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BLUEBEAR NEWS2015-4~7TILA Tokyo International Learning Academy
武蔵村山校； 〒208-0011 武蔵村山教室：武蔵村山学園5-3-1､ 042-567-8555､FAX567-8556

青梅校： 〒198-0024 青梅市新町2-22-2 ℡0428-30-0711 ※中高生GW特訓→定期ﾃｽﾄ対策※
昭島校： 〒196-0022 昭島市中神町1157-11 KSビル１F ℡．042-544-4446 ＊中高生向けGW特訓と定期ﾃｽﾄ対策を行います。ハイスコアーを目指し
○；通常レッスン、◎；小学生のみ通常、◆；イベント、★；特別対策、■；検定試験、△；棚卸日 ※ 受講しましょう。
日 月 火 水 木 金 土 ＊志望校判定テスト ；春期講習受講生向け判定テストです。

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 各学年教室ごとに決定した日程で春期講習に記載された日程で行います。
4/26 4/27○⑮ 4/28○⑮ 4/29祝休講※ 4/30休※ 5/1 休※★ 5/2 休講

昭島 GW特訓 昭島ＧＷ特訓 村山ＧＷ特訓
5/3 5/4 休講 5/5 休講 5/6 ★休※ 5/7○⑮ 5/8○⑮ 5/9○⑮ ◆ 7/6(月) → 武蔵村山校の児童英語ｺｰｽ、そろばんｺｰｽ､小学生学習ｺｰｽの一部は休講振替です。

村山ＧＷ特訓 英検･漢検〆切 ↓
7/20(月) の同じ時間への振り替えとなります。

5/10 5/11○ ⑯ 5/12○ ⑯ 5/13○ ⑮ 5/14 ○ ⑯ 5/15○ ⑯ 5/16 ○ ⑯
中学 2年生英語クラス、中学 1年生数学ｸﾗｽ→→→ 6月の定期テスト対策に振り替えます。

5/17 5/18○ ⑰ 5/19○ ⑰ 5/19○ ⑯ 5/20○ ⑰ 5/21○ ⑰ 5/22○ ⑰ 7月 6日は休講となります。

5/24 5/25○ ⑱ 5/26○ ⑱ 5/26○ ⑰ 5/27 ○ ⑱ 5/28○ ⑱ 5/29○ ⑱
祝日への振り替えのため、予定が入っている方は、ご相談のうえ、 別の振替日への変更が可能です。

5/31 6/1 ○ ⑲ 6/2○ ⑲ 6/３○ ⑱ 6/４ ○ ⑲ 6/５ ○ ⑲ 6/６○⑲ 英検
短期留学を来年度から本格始動するにあたり、現地視察のためです。ご了承ください。

6/7 6/8○ ⑳ 6/9○ ⑳ 6/10 ○ ⑲ 6/11 ○ ⑳ 6/12○ ⑳ 6/13 ○ ⑳漢検
英会話短期留学についての詳細は夏休み明けに発表します。 お楽しみに。

6/14 6/15○ ㉑ 6/16○ ㉑ 6/17○ ⑳ 6/18 ○ ㉑ 6/19 ○ ㉑ 6/20 ○ ㉑児英

6/21 6/22○ ㉒ 6/23○ ㉒ 6/24○ ㉑ 6/25 ○ ㉒ 6/26○ ㉒ 6/27 ○ ㉒

6/28 6/29○ ㉓ 6/30○ ㉓ 7/1 ○ ㉒ 7/2 ○ ㉓ 7/3 ○ ㉓ 7/4 ○ ㉓

7 / 5 英 7/6○ ㉔ 7/7休講 ※ 7/8 休講 ※ 7/9 休講 ※ 7/10 休講 ※ 7/11 休講 ＊ 6月の検定試験に向けて 各検定の対策を行います。
検 2次 ◆

英検対策は できる限り多くの対策を受けて力をつけましょう。 別紙にて対策日をお知らせします。
7/12 7/13 ○ ㉕ 7/14○ ㉔ 7/15○ ㉓ 7/16 ○ ㉔ 7/17 ○ ㉔ 7/18 ○ ㉔

漢字検定試験は 国語受講生はﾚｯｽﾝの一部を漢検対策に充てることが可能です。
7/19 7/20 休講 7/21夏期体制 7/22○ ㉔ 7/23 ○ ㉕ 7/24 ○ ㉕ 7/25 ○ ㉕

◆ ㉕○ スタート 漢検対策用の新しいテキストが 500 円+税 で購入可能です。検定教材申込書にはまだ記載がありま
せんが、 先生にご相談ください。

7/26 7/27○ ㉖ 7/28○ ㉖ 7/29 ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ 7/30 ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ 7/31 休講 8/1 ○ ㉖

＊ＧＷ特訓 ； 昭島校 4/29,30 、 村山校 5/1 、６
＊ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟの日程が変更になったため、水曜ｸﾗｽは、 7/8 （水）レッスンあり、 7/29 （水）ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟのため休講。
＊ 7/7 （火）、 7/9 （木）、 7/10 （金）、 7/11 （土）は休講です。
＊夏期ﾚｯｽﾝ体制 ； 7/21 （火）以降 夏期ﾚｯｽﾝ体制です。サマーカレンダーを参照ください。キッズｻﾏｰスペシャル

も行います。 本年度ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟは 神奈川県の【いこいの村あしがら】 にて行います。 宿泊先ホテルの関係で
＊数検、漢検、英検に備えて、それぞれの対策をキッズスペシャルの中で行います。
対策日は別紙にてお知らせします。 当初のｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ予定日が変更になりました。 別紙 【ｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟのお知らせ】 をご覧ください。

＊ 5月ゴールデンウイーク中は休講日と次回テストに備えた中高生特別特訓があります。 ＊全員での英会話に加え、ロバート先生、エリック先生とのマンツーマン英会話タイムもあります。
＊土曜ｸﾗｽ ； 8/1 （土）は休講予定でしたが、 通常通りレッスンを行います。

※検定試験※ ＊ﾒﾝﾊﾞｰの家族、友人は受験可能です。 現地到着前に、【 小田原城】と 【付近の海】 に立ち寄ります。

富士山の絶景を望む雄大で素晴らしい自然に囲まれ、イングリッシュキャンプを楽しみましょう。
英検 漢検 数検 児童英検 国連英検 文章検定 、

２日目に【生命の星地球博物館】と【かまぼこの老舗】でおみやげを。
申込締切 5/9 （土） 5/9 （土） 7/17 （金） 5/23(土) 2015は 7/１６（木）

1次試験 6/6(土) ６/１３（土） 8/22(土) ６/１５～６/２０ 秋に実施予定 毎年リピーターが多く、 《夏休みの一番の楽しみはｻﾏｰｷｬﾝﾌﾟ》 と言ってくれる多くのメンバーの期待に
検定試験 2次試験 7/5(日) pm5:00~ 全ての級 時間は各教室毎に決定、 です。 8/21 （金）
日時 1次試験時間は pm5:00 テスト期間中の任意の日 こたえられるよう、 わくわくしながら、詳細企画中です。

夕方 5時以降に予定
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２０１５年３月７日実施 １次試験 ； ２０１５年１月２５日 ２０１５年２月６日 実施 ２０１５年２月２日~７日実施 ２０１４年１２月２７日実施 ２０１５年４月１７日実施
(記載の学年は受験当時のもの）

２次試験 ； ２０１５年２月２２日 ３級 長谷川 真彩 ＢＲＯＮＺＥ 山上 勝利 ６級 居村 莉愛 ８級 長谷川 巧
準２級 高１ 田中 希(満点)★

準２級 小４ 杉本 春 ３級 中嶋 勇斗 ＢＲＯＮＺＥ 横山 陽乃 ９級 向山 美咲希 ９級 加留部 裕子
３級 中２ 岩本 空(１次合格)

３級 中１ 澤崎 栄美 ５級 堀内 杏美 ＢＲＯＮＺＥ 有本 凪紗 １１級 横山 陽乃 １０級 横山 陽乃
４級 中１ 赤松 瑚々

３級 中２ 宮川 晴香 ５級 堀内 杏唯 ＢＲＯＮＺＥ 萩野 葵 １１級 草野 恵人 １１級 矢吹 拓斗
４級 中２ 田中 栞

３級 中２ 野口 くるみ ５級 加藤 優 ＢＲＯＮＺＥ 高山 凱 １３級 揃江 伴樹 １２級 清水 大椰
４級 中２ 冨塚 裕貴

３級 中２ 冨塚 裕貴 ６級 立花 柚乃 ＳＩＬＶＥＲ 池田 蒼空
６級 小６ 野口 太陽

３級 中２ 石井 彩羽 ６級 塩沢 斗来 ＳＩＬＶＥＲ 長谷川 義
６級 小６ 堀内 杏唯

４級 中２ 上坂 桃子 ７級 仲宗根 カイラー ＳＩＬＶＥＲ 寺田 夏海 ２０１５年２月１１日実施 ２０１５年３月７日実施
６級 小６ 堀内 杏美

４級 小６ 小島 一真 ７級 稲葉 泉 ＳＩＬＶＥＲ 塩沢 硫斗 ５級 五十嵐 里桜 ７級 大泉 鈴菜
７級 小５ 中村 百花

４級 小６ 鈴木 邑菜 ８級 前田 倫玖 ＳＩＬＶＥＲ 伊藤 陽向 ９級 阿部 心哉 ７級 渡邊 あゆみ
８級 小４ 有本 凪紗

４級 小５ 塩沢 斗来 ８級 小島 一純 ＧＯＬＤ 丸山 拓海 ９級 下田 弥奈 ８級 佐々木 れあ
８級 小３ 川田 果穏

４級 小５ 長谷川 浩大 ９級 寺田 夏海 ＧＯＬＤ 石谷 瑞季 １０級 増田 勇人 １０級 渡邊 雅治
９級 小３ 大泉 鈴菜(満点)★

５級 中１ 渡辺 ﾏｰｸﾗｲｱﾝ ９級 塩沢 硫斗 ＧＯＬＤ 備前 蒼 １１級 林 優樹 １２級 矢吹 拓斗
１０級 小２ 寺田 夏海(満点)★

５級 小５ 乙幡 丈翔 ９級 稲葉 愛留 ＧＯＬＤ 藤森 愛里 １２級 大泉 音羽
１０級 小２ 長谷川 巧

５級 小３ 川田 果穏 ９級 増田 勇人
１１級 小２ 池田 蒼空

９級 斉藤 壮
１１級 小１ 大泉 音羽

写真は数学検定 １０級 山本 菜花
１０級満点合格 児童英語検定試験は

★今回、準２級、９級、１０級 の １０級 中川 稟子
の満点合格の方が 寺田夏海さん ２０１５年第１回６月検定より
いました。 と １０級 池田 蒼空
努力の結果ですね!! エリック先生。 【英検Ｊｼﾞｭﾆｱ】と名称変更されま

１０級 矢吹 拓斗 した。

新しいホームページ アドレス は

できる限り、教室の最新情報をお知らせしていきたいと思います。 《 ｂｌｕｅｂｅａｒ-ｓｃｈｏｏｌ．ｃｏｍ 》 です。

皆様のご意見を反映できるよう、ご要望とお寄せ下さい。
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