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全双方向オンラインレッスン
このスケジュールは、学校、都、国の状況により、突然
変更する場合もありますので、ご了承下さい。

P W 熊谷 苫野 道姓蒼一 東木 篤史 +T ｵｰﾅｰ Robert 3931836585
は ９４２５６７８ ５５５ ７３６６６２０ ０１０ 925902 ５５８１１４ 2555659993 939335
bbs 月曜 木曜 月曜 木曜 1407 ６６６７ 月曜 木曜 5987 月曜日 木曜日

16:00 児英小 3女 児童英③ 中２国 A 児童英⑤ ▲英検４ 児英宿題 個別 小数演２ ことば 児英小 3 男子 児英小 3女

17:00 中１英 A 中１英 A 小５，６国 小３，４国 中 2社 Tot本文 sp 小４算/個 小４算/個 ことば 児英５歳~小２ 児英小 4,5,6①

18:00 中３英 A 中３英 A 児童英⑤ ｿﾛﾀｯﾁ ▲英検準２ TOT中 1英 小６算/個 小６算/個 高２英 児英小 4,5,6④ 児英小 4,5,6②

19:00 中２英 中２英 中２国 B 中２国Ａ ▲英検５ TOT中 1英 中 1数 中 1数 OW中 1英 OW中 3英

20:00 高１英 高１英 中 1国 中 1国 中 1英Ｂ 昭瑞中３英 中３数 中３数

21:00 高３英 高３英 中３英 B 中３英 B ▲英検３ 昭瑞中３英 中２数 中２数

熊谷 苫野(火) 道姓蒼一郎 深澤 篤史 +T2,3 Robert 英検準 1級
は高３必修

15:00 児童英小４，５，６① 中 1社 英検準 1級 児童英語①はどちら
か可能な時間選択

16:00 KEG=Y&M 児英小 4,5,6④ ▲英検４ 個別 小３男子数 児童英小３女子 小数演＝小学算数
講義後の問題演習

17:00 児童英小３男子 YOM-TOX S ＨＳ 個別 小３女子数 児童英小４，５，６② 略語 RPR＝
ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ

18:00 BB文庫３～５年 中 3国 A ▲英検準２ 中１理 中１数 児童英小 4,5,6③
数 HCは学校の

19:00 児童英小４，５，６ KE① 中 3英 B ▲英検 3級 高校数 SHS 個 中２数 ＯＷ中２英 宿題 Homework
Check質問時間

20:00 高 1英 中３国Ｂ Ho,To中 3英 高校数 SHS 個 中３数
昭島 RPR=ｵｰﾅｰ

21:00 中 2英 OW ﾜｰｸ SHS 個 個

熊谷６/３、 6/17(水) 寺本 16:00~18:30 篤史 16:00~20:00 昭島児童英語宿題と speakingは
16:00 瑞穂 瑞穂校(月 2回) 昭島校、算、ｺﾄﾊﾞ、高校質 (月木)はｵﾝﾗｲﾝ、
17:00 宿題 HW ﾁｪｯｸ ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸ 疑 6/6,6/27(土)16:00~ 昭島校にて

ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ(月 2回) 詳細は zoom レッスン時決定

熊谷 道姓蒼一郎 深澤 篤史+T1,2 ｵｰﾅｰ(金のみ) Robert ▲有料
講座

14:00 高３英 中 1 Ｂ 中３理 ｺﾄﾊﾞ・漢小 1,2 OS金 英検は
５級～ 2 級

15:00 中 3英 OW ﾜｰｸ ▲英検準２ SHS ｺﾄﾊﾞ・漢小４ ＳＨ金 1,600円

16:00 児童英小４，５，６② ▲英検４級 小３女子算/ 小６ ｺﾄﾊﾞ・漢小５、６ 児童英小３男子 準１級は
2,000円

17:00 児童英小 1,2 中３社会 高校数 小３男子算/ 個 ｺﾄﾊﾞ漢小３ 児童英小４，５，６ KE① 事前に申込、振込
み下さい。

18:00 小６数ﾌﾟﾗｽ ▲英検３級 高校数 SHS 小数ﾌﾟﾗｽ ｺﾄﾊﾞ中 2 児童英小４，５，６ KE③

19:00 中１英 OW ﾜｰｸ SHS SHS SHS ｺﾄﾊﾞ中 1 TM金

テスト対策
熊谷 Robert 篤史 宿題お助け隊＝ SHS自由参加中高生

10:00 天声人語(小 3~中 2 ） 2~4歳土曜生 RPR 中 2英暗唱/ﾁｪｯｸ 児童英語小 4 ､５，６年生
KE ①：英検５級合以上又は U ﾜｰｸ U19 ～ S ﾜｰｸ

１１：００ 中１英ＯＷﾜｰｸ 児童英小 3~6 RPR 中１英暗唱/HW ﾁｪｯｸ KE②：ﾜｰｸ U15~18
KE③ﾜｰｸ U11~18

12:00 中 2英ＯＷワーク KE④ﾜｰｸ U5~10
KE⑤フォニックスから U4

13:00 中 3英 幼 5~6歳 RPR SHS 個別
個別：各教科学年にとらわれず、受講

14:00 村山校 HW ６/１３、 6/27 KE小 4,5,6④⑤ ﾃﾞｼﾞｿﾛ SHS 個別 可能枠、事前予約制
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「緊急事態宣言」が解除となり、 6/１より対面授業（通塾）とオンラインを併用します。
オンラインでのみ行う教科もあります。教室でのレッスンをご希望の方は、お知らせください。

教室レッスンに戻すべきか、オンラインを継続すべきか、悩みに悩んで、やっと発行します。

大変遅くなりましたことを、深くお詫び申し上げますとともに、ご協力よろしくお願い申し上げます。

★ブルーベアーでは、安全のためにベスト尽くします。

＊教室のこまめな消毒と換気

＊入退出時の手洗い、アルコール消毒

＊マスクの着用(スタッフ全員）、お子様のマスク着用をお願いいたします。

＊加湿器の設置(次亜塩素酸水添加による加湿）

＊教室の定員は 60％を目安に人と人が 1m以上離れる座席配置）

ですが「 withコロナ期」においては、 100％の安全保証はできません。
家を一歩出たときからリスクはついてまわります。このことは否定できません。
6月以降も「オンライン授業」を併用する理由のひとつはここにあります。
今後もいかに状況、環境が変わろうとも、「お子様の安全・健康」と「最適のまなび環境」の両立のために
最善の選択をしてまいります。
ブルーベアースクール スタッフ一同

① 児童英語、小 4~小６ のクラス分けを変更しました。 ②児童英語宿題チェック日(幼児クラスを除く） 個別に時間確認
今回は、皆様の声を反映させて、 教室で個別チェックを行いま

KE① 英検 5級合格以上 又は Uワーク１９以上 す。 speaking ﾁｪｯｸと宿題ﾁｪｯｸの両方を行うので、１５分ほどです。

KE② Uワーク U15~18 学校登校日は、 ＊瑞穂校：６/３(水)、６/17(水) 16 ：００～
レッスンには入れない

KE③ Uワーク U11~18 こともあると思います ＊昭島校：６/６(土)＝１６：００～
ので、週１コマは必ず ｵﾝﾗｲﾝ宿題ﾁｪｯｸは毎週月木 16:00~(毎時間 3名まで）

KE④ U ２～ U15 受講してください。
週１コマ困難になったと ＊村山校： 6/13,27(土)＝ 15:00~

KE⑤ フォニックス～ U4 きは、ご相談ください。

②小学生算数の受講枠を明確化(通常レッスンに戻った場合は、基本コマ数に戻ります。)

オンラインレッスン期間中は、特別に教室レッスンより多く受講できます。学校が始まるので、解説をなくし、演習のみに変更します。

基本週１ｺﾏ＝演習２ ※他の様々な習い事も再開されるため、今までのように受講することが難しい場合
は、ご相談ください。

基本週２ｺﾏ＝演習３ ◆できたらいいな算数枠/学校がない場合にできるといいなの枠でサービスレッスン

月曜日 火曜日 木曜日 金曜日

１５：００ ◆小３男子算数 ◆小４算数 ◆小３女子

１６：００ 小３男子算数 小３女子算数 小６算数２コマ生は金１６：００にﾌﾟﾗｽ１

１７：００ 小４算数 小３女子算数 小４算数 小３男子算数

１８：００ 小６算数 小６算数 ◆小６算数
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※児童英語宿題ﾁｪｯｸに関して (幼児クラスを除く)

今回は、皆様の声を反映させて、 基本的に 教室に来ていただいてチェックすることにしました。

ZOOMチェックを希望される方は、それも可能です。 LINE又は、ＺＯＯＭレッスンの時にお申し出ください。

教室でチェックする場合は、蜜を避けるため、各 ZOOM レッスンの終わりに(熊谷のレッスンの時)

詳細の時間を、お子様と確認を取り、 10分単位で決めさせていただきます。

決めた時間を、メモしていただき、必ずその時間にお越しください。

たくさんの、ご理解、ご協力 ほんとうにありがとうございます。

昭島校宿題ﾁｪｯｸ ；
月曜日と木曜日に東木先生のオンライン宿題ﾁｪｯｸがありますので、オンラインレッスン時に決定し
受けてください。 １枠で３名までのです。

水曜日に学校と重なった方、定員でできなかった方は、土曜日のチェックをお願いします。

★中学生宿題ﾁｪｯｸは教室で行います。 午前中に行う場合もあり、事前に学校スケジュールと調整し、行っていきます。

★定期テスト対策 ； 武蔵村山３中生は、６/６より定期テストが開始されます。

教科と試験範囲を確認して、ＳＨＳ の時間に対策を行ってください。

★幼児クラス宿題ﾁｪｯｸ ： 幼児クラスの 宿題ﾁｪｯｸは下記のように行います。

昭島校 ；６/６(土)１７：００ 、 武蔵村山校 ６/１３(土)１５：００～

ＳＨＳ 枠 について Online Special Help Squad
宿題や課題のわからないところをオンラインで解決する、特別枠です。

定期テストが各校ともバラバラのため、定期テスト対策も、この枠で行います。受講教科なら、どの教科でも、

何コマでも予約可能な範囲で受講できます。 お早めに申し込んで下さい。

※次亜塩素酸水 消毒液 (ハンド用、 掃除用）

まだまだ、たくさんありますので 、ご希望の方には、無料で差し上げます。

教室では、掃除用を、加湿器に入れて、ウイルス除去に有効利用しております。

ご希望の方はお申し出ください。

※マスク

市販のマスクがたくさん出回るようになって、ほんとうによかったです。

教室でも、子供用若干、大人用が、まだございますので、 以前の価格でお分けできます。

現金でも大丈夫です。ご希望の方はお知らせください。（ 大人用 50枚入り 2,640円、子供用 50枚入り 3,080円 ）


