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TILA Tokyo International Learning Academy
〒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 ※ 7月 18日以降通常レッスンに加え、 7 ， 8月分のレッスンを追加延長等
○；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 ●=ﾛﾎﾞｯﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ で行います。 その後、夏季特別講習体制に入ります。
日 月 火 水 木 金 土 詳細は別紙【サマースケジュール】でお知らせします。

6/4 6/5 ○⑳ 6/6 ○⑳ 6/7 ○⑲ 6/8 ○⑲ 6/9 ○⑳● 6/10 ㉑○ ●
※中高生・受験の小学生は夏期講習、小学生はキッズスペシャルを受講ください。

6/11 6/12 ○㉑ 6/13 ㉑○ 6/14 ○⑳ 6/15 ○⑳ 6/16 ㉑○ ● 6/17 ㉒○ キッズスペシャルの中に、英検対策もありますので是非受講して秋の検定に備えてください。

６/１８ ６/ ㉒１９ 〇 ６/２０ ㉒○ 6/21 ㉑○ 6/22 ㉑○ 6/23 ㉒○ ● 6/24EJ ㉓○ ●

６/２５ ６/ ㉓２６ 〇 ６/２７ ㉓○ 6/28 ㉒○ 6/29 ㉒○ 6/30 ㉓○ ● 7/1 ㉔○ ●

７/２ ７/ ㉔３ 〇 ７/ ㉔４ 〇 ７/ ㉓５ 〇 ７/ ㉓６ 〇 ７/ ㉔７ 〇 ● ７/８ ◆ 休講
今回で第 5回目となる、朝日新聞社、私塾協同組合連合会 主催の（ニュース作文コンクール）

７/９ ◆ ７/ ㉕１０ 〇 ７/１１ 休講※ ７/１２ 休講※ ７/１３ 休講※ ７/１４ 休講※ ７/１５ 休講※ が行われます。
朝日小学生、中学生の各新聞は 教室に備えてありますので、読みたい方は先生まで。

７/１６ ７/１７祝 休講 ７/１８ ㉕★ 7/19 ㉔★ 7/20 ㉔★ 7/21 ㉕★● 7/22 ㉕★● 夏休み期間を利用し、ぜひ皆さんでチャレンジしてください。

７/２３ ７/ ㉖２４ ★ ７/２５ ㉖★ 7/26 ㉕★ 7/27 ㉕★ 7/28 ㉖★● 7/29 ㉖★ 目的 ； 気になるニュースを題材に作文を書くことで、社会への関心を高め、文章力、表現力、
要約力等を身に着ける。

７/３０ ７/ ㉗３１ ★ ８/ ㉗１ ★ 8/2 ㉖★ 8/3 ㉖★ 8/4 ㉗★● 8/5 ㉗★●
内容 ； 期間内（ 2017 ， 7 月～ 8 月）に朝日小学生新聞、中学生新聞の中から、好きなテーマを

８/６ ８/ ㉙７ ★ ８/８ 休講 8/9 ㉗★ 8/10 ㉗★ 8/11祝 休講 8/12 ㉘★● 見つけ、指定された原稿用紙に 400～ 800字の作文を完成させる。

８/１３ ８/１４ 休講 ８/１５ 休講 8/16 休講 8/17 ㉘★ 8/18 ㉘★● 8/19 休講 作品審査 ； 9月～ 10月

８/２０ ８/ ㉙２１ ★ ８/ ㉘２２ ★文検 8/23◆ 休講 8/24◆ 休講 8/25◆ 休講 8/26 ㉙○ 数 発表 ； 10月下旬 、 12月に朝日新聞社にて表彰式

８/２７ ８/ ㉚２８ ★ ８/２９ ㉙★ 8/30 ㉘★ 8/31 ㉙○ 9/1 休講 9/2 休講
＊ブルーベアースクールでは、毎年入賞者がいます。（昨年度 2名、一昨年度 1名）、皆さんの熱意と

９/３ ９/ ㉛４ 〇 ９/５ ㉚○ 9/6 ㉙○ 9/7 ㉚○ 9/8 ㉙○ ● 9/9 ㉚○ ● 頑張りに期待しています。

※定期テスト対策 ； ６月８日～７月初旬まで定期テスト特別対策を行います。 通常受講教科の受講費は無料です。 ＊これを機会に朝日小学生、中学生新聞の購読をお考えの方は教室までお問い合わせください。
別紙（定期テスト対策）を確認の上、受講してください。

※レッスン日 ； ７/１１～７/１７はは休講期間で通常レッスンは行いません。私立中学生、高校生でテスト期間の場合は、テスト ぜひ、皆様の登録を
日程を考慮し対策を行います。 お待ちしています。

※夏休み期間のレッスン ； 小学生学習、児童英語クラスは、７月１８日以降、２コマ連続・２クラス合同レッスン等で、８月初旬
までに、７月、８月の通常レッスン分を行います。 それ以降、キッズスペシャル、サバイバル英

単語マスター等、特別コースが設けられていますので、ぜひ受講してください。

中高生は８月初旬までに、通常分を終了し、夏期講習体制に入ります。
夏期講習で、実力をつけ、受験対策、９月以降の定期テストに備えてください。

＊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。

※ LINE@で配信すること ；
英検 漢検 数検 英検 JR.（児童英検） 児童英検 文章検定 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、

第 1回；５/２２（月）締切 6/24 ・ 11/5 （土） 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．
申込締切 9/6 （水） 5/15 〔土〕 ６/１０（土） 第 2回；１１/１（水） 試験時間 ７/１８（火）

村山 昭島 ※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。
第１回英検 2次； 7/9 （日） 6/17 （金） ８/２６（土） ６/１８(月)～６/２４(土)

検定試験 一次試験 ； １０/７（土） pm5:00~ pm1:00~ 時間は各教室毎に決定、 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ 9:30 14:00 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 ； １１/１２（日） 又は 6:30~ 持ち物 ； ｺ ﾝ テスト期間中の任意の日 ｼﾙﾊﾞｰ 10:20 15:00 http://www.bluebear-school.com

ﾊﾟｽ、定規､ ｺﾞｰﾙﾄﾞ 10:20 15:00
1次試験時間は 計算機 第 2回； 10/29-11/4
夕方 5時以降に予定
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※学年表示に関して ；

記載の学年表示は ２０１７年３月
（合格時）のものです。

1～２月検定
珠算１２級 小２ 高城 亜美

珠算１３級 小１ 後藤 裕

珠算７級 小２ 後藤 優人

珠算１１級 小１ 高山 凱

６級 小５ 有本 凪紗 ８級 小４ 有本 紗矢香 準２級 中２ 田中 蕗奈 ４級 小６ 政野 美和 ＢＲＯＮＺＥ ５歳 安藤 雄基 珠算７級 小５ 増田 勇人

７級 小５ 小島 一純 ８級 小４ 長谷川 巧 準２級 中２ 有本 梨紗 ４級 小５ 渡辺 敬介 ＢＲＯＮＺＥ 小３ 篠原 成る希 暗算６級 小５ 谷野 麻衣

７級 小５ 谷野 麻衣 １１級 小１ 長谷川 義 ４級 小５ 石谷 瑞季 ＢＲＯＮＺＥ 小４ 手島 亜桜杏

７級 小５ 吉村 公汰 ３級 高１ 加園 浩二郎 ４級 小４ 三浦 桃 ＢＲＯＮＺＥ 小４ 石井 沙羅

３級 中３ 栗原 瑠奈 ４級 小３ 仲間 安音 ＢＲＯＮＺＥ 小６ 山西 大祐 ５月 検定
※学年表示２０１７年４月以降

３級 中３ 吉村 果那子 ＢＲＯＮＺＥ 小６ 小町 美空
珠算５級 清水 大椰

３級 中３ 冨塚 柚貴菜 ５級 中２ 志岐 綾花 ＢＲＯＮＺＥ 小６ 工藤 葵
珠算１１級 小３ 高木 亜美

３級 小６ 高橋 利空 ５級 中１ 馬場 達貴
３級 中２ 田中 蕗奈 ６級 小５ 中野 栞 珠算１１級 小４ 岩永 やよい

５級 小６ 椋田 彩風 ＳＩＬＶＥＲ ５歳 安藤 雄基
３級 中２ 大泉 寧桜 ６級 小５ 谷野 麻衣 暗算６級 下田 弥奈

４級 中１ 石井 美優 ５級 小６ 井上 勝 ＳＩＬＶＥＲ 小１ 栗原 柊斗
５級 小６ 菅井 響 ６級 小５ 石谷 瑞季

４級 中１ 粕谷 健太 ５級 小６ 安永 琴音 ＳＩＬＶＥＲ 小５ 杉田 和司
５級 小６ 山西 大祐 １０級 小２ 滝田 小晴

４級 中１ 成田 航 ５級 小６ 濱 茉鈴
５級 小６ 安永 琴音 １０級 小２ 古田 翔徠

４級 中１ 三浦 真央 ５級 小６ 山上 勝利
５級 小６ 田中 歩実 １０級 小１ 山西 世莉

４級 小６ 栗原 隼也 ５級 小４ 若槻 唯菜

４級 小６ 藤原 愛里 ５級 小４ 今井 美羽

2016年度からの「 2級 A 」の認定基準

2016年度から、実用英語技能検定の「 2級 A 」の認定基準を、英検 CSEスコアで示します。
「 2級 A 」とは、 2級に合格し、 4技能合計 CSEスコアが 2150点以上の方に与えられる資格です。
この「 2級 A 」の基準となる CSEスコア 2150点は毎回固定となります。
4技能合計 CSEスコアが 2150点以上でも、二次試験不合格の場合は、「 2級 A 」とは認定されません。
海外留学時などの語学力証明として、多くの大学・カレッジで認定されています。
日本国内の大学入試に活用できます。
バランスのとれた英語学習を促進することを目的に、 4技能のスコアをもとに「 2級 A 」を付与されます。
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