月曜日 １６：００～１７：００ 下馬教室 17600円 税込 

土曜日 １０：３０～１１：３０ 自由が丘 サニーサイド (1回 4400円 税込) 

＊その他の曜日はご希望により可能な限り調整いたします。 

 

年少クラス(201８年 4月～201９年 3月生まれのお子様)につきましては現在授業を実施しておりませんので 

ご希望をお伺いして調整させていただきます。 
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 個別指導 

 

難易度の高い総合問題をご希望の場合はオリジナル教材を使った個別指導をおすすめいたします。 

気軽にご参加いただける日々の弱点補習のための寺子屋タイムつきましては次のページをご覧ください。 

 

  授業料金  

1時間 下馬教室 8000円 税込 オリジナル教材使用 

1時間 30分 下馬教室 12000円 税込  

寺子屋タイム 下馬教室 １時間半６０００円～ 単元別強化などの補習 

                

＊そのほか、春期講習、夏期講習、冬期講習などを予定しております。 

＊ご入塾の前に体験で授業にご参加いただけます。（要予約） 

体験の際は保護者の方のご参観も可能です。 

＊単元別の内容につきましては、別紙をご参照ください。 

 

 

年間スケジュール 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11 月 新年長・新年中クラス スタート 

12 月末～1 月 1 週目 年長 冬期講習 

3 月末～4 月 1 週目 年長 春期講習 

４月 願書添削受付開始 内部生無料・外部生３３００円/校 

7 月末～8 月 年長・年中夏期講習・両親面接練習・個別相談 

9 月～10 月 

11 月 慶応横浜初等部一次対策講座 国立対策講座 

授業時間３時間に拡大（料金変更なし）面接・口頭試問・ 
個別テスト・生活巧緻性の最終確認・特訓 
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ご参考までに、今までご指導させていただいた学校です。 

 

青山学院初等部・カリタス小学校・川村小学校・暁星小学校・慶應義塾幼稚舎・慶應義塾横浜初等部・ 

光塩女子学院初等科・白百合学園小学校・精華小学校・成蹊小学校・成城学園初等学校・聖心女子学院初等科・ 

聖ドミニコ学園小学校・清明学園初等学校・聖ヨゼフ学園小学校・洗足学園小学校・捜真小学校・玉川学園小学部・ 

田園調布雙葉小学校・桐蔭小学校・東京女学館小学校・東京都市大学付属小学校・東京農業大学付属稲花小学校・

桐朋学園小学校・東洋英和女学院小学部・日本女子大学付属豊明小学校・雙葉小学校・文教大学付属小学校・ 

目黒星美学園小学校・森村学園初等部・横浜英和小学校・横浜雙葉小学校・立教小学校・立教女学院小学校・ 

早稲田実業学校初等部・学芸大学付属世田谷小学校・筑波大学附属小学校 等 

 

 

寺子屋タイムについて 

 

・週に１回の授業では足りない 

・苦手な単元を集中的に強化したい 

・志望校の過去問に取り組みたい 

・自宅で親子で学習しても思うように進まない 

そんな声にお応えして補習の寺子屋タイムを実施しています。マンツーマン指導です。 
 
 
教室の場所について 
自由が丘教室は J PREP・自由が丘校の Sunnyside International Kindergarden の教室でございます。 

下馬教室は自宅のため、場所の詳細につきましては、お越しいただく際にお伝えいたします。 

下馬教室は学芸大学付属高校、世田谷観音の近くになります。近隣にはパーキングがございます。 

 
 
お支払いについて（２０２２年度現在）        

・入塾の際に入塾金 33000円（税込）お納めください。一度お支払いいただいた入塾金は返金できませんので 

ご了承ください。 

・授業料はお振込みあるいは、お月謝袋でのお支払いをお選び頂き、前月末日までにお振込み、またはお月謝

袋に入れてお釣りのないようにご持参ください。個別指導は当日にご持参ください。 

・お休みの時は他の曜日に振替ができます。当日にご連絡のお休みは欠席扱いになりません。教材お渡しとさ

せていただきます。 

＊月によっては授業が 3回の時がございます。その場合は３週分のお月謝になります。 

 

 

★外部生料金について★ 

個別指導や通常授業、季節講習に単発でご参加をご希望の場合は、入塾金をお支払いいただかず、 

1回につき、授業料に 1100円(税込)で外部生としてご参加していただけます。 

 

内部生は願書添削（無料）、志望校対策のご相談、考査に関する情報提供などがございます。 

 

＊ご質問・ご相談・体験のお申し込みなどはお気軽にご連絡ください。 

メール：naokohasuo@yahoo.co.jp 

電話：０９０－２７４７－７５３１(蓮尾携帯) 

 

mailto:naokohasuo@yahoo.co.jp
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