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全双方向オンライン＆対面レッスン
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。

PWは 熊谷 苫野 道姓蒼一 東木 篤史 ｵｰﾅｰ+Ｔ Robert
bbs ９４２５６７８５５５ ７３６６６２００１０ 9259021407 ５５８１１４６６６７ 2555659993 9393355987 3931836585
16:00 児小 3女 ▲英検４ 児英① 児英③ 個別 児英小３男
17:00 児英小６ 小 3.4国 ▲英検５ 児英② 児英④ 小４算 児英 5-小 2 ＰＨ
18:00 中３ B英 ▲英検２ TOT中 1英 小６算 8795720040 児英小５

19:00 中２英 OW 中３国 中１数瑞穂校 昭瑞中３数 個 中 1数 英検準 1級

20:00 高１英 中２ A国 中英 or数個瑞穂校 昭瑞中３英 個 中１数
21:00 高１英 中１国 振替分 瑞穂校 昭瑞中３英 中２数

熊谷 苫野 道姓蒼一 深澤 篤史 ｵｰﾅｰ 8795720040 Robert 英検準 1級は高３必
略語 RPR＝

16:00 KEG=Y&M4:00 小３男子数 児英小３女 ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
17:00 児英小３男子 中３ B英 小３女子数 児英小４ 村山対面レッスン及び
18:00 BB文庫３～５年 YOM-TOX ▲英検５ 中 1社 個 中３数 児英小６ 特別対策

19:00 中１ A英 OW 中 2B国 中１数 or英瑞穂校 高校数 個 中３数 ピンクﾏｰｶｰ瑞穂対面
20:00 中１ A英 中３ A国 中１数 or英瑞穂校 高校数 個 中２数 校英検対策可

21:00 中２英 中３社会 個 中 1数 ｵﾚﾝｼﾞﾏｰｶｰ昭島校

水曜 17:00-20:40 FUGT team担当村山 ※ FU＝ ﾌｫﾛｳアップ 寺本 16:00~18:30 篤史 16:00~20:00
瑞穂校(月 2回) 昭島校、算、ｺﾄﾊﾞ、高

PWは 熊谷 苫野 道姓蒼一 東木 篤史 ｵｰﾅｰ+Ｔ Robert
bbs ９４２５６７８ ５５５ ７３６６６２０ ０１０ 9259021407 ５５８１１４６６６７ 2555659993 9393355987 3931836585

16:00 児小ＰＨ 小 5.6国 ▲英検４ 児英③ 数 795720040 児英小３女
17:00 児小５ 瑞穂 KE 児英④ 小４算 児英 5-小 2 ＰＨ
18:00 18:00-19:40高３英 ｿﾛﾀｯﾁ 中１数瑞穂校 TOT中 1英 小６算 児英小４
19:00 中１国瑞 ▲英検５ 昭瑞中３数 SH英会話

19:50-21:40 ▲英検２
20:00 中３英 A 中英瑞 昭瑞中３英 中２数
21:00 中英瑞 昭瑞中３英 中 1理 中２数

熊谷 道姓蒼一郎 深澤 篤史 ｵｰﾅｰ(金のみ)＆ＧＴ Robert ▲有料講座
英検は

16:00 児童英 5歳~小 1,2⑨ 小３男子算 ｺﾄﾊﾞ小 1,2 OS金英会話 ５級～ 2 級
17:00 児英小４⑩ ▲英検４ 小３女子算 ｺﾄﾊ小５、６ 児童小３男 準１級は
18:00 高３英 ▲英検２ 個 ｺﾄﾊﾞ小 3,4 児童小５ 事前に申込、
19:00 中２英 ▲英検５級 高校数 個 中３数 児童小６
20:00 中２英 高校数 個 中３数 ｺﾄﾊﾞ中１ TM金英会話
21:00 個 中３理

熊谷 Robert 篤史 ｵｰﾅｰ GT
9:00 KEG小１～３村山校 未だﾌｫﾆｯｸｽ学習中のメンバーはＰＨマーク

の付いた所の枠に参加してください。
10:00 中３ OW 2~4歳土曜生 RPR RPR

１１：００ 中２英 OW ~12:30迄 児英小 3~6 RPR RPR

13:00 天声人語(小 3~中 2 ） 幼 5~6歳 PH RPR RPR
個別：各教科無学年個別受講可能枠、事前予約制

14:00 村山 7/4 、 7/11 ﾃﾞｼﾞｿﾛ 天声人語は学校の関係で、当面 13:00に変更

中学生のレッスン大部分を、教室対面に変更します。

定期テストに備えて、教室でのレッスン回数を増やします。テスト対策プリントの配布、到達度状況の把握等が、オンラインでは、難しい

ため、教室にて行わせていただきます。 ブルーマーカー部分は武蔵村山校、 ピンクﾏｰｶｰ瑞穂校、 オレンジマーカー昭島校
で行いますので、確認をお願いいたします。

※スケジュールは、ほぼ全周と同じです。 一部英検対策が増えました。


