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2021年４月３日以降のレッスン日程を一部変更します。ほぼ対面授業（通塾）と一部オンラインを併用します。
基本的に、中高生のレッスンを、部活動開始を視野に、時間を遅くします。中高生は変更を確認ください。

幼児小学生は教室でのレッスン中心にほぼ変更し、オンラインと対面メンバーを分けて行います。

度々、急な連絡で大変申し訳ございませんが、ご確認の上、ご協力よろしくお願い申し上げます。

主な変更点：児童英語 ： 全学年 オンラインと対面を併せて週 2回まで(週 1回の契約生）
※振替は、基本は週 1回コースでは、対面とオンラインの両方ともお休みした時に 1回振替できます。
どちらか一方をお休みした時の振替はありません。
1 ｺﾏは、対面 50分(幼児は 40分)、オンラインは全て 40分。

※引き続きオンラインのみをご希望の方は、週 2回ｵﾝﾗｲﾝ可能です。 (コロナ終息後週 1回に戻ります。)
対面に来られる方は、ロバート先生のオンライン又は月の熊谷、マリア先生を選択してください。
1回教室ﾚｯｽﾝも含め 3コマ以上受講希望は別途費用必要。《週計 2回まで=8,000円(現行）、 3回=12,000円、 4回＝ 15,000円》
2コマとも対面は、月会費 14,000円（WIFI環境が難しい場合は、 2 ｺﾏ対面をご相談ください。)

※昭島校：月曜日・木曜日はロバート先生、東木先生の対面レッスン。
①月曜日か木曜日のどちらかに昭島校でレッスンを受ける。⇒基本体制。

②月・火・金・土のうち 1回(全学年）オンライン可能(希望者のみ)

※瑞穂校 木曜日に児童英語レッスン(月 1回ネイティブとのレッスン） ； 16:00クラス または 17:00クラス
(希望生はオンラインレッスン 月火金土より 週 1回可能) １７：００クラスはオンラインの代わりに 30分延長

※村山校①できる限り週 1回は、教室対面+希望生ｵﾝﾗｲﾝ(Ｗｉｆｉ環境が難しい場合は 2回とも教室）
②対面のみのクラスとオンライン併用クラスを続けます。 オンラインは熊谷、マリア、又はﾛﾊﾞｰﾄに参加ください。
一部遅い時間帯に変更したｸﾗｽがありますので、確認ください。(16:00~18:00は教室生が多いため)

ロボットプログラミング、デジそろ、ソロタッチ、ことば； 変更無し、教室対面で行います

小学生算数国語 ； ｵﾝﾗｲﾝ生、教室生を別々に行うことに変更

中学生、高校生 ； レッスンの大部分を、教室対面に。 ｵﾝﾗｲﾝ希望生は相談の上決定

深澤先生の高校数学理科 ； 火曜日=村山校対面、金曜日＝昭島校対面 (深澤先生のオンラインはなくなり、両教室とも対面）

新中学 1年生 ；ロバート先生の英会話希望生は、火曜日
学校のクラブ活動再開に伴い、 18:30～で間に合わない場合は、 19:20~となります。 後半は個別の場合もあります。

★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。
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

※マイクラプログラミング
「マイクラプログラミング講座」では、マイクラをゲームとしてプレイするのではなく、プログラミングの基礎である条件分岐や
繰り返しの概念をマイクラの世界で学んでいきます！ ご興味のある方は、無料体験できますので、お問い合わせください。
月会費７，０００円、 ブロック教材不要、気軽に学べ、 ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞと併せて受講することもできます。

＊このスケジュールは、学校部活動等で変更が必要な場合、急に変わることがあります。
その場合は 対象のメンバーにお知らせします。
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対面レッスン中心(一部双方向ｵﾝﾗｲﾝﾚｯｽﾝ継続）
ブルーはｵﾝﾗｲﾝ、他は教室対面レッスン
完全個別は下記に含みません。

PWは 熊谷&Maria 苫野 Maria 東木 篤史 ｵｰﾅｰ+GT Robert昭対面
bbs ９４２５６７８５５５ ７３６６６２００１０ 9259021407 ５５８１１４６６６７ 2555659993 9393355987 3931836585

昭島校 8795720040数学
◆は 16:00 児英小４～６ 小４～６ ｺﾄﾊﾞ小１～６
ｵﾝﾗｲﾝと 16:50 児英小４～６ 小 4国対面 児童英語 小４~５算 ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ 昭島児英語
対 面 を 17:40 児英小４～６ ★ｵﾝﾗｲﾝ 4~6国 児童英語 小 4~６算 中２コトバ 昭島児英語
併用 18:30 中３国 ★児英小 4,5 中２、高 1英 中１数 中 2(藍）

19:20 高２英 ~ 21:00 中３国 中２、高１英 中１数 中 2社(藍） ★青表示は
20:10 (昭島対面） 中１国 中１数 ｵﾝﾗｲﾝ

熊＆ M 苫野 Ma 東木瑞穂 深澤 篤史 ｵｰﾅｰ 8795720040 GT Robert ｵﾝﾗｲﾝ
村山校

16:00 児英幼４～小１ 小 4対数 ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ
16:50 児童英 4~6 小算数 ★小 4~6算 ｺﾄﾊﾞ小１～６
17:40 児童英 4~6 中２国 A YOM-TOX
18:30 中２英 個別(中 3国 ◆中 2個英 中数瑞穂 高校数 中３数(藍、海、遼） ★児英 5歳~小２
19:20 中２英 個別(中 3国 ◆中２個英 中数瑞穂 高校数 中３数(藍、海、遼） ★中１英会話
20:10 (中 2英） 中２国 B ◆中２個英 中数瑞穂 高校数 中３数(藍、海、遼） 21:00★ TO英会話

☝（ ）は部活で間に合わない場合 寺本瑞穂校(月 2回） 篤史 ◆はｵﾝﾗｲﾝと
不定期対策 16:00~18:30 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ソロタッチﾞ、ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ(月２） 対面を併用

PWは 熊谷 苫野 東木 篤史 ｵｰﾅｰ+GT Robert昭島対面
bbs ９４２５６７８ ５５５ ７３６６６２０ ０１０ ５５８１１４６６６７ 2555659993 9393355987 3931836585

瑞穂校 昭島 数 795720040
15:20 児英幼 清掃準備 昭島校児童英語
16:00 児英小 1-4 瑞穂児童英語 児童英語 ﾃﾞｼﾞｿﾛ ｺﾄﾊﾞ小１～高３ 昭島校児童英語
16:50 児英小５-6 17:00瑞穂児英 児童英語 小４算 ｺﾄﾊﾞ小１～高３ 昭島校児童英語
17:40 児英 ~18:30 児童英語 小６算 ｺﾄﾊﾞ中２男/中２数女
18:30 中 1A英 中英語 中２国数、高数 中 3理社 中２数男/中２数女
19:20 中 1A英 中英語 中２国数、高数 中 3理社 ｺﾄﾊﾞ中２女/中２数男
20:10 高 1英 (中 1英) 中国 中２国数、高数 中 3理社 中２数男
21:00 高 1英

熊谷&Maria 東木、瑞穂校 深澤 篤史 ｵｰﾅｰ(金のみ)＆ＧＴ Robert ｵﾝﾗｲﾝ
15:30

16:00 児童英 5歳~小 1,2 昭島校 ★小算 ｺﾄﾊﾞ小１～６ ★ 15:10MsO英会話
16:20 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ★児英 5歳~小２
16:50 児英小４～６ 小算 ｺﾄﾊ小１～６ ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ★児英小 3,4
17:40 児英 4~6 ｺﾄﾊﾞ小１～中 3 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ ★児英小 5,6
18:30 中３英 中３個別英 中英 ★高数 高３国理社Ｖ ★児英 5歳~小３
19:20 中３英 中３個別英 中英 ★高数 高３国理社Ｖ

熊谷&Maria,Kim Robert 篤史 ｵｰﾅｰ
★土曜ﾒﾝﾊﾞｰで ▲有料講座英検は

10:00 児英小 9:00 14:30-15:20 他の曜日に 2 ５級～準 2級=1,700円、 5回セット=8,000円
10:50 児英幼 ★児英小 3~6 昭島ﾏｲｸﾗﾌﾟﾛｸﾞﾗ 回参加し、土曜 2級～準１級=2,000円、 5回セット＝ 9,000円

ﾐﾝｸﾞ も受講する場 事前に申込、メンバーのみ受付
合は、英検講座 2日前までに、このスケジュールに〇印、

13:10児英村小 15:00~16:30 と同額が必要 費用を振り込んで申し込んで下さい。
16:00~17:30 です。他の曜日

13:30昭島児英 Robert 又は ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ のメンバーも このスケジュールは、学校、都、国の状況に
14:30昭島児英 Maria 基本 2 回を守 より、突然変更する場合もありますので、
15:20昭島児英 ってください。 ご了承下さい。

※ ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞは土曜クラス午後に変更、年間ｽｹｼﾞｭｰﾙのレッスン日に通常通り行います。
土曜日村山校ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ RPR ① 15:00~16:30 ② 16:00~17:30
土曜日昭島校マイクラプログラミング 14:30~(オーナー担当)
※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) 2021/４/３～ 発行


