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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
昭島校： 〒196-0022 昭島市中神町1157-11 KSビル１F ℡．042-544-4446
青梅校： 〒198-0024 青梅市新町2-22-2 ℡0428-30-0711○；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
日 月 火 水 木 金 土
9/3 ９/４ ㉛○ 9/5 ㉚○ 9/6 ㉙○ 9/7 ㉚○ 9/8 ㉙○ ● 9/9英〆 ㉚○ ● 本年度【ハロウインパーティー】は

≪武蔵村山校≫ にて、 10月 22日（日）に
9/10 ９/ ㉜１１ ○ 9/12 ㉛○ 9/13 ㉚○ 9/14 ㉛○ 9/15漢〆 ㉚○ 9/16 ㉛○ 行います。 たくさんの方の参加をお待ちして

います。 別紙にて申し込みください。
9/17 ９/１８ 祝敬老 9/19 ㉜○ 9/20 ㉛○ 9/21 ㉜○ 9/22文〆 ㉛○ ● 9/23 ㉜○

１０/２２（日） ハロウインパーティー
９/２４ ９/ ㉝２５ ○ ９/２６ ㉝〇 ９/２７ ㉜〇 ９/ ㉝２８ 〇 ９/ ㉜２９ 〇 ９/３０ J〆 ㉝○ ● ＊兄弟で同じ時間をご希望の場合は、

昭島校生 ｐｍ１：３０－２：４０ 下のお子様の時間に参加してください。
㉞１０/１ 10/2 〇 10/3 ㉞○ 10/4 ㉝○ 10/5 ㉞○ 10/6 ㉝○ ● 10/7英 ㉞○ ＊天候不順の場合も、室内だけを利用して

村山校 （幼児～小２） ｐｍ３：００～４：１０ 行います。
10/８ 10/9 祝休 10/10 休講 10/11 ㉞○ 10/12 ㉟○ 10/13数〆 ㉞○ 10/14 ㉟○ ● ＊当日、駐車場の用意はございませんので、

村山校（小３～小 6 ） ｐｍ３：４０～４：５０ ご了承ください。
10/１５ 10/16 ㉟○ 10/17 ㉟○ 10/18 ㉟○ 10/19 ㊱○ 10/20 漢 ㉟○ ● 10/21 ㊱○ ＊参加費用（お菓子代） ＝ 700円

１０/２２◆ ㊱10/23 ○ 10/24 ㊱○ 10/25 ㊱○ 10/26 ㊲○ 10/27 文 ㊱○ 10/28 ㊲○ ●

１０/２９ １０/３０ ㊲○ 10/31 ㊲○ 11/1 ㊲○ 11/2 祝休講 11/3 ㊲○ ● 11/4 ㊳○ ●

１１/５ １１/６ ㊳○ 11/7 ㊳○ 11/8 ㊳○ 11/9 ㊳○ 11/10 ㊳○ 11/11 ㊴○

１１/１２英 １１/１３ ㊴○ 11/14 ㊴○ 11/15 ㊴○ 11/16 ㊴○ 11/17数 ㊴○ ● 11/18 ㊵○ ●

１１/１９ １１/２０ ㊵〇 11/21 ㊵○ 11/22 ㊵○ 11/23 休講祝 11/24 休講 11/25 休講 ※朝日新聞、全国学習塾連盟 主催 、≪朝日新聞 ニュース作文コンクール≫
の参加者を受け付けています。

１１/２６ １１/２７ 休講 11/28 休講 11/29 休講 11/30 ㊵○ 12/1 ㊵○ ● 12/2 ㊶○ ●
夏休み中に、仕上げた人は そのまま提出してください。

１２/３ １２/ ㊶４ 〇 12/5 ㊶○ 12/6 ㊶○ 12/7 ㊶○ 12/8 ㊶○ 12/9 ㊷○
専用の原稿用紙をご希望の方は、先生まで申し出てください。

※定期テスト対策 ； ９月中旬～１１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。
夏期講習受講生は定期テスト対策優遇あり。別紙お知らせを確認の上、受講してください。

ぜひ、 ※ LINE@で配信すること ；
※休講日 ； ９/１８（月）、１０/９（月）、１１/２（木）は休講です。１１/２３（木）～１１/２９（水）まで休講期間です。定期テスト中の 皆様の登録を 教室の情報いろいろ、 【ブルーベアー

中高生はこの期間もレッスンを行います。 お待ちしています。 ニュース】発行のお知らせ、
検定試験〆切、災害時のレッスンの有無、

※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。 休講日、季節講習、ｷｯｽﾞｽﾍﾟｼｬﾙ ｅｔｃ．
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。 ＊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。
英検 漢検 数検 英検 JR.（児童英検） 児童英検 文章検定 ※ブルーベアースクールの新ホームペ

11/４（土） 試験時間 ージ同様 みなさまにお役立ち情報を
申込締切 9/９（土） ９/１５金〕 10/13 （金） 第 2回； 9/30 （土） ９/２２（金） 提供していきます。

村山 昭島 http://www.bluebear-school.com
一次試験 ； １０/７（土） １０/２０（金） １１/１７（金） 10/30(月)～ 11/4(土)
二次試験 ； １１/１２（日） 5:30~又は ﾌﾞﾛﾝｽﾞ １０：３０ 14:00 10/27 （金）

検定試験 １７：３０～ 6:30~8:30 時間は各教室毎に決定、 ｼﾙﾊﾞｰ １１：１０ 15:00
日時 1次試験時間は または テスト期間中の任意の日 ｺﾞｰﾙﾄﾞ １１：１０ 15:00 １９：００～

夕方 5時以降に予定 １８：３０～ 持ち物 ； ｺ ﾝ
ﾊﾟｽ、定規､
計算機

児童英検は、上記月曜日から金曜日までの期間 前回申し込

※各検定試験は、高校受験、大学受験の際、大変有利な資格試 に先生と相談のうえ、日程を決めていただくか、 み済みの人 広大な自然の中で思いっきり楽しんだ２日間。
験です。 しっかり準備して受験しましょう。 11/4 （土）上記指定時間に受験してください。 それを適用 裏面の写真もご覧ください。
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2017 ， 6月 16日実施 １次試験 ２０１７，６、 ２次試験 ２０１７，７ （児童英検） ２０１７，６月実施

準 2級 高２ 渋谷 栞南 準２級 中２ 外園 麻衣 ４級 小６ 谷野 麻衣 ＢＲＯＮＺＥ 小６ Ｋａｔｏ Ｍｉｋｕ ＳＩＬＶＥＲ 小２ Ｈａｇｉｎｏ Ａｏｉ

４級 中２ 成田 航 準２級 中３ 木村 桃菜 ４級 小６ 丸山 拓海 ＢＲＯＮＺＥ 小３ Ｍｏｒｉｍｏｔｏ Ｊｕｎ※ ＳＩＬＶＥＲ 小２ Ｋｕｒｉｈａｒａ Ｓｙｕｔｏ
パーフェクト満点賞

５級 小５ 植野 美羽 準２級 中３ 鈴木 邑菜 ４級 中１ 椋田 彩風 ＢＲＯＮＺＥ 小２ Ｙａｊｉ Ｙｕｒａ ＳＩＬＶＥＲ 小２ Ｔｓｕｊｉｎｏ Ｍｉｔｓｕｋｉ

５級 中１ 上田 瑚々南 準２級 中３ 政野 優介 ４級 中２ 尾崎 洋輔 ＢＲＯＮＺＥ 小２ Ｔｓｕｋａｍｏｔｏ Ｈｉｎａ ＳＩＬＶＥＲ 小１ Ｉｓｈｉｔａｎｉ Ｔａｍａｋｉ

６級 小６ 平川 聖大 準２級 高２ 渋谷 栞南 ４級 中２ 嶋津 凛花 ＢＲＯＮＺＥ 小２ Ｔｓｕｋａｍｏｔｏ Ｙｕａ

６級 小６ 関口 青花 ３級 小４ 植田 美羽 ４級 中３ 内野 綾乃 ＢＲＯＮＺＥ 小１ Ｈａｔｔｏｒｉ Ａｒａｔａ ＧＯＬＤ 小３ Ｎｉｓｈｉｄａ Ｋｏｔａ

７級 小５ 馬場 悠綺 ３級 中１ 美浦 ひかり ５級 小５ 寺田 夏海 ＢＲＯＮＺＥ ６歳 Ｉｔｏ Ｋｎａｎａｔａ ＧＯＬＤ 小６ Ｓｕｇｉｔａ Ｋａｚｕｓｈｉ

７級 小５ 藤森 里奈 ３級 中２ 三浦 真央 ５級 小５ 中村 光希 ＢＲＯＮＺＥ ６歳 Ｎａｋａｎｏ Ｔａｋｕｔｏ

８級 小４ 大泉 音羽 ３級 中２ 長谷川 浩大 ５級 小６ 平川 聖大 ＢＲＯＮＺＥ ５歳 Ｈａｓｅｇａｗａ Ｕｒｕ

９級 小３ 山西 世莉 ３級 中２ 澤木 那奈 ５級 中１ 小町 美空 ＢＲＯＮＺＥ ５歳 Ｉｔｏ Ｒｕｎａ

９級 小３ 滝田 小晴 ３級 中３ 小島 一真 ５級 中１ 田口 瑚々菜 ＢＲＯＮＺＥ 小６ Ｙｏｓｈｉｍｕｒａ Ｋｏｔａ

９級 小３ 吉田 翔徠 ３級 中３ 加園 千夏 ５級 中１ 後藤 勇貴

１０級 小２ 谷治 結良 ３級 中３ 志岐 綾花 ５級 中３ 高野 元輝

１０級 小２ 井上 直丈 ３級 高１ 内田 翔海

３級 高１ 田口 遼河
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