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●ZOOMでのオンライン見学も可能です！

●体験・見学のお申込方法

■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　JAZZ小学生 小学生（1～6年生） 火曜日17:15～18:30 3/9,16,23

Dシアター　JAZZ中高生 中高生 火曜日20:00～21:30 3/9,16,23

新守谷　JAZZ小学生 小学生（1～6年生） 金曜日17:00～18:15 3/12,19,26

新守谷　JAZZ中高生 中高生 金曜日18:30～20:00 3/12,19,26

◎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16:00～17:00 2/24   3/3,10,17

つくば　初等科（土） 4歳～未就学児 土曜日12:00～13:00 2/20,27   3/6,13,20

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　3/1,8,15,22
  土曜日　3/6,13,20

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　3/10,17
  金曜日　3/5,12,19

◎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 2/15,22　3/1,8,15,22

つくば　エンジョイバレエ（土） 小学生 土曜日13:00～14:15 2/20,27　3/6,13,20

新守谷　エンジョイバレエ（土） 小学生 土曜日9:30～10:45 3/6,13,20

■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11:30～12:30 3/13,20,27

Dシアター　コンテンポラリー児童Ａ（土） 小学生 土曜日12:45～14:00 体験不可 ZOOMでのオンライン見学は可能

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 3/15,22

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 3/15,22

D-Lifeダンススクール こどもクラス

2021年2・3月 体験可能日一覧
体験レッスン・見学は希望日の前日までに「お申込みフォーム」よりお申込みください。

必ず、事前にお申込みが必要です。
※体験受け入れ可能人数の上限に達した場合は、その時点で締切となりますので、ご了承ください

2021年度の募集に向けて、ZOOMでのオンライン見学を受付します！

「スケジュールの都合で、家からオンラインで見られるなら見学してみたい」「希望の体験日程が満員で締切になっていたけど、レッスンを見てみたい」という場

合など、ご希望の方はZOOMオンライン見学が可能です！
※実際のレッスンが行われている曜日・時間にライブ配信を見学していただきます

※アーカイブ（レッスン時間外でも見られるレッスン動画の配信）は予定しておりませんので、ご了承ください

右記の【体験レッスン／見学のお申込みフォーム】より、お申込みください。 https://req.qubo.jp/d-life/form/taiken
※事前にお申込みが必要です。

※体験受け入れ可能人数の上限に達した場合は、その時点で締切となりますので、ご了承ください。

※どのクラスで体験をすればいいか分からない、という場合はD-Lifeダンススクール事務局までお問い合わせください。

★ JAZZ

★ バレエ

★ コンテンポラリーダンス

https://req.qubo.jp/d-life/form/taiken
https://req.qubo.jp/d-life/form/taiken
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D-Lifeダンススクール こどもクラス

2021年2・3月 体験可能日一覧
体験レッスン・見学は希望日の前日までに「お申込みフォーム」よりお申込みください。

必ず、事前にお申込みが必要です。
※体験受け入れ可能人数の上限に達した場合は、その時点で締切となりますので、ご了承ください

■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・見学可能日 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 2/25　3/4,11,18,25

Dシアター　ちびっこストリート（土） 4歳～未就学児 土曜日10:30～11:30 3/6,13,20,27

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 3/8,15,22

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 3/9,16,23

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 3/11,18,25

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 体験不可 ZOOMでのオンライン見学は可能

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 体験不可 ZOOMでのオンライン見学は可能

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 3/8,15,22

学園　ストリートダンス中高生（金） 中高生 金曜日20:00～21:30 3/12,19,26

学園　ストリートダンス中高生（土） 中高生 土曜日18:30～20:00 3/13,20,27

■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14:15～15:30 体験不可 ZOOMでのオンライン見学は可能

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 体験不可 ZOOMでのオンライン見学は可能

■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 2/16,23　3/2,9,16,23

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 2/20　3/6,13,20,27

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 3/9,16,23

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 3/11,18,25

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 3/12,19,26

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 体験不可 ※2/27（土）は代講のため、見学も不可

阿見　ストリートダンス中高生（月） 中高生 月曜日18:30～20:00 3/8,15,22

阿見　ストリートダンス中高生（金） 中高生 金曜日20:00～21:30 体験不可

阿見　ストリートダンス中高生（土） 中高生 土曜日17:00～18:30 3/13,20,27

■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 2/16,23　3/2,9,16,23

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 2/20,27　3/6,13,20,27

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 3/8,15,22

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 3/9,16,23

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 3/13,20,27

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 3/8,15,22

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 3/8,15,22

龍ヶ崎　ストリートダンス中高生（土） 中高生 土曜日17:15～18:45 3/13,20,27

■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（土） 4歳～未就学児 土曜日12:15～13:15 3/6,13,20,27

守谷　キッズストリート小学生（月） 小学生（1～6年生） 月曜日17:00～18:15 体験不可 ZOOMでのオンライン見学は可能

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 体験不可 ZOOMでのオンライン見学は可能

守谷　ストリートダンス中高生（月） 中高生 月曜日19:30～21:00 3/8,15,22

守谷　ストリートダンス中高生（土） 中高生 土曜日18:45～20:15 体験不可 ZOOMでのオンライン見学は可能

■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

新守谷　ちびっこストリート（水） 4歳～未就学児 水曜日16:00～17:00 3/3,10,17,24

新守谷　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 3/10,17,24

新守谷　キッズストリート小学生（土） 小学生（1～6年生） 土曜日17:00～18:15 3/13,20,27

新守谷　ストリートダンス中高生（土） 中高生 土曜日20:00～21:30 3/13,20,27

★ ストリートダンス


