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BLUEBEAR NEWS201７、３～５ TILA 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

○；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
日 月 火 水 木 金 土 ※３/２１，２２，２３，２４、４/７ は小学生学習、児童英語、ロボットﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞはﾚｯｽﾝあり。
３/１２ 3/13 ○⑩ ３/１４ ○⑩ ３/１５ ○⑩ ３/１６ ○⑩ ３/１７ ○⑩ 3/18RP ○⑩ 中高生は通常レッスンなし。 春期講習、英検対策講座有り。

３/１９ 3/20祝 ○⑪ 3/21 ○⑪ 3/22 ○⑪ 3/23 ○⑪ 3/24◎★ ⑪RP★ 3/25★ ⑪⑫ 春期講習、英検対策講座日程 GW特訓

３/２６★ 3/27休 ★★ 3/28 休★ 3/29 休★ 3/30 休★ 3/3１ 休★ 4/1 休 武蔵村山校 ３/２４､３/２５､３/２６､３/２７､３/２８ ５/１， ５/５

４/２ 4/3 ○⑫ 4/4 ○⑫ 4/5 休 4/6 休 4/7 ○⑫RP 4/8RP ○⑬ 昭島校 ３/２４､３/２７､３/２９､３/３０､３/３１ ５/１， ５/２

４/９ 4/10 ○⑬ 4/11 ○⑬ 4/12 ○⑫ 4/13 ○⑫ 4/14 ○⑬ 4/15 ○⑭ 詳細は別紙をご覧ください。

4/16 4/17 ○⑭ 4/18 ○⑭ 4/19 ○⑬ 4/20 ○⑬ 4/21 ○⑭RP 4/22RP ○⑮

4/23 4/24 ○⑮ 4/25 ○⑮ 4/26 ○⑭ 4/27 ○⑭ 4/28 ○⑮ 4/29 祝休

4/30 5/1★★ 休 5/2 休★ 5/3 休 5/4 休 5/5 休 ★ 5/6 休 春期講習中高生基本講座受講生は【 GW特別特訓】を半額にて受講できます。

5/7 5/8 ○⑯ 5/9 ○⑯ 5/10 ○⑮ 5/11 ○⑮ 5/12 ○⑯RP 5/13 ○⑯RP 上記日程で行います。

5/14 5/15 ○⑰ 5/16 ○⑰ 5/17 ○⑯ 5/18 ○⑯ 5/１ 9 ○⑰ 5/20 ○⑰⑱

5/21 5/22 ○⑱ 5/23 ○⑱ 5/24 ○⑰ 5/25 ○⑰ 5/26 ○⑰RP 5/27 ○⑲RP

5/28 5/29 ○⑲ 5/30 ○⑲ 5/31 ○⑱ 6/1 ○⑱ 6/2 ○⑱ 6/3 ○⑳

6/4 6/5 ○⑳ 6/6 ○⑳ 6/7 ○⑲ 6/8 ○⑲ 6/9 ○⑲RP 6/10 ㉑○ RP

6/11 6/12 ○㉑ 6/13 ㉑○ 6/14 ○⑳ 6/15 ○⑳ 6/16 ○⑳ 6/17 ㉒○

※上記表記中 ★（村山校） ★（昭島校）中高生定期テスト対策日
※レッスン日 ； 年間カレンダーのレッスン日程が一部変更になりました。上記日程通りに行います。
＊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。
※春期講習・キッズスペシャル ； 申込受付中 武蔵村山校３／２４～３/２８、 昭島校３／２４～３／３１ ぜひ、皆様の登録を

お待ちしています。

＊土曜ｸﾗｽは ３/２５、５/２０の 2回を 2コマ連続レッスンで行います。

＊下記検定日程確認、申込用紙にてお申し込み下さい。 新申し込み用紙は 3月配布予定。
※ LINE@で配信すること ；

児童英検 教室の情報いろいろ、 【ブルーベアーニュース】発行のお知らせ、
英検 漢検 数検 英検 JR.（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、季節講習、ｷｯｽﾞｽﾍﾟｼｬﾙ ｅｔｃ．

６/２４（土）
申込締切 ５/８（月） 5/15 〔土〕 １/２１（土） ５/２２（月） ７/１８（火） ※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 ）
6/17 （金） ３/４土 BRONZE

検定試験 一次試験 ； ６/３（土） pm5:00~ pm1:00~ ６/１８(月)～６/２４(土) 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 二次試験 ； 7/2 （日） 又は 6:30~ 持ち物；ｺ ﾝ 時間は各教室毎に決定、 ＳＩＬＶＥＲ・ http://www.bluebear-school.com

ﾊﾟｽ、定規､ テスト期間中の任意の日 ＧＯＬＤ
1次試験時間は 計算機 am11:00~
夕方 5時以降に予定
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【文章検】とは

【文章検】は「コミュニケーション力」を高めます

私たちは、日常、他人が発する情報を読み取り、自分の思いや考えを他人に伝え
るということを頻繁に行っています。
情報化・国際化が進む現代社会においては、文章でのコミュニケーションが占める
割合が高くなってきています。
言い換えれば、他人の文章を正確に読み取り、自分の考えや意見を的確に文章で
表現する能力が、生きていくうえで特に大事なコミュニケーション力と一致してい
るのです。
その能力を高めることができれば、日常生活は言うまでもなく、学業、仕事といっ
た社会生活も、より充実したものになるでしょう。
文章でのコミュニケーション力や論理的思考力、ひいては一般的な「コミュニケー
ション力」を高めることを目的としているのが【文章検】です。

【文章検】は相手に「伝わる」文章を書く力をはぐくみます

【文章検】は論理の流れがはっきりしている、わかりやすい文章を書けるようにな 「より多くの英語学習者にスピーキングテストを体験していただきたい」という思
ることを目的としている検定です。 いから、公益財団法人 日本英語検定協会では、英検の 4 技能化の一環として、今
【文章検】に取り組むことで、自分の伝えたいことが相手にしっかり伝わる文章が知 回、 4級・ 5級の受験申込者全員にスピーキングテストの受験機会を提供します。
らず知らずのうちに書けるようになります。 受験者の方々が受験サイトでログイン後に受験できます。

【文章検】の文章力向上方法 より多くの英語学習者が、手軽にスピーキングテストを受けられるようにするため、
試験は面接委員との対面式ではなく、コンピュータ端末を利用した録音形式で行

文章力向上にはさまざまなトレーニング方法があります。【文章検】は、論理的に います。
思考し、文章を組み立てるために必要な約束事（ルール）を身につけることで、文章
力を高めることを狙いとしています。 自宅や学校で、パソコン、スマートフォン、タブレット端末などから、インターネット上
受検に向けた学習を通して、自分の考えを説明する際の約束事（ルール）などを知 のスピーキングテスト受験サイトにアクセスし、受験します。
り、反復学習することで、文章力を向上させることができます。

申し込まれた各回次の一次試験合否閲覧日から受験が可能です。
【文章検】は「測り」、「育てる」ことに重点を置いています

受験できる回数は申し込んだ回次ごとに 1回のみです。
【文章検】では、詳細な採点基準を設定し、客観的に評価できる体系を整えていま

す。また、受検後に発行する「検定結果通知」から「不足している力」や「不足してい
る力を補うための勉強方法」等を知ることができます。それをもとに日常生活や社 スピーキングテストの合否は「（ 4 級もしくは 5 級の）スピーキングテスト合格」とし
会生活に必要な「文章力」を効果的に伸ばし、育てることができます。 て判定し、ウェブ上で結果を閲覧することができます。

従来通り、実用英語技能検定 4級・ 5級では、
一次試験の結果のみで級としての資格を認定します。

ブルーベアースクールでは 2017 年度第 1 回試験以降に教室でスピーキングテス
トを受けられるように準備中です。

次回検定、一次試験終了後に、 4 級、 5 級を受験し、一次試験合格者に、スピーキン
グテストをお知らせします。
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