
- 1 -

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 児英① 個別 児英小３男
16:50 児英小６ 小 3.4国 児英② 小４算 ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｸﾞ 児英 5-小 2 ＰＨ
17:40 天声人語 中 3B英 TOT中 1英 小６算 8795720040 ▲英検３級
18:30 中３ B英 英検２、準 2 、 中 1,３英・英検 中 1社 ▲英検 4級

中３英・英検 ブルー村山対面レッスン

９/７～ 19:20 高１英 中２国 個別ｵﾝﾗｲﾝ、高２ E 中 3理 中 3 ｺﾄﾊﾞ
20:10 高１英 中２国 個別ｵﾝﾗｲﾝ 高２ E 中３英
21:00 個別ｵﾝﾗｲﾝ 中３英 中 2 ｺﾄﾊﾞ

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
16:50 児英小３男子 小 5.6国 小３女子数 児英小４
17:40 中１女子英 個別 YOM-TOX 個 中 3社 児英小６ ピンクﾏｰｶｰ瑞穂対面

９/１～ 18:30 中１女子英 個別中 1女ｺﾄﾊﾞ 中数瑞穂校 個 中 3社 中 1女ことば 高３準 1級
19:20 中１男子英 中 3B英語 中１数瑞穂校 高校数 個 中１理 中２数中 1男ことば ▲英検５級 ｵﾚﾝｼﾞ対面昭島校
20:10 中 1男子英 中 3B英語 高校数 個 中２数
21:00 中１理

水曜 17:00-20:40 寺本 16:00~18:30 瑞穂校(月 2回 篤史 16:00~20:00 昭島校、算、ｺﾄﾊﾞ、高/中 1国 19:00-20:40

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 1-4 ＰＨ 児英③ ﾃﾞｼﾞｿﾛ 数 795720040 児英小３女
16:50 児小５ 中 3国 瑞穂 KE 児英④ 小４算 中 1ことば 児英 5歳-小 2 ＰＨ
17:40 高３英 中３国 ｿﾛﾀｯﾁ TOT中 1英 小６算 中 1ことば中１数 ▲英検４級
18:20 中 1女子国 中英瑞 昭中３数 中１数 ▲英検準２

中３英 A 中 1男子国 高１，２数 SH英会話
19:10 中英瑞 昭中３英 中１数
20:00 個別 中国瑞 昭中３英 高 1,2数 （中１数）

熊谷 道姓蒼一郎 深澤 篤史 ｵｰﾅｰ(金のみ)＆ＧＴ Robert

16:00 児童英 5歳~小 1,2 小３男子算 ｺﾄﾊﾞ OS金英会話
16:50 児英小４ 小３女子算 ｺﾄﾊ 中 3 17:00 児童小３男
17:40 ▲英検 5,4,3対策 ▲英検 個 中３数 ｺﾄﾊﾞ ロボットﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 児童小５
18:30 BB文庫３～５ ▲英検 中３数 ▲英検３級
19:20 中２英 ｵﾝﾗｲﾝ個別 高校数 個 中３数 ▲英検５級
20:10 中２英 ｵﾝﾗｲﾝ個別 高校数 中 1理 TM金英会話
21:00 ｵﾝﾗｲﾝ個別 個 （中１ことば）

熊谷 Robert 篤史 ｵｰﾅｰ 未だﾌｫﾆｯｸｽ学習中のメンバーはＰＨマー
9:30 ロボット クの付いた所の枠に参加してください。

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ★土曜ﾒﾝﾊﾞｰで
他の曜日に 2 ▲有料講座英検は

10:00 児童英小学生 2~4歳土曜生 ロボット 回参加し、土曜 ５級～準 2級=1,700円、
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ も受講する場 2級～準１級=2,000円

10:50 中 3英 OW ~12:30 児英小 3~6 合は、英検講座 事前に申込、メンバーのみ受付
★土曜ﾒﾝﾊﾞｰ 9月より と同額が必要 2日前までに、このスケジュールに〇印、
のみ参加 午後は無し です。 費用を振り込んで申し込んで下さい。

13:00 幼 5~6歳 PH

※ ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞは年間スケジュールのレッスン日に通常通り行います。土曜午後は行いません。

※外部生で検定対策等を受ける場合は、別途受講差額が発生します。(1コマ 500円)
※ 1コマのレッスン時間 ；対面レッスン＝ 50分 オンラインレッスン=40~45分
※ことばの学校はオンライン中心に行ってまいりましたが、可能な限り、教室対面に変更します。曜日時間は相談可。
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９/１よりスタートの夏休み明けレッスンも対面授業（通塾）とオンラインを併用しています。

中学生レッスンはほぼ対面に戻りました。幼児小学生で教室でのレッスンをご希望の方は、お知らせください。

学校の授業時間が長くなり、レッスンに間に合わないケースが生じたため、一部のレッスン時間を変更します。

このスケジュールは、特別な場合を除き 12月まで変更しません。 ご確認の上、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。
＊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。
９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

児童英語 小 4~小６のクラスレッスン回数を 2回までに変更。 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

児童英語小学 4~6 年生でﾌｫﾆｯｸｽ終了メンバーは、通常レッス 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。
ン回数が１～２回までになります。 学校の関係で 1 回もレッス ＊瑞穂校：木曜日 17:00~ 児童英語は教室対面レッスン
ンに参加できないときはご相談ください。 ＊昭島校：月木の 16:00~18:00は宿題ﾁｪｯｸとｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ
全対面に戻った時は、全て週 1回に戻ります。 月木のどちらか、ご都合の日時を選択し、東木先生に確認。
英検講座(有料）をﾛﾊﾞｰﾄ先生で行いますので、ぜひチャレンジ
してください。 ＊村山校：(土)12:30~13:00
幼児~小２(1~2回)、小 3(2~3回)は変更ありません。

中学生 レッスンの大部分を、教室対面に変更します。

中学生は定期テストに備え 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、到達状況の把握等が、オンラインで
は、難しいため、教室 行います。 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
オンラインで同じレッスンを希望される方が、一緒に行えない場合があります。
その場合は ンライン対応可能な先生で、レッスンを受けることになります。 ご了承ください。
高校生 ：火曜数学は深澤先生が昭島校にて対面で行います。 水曜日の昭島校も篤史先生の対面レッスンです。

児童英語、 小学生算国に関しては、対面とオンラインを併用して行います。
ﾛﾊﾞｰﾄ先生は、今後も、しばらくの間、オンラインレッスンのみとなります。

◆児童英語クラスは、長年の間、会費を 7,000 円に据え置いてまいりましたが、 10 月分会費より、月額 8,000 円に変更させていただ
きます。 ご負担をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いいたします。

▲英検講座 ；英検講座は有料にて行います。事前に申し込みが必要です。このスケジュール表の希望英検対策に〇をつけ、
費用を振り込んで、お申し込みください。 振込後に、 LINEにて申し込み振込完了をお知らせください。

①ＬＩＮＥにて時間予約と費用の振り込み ☛ ☛ ☛③振込完了連絡 ④担当講師に連絡 ⑤受講

♦必ず、受講日 2日前までに、お申し込みください。

振込先： ゆうちょ銀行 当座 口座名義人 ブルーベアースクール 口座番号：００１００－６－３６２９５６

※ BB文庫・天声人語 ； この二つの講座は、緊急事態宣言後、少しでも学びの機会をとの思いから、行ってまいりましたが、
学校の時間が長くなり、行い続けることが難しくなってまいりました。
そのため、 9月まで行い、その後は一旦お休みさせていただきます。 ありがとうございました。

※イベント ； 例年 秋に行ってまいりました【ハロウインパーティー】、 12月の【ｸﾘｽﾏｽﾊﾟｰﾃｨｰ】は残念ながら、本年は中止させて
いただきます。


