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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 ▼漢検締切
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 ■検定試験 ▼英検締切
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 10:30-12:00(土曜日)

◆=ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ自考力 9:00-10:30(土曜日)
日 月 火 水 木 金 土

9/1 9/2 ㉚● ９/３ ★※ 9/4 ★※ 9/5 ㉙ 9/6 ㉙ ▼ 9/7 ㉚●◆

9/8 9/9 ▼ ㉛ ９/１０ ㉚ 9/11 ㉚● 9/12 ㉚ 9/13 ㉚● 9/14 ㉛▼

9/15 9/16 ㉜※ ９/１７ ㉛ 9/18 ㉛ 9/19 ㉛ 9/20 ㉛ 9/21 ㉜●◆

9/22 9/23 休 ９/２４ ㉜ 9/25 ㉜● 9/26 ㉜ 9/27 ㉜● 9/28 ■ ㉝

9/29 9/30 ㉝● １０/１ ㉝ 10/2 ㉝ 10/3 ㉝ 10/4 ㉝ 10/5 ■ ㉞●◆

10/6 10/7 ㉞● １０/８ ㉞ 10/9 ㉞● 10/10 ㉞ 10/11 ㉞● 10/12 ㉟▼

10/13 10/14 ㉟ 10/15 ㉟ 10/16 ㉟ 10/17 ㉟ 10/18 ㉟ 10/19 ㊱●◆

10/20 10/21 ㊱● 10/22 ㊱祝※休 10/23 ㊱● 10/24 ㊱ 10/25 ㊱● 10/26 ㊲ ◆

10/27 １０/２ 8 ㊲ 10/29 ㊲ 10/30 ㊲ 10/31 ㊲ 11/1 ㊲●◆ 11/2 ㊳●◆

11/3 11/4 ㊳ １１/５ ㊳ 11/6 ㊳● 11/7 ㊳ 11/8 ㊳●■ 11/9 ㊴

11/10 ■ 11/11 ㊴● １１/１２ ㊴ 11/13 ㊴ 11/14 ㊴ 11/15 ㊴ ■ 11/16 ㊵●◆

11/17 11/18 ㊵● １１/１９ ㊵ 11/20 ㊵● 11/21 ㊵ 11/22 ㊵● 11/23 休

11/24 11/25 休※ １１/２６ 休※ 11/27 休※ 11/28 休※ 11/29 休※ 11/30 ㊶

12/1 12/2 ㊶● １２/３ ㊶ 12/4 ㊶● 12/5 ㊶ 12/6 ㊶● 12/7 ㊷●◆

12/8 １２/９ ㊷ 12/10 ㊷ 12/11 ㊷ 12/12 ㊷ 12/13 ㊷ 12/14 ㊸●◆

12/15 12/16 ㊸● １２/１７ ㊸ 12/18 ㊸● 12/19 ㊸ 12/20 ㊸● ▼ 12/21 ◆

12/22 12/23 休★ 12/24 ※ 12/25 ※ 12/26 ★ 12/27 ★ 12/28 ★

12/29★ 12/30 休★ 12/31 休 1/1 休 1/2 休 1/3 休 1/4 休

英語検定 数学検定 漢字検定 文章英検 英検ＪＲ
申込 締切 9/6(金) 10/12(金) 9/14(土) 9/19(土） 10/14(金) 9/14(土) 村山 昭島

検定試験日 11/16(土) 10/18(金) 10/16(土) 1/10～ 1/20 BRONZE 9:30 14:00
一次 10/5 （土) 17:00~ 時間は各教室毎に決定、

二次 11/10(日) 17:30~ 17 ： 00～ テスト期間中の任意の日 SILVER 10:30 15:00
試験時間 1次試験 6級迄 を先生と相談

17 ： 00~ 19:00~ 左記は英検 JR GOLD 11:30 13:00
５級以上

※各検定試験は、高校受験、大学受験の際、 英検 JRは、上記月曜日から金曜日までの期間
大変有利な資格試験です。 に先生と相談のうえ、日程を決定、又は 1月の指定日に受験。
しっかり準備して受験しましょう。 ※ 7月からオンライン練習中のメンバーの試験日程は
※ 10/22(火)は祝日になった関係で、通常レッスンを全て 9月 20日まで。
お休みします。小学生は前後の日に 2 コマ連続、中高生 又は 9/14 （土）上記指定時間に受験してください。
は、定期テスト対策に振り替えます。小学生には別紙にて ※月曜クラス、 9/16休講⇒ﾚｯｽﾝあり、 9/23⇒休講 に
詳細連絡します。 変更します。中学生定期テストの関係です。
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2級 高１ 田中 蕗奈 ２級 高２ 政野 優介 ５級 中１ 谷野 麻衣 準 2級 中３ 小町 美空

準 2級 中２ 井上 優 準 2級 中 3 小町 美空 ６級 小５ 伊藤 陽向 ４級 中 2 谷野 麻衣

４級 中２ 広瀬 貴香子 準２級 中３ 政野 美和 ９級 小３ 舩木 叶太 ５級 小６ 外園 脩悟

４級 中 1 乙幡 歩友夢 ３級 中 3 赤羽 蒼 １０級 小３ 萩野 葵 ５級 小６ 十時 空

4級 小６ 伊藤 昇陽 ３級 中 2 加藤 未来 １０級 小２ 服部 新 ５級 小６ 生方 悠太郎

４級 小５ 伊藤 陽向 ３級 中 3 加留部 裕子 １１級 小１ 伊藤 瑠奈 ９級 小２ 塚狭 優里

4級 小５ 豊浦 彩月 ３級 中３ 藤森 愛里 １１級 小 1 伊藤 奏向 １０級 小２ 堀越 穏七

４級 小５ 中川 稟子 ３級 中３ 和田 涼代 ｼﾙﾊﾞｰｽﾀｰ幼 萩野 瑠璃子

４級 小５ 能城 結子 ３級 中 3 田口 瑚香菜

４級 小３ 伊藤 遼祐 4級 小６ 小野村 はな

４級 小５ 横山 陽乃 ４級 小６ 十時 空

5級 小６ 青木 成美 ４級 小６ 福井 嘉椰

５級 小３ 長谷川 義 ４級 中３ 和田 涼代
BRONZE SLVER

５級 小６ 朝比奈 主麿
※ 年齢表記は、受験当時のものです。 小４ 尾崎 康太 小３ 中川 穂香
現在は次の学年の場合もあります。 ５級 小６ 白 巴徳日胡

小４ 伊藤 衣吹 小３ 舩木 叶太
５級 小６ 外園 脩悟

小４ 内野 翔太
５級 小５ 内野 翔太

小５ 鳥海 穂香 GOLD
５級 小５ 濱本 夏輝

本年 10月より、消費税が１０％に 小５ 依田 隆太郎 小３ 政野 純平
変更されます。 ５級 小５ 加藤 芽衣

小５ 外園 脩悟
それに伴いまして、 会費、教材費、 ５級 小５ 小林 蒼生
季節費等 、全ての費用が 小５ 阿部 心哉
新税率となります。

小３ 富樫 怜慈
ご理解、ご協力のほど、よろしくお願
いいたします。 小２ 吉岡 弥澪

隂山英男先生監修の
能力開発型のそろばん教室！


