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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
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ｸﾞﾘｰﾝﾀﾞｲｱ
日 月 火 水 木 金 土 １ 部 昭島・瑞穂メンバー 13:00-14:30 ゲーム、プレゼント交換、ケーキﾀｲﾑ

12/2 12/3 ㊶○ ● 12/4 ㊶○ 12/5 ㊶○ ● 12/6 ㊶○ 12/7 ㊶○ 12/8 ㊷○ ※検定合格発表

２ 部 武蔵村山幼児~小 4 15:00-16:20
12/9 12/10 ㊷○ 12/11 ㊷○ 12/12 ㊷○ 12/13 ㊷○ 12/14 ㊷○ ● 12/15 ㊸○ ●◆ ｸﾗｽによる初級低学年中心 ※チャンツ、歌等をクラス単位で練習して

いるため、クラス毎に参加時間を決定させ

12/16 12/17 ㊸○ ● 12/18 ◎㊸ 12/19 ◎㊸● 12/20 ◎㊸ 12/21 ◎㊸ 12/22◆ ｸﾘｽﾏｽ P ３ 部 武蔵村山小学１～６ 16:40-18:10 て頂きます。
クラスによる、高学年中心

12/23 12/24 休★ 12/25 休★ 12/26 休★ 12/27 休★ 12/28 休★ 12/29 休★
※プレゼント交換： プレゼント交換を行います。

12/30★ 12/31 休 1/1 休 1/2 休 1/3 休 1/4 休★ 1/5★ 〇① 500円~700円程度のプレゼントを１つ持ってきてください。(男女別に行います。）
※詳細プログラムは、当日受付でお渡しします。

1/6 1/7 ★ ◎①● 1/8 〇① 1/9 〇①● 1/10 〇① 1/11 〇①● 1/12 〇②●◆

1/13 1/14 〇② 1/15 〇② 1/16 〇② 1/17 〇② 1/18 〇② 1/19 〇③

1/20 1/21 〇③● 1/22 〇③ 1/23 〇③● 1/24 〇③ 1/25 〇③● 1/26 〇④●◆ （ 会場近くに、市民会館用無料駐車場があります。 ）

1/27 1/28 〇④ 1/29 〇④ 1/30 〇④ 1/31 〇④ 2/1 〇④ 2/2 〇⑤

2/3 2/4 〇⑤● 2/5 〇⑤ 2/6 〇⑤● 2/7 〇⑤ 2/8 〇⑤● 2/9 〇⑥●◆

2/10 2/11 〇⑥ 2/12 〇⑥ 2/13 〇⑥ 2/14 〇⑥ 2/15 〇⑥ 2/16 〇⑦
2018 ， 12/24~1/7は冬期講習期間です。 冬休み、冬期講習と同時期、下記講座があります。

2/17 2/18 〇⑦● 2/19 〇⑦ 2/20 〇⑦● 2/21 〇⑦ 2/22 〇⑦● 2/23 〇⑧●◆ 通常ﾚｯｽﾝはお休みです。
詳細は別紙をご覧ください。 【英検対策講座】 【漢字計算力アップ講座】

2/24 2/25 〇⑧ 2/26 〇⑧ 2/27 〇⑧ 2/28 〇⑧ 3/1 〇⑧ 3/2 〇⑨ 【言葉の学校集中講座】
中高生は、必修講座です。

3/3 3/4 〇⑨● 3/5 〇⑨ 3/6 〇⑨● 3/7 〇⑨ 3/8 〇⑨● 3/9 〇⑩●◆ また、現小学 6 年生は、中学準備講座を行いま 新講座 【英語速聴読 YOM-TOX 】
す。 【暗算式ｿﾛﾊﾞﾝ そろタッチ】

3/10 3/11 〇⑩ 3/12 〇⑩ 3/13 〇⑩ 3/14 〇⑩ 3/15 〇⑩ 3/16 〇⑪●◆ ｳｲﾝﾀｰスペシャルでレベルアップを図りましょう。

3/17 3/18 〇⑪● 3/19 〇⑪ 3/20 〇⑪● 3/21 〇⑪ 3/22 〇⑪● 3/23 休

3/24 3/25 休※ 3/26 休※ 3/27 休※ 3/28 休※ 3/29 休※ 3/30 〇⑫

英語検定 数学検定 漢字検定 文章英検 英検ＪＲ
申込 締切 12/21(金) 1/19(土) 5/9(土) 12/21(金) 3/16(土) 村山 昭島

検定試験日 3/2(土) 6/4(土) 夏に実施 3/15(金)～ 3/20(水) BRONZE 9:30 14:00 英検 JRは、 2018年 10月検定より、オンライン版に変更になりました。
一次 1/26 （土) 17:00~ 予定 検定までの 3か月間、ご家庭で、スマートフォン、タブレット、パソコン等で、毎日学習できます。
二次 3/3(日) 持ち物；ｺﾝ 17:00~ 時間は各教室毎に決定、 SILVER 10:30 15:00 3か月間の練習は検定費用に含まれています。

試験時間 1次試験 ﾊﾟｽ、定規､ テスト期間中の任意の日 『ドリル＆ゲーム』 『模擬テスト』も楽しく学習。 英検 JRのテスト形式に慣れ、ボキャブラリーも増えます。
18 ： 00~ 計算機 を先生と相談 GOLD 11:30 13:00
後日連絡 ラーニングやテストでわかるようになったことばや表現が記録され、自分だけのアルバムができます。

※各検定試験は、高校受験、大学受験の際、大変有利な資格 児童英検は、上記月曜日から金曜日までの期間 カードが増えることによって自信になります。
試験です。 しっかり準備して受験しましょう。 に先生と相談のうえ、日程を決めていただくか、 すでに、英検 5級、 4級合格の人も、ぜひ英検 JRの Goldにトライしよう!!

3/16 （土）上記指定時間に受験してください。
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準２級 中学3 吉住 沙倉 3級 中3 三浦 真央 ４級 中２ 和田 涼代 準２級 高３ 美浦 礼太郎

３級 中学3 尾崎 洋輔 3級 中3 武内 七海 準２級 高３ 渋谷 栞南

３級 小学6 長谷川 巧 3級 中3 山口 瞳 ２級 高３ 渋谷 栞南 ４級 中３ 武内 七海

３級 中学1 石谷 瑞季 ３級 中3 成田 航 (１次) ３級 中３ 山口 瞳 ４級 中３ 成田 航

３級 中学2 衛藤 勇貴 3級 中3 原 柊太 (１次) ４級 中２ 上田 瑚々南 ４級 中１ 吉村 公汰

３級 中学2 小町 美空 4級 中3 尾崎 洋輔 (１次) ６級 小５ 十時 空良 ４級 中３ 佐々木 雅斗

３級 中学3 原 柊太 6級 中1 舩木 心太 ７級 小５ 濱本 夏輝 ４級 中３ 馬場 達貴

３級 中学2 吉岡 心彩 10級 小2 山本 碧海

３級 中学2 吉住 安紗季

３級 中学1 加藤 未来(１次）

４級 中学2 加留部 裕子

４級 中学2 田口 瑚香菜

５級 小学5 伊勢田 結登

５級 小学5 生方 悠太郎


