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TILA Tokyo International Learning Academy
表示マーク説明

武蔵村山校：〒２０８－００１１ 武蔵村山学園5-3-1､ ℡. 042-567-8555､FAX567-8556 ★夏期特別レッスン体制
昭島校： 〒196-0022 昭島市中神町1157-11 KSビル１F ℡．&FAX 042-544-4446 ◆；イベント

瑞穂殿ヶ谷校：〒190-1212 瑞穂町殿ヶ谷777-7 ℡&FAX 042-513-8655 ○；通常ﾚｯｽﾝ、◎；小学生のみ通常、

青梅姉妹校；〒198-0024 青梅市新町2-22-2 Ｔｅｌ&FAX 0428-30-0711 ●=ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ自考力ﾌﾞﾙｰｻｰｸﾙ
★=ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞﾊﾟｰﾌﾟﾙｽﾀｰ ＊７/１９～ 8月いっぱいは、サマー特別体制でレッスンを行います。

日 月 火 水 木 金 土 夏期講習、サマースペシャルの他に、児童英語コース受講メンバー向けに、サバイバルｲﾝｸﾞﾘｯｼｭ
5/27 5/28 ○⑲ 5/29 ○⑲ 5/30 ○⑱ 5/31 ○⑱ 6/1 ○⑲ 6/2 ○⑳★ 特別コースを設け、みなさんにチャレンジしていただきます。

6/３ 6/4 ○⑳★ 6/5 ○⑳ 6/6 ○⑲● 6/7 ○⑲ 6/8 ○⑳● 6/9 ㉑○ ●

6/10 6/11 ㉑○ 6/12 ㉑○ 6/13 ○⑳ 6/14 ○⑳ 6/15 ㉑○ 6/16 ㉒○ ★

6/17 6/18 ㉒○ ★ 6/19 ㉒○ 6/20 ㉑○ ● 6/21 ㉑○ 6/22 ㉒○ ● 6/23 ㉓○ ●

6/24 6/25 ㉓○ 6/26 ㉓○ 6/27 ㉒○ 6/28 ㉒○ 6/29 ㉓○ 6/30 ㉔○ ★

7/1 7/2 ㉔○ ★ 7/3 ㉔○ 7/4 ㉓○ ● 7/5 ㉓○ 7/6 ㉔○ ● 7/7◆ 休講

7/8 ﾟ 7/9 ㉕○ 7/10 休※ 7/11 休※ 7/12 休※ 7/13 休※ 7/14 ㉕〇 ●★

7/15 7/16休講 海の日 7/17 ㉕〇 7/18 ㉔○ ● 7/19 ㉔〇 ★ 7/20 ㉕〇 ★● 7/21 休講

7/22 7/23 ★ ㉖○ ★ 7/24 ㉖○ ★ 7/25 ㉕○ ★ 7/26 ㉕〇 ★ 7/27 ㉖〇 ★● 7/28 ★ ㉖〇 ●★ 詳細
は裏面

7/29 7/30 ㉗○ ★ 7/31 ㉗○ ★ 8/1 ㉖○ ★ 8/2 ㉖○ ★ 8/3 ㉖〇 ★● 8/4 ㉗〇 ●★ をご覧
く だ さ

＊休講日 ； 7/7(土)はｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟのため休講日に変更しました。 い。
7/10(火)～ 7/13(金)と 7/16(月) は年間レッスン回数の関係で休講です。 7/21(土)休講です。
ただし、休講期間中に定期テストが行われる場合は、相談の上、対策日を設けます。

そろばんの仕組みを iPadで応用した、新しい暗算学習法です。
＊夏期レッスン体制・夏期講習 ： 7/１９～8/31の期間は夏季特別体制で行います。 詳細は別紙にてお知らせします。 短期効率的に一生の財産となる「イメージ暗算」（そろばん式暗算）が身につきます！

2000 年の歴史を持つそろばんの仕組みを、 iPad 上にオンオフ式で展開し、暗算モードを付加したこ
＊ロボットプログラミング B日程メンバーへ ； ７/１４、７/２８（土)のレッスンは、９：００～１０：３０に行います。 とで、「イメージ暗算」習得を目的とした新しい暗算学習法を実現しました。

※検定試験 ； 下記日程で、検定が行われます。 検定申し込み用紙（別紙）にご記入の上、申し込んでください。
メンバーの家族、友人は受験可能です。 7/7(土)の数検は定員に足りず中止、下記のように 9/29実施予定です。

英検 漢検 数検 文章検定 英検 JR.（児童英検）
6/16 （土） 試験時間

申込締切 4/27(金) 5/12(土) 8/18(土) 7/20(金) 5/12(土) 本年も朝日新聞社、私塾協同組合主催の【朝日新聞ニュース作文コンクール】をおこないます。
締切済み 締切済み 村山 昭島 ブルーベアースクールでは、過去に、毎年、２～３名の入賞者を出しています。

今年も、多くの皆さんの参加を期待しています。 夏休み中に練習して、書きあげましょう。
検定試験日 6/2(土) 6/15(金) 9/29(土) 8/21(火) 6/9(土)～ 6/16(土) BRONZE 10:30 14:00

一次 7/8(日)
二次 持ち物； ｺ ﾝ 時間は各教室毎に決定、 SILVER 11:30 15:00

1次試験 ﾊﾟｽ、定規､ テスト期間中の任意の日 GOLD
試験時間 18 ： 00~ 18:00~ 計算機 15:00~ を先生と相談

(予定) 時間詳細は 18:00～
後日連絡

児童英検は、上記月曜日から金曜日までの期間

※各検定試験は、高校受験、大学受験の際、大変有利な資格 に先生と相談のうえ、日程を決めていただくか、

試験です。 しっかり準備して受験しましょう。 6/16 （土）上記指定時間に受験してください。
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本年 3月 3日に行われました、数学検定試験の
合格者を発表いたします。
次回数学検定試験は、 7/7→ 9/29(土)に変更になりました。

準 2級 高 1 岩永 大和 ４級 中２ 粕谷 健太 ６級 小６ 谷野 麻衣 １０級 小２ 谷治 結良
3級 中３ 小島 一真 ４級 中２ 成田 航 ７級 小５ 藤森 里奈 １１級 小１ 服部 新
４級 中２ 山口 瞳 ４級 中２ 原 柊太 ８級 小４ 伊藤 陽向 １１級 小１ 山本 碧海

ゲームやランキングで毎日の学習が習慣化！
新しい課題は動画をみて、毎日ミッションを進めていき

この３つの特長を軸に、読書を通じてオールイングリッシュの学習環境を実現し、 ます。
英語を英語のまま丸ごと理解していくのが YOM-TOX なのです。 そろタッチには 20 種類以上のゲームがあり、お子様の
オックスフォード大学出版局の ORT シリーズ（ Oxford Reading Tree ）を採用しました。“ レベルに応じて必要なゲームが出来ます。楽しくゲー

Oxford Reading Tree Scheme ”（ ORTを用いた読解教授法）は固有名詞化するほどの、信頼 ムをしながら、実力がアップしていきます。
のシリーズです。グレードは 10 段階。各グレードに 12 ～ 24 冊が揃い、全部で 200 冊を超え 毎日の学習は、翌日のランキングに掲載されます。全学
る良書が用意されています。 習者を対象とした総合ランキングや学習レベルに対応
YOM-TOX では、ヘッドフォンを使って朗読音声を聴きながら、 1 人ひとりが自分のレベル した種目別ランキング、はやおきランキングなど、様々
にあった本を読んでいきます。リスニングとリーディングを同時に行うのが英語学習の大 な角度から全てのお子様がランキングを狙えます。
切なポイントの１つです。 ランキングに名前が載るとお子様のモチベーションが
YOM-TOX では、朗読音声・書籍（ ORT ）・ワークブック・アプリのほとんどが英語。日本語表 アップ、上位を目指して自発的に学習に取り組む生徒
記は一部の単語学習を除いてありません。もちろん初回受講時には日本語で学習の進め が増えています。
方を説明しますが、やり方がわかればあとはオールイングリッシュ。ネイティブの子どもた 新しい単元にはわかりやすい動画があり、お子様が自
ちが母国語を習得する手順を取り入れ、英語を英語で理解する時間の積み重ねの中で、 分の力で進める仕様になっています。
自然に英語の基礎力を高めます。

そろタッチでは全ての学習履歴が残る
ため、お子様の学習状況や進捗を
リアルタイムで確認できます。

「りれき」画面には、お子様の１週間の学
習内容が細かく表示され、

間違えた問題の復習も可能です。 「げ
っかん」画面では、学習者に
占める自分の学習日数、正解率等順位
や種目別正解率などがわかります。

「マイマップ」では、学習開始後の自分
の軌跡をみることができます。


