
※2020年2月現在

D-Lifeダンススクールこどもクラス（常設・月謝制）
2020年2・3月 体験可能日一覧

■学園スタジオ／Dシアター
クラス名 対象 レッスン日時 体験可能日 備考

学園　ちびっこストリート（木） 4歳～未就学児 木曜日16:15～17:15 2/13,27　3/5,12,19 4月から担当講師変更（伊波→関口）

Dシアター　ちびっこストリート（土） 4歳～未就学児 土曜日11:15～12:15 2/15,22,29　3/7,14 4月からレッスン時間が10:30～11:30に変更

学園　キッズストリート小学生（月） 小学生（1～6年生） 月曜日16:15～17:30 3/16 4月から担当講師変更（伊波→藤田）

学園　キッズストリート小学生（火） 小学生（1～6年生） 火曜日16:30～17:45 3/10,17

学園　キッズストリート小学生（木） 小学生（1～6年生） 木曜日17:15～18:30 3/12,19

学園　キッズストリート小学生（金） 小学生（1～6年生） 金曜日17:15～18:30 3/13,20

学園　キッズストリート小学生（土） 小学生（1～6年生） 土曜日13:30～14:45 3/14 4月から担当講師変更（藤田→佐々木）

Dシアター　ストリートダンス中高生（月） 中高生 月曜日20:00～21:30 3/16

学園　ストリートダンス中高生（金） 中高生 金曜日20:00～21:30 3/13,20

学園　ストリートダンス中高生（土） 中高生 土曜日18:30～20:00 3/14

■つくば南クラス（場所：イオンモールつくば平面駐車場内　つくばFCクラブハウス2階）

クラス名 対象 レッスン日時 体験可能日 備考

つくば南　キッズストリート小学生（土） 小学生 土曜日13:45～15:00 3/14
4月からレッスン時間が14:15～15:30に変更

4月から担当講師変更（會津→藤田）

つくば南　ストリートダンス中高生（土） 中高生 土曜日18:00～19:30 3/14

■阿見スタジオ
クラス名 対象 レッスン日時 体験可能日 備考

阿見　ちびっこストリート（火） 4歳～未就学児 火曜日16:15～17:15 2/25　3/3,10,17 4月から担当講師変更（伊波→圖司）

阿見　ちびっこストリート（土） 4歳～未就学児 土曜日11:15～12:15 2/29　3/7,14

阿見　キッズストリート小学生（火） 小学生（1～6年生） 火曜日17:15～18:30 3/10,17

阿見　キッズストリート小学生（木） 小学生（1～6年生） 木曜日17:15～18:30 3/12,19

阿見　キッズストリート小学生（金） 小学生（1～6年生） 金曜日17:15～18:30 3/13,20 4月から担当講師変更（坂本→梅村）

阿見　キッズストリート小学生（土） 小学生（1～6年生） 土曜日9:45～11:00 3/14

阿見　ストリートダンス中高生（月） 中高生 月曜日18:30～20:00 3/16,23

阿見　ストリートダンス中高生（金） 中高生 金曜日18:30～20:00 3/13,20 4月から担当講師変更（坂本→梅村）

阿見　ストリートダンス中高生（土） 中高生 土曜日17:00～18:30 3/14 4月から担当講師変更（坂本→久保田）

■龍ヶ崎スタジオ
クラス名 対象 レッスン日時 体験可能日 備考

龍ヶ崎　ちびっこストリート（火） 4歳～未就学児 火曜日16:00～17:00 2/25　3/3,10,17

龍ヶ崎　ちびっこストリート（土） 4歳～未就学児 土曜日12:15～13:15 2/29　3/7,14,28

龍ヶ崎　キッズストリート小学生（月） 小学生（1～6年生） 月曜日17:00～18:15 3/16

龍ヶ崎　キッズストリート小学生（火） 小学生（1～6年生） 火曜日17:00～18:15 3/10,17

龍ヶ崎　キッズストリート小学生（土） 小学生（1～6年生） 土曜日13:30～14:45 3/14,28

龍ヶ崎　キッズストリート高学年（月） 小学4～6年生 月曜日18:15～19:30 3/16 4月から担当講師変更（坂本→國本）

龍ヶ崎　ストリートダンス中高生（月） 中高生 月曜日19:30～21:00 3/16

龍ヶ崎　ストリートダンス中高生（土） 中高生 土曜日18:15～19:45 3/14,28

■守谷スタジオ
クラス名 対象 レッスン日時 体験可能日 備考

守谷　ちびっこストリート（水） 4歳～未就学児 水曜日16:00～17:00 2/26　3/4,11,18 4月からレッスン場所が新守谷スタジオ［守谷市松前台1-3-2］に変更

守谷　ちびっこストリート（土） 4歳～未就学児 土曜日12:15～13:15 2/29　3/7,14

守谷　キッズストリート小学生（月） 小学生（1～6年生） 月曜日17:15～18:30 3/16,23 4月から担当講師変更（會津→北奥）

守谷　キッズストリート小学生（水） 小学生（1～6年生） 水曜日17:15～18:30 3/11,18 4月からレッスン場所が新守谷スタジオ［守谷市松前台1-3-2］に変更

守谷　キッズストリート小学生（土） 小学生（1～6年生） 土曜日13:30～14:45 3/14

守谷　ストリートダンス中高生（月） 中高生 月曜日19:30～21:00 3/16,23 4月から担当講師変更（會津→北奥）

守谷　ストリートダンス中高生（土） 中高生 土曜日18:45～20:15 3/14

★ ストリートダンス
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■Dシアター ／ 守谷スタジオ
クラス名 対象 レッスン日時 体験可能日 備考

Dシアター　JAZZ小学生 小学生（1～6年生） 火曜日17:15～18:30 3/10,17

Dシアター　JAZZ中高生 中高生 火曜日20:00～21:30 3/10,17

守谷　JAZZ小学生 小学生（1～6年生） 金曜日17:00～18:15 3/13,20 4月からレッスン場所が新守谷スタジオ［守谷市松前台1-3-2］に変更

守谷　JAZZ中高生 中高生 金曜日18:30～20:00 3/13,20 4月からレッスン場所が新守谷スタジオ［守谷市松前台1-3-2］に変更

◎育成コース
クラス名 対象 レッスン日時 体験可能日 備考

Dシアター　初等科（水） 4歳～未就学児 水曜日16:15～17:15 2/12,19,26   3/4,11,18 4月から担当講師変更（伊藤→伊波）

Dシアター　初等科（金） 4歳～未就学児 金曜日16:15～17:15 2/7,14,21,28   3/6,13,20 4月から担当講師変更（伊藤→伊波）

つくば　初等科（土） 4歳～未就学児 土曜日12:00～13:00 2/8,15,22,29   3/7,14

つくば　中等科Ｂ（月）（土） 小学生　初心者
月曜日17:00～18:15
土曜日14:15～15:30

  月曜日　2/10,17,24  3/2,9,16,23
  土曜日　2/8,15,22   3/7,14

Dシアター　中等科Ｂ（水）（金） 小学生　初心者
水曜日17:15～18:30
金曜日17:15～18:30

  水曜日　2/12,19   3/4,11,18
  金曜日　2/7,14,21　3/6,13,20

4月から担当講師変更（伊藤→伊波）

◎エンジョイコース
クラス名 対象 レッスン日時 体験可能日 備考

つくば　エンジョイバレエ（月） 小学生 月曜日18:15～19:30 2/10,17,24　3/2,9,16,23

つくば　エンジョイバレエ（土） 小学生 土曜日13:00～14:15 2/8,15,22,29　3/7,14 4月から担当講師変更（西園→伊波）

新守谷　エンジョイバレエ（土） 小学生 土曜日9:30～10:45 2/15,29　3/7,14 4月から担当講師変更（岡田→伊波）

■Dシアター ／ 新守谷スタジオ
クラス名 対象 レッスン日時 体験可能日 備考

Dシアター　コンテンポラリー児童Ｂ（土） 4歳～小学生低学年 土曜日13:00～14:00 2/8,15,22   3/7,14 4月からレッスン時間変更（11:30～12:30）

Dシアター　コンテンポラリー児童Ａ（土） 小学生 土曜日14:00～15:15 2/8,15,22   3/7,14 4月からレッスン時間変更（12:30～13:45）

新守谷　コンテンポラリー児童Ｂ（月） 4歳～小学生低学年 月曜日16:15～17:15 2/10,17,24   3/9,16,23

新守谷　コンテンポラリー児童Ａ（月） 小学生 月曜日17:15～18:30 2/10,17,24   3/9,16,23

★ JAZZ

★ バレエ

★ コンテンポラリーダンス
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