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BLUEBEAR NEWS2016、11～2017,1TILA Tokyo International Learning Academy
武蔵村山校； 〒208-0011 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
昭島校： 〒196-0022 昭島市中神町1157-11 KSビル１F ℡．042-544-4446

月曜レッスンクラスは、２０１６年度のレッスンは１２/１９で終了ですが、祝日の関係
○；通常ﾚｯｽﾝ、◎；小学生のみ通常、◆；イベント、★；特別対策村山校、★；特別対策昭島校 ■；検定試験、△；棚卸日 RP=ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ で、１２/２６に２０１７年度、第１回を行います。 冬休みに入ってのレッスンのため、
日 月 火 水 木 金 土 ご予定がある場合は振り替えて下さい。

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

１１/１３ １１/ ㊴１４ ○ １１/１５ ○㊴ １１/ ㊴１６ ○ １１/ ㊴１７ ○ １１/ ㊵１８ ○ １１/１９ RP ㊵○ ★

１１/２０★ １１/ ㊵２１ ○ １１/ ㊵２２ ○ 11/23祝 休講 １１/２４ 休 ※ １１/２５ 休 １１/２６休 ※

１１/２７ 1/28※ 休講 １１/２９ ※ 休講 １１/ ㊵３０ ○ １２/ ㊵１ ○ １２/ ㊶２ ○ １２/ ㊶３ ○ 本年度【クリスマス発表会】は武蔵村山市民会館（小ホール）にて１２/１１（日）。
日頃のレッスンの成果を皆様の前でステージ上で英語で表現します。

12/4 12/5 ㊶○ １２/６ ㊶○ １２/７ ㊶○ １２/ ㊶８ ○ １２/９ ㊷○ RP １２/１０ RP ㊷○ ﾚｯｽﾝの中で練習に取り組んでいます。
ぜひ、ご覧いただき、保護者の皆様もご一緒に楽しんで下さい。

12/11◆ ㊷ ㊷ ㊷12/12 ○ 12/13 ○ 12/14 ○ １２/１５ ㊷○ １２/ ㊸１６ ○ RP 12/17RP ㊸○
一部 昭島メンバー １０：３０－１２：１０ ｸﾘｽﾏｽｿﾝｸﾞ、英語で自己紹介

12/18 12/19 ㊸ ㊸ ㊸ ㊸○ 12/20 ○ 12/21 ○ 12/22 ○ １２/２３ 休★ 12/24 ★ 二部 村山幼児~小２ １３：００－１４：１０ 絵本の朗読+内容に関するｸｲｽﾞ
三部 村山小学生 １４：４０－１６：１０ 検定合格発表、プレゼント交換

12/25 12/26 ★★ ●①★ 12/27 休★★ 12/28 休★★ 12/29 休★★ １２/３０ 休★ 12/31 ★ 四部 村山小学生 １６：４０－１８：３０ ホワイエにてケーキタイム

１/１ 1/2 休 1/3 休★ 1/4 休★ 1/5 休★ １/６ 休★ 1/7★★ ○① 別紙にて参加申し込み受付中です。 申込〆切１２月３日（土）

1/8 1/9★★ 祝休 1/10 ○① 1/11 ○① 1/12 ○① 1/13 ○① RP 1/14RP ○②

1/15 1/16 ○② 1/17 ○② 1/18 ○② 1/19 ○② １/２０ ○② 1/15 ○③

1/22 １/２３ ○③ 1/24 ○③ 1/25 ○③ 1/26 ○③ 1/27 ○③ RP 1/28RP ○④

1/29 1/30 ○④ 1/31 ○④ 2/1 ○④ 2/2 ○④ ２/３ ○④ 2/4 ○⑤

※上記表記中 ★（村山校） ★（昭島校）中高生定期テスト対策日
※休講日 ；１１/２３（祝水）～１１/２９（火）までの期間は休講日です。 ただし中高生テスト期間の場合対策があります。

また、中学生の志望校判定テスト、個別面談が行われますので、別紙をご確認ください。
※志望校判定テスト（全中学生対象） ； 武蔵村山校１１/２４（木）（１８：００－２２：００）、 昭島校１１/２６（土）

＊検定試験 ； 下記日程で、検定が行われます。ぜひ、チャレンジしましょう。
検定申し込み用紙（別紙）にご記入の上、申し込んでください。
メンバーの家族、友人は受験可能です。

＊英検対策 ； １月の英検に備えて、対策を行います。冬期講習参照ください。

※冬期講習・キッズスペシャル ； 申込受付中 武蔵村山校１２/１７～１/９、 ぜひ、皆様の登録をお待ちしています。
昭島校１２/２３～１/９

＊下記検定は全て２０１７年に行われます。 ※ LINE@で配信すること ； 教室の情報いろいろ、
児童英検 【ブルーベアーニュース】発行のお知らせ、

英検 漢検 数検 児童英検 村山校 文章検定 検定試験〆切、災害時のレッスンの有無、休講日、
２/４（土） 季節講習、ｷｯｽﾞｽﾍﾟｼｬﾙ ｅｔｃ．

申込締切 １２/１４（水） １/７（土） １/２１（土） １２/１７（土） ７/１５（土） ※登録方法がわからない時 ； 教室までお問い合わせください。
試験時間 ０４２－５６７－８５５５ （担当 熊谷 ・ 長谷川 ）

1次１/２２（土） ２/１０（金） １/３０(月)～２/４(土) BRONZE
検定試験 ３/４土 時間は各教室毎に決定、 am9:40~ ８/２２（火） ※ブルーベアースクールの新ホームページ同様 みなさまにお役立ち情報を提供していきます。
日時 2次２/１９(日) pm5:00~ pm1:00~ テスト期間中の任意の日 ＳＩＬＶＥＲ・ http://www.bluebear-school.com

又は 6:30~ ＧＯＬＤ
1次試験時間は am11:00~
夕方 5時以降に予定
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ハロウイン参加ご協力ありがとうございました。
西武園担当スタッフの心無い言動により不快な
思いをされた方にはお詫び申し上げます。

数学検定試験 10/１５ 実施 英語検定試験 １次１０/８、
２次１１/６実施

３級 中３ 岩永 大和
３級 中３ 金子 未来 ２級 高１ 渡邊 杏柚
３級 中３ 武内 海太
３級 中３ 小森 悠真 ３級 中３ 稲葉 旬太郎
３級 中３ 俵川 みのり ３級 中２ 木村 桃菜
３級 中３ 澤崎 栄美（１次合格） ３級 中２ 鈴木 邑菜
３級 中３ 八木沼 紫乃（１次合格） ３級 中２ 政野 優介

４級 中２ 政野 優介 ４級 中３ 内田 翔海
４級 小５ 津崎 日向実

５級 中２ 吉村 果那子（１次合格） ４級 中２ 冨塚 柚貴菜
４級 中１ 福井 優希

６級 小６ 椋田 彩風 ４級 中２ 吉村 果那子
６級 小６ 政野 美和

５級 中１ 福井 優希
７級 小６ 田中 歩実 ５級 小５ 松村 一毅

５級 小３ 中間 安音
８級 小４ 櫻井 慎之助 ５級 小２ 藤本 良介

漢字検定試験 １０/２１実施

３級 中３ 金子 未来
３級 中１ 有本 梨紗

４級 中２ 鈴木 邑菜
４級 中２ 小島 一真

６級 小５ 小島 一純

７級 平川 聖大

８級 小４ 櫻井 慎之助
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