
     WISDOM ACADEMY三鷹吉祥寺校  Lesson Schedule 2021年度

レッスン名 時間

ピグマキッズ
セレクト

ステモン
ベーシック
アドバンス

ステモン
エリート

ステモン
プロロボ

珠算

K-ART 
SCHOOL

書道

アルゴクラブ

クッキング

ピアノ
プライベート

英語
プライベート

英会話
グループ

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY

ルーム１ 多⽬的ルームB 多⽬的ルームA ルーム１ 多⽬的ルームB 多⽬的ルームA ピアノ室 ルーム１ 多⽬的ルームA ピアノ室 ルーム１ 多⽬的ルームB ルーム１ 多⽬的ルームA

14:30 14:30

15:00 15:00

15:30 15:30

16:00 16:00

16:30 16:30

17:00 17:00

17:30 17:30

18:00 18:00

18:30 18:30

ピアノ
プライベート
14:30〜15:00

ピアノ
プライベート
14:30〜15:00

ピアノ
プライベート
15:00〜15:30

ピアノ
プライベート
15:00〜15:30

ピアノ
プライベート
15:30〜16:00

ピアノ
プライベート
15:30〜16:00

K-ART
SCHOOL

16:00〜17:00

珠算
16:00〜17:00

書道
16:00〜17:00

ピアノ
プライベート
16:00〜16:30 K-ART

SCHOOL
16:00〜17:00

ピアノ
プライベート
16:00〜16:30 ステモン

ベーシック
16:00〜17:00

書道
16:00〜17:00

英語
プライベート
16:30〜17:00

英語
プライベート
16:30〜17:00

ピアノ
プライベート
16:30〜17:00

英語
プライベート
16:30〜17:00

ピアノ
プライベート
16:30〜17:00

英語
プライベート
16:30〜17:00

ピグマキッズ
セレクト

17:00〜18:30

クッキング
17:00〜18:30
※隔週

珠算
17:00〜18:00

ピアノ
プライベート
17:00〜17:30

ピグマキッズ
セレクト

17:00〜18:30

ピアノ
プライベート
17:00〜17:30 ステモン

アドバンス
17:10〜18:10

アルゴクラブ
17:00〜18:00

珠算
17:00〜18:00

英語
プライベート
17:30〜18:00

英語
プライベート
17:30〜18:00

ピアノ
プライベート
17:30〜18:00

英語
プライベート
17:30〜18:00

ピアノ
プライベート
17:30〜18:00 英語

グループ
17:30〜18:30英語

プライベート
18:00〜18:30

英語
プライベート
18:00〜18:30

英語
プライベート
18:00〜18:30 ステモン

エリート
プロロボ

18:20〜19:20英語
プライベート
18:30~19:00

英語
プライベート
18:30~19:00

英語
プライベート
18:30~19:00

英語
プライベート
18:30~19:00

レッスン内容 レギュラー会員（税込） スポット会員/レッスン会員（税込）

【定員5名】

【定員8名】

【定員8名】

【定員8名】

【定員8名】

【定員8名】

【定員8名】

【定員8名】

【定員8〜10名】

【定員1名】

【定員1名】

【定員8名】

17:00〜18:30
SAPIXの通信教育「ピグマキッズくらぶ」の教材を
学童⽤にセレクトした教材で専⾨指導員が
お⼦様の⽣活⾯も⽬を向け指導します。

￥9,900/⽉
(⼊会⾦￥11,000)

￥11,000/⽉
(⼊会⾦￥11,000)

16:00〜17:00

ブロックや電⼦教材を使い周囲の道具の仕組みから
物理の基礎を学びます。
タブレットなどを使いプログラミングの基礎を学び
オリジナルの作品を作ります。

￥10,780/⽉
（ベーシック、アドバンス）

(⼊会⾦￥5,500)

￥11,800/⽉
（ベーシック、アドバンス）

(⼊会⾦￥5,500)

17:10〜18:10

モーターなどの電気で動くパーツも加わり
応⽤的なエンジニアリングを学びます。
タブレットを使ったプログラミングの学習を通して
メディアアートなどを作ります。

¥11,880/⽉（エリート）
(⼊会⾦￥5,500)

¥12,980/⽉（エリート）
(⼊会⾦￥5,500)

18:20〜19:20
様々な題材で科学的思考を⾼めます。
パソコンやタブレットを使い
コンピューターサイエンスの基礎を学びます。

¥15,180/⽉（プロロボ）
(⼊会⾦￥5,500)

（教材費￥2200/⽉）

¥16,280/⽉（プロロボ）
(⼊会⾦￥5,500)

（教材費￥2200/⽉）

17:00〜18:00
そろばん/暗算/フラッシュ暗算を⾏います。
計算⼒を⾼めるだけでなく集中⼒・粘り強さを学び
右脳開発にも役⽴つことが実証されています。

￥6,600/⽉ ￥7,700/⽉

16:00〜17:00

お⼦さんや保護者が
「飾りたくなる作品」を作るにこだわり
⾃分たちの想像を超える作品ができた時の
達成感と⾃⼰肯定感が得られます。

￥8,030
(教材費￥550込み)

￥9,130
(教材費￥550込み)

16:00〜17:00
最初は鉛筆を使う硬筆習字で
丁寧に字を書く基礎を学び
⽑筆では美しい筆遣いを学びます。

￥7,370
(教材費￥770込み)

￥8470
(教材費￥770込み)

17:00〜18:00

アルゴやP-CUBEなどの教材を使って
仲間同⼠で競い合い励まし合い
「遊び」の効⽤を⽣かしきる指導法を⽤い
考える楽しさを浸透させます。

￥7,150/⽉
(⼊会⾦￥5,500/⼊会時)

￥8250/⽉
(⼊会⾦￥5,500/⼊会時)

17:00〜18:30
※隔週開催

⽟⼦の割り⽅、⽕の使い⽅などから始まり
料理の基本を学んでいきます。
１⼈でやれることを少しずつ増やして
お⼿伝い出来るようになるのが⽬標です。

￥6,600/⽉ ￥8,250/⽉

14:30〜17:30
※1回30分

リズムの読み⽅、楽譜の⾒⽅を覚えながら
いろいな曲に挑戦します。
練習を重ね試⾏錯誤を重ね、弾けるようになる達成感
が次への意欲に繋がります。

￥12,100/⽉
(別途教材費)

￥13,200/⽉
(別途教材費)

15:30〜16:00
16:30〜17:00
17:30〜18:00
18:00〜18:30

ネイティブ/バイリンガルの外国⼈講師担当
1対1のプライベート英会話レッスンです。
テキストはナショナルジオグラフィックの
「LOOK」を使⽤します。

￥12,100/⽉
(別途教材費)

￥13,200/⽉
(別途教材費)

17:30〜18:30

ネイティブ/バイリンガルの外国⼈講師担当
MAX8対1のグループ英会話レッスンです。
テキストはナショナルジオグラフィックの
「LOOK」を使⽤します。

￥8,800/⽉
(別途教材費)

￥11,000/⽉
(別途教材費)

【レッスン注意点】
※価格はすべて税抜き表記となっております
※レッスンによりましては別途料⾦(⼊会⾦・検定料・教材費等)がかかる場合がございます
※開講⽇はレッスンカレンダー(別紙)をご確認ください
※レッスンスケジュールは変更となる場合がございます
※ピグマキッズセレクト、ステモンにつきましては別途レッスンスケジュールがございますのでご確認ください(別紙)
※ステモン(ベーシック,アドバンス,エリート,プロロボ)は年度替わりに更新費￥2,200(税込)をいただいております
※レッスン会員様につきましては1レッスンごとに事務⼿数料￥3,300(税込)をいただきます


