
ジュエリーキッズ「クラス時間割表」（5週目休講） ※個人レッスン（30分・40分）は1枠2コマ利用、2枠連続は3コマにて受講可能です。（完全予約制）

（専科クラス）は、原則 毎週参加をお願いしているクラスで、振替受講対象外です

広尾A 広尾B 広尾A 広尾B 広尾A 広尾B 広尾A 広尾B 広尾A 広尾B 広尾A 広尾B 有栖川１F 有栖川３F 広尾A 広尾B

リトルスター① プレアクティング

9:30-10:20 8:25-9:15

3-4歳 5-6歳

提携レッスン 鴻上 鴻上

10:00-12:00 個人レッスン リトルスター② リトルスターⅠ 歌 唱 リトルスターⅡ

毎週 13:25-14:50 10:30-11:20 9:30-10:15 9:25-10:20 9:25-10:15

歌 唱 3-4歳 3-4歳 　　　Ⅰ（専科） 3-4歳

安士 鴻上 個人レッスン 横山 滝口・阿川 鴻上
リトルスター

２・４週目
プレアクティング 11:25-12:30 バレエ 演 技 歌 唱 個人レッスン

15:00-15:50 11:40-12:30 演技・歌唱 10:25-11:30 10:25-11:25 10:35-11:35 10:20-11:25

3-4歳 5-6歳 青山 4-6歳 　　　Ⅰ（専科） 　　　Ⅱ（専科） 演技・発声基礎

安士 鴻上 30分×2 徳永 横山 滝口・阿川 鴻上

プレアクティング 演 技 個人レッスン バレエ 演 技 ミュージカルダンス 個人レッスン

16:00-16:50 12:40-13:40 12:40-13:45 11:40-12:50 11:40-12:45 11:40-12:45 11:45-13:25

特別レッスン 提携レッスン 個人レッスン 5-6歳 Ⅰ 演技・発声基礎 7歳～ 　　　Ⅱ（専科） Ⅰ 歌 唱

14:30-16:30 14:40-17:10 14:20-16:20 安士 青山 鴻上 徳永 横山 水田 滝口・阿川

毎週 歌 唱 ミュージカルバレエ 個人レッスン 演技（開講予定） 個人レッスン ミュージカルダンス 歌 唱 30分×3

個人レッスン 五十嵐 17:15-18:35 15:00-17:00 13:45-14:55 13:45-16:40 12:55-14:05 12:50-13:55 演 技

15:30-16:30 40分×3 初級 歌 唱 Ⅱ 歌 唱 Ⅱ 　　　Ⅲ（専科） 13:00-14:10

ダンス・臨時開講 徳永 個人レッスン 五十嵐 青山 窪田 水田 阿川・滝口 α

大口 1・2・4週目 16:00-19:40 40分×3 総合ミュージカル 40分×5 横山

（応相談） ミュージカルバレエ 歌 唱 15:20-17:40 ミュージカルダンス

個人レッスン 18:45-20:15 窪田 演技・歌唱 14:10-15:25 歌 唱 個人レッスン

16:30-20:10 ミュージカルダンス 個人レッスン 中級 40分×5 タップダンス 横山・滝口 Ⅲ 14:15-15:25 14:20-15:25

剱伎道 個人レッスン 歌 唱 16:40-18:00 16:40-19:35 徳永 17:00-18:00 （中学生以上） 小牧・片岡 α 演技

16:40-17:40 16:30-18:40 フリースタイルダンス 川西 初級 歌 唱 1・2・4週目 基礎 阿川・滝口 横山

初級 演技・歌唱 17:25-18:45 40分×5 大口 窪田 個人レッスン 池田 30分×2

松村 青山 初級 40分×4 20:25-21:30 タップダンス オンライン ミュージカルダンス 個人レッスン

剱伎道 40分×3 水田 ミュージカルダンス バレエ(2枠) 18:10-19:20 16:55-18:05 15:40-17:00 15:35-18:25

17:40-18:40 18:05-19:30 徳永 初級 総合ミュージカル 歌 唱 α 歌 唱

門下生 フリースタイルダンス 中級 日本舞踊 Ⅰ 池田 17:45-19:10 窪田 小牧・片岡 阿川・滝口

松村 18:50-20:20 大口 18:15-19:00 ダンス 個人レッスン 30分×5

中級 花柳若由美 大口・水田 18:10-19:15

演 技 水田 3週目 応用歌唱 （中学生以上） 演 技 MJダンス

18:50-20:00 個人レッスン 日本舞踊 Ⅱ 19:30-20:50 横山 17:05-18:05

Ⅰ・Ⅱ 19:40-20:40 19:00-19:45 ターム制･専科 演 技 個人レッスン JACK

青山 個人レッスン ダンス・臨時開講 花柳若由美 川西 19:20-20:30 19:20-21:30

20:30-21:35 大口 3週目 Ⅰ・Ⅱ 歌 唱

ダンス(2枠) （応相談） 横山 窪田

水田 オンライン オンライン 40分×3 特別レッスン 特別レッスン

18:30-19:30 20:45-21:45 18:35-21:00 18:35-21:00

バレエ 演 技 ミュージカル ミュージカル

田村 横山

日
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