
 

忍者ナインは、教科書監修にも携わる日本のスポーツ科学の権威、深代千之教授監修による新しいカタチの運動メソッドです。トップアスリートにも提供される科学的根拠

に基づくプログラムでお子さまの運動動作を効率的に向上させます。受験ではお子さまが臆することなく力を発揮することが求められます。どんな状況でも前向きに取り組む姿

勢を持ち、主体的に行動するためには多様な経験を積むことが重要です。レッスンでは成功体験により自信を身につけ、失敗から学び、忍者ナイン独自の行動評価により

状況に応じた対応へ導きます。 

詳細は、お通いのチャイルド・アイズ 
10：00 ～ １８：００ 
(日・月・祝祭日除く) 

お問合せ 

■待機姿勢 

■ボール運動 

■スキップ・ステップ 

■平均台 

 

やる気スイッチグループのキッズスポーツブランド 
「忍者ナイン」監修 

各小学校の過去の運動テストから出題頻度の高い運動テスト項目を抽出し、 

3 回の講習と 1 回の運動テストを実施いたします。 

また、講習で実施した内容をご自宅で強化することができる「解説つき動画」を 

本講習と合わせてご提供いたします。 

日 時：2020 年６月～９月／日曜日（各月 1 回開催） 

      ①9:00～ ②11:00～ ③13:00～ ④15:00～ 

      ※１講習 75 分／上記 4 区分よりご選択ください 

会 場：東京 ・ 神奈川 ・ 埼玉 ・ 千葉 ・ 大阪 

定 員：各会場 1 区分 15 名 

内 容：基本行動と動作習得（記載はメイン習得項目、各回その他、サーキット含） 

1 回目 ルール確認、待機姿勢、基本のステップ・模倣運動・指示運動・走動作 

2 回目 待機姿勢、指示・模倣運動・柔軟体操、マット・鉄棒・ボール、縄 

3 回目 マット・鉄棒・ボール運動、縄、平均台、跳び箱、集団運動 

4 回目 運動テスト 

講習費：全 4 回／44,000 円(税込) ※解説つき動画含む 

               ■日程、会場の詳細は別途ご案内いたします  

 

■サーキット etc 

各教室までお問合せください 

【受付時間】 

★内部生料金 



※太枠内をご記入ください

※ご希望の時間区分に〇をつけてください
□ 東京会場 KDI池上・やる気スイッチグループ本社6F

□ 神奈川会場 忍者ナインセンター南ラボ・KDIセンター南

□ 埼玉会場 さいたま市文化センター ・さくらパル

□ 千葉会場 ビビットスクエア南船橋内

□ 関⻄会場 なでしこホール（⻄宮北⼝駅）

所属、または、お申込みの窓⼝教室にチェックを入れてください 〇をつけてください 教室スタンプ欄

□ 校

□ 校

[会場、および開催日]
□ 東京会場 ①7/26（日）　 ②8/2（日） ③8/30（日） ④9/22（祝） 7/26・8/30・9/22　Kids Duo International 池上　

8/2　やる気スイッチグループ本社６F

□ 神奈川会場 ①7/12（日） ②8/2（日） ③8/30（日） ④9/21（祝） 7/12・8/2　忍者ナインセンター南ラボ　
8/30・9/21　Kids Duo International センター南

□ 埼玉会場 ①6/21（日） ②7/12（日） ③7/26（日） ④8/23（日） 6/21・7/12　さいたま市文化センター
(埼玉会場のみ開始時間が　9:30〜、11:30〜、13:30〜、15:30〜となります） 7/26・8/23　さくらパル

□ 千葉会場 ①7/26（日） ②8/10（祝） ③9/6（日） ④9/22（祝） ビビットスクエア南船橋内

□ 関⻄会場 ①7/12（日） ②8/2（日） ③8/23（日） ④9/6（日） なでしこホール（⻄宮北⼝駅）

[申込の注意事項]
◇　お申し込み多数の場合は、締切後の抽選となります。
◇　お申し込みの⼈数によっては、時間を変更していただく場合もございます。
◇　参加が決定した方には教室よりご連絡させて頂きます。
◇　同日の複数回申し込み、及び、同日複数会場のお申し込みはご遠慮ください。
◇　日程毎に時間、会場等の変更はできません。全日程ご参加いただける方が対象になります。

[参加費納入方法]
内部生 7⽉度⽉謝と合わせでご請求させていただきます
外部生 ご⾃宅にお届けする払い込み票にて、コンビニエンスストアか、郵便局にてお⽀払いください。

※ご参加当日に、払い込み票の控えのご提示が必要となります。

[参加日当日の注意事項]
  持ち物︓上履き・体操服(風呂敷に包む)・ハンカチ・ティッシュペーパー・外靴を入れる袋・⽔筒・(体操服がない場合はTシャツ・ポロシャツ・短パンで結構です)

  マスク・タオル→マスク・タオルそれぞれに名前をマジックで記入し、ジップロック（こちらにも名前記入）にいれてご持参ください）
①　コロナウイルス対策のためマスク着用にてご参加ください。
②　当日朝ご⾃宅にて体温を計測いただき、体温37.5度以上の生徒は参加できません。
③　お⼦様が⼀⼈で着替えられる服装にして下さい。(背中ファスナー・背中ボタン・リボン不可)
④　お手洗いを済ませ、手洗い・うがいをして約10分前にいらして下さい。
⑤　⾒学はできませんので、終了時間にお迎えをお願い致します。送迎時は近隣の迷惑にならないようご留意ください。⾞での送迎は厳禁です。

  ⑥　お申し込み後は返⾦ができません。⽋席の場合振替授業はありません。内容につきましては、後日、教室よりお伝え致します。

③13︓00〜
（埼玉13:30
〜）

④15︓00〜
（埼玉15:30
〜）

チャイルド・アイズ
内部生 外部生

[　　　　　　　　]
[　　　　　　　　]

・

希望会場
時間区分

生年⽉日
血液型

ふりがな
ご住所

※マンション名まで
  ご記入ください

〒　　　　　　　－

お電話番号 FAX番号

メールアドレス 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠

　　　　　　　年　　　　　　　⽉　　　　　　　日　　　満（　　　　　）歳　

①9︓00〜
（埼玉9:30
〜）

②11︓00〜
（埼玉11:30
〜）

所　属

申込日 ⻄暦　　　　　　　　　年　　　　　　　⽉　　　　　　　日　

受験体操特別講習申込用紙

ふりがな 性別

お⼦さま氏名 男　・　⼥

　　　　　　　型

ふりがな 続柄

保護者氏名



※現在の学年を〇で囲んでください

・

※ご希望の時間区分に〇をつけてください
□ 東京会場

□ 神奈川会場

□ 埼玉会場 会場名

□ 千葉会場

□ 関⻄会場
所属、または、お申込みの窓⼝教室にチェックを入れてください 〇をつけてください 教室スタンプ欄

□ 校

□ 校

[会場、および開催日]
□ 東京会場 会場名　住所　日程

□ 神奈川会場
□ 埼玉会場
□ 千葉会場
□ 関⻄会場

[参加費納入方法]
会員 7⽉度⽉謝と合わせでご請求させていただきます
非会員 ご⾃宅にお届けする払い込み票にて、コンビニエンスストアか、郵便局にてお⽀払いください。

※ご参加当日に、払い込み票の控えのご提示が必要となります。

[参加日当日の注意事項]

非会員
[　　　　　　　]

メールアドレス 　　　　　　　　Abcd234　＠　efg.ne.jp

希望会場
時間区分 ①9︓00〜 ②11︓00〜 ③13︓00〜 ④15︓00〜

所　属 チャイル・ドアイズ [　××××　]
会員 ・

ふりがな
ご住所

※マンション名まで
  ご記入ください

〒　０００－００００
東京都　〇〇区　〇〇町　１－２－３　●●マンション１０１

お電話番号 FAX番号 １１１－１１１ー１１１１０００－００００－００００

ふりがな 　　　　　にんじゃ　　　はなこ 続柄

保護者氏名 　　忍者　花子 母

お⼦さま氏名 　　忍者　太郎 男　・　⼥

生年⽉日 ２０１４　年　　　　１０　⽉　　　　　５　日　　　満（　６　）歳
血液型

年中 年⻑ 　　　A　　型

受験体操特別講習申込用紙

申込日 ⻄暦　２０２０年　　　　６⽉　　　　　５日
ふりがな 　　　　　にんじゃ　　　たろう 性別

こちらのご記⼊は不要です

※太線枠内をご記⼊ください



会場説明
東京会場
・Kids Duo International 池上 （7/26・8/30・9/22） ・やる気スイッチグループ本社 （8/2）
https://www.kdi.ac/access/ikegami/ http://www.todacity-culturehall.jp/sakurapal_acces.html

東京都大田区仲池上2-10-1 東京都中央区八丁堀二丁目24-2 八丁堀第一生命ビル

【交通案内】 【交通案内】
電⾞でお越しの⽅ 電⾞でお越しの⽅

【⻄⾺込駅をご利⽤の場合】 【東京メトロ⽇⽐⾕線 八丁堀駅をご利⽤の場合】
都営浅草線 ⻄⾺込駅南⼝より徒歩8分  A4出⼝ 徒歩1分

【JR京葉線 八丁堀駅をご利⽤の場合】
   B1出⼝ 徒歩2分



会場説明
神奈川会場
・Kids Duo International センター南
https://www.kdi.ac/access/center_minami/

神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央17-30 

【交通案内】
電⾞でお越しの⽅

【センター南駅をご利⽤の場合】
横浜市営地下鉄 センター南駅より徒歩5分



会場説明
千葉会場
・ビビット南船橋
https://www.vivit-sc.jp/access

千葉県船橋市浜町2-2-7
TEL.047-495-1331

【交通案内】
電⾞でお越しの⽅

【南船橋駅をご利⽤の場合】
ＪＲ京葉線 南船橋駅より徒歩10分
【船橋競⾺場駅をご利⽤の場合】
京成本線 船橋競⾺場駅より徒歩5分

駐⾞場について
※無料駐⾞時間は最大で4時間までとなっております。



会場説明
埼玉会場
・さいたま文化センター （6/21・7/12） ・さくらパル （7/26・8/23）
http://www.saitama-culture.jp/bunka/access.html http://www.todacity-culturehall.jp/sakurapal_acces.html

さいたま市南区根岸1-7-1 ⼾田市新曽南3-1-5
TEL.048-866-3171 TEL.048-229-1061

【交通案内】 【交通案内】
電⾞でお越しの⽅ 路線バス（国際興業バス）

【南浦和駅をご利⽤の場合】   ・⼾５２（⼾田公園駅〜下笹目）「浅間橋」停留所下⾞３分
ＪＲ京浜東北線・武蔵野線 南浦和駅⻄⼝より徒歩７分   ・川５２（川⼝駅⻄⼝〜下笹目）「浅間橋」停留所下⾞３分
【浦和駅⻄⼝からバスをご利⽤の場合】
〈国際興業バス〉 ⼾田市コミュニティバス（tocoバス）
７番乗り場 蕨駅⻄⼝⾏き乗⾞約１０分「六辻」下⾞ 徒歩約１０分   ・南⻄循環「南町」停留所下⾞６分、「新曽南三丁目」停留所下⾞７分

駐⾞場について   ・⻄循環「浅間橋」停留所下⾞３分
137台（地上85台／地下52台 高さ2.1m）
最初の１時間以内は無料。
最初の1時間超から1時間30分以内は220円
※駐⾞場に限りがございますので、公共の交通機関をご利⽤ください。



会場説明
関⻄会場
・なでしこホール
http://www.nadeshiko-hall.com/

 兵庫県⻄宮市高松町5番39号なでしこビル8F
TEL 0798-63-5189

【交通案内】
電⾞でお越しの⽅

【⻄宮北⼝駅をご利⽤の場合】
阪急神⼾本線・今津線 ⻄宮北⼝駅から徒歩3分
【浦和駅⻄⼝からバスをご利⽤の場合】


