
エデュスクールは、幼稚園小学校受験に臨む方の為の教室です

夢中になって取り組める授業

お子様の将来の可能性を広げ、お子様の子育て、

受験も楽しくなるようにご家庭を応援いたします。

ポピンズ エデュスクール 東京ミッドタウン ガレリア２Ｆ

＜お問い合わせ先＞
◆Tel：03-5785-2350 （火曜日～土曜日 10:30～18:00） ◆Mail： ml_eduschool@poppins.co.jp
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02 スクールの特徴

エデュスクールは、幼稚園小学校受験に臨む方のための教室です。2006年広尾にて開校をし、本年で15年目と
なりました。授業クラスでは、自らの気づきを大切にし、学ぶ楽しさ、知る喜びを体得していただき、お子様が楽
しみながらスクールの活動に参加し、行動できる力を伸ばしていけるように進めております。また体操クラスでは、
鍛錬による体力、精神力の向上を図りながら、他者を思いやる心の育みにも力を入れております。スクールでは、
受験指導のみにとどまらず、マナーや礼儀を大切にしている環境の中で、品格をも養える時間となるよう心がけて
おります。スクール校長・担当講師・専門講師・スタッフが連携をとり、お一人おひとりの個性を尊重し、保護者
様と共にお子様の健やかな心身の育みのサポートをさせていただきます。

ポピンズエデュスクールでは、少人数制できめ細やかな指導を通し、お子様お一人おひとりの個性を高めてまいり

ます。また、単なる受験指導にとどまらず、お子様が自ら考え決断し、責任をもって行動できる力を伸ばしていく
ことを目指した独自のカリキュラムを実践しております。

受験相談ができます

入会時に受験相談を行っています
入会後は、授業にお越しの際に

ご相談いただけます

いつから通えるの

3年保育受験の1年前からクラス
通室が可能です。

小学校受験対応クラスまで設定
させていただいております

無理なく学習を身につけます

その日のコンディションを
把握しながら授業を進め

無理なく学習が身につくよう
導いていきます。

また、好奇心や意欲を掻き立てる
授業を行います

少人数制のクラスです

落ち着いた環境の中で、
お一人おひとりと

じっくり向き合います。
お子様の輝く個性を

引き出します

保護者様へのサポート

願書添削や面接練習など
保護者様へのサポートも行っています

お仕事をされているご家庭の
サポートもさせていただいています

マナーや礼儀を大切にします

お子様の成長過程にあった
マナーや礼儀を

少しずつ身につけられるように
接していきます
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＜体験受講について＞

各クラス、定員に空きがある場合は、現在のクラスでの体験受講が可能でございます。体験後はスクールのご説明
をさせていただいております。詳細につきましてh、下記までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

◆Tel：03-5785-2350 （火曜日～土曜日 10:30～18:00）◆Mail： ml_eduschool@poppins.co.jp
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04 受験体操クラス

プレキンダークラス
3年保育幼稚園受験のための母子分離型総合クラスです。
自分の身の周りのことを少しずつ自分でやる習慣を身につ
け、自立心を養います。先生とお友達との関わりの中で、
社会性と協調性を育てると共に、数・指示行動・運動など
を学習します。バラエティーに富んだ具体物を用いて、お
子様の興味を最大限に引きつけ、楽しみながら課題に取り
組みます。受験直前には個別面接練習も行います。豊富な
情報とともに保護者の方をトータルでサポートいたします。

年少クラス
具体物や教具・絵カード・パズルなどを使って、遊びの
中で楽しみながら知育トレーニングを行い、知識の基礎
を定着させていきます。日常の基本的生活習慣、マナー、
言語なども、じっくり、ていねいに指導いたします。巧
緻性の経験を積み重ね、社会性を含めたバランスの取れ
たお子様の成長を導きます。お子様の個性あふれる輝き
を大切に、学習に対する前向きな姿勢を養います。2年
保育幼稚園受験に対応できるクラスとなっており、受験
直前には、個別面接練習も行います。豊富な情報ととも
に保護者様をトータルでサポートいたします。

年中クラス
受験のための基礎固めを目的としたクラスです。「話
す力」と「聞く力」を高めることに重点を置きながら、
個性をいかした自己表現ができるように指導致します。
人間教育という面からも、日常生活の中での生活感覚、
身体感覚など、バランスのとれた力をじっくりと育て
ます。チャレンジ精神を養いながら得意なことをたく
さん増やしてまいりますので、年長からの本格的な受
験準備につながる、きわめて効果的なクラスです。

年長クラス
自己表現と入試に必要な総合学習力を強化するクラス
です。絵画制作や言葉のやりとりの中から創造性を引
き出し、人前で自信を持っていきいきと表現する力を
身につけていきます。少人数制の授業を取り入れ、人
間の成長に大切なこの時期、マナーや礼儀のほか豊か
な心、言葉を養い、自信を持ってのびのびと入試に臨
めることを目指します。集団行動を通し、「思いやり
の心」を育み、協調性とけじめのある快活なお子様へ
と導きます。

プレキンダークラス
身体を動かす楽しさを学び、基礎的な運動技術の習得をし
ていきます。また、約束を守りお友達とのコミュニケー
ションを通して社会性の第一歩を身につけていきます。年
齢にふさわしい運動機能が発達していること、指示を聞い
て元気に身体を動かすことが受験に求められてきます。運
動を楽しむ、やってできたことに喜びを感じられることを
大切に進めています。

年少クラス
運動嫌いをなくし、身体を動かす楽しさを学びます。基礎的な
運動技術の習得はもちろん、約束を守る・協力する・励ましあ
うなど、お友達とのコミュニケーションを通して社会性の第一
歩を身につけていきます。また、指示を聞いて元気に身体を動
かす受験に必要な基礎体力づくりの指導もしていきます。柔軟
でバネのある身体づくりに力を入れ、この時期に体力・筋力を
つけて身体の基盤をつくっていきます。

年中クラス
受験のための基礎固めを目的としたクラスです。「話す
力」と「聞く力」を高めることに重点を置きながら、個
性をいかした自己表現ができるように指導致します。人
間教育という面からも、日常生活の中での生活感覚、身
体感覚など、バランスのとれた力をじっくりと育てます。
チャレンジ精神を養いながら得意なことをたくさん増や
してまいりますので、年長からの本格的な受験準備につ
ながる、きわめて効果的なクラスです。

年長クラス
マット・ボール・なわとび・平均台などの器具を使用し
て、身体能力の向上を図ります。また、模倣体操を行っ
たり、与えられた指示をよく聞き、記憶し、行動するこ
とにより、判断力と集中力を高めていきます。体操を通
して、小学校受験に不可欠な最後まで諦めずに頑張る強
い心を鍛え、お子様の自信へとつなげていきます。
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プログラム受講制度は、お子様の気になっていることを、気になっている期間だけ自由に受講できる制度です。
なかなか好きになってくれない絵が好きになるまでは個別で指導してほしい、手先が器用ではないので、コツを
つかむまでだけ巧緻性の個別を受けさせてみたい、仕事が忙しい為、落ち着くまでの期間だけ塾の宿題をみてほ
しい、願書添削をしたが、不安なので相談したい、面接練習を細かく何度もやってほしい…等、リクエストにお
応えさせていただきます。

Ｄ：受験体操対策
指示を聞き素早く動く、粘り
強く最後まで取り組む根気、
待っている間の姿勢やお友達
を応援することができるかな
ど小学校受験の体操は、独特
なポイントがあります。運動
能力を高めながら、受験対策
をしていきます。

Ｃ：受験絵画対策
考査における絵画制作のポイ
ントが高い慶応幼稚舎や青山
学院初等部などを受験する場
合は定期的なレッスンをお勧
めしております。直前レッス
ンによるプロのアドバイスに
より、お子様の絵に変化がみ
られます。

A：ペーパー対策
実際に目と手を動かす
具体物の取り組みで理
解を深めていきます。
苦手分野の補強やス
ピードアップ、基礎力
アップ等お子様に合わ
せて進めていきます。

B：巧緻性対策
小学校受験では、ほとんど
の小学校の考査で欠かすこ
とのできない巧緻性や制作。
巧緻性力を高めるために、
楽しい内容で丁寧にお子様
に指導をしていきます。

H：内部進学対策
小学校受験で一般入学した
場合と学力差が開くのでは
ないかと不安を持っている
方向け。小学校受験用のカ
リキュラムの基礎をしっか
りと行い、机に向かう習慣
づけと学ぶ楽しさを感じら
れる授業を行います。

I：幼稚園入園準備対策
幼稚園受験終了後、入園ま
での期間に、基本的生活習
慣、マナー等丁寧に指導い
たします。また、巧緻性
（折紙･のり･はさみなど巧
みに指先を使う力）の経験
を積み重ねバランスの取れ
たお子様の成長を導きます。

J：就学準備対策
文字や数の概念を導入し、
小学校で必要となる学習
の国語力や算数力の下地
を作ります。小学校受験
で身についた学習習慣を
楽しく続けられるよう関
わっていきます。

F：塾の復習対策
大人数のクラスで、学習内
容を理解していないまま授
業が進むと、理解力がなか
なかつきません。お子様の
身になる家庭学習となるよ
う、1対1で授業のフォ
ローアップを行い、内容の
定着をはかります。

E：生活習慣・マナー対策
気持ちの良い挨拶をするこ
と、身だしなみを整えるこ
と、丁寧な言葉遣い等、お
子様の立ち振る舞いはご家
庭での日常生活がみえてき
ます。なんとなく繰り返す
のではなく、スライドで理
解をした上で行動してみま
す。

G：面接対策（お子様）
小学校受験では、お子様の
考査・願書・面接は三位一
体です。一文字ずつ心を込
めて書いた願書を基に学校
への想いやご家庭で大切に
していることなど、ご家族
の魅力を伝えられる面接に
なるよう練習していきます。
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05
お子様用プログラム



N：保護者様相談対応
お子様のレッスンと同様に
保護者からのご相談対応を
大切にしています。不安や
迷いを解消することがお子
様の学習にも良い効果が出
てきます。保護者様の気持
ちの安定が受験成功の最大
の鍵になるといっても過言
ではないかと思います。

L：進学・受験相談対応
受験事情が全く分からない
方から、精通している方ま
で、お話をうかがいます。
お子様にとって良い方向性
が見出せるよう、アドバイ
スをさせていただきます。

K：願書対策
小学校受験において願書
の比重は大きく、考査で
のお子様への頑張りに援
護射撃となります。ご家
庭の良さを最大限にア
ピールできるよう丁寧で
謙虚な輝く願書を仕上げ
ましょう。

M：面接対策（保護者様）
普段からお子様方と接して
いる小学校の先生が面接対
応をしてくださいます。会
社の面接や商談のようなイ
メージで話していきますと
雰囲気にギャップが生じて
しまいます。あたたかな雰
囲気でご家庭の良さが伝わ
るよう、アドバイスをさせ
ていただきます。
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06 保護者様用プログラム

＜国立小学校＞
・お茶の水女子大学附属小学校 ・筑波大学附属小学校 ・東京学芸大学附属世田谷小学校
・東京学芸大学附属竹早小学校

＜国立幼稚園＞
・お茶の水女子大学附属幼稚園 ・東京学芸大学附属幼稚園竹早園舎

＜私立幼稚園＞
・愛育幼稚園
・青山学院幼稚園
・麻布山幼稚園
・麻布みこころ幼稚園
・安藤記念幼稚園
・学習院幼稚園
・上野毛幼稚園
・神田寺幼稚園
・共立大日坂幼稚園
・暁星幼稚園
・光塩女子学院幼稚園
・国立学園附属かたばみ幼稚園
・サンタ･セシリア幼稚園
・枝光会駒場幼稚園
・枝光学園幼稚園
・枝光会伊皿子幼稚園
・枝光会附属幼稚園
・渋谷幼稚園

・白百合学園幼稚園
・聖徳学園三田幼稚園
・昭和女子大学附属昭和幼稚園
・白金幼稚園
・すみれ幼稚園
・専修幼稚園
・浅草寺幼稚園
・洗足学園大学附属幼稚園
・小さき花の幼稚園
・田園調布雙葉幼稚園
・東郷幼稚園
・桐朋学園幼稚園
・東洋英和幼稚園
・ドルトンスクール東京
・南部坂幼稚園
・日体幼稚園
・日本女子大学附属豊明幼稚園
・伸びる会幼稚園

・原宿幼稚園
・雙葉小学校附属幼稚園
・宝仙学園幼稚園
・明徳幼稚園
・目黒サレジオ幼稚園
・目黒日本大学幼稚園
・目白平和幼稚園
・聖園幼稚園
・大和郷幼稚園
・祐天寺附属幼稚園
・霊南坂幼稚園
・若草幼稚園
・若葉会幼稚園
・ケイ･インターナショナル東京
・さくらインターナショナル
・清泉インターナショナルスクール
・西町インターナショナルスクール

＜私立小学校＞
・青山学院初等部
・小野学園小学校
・学習院初等科
・暁星小学校
・暁星国際流山小学校
・国府台女子学院小学部
・国立学園小学校
・慶應義塾幼稚舎
・慶應義塾横浜初等部
・啓明学園初等学校
・光塩女子学院初等科
・さとえ学園小学校
・聖徳学園小学校
・淑徳小学校
・昭和女子大学附属小学校
・精華小学校
・聖学院小学校

・成蹊小学校
・聖心女子学院初等科
・成城学園初等学校
・聖徳大学附属小学校
・聖ドミニコ学園小学校
・西武学園文理小学校
・星美学園小学校
・清明学園初等部
・聖ヨゼフ学園小学校
・洗足学園小学校
・玉川学園小学部
・田園調布雙葉小学校
・桐蔭学園小学部
・東京女学館小学校
・東京都市大学付属小学校
・桐朋学園小学校
・トキワ松学園小学校

・東洋英和女学院小学部
・新渡戸文化小学校
・日本女子大学附属豊明小学校
・日の出学園小学校
・雙葉小学校
・宝仙学園小学校
・文教大学付属小学校
・明星学園小学校
・目黒星美学園小学校
・武蔵野東小学校
・森村学園初等部
・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
・聖心インターナショナルスクール
・セントメリーズインターナショナルスクール

07 合格実績


