
武蔵村山教室 春期講習 2019 

本年度春期講習を下記のように行います。 
学び舎オアシスの新年度は、この春期講習からスタートします。 
中高生のメンバーは、新１年生も含め、受講してください。 
今からの準備が１学期の成績、そして高校・大学受験選択に大きく作用します。 
目標を持って計画的に受講してください。 
 

春期講習日程 ３月２７日(水)～４月７日(土) 計７日間 
講座名 時間 

 
※表示は全て新学年です。 

費用：教材費込み 
（円）(税込み) 

A 小学生個別 個別予約表から選択 
国算理社 ①前学年の復習と新学年の準備。②中学受験対
策。中学受験、公立中高一貫校受講生もどうぞ。 

別紙個別予約表参照 

B 新中１一斉個別 
5 日間 10 コマ 

Pm2:00～3:40 
英数計 100 分一斉個別で中１の１学期まで内容を制覇。 

（現ｵｱｼｽメンバーで引き続き中学生ｺｰｽ継続生は半額にな
ります。） 

12,000→半額 6,000 
追加１教科 5 コマ 3,000 

C 新中２一斉個別 
6 日間 

３科 18 コマ pm7:00～9:30 
 

英数または英数国+演習を一斉個別で行います。 

中１の総復習～中２中間までの内容を行います。 

受験を意識して良いスタートを。 

英数国 26,100 
英数 19,000 
(判定テスト費込み) 
追加１教科 6 コマ 7,200 

新中３一斉個別 
D５科６日間 39 コマ 
E３科６日間 21 コマ 

５科 pm4:00~6:30 
pm7:00～10:00 

３科 pm7:00~10:00 

英数国理社５教科または英数国３科 + 演習です。 

５月、６月、９月、１１月定期テストの平均で高校受験の
内申が決定します。５月テストに向けて春からの対策が必
要です。高校受験のある人は５教科で受講して下さい。 

５科 59,000 円 
３科 35,000 円 
(判定テスト費込み) 
追加１教科６コマ 8400 

F 新高１ 英数 
5 日間 10 コマ 

個別 pm4:00～5:40 
ベリタス 希望時間を予約 

スタートが肝心。１学期の予習中心に行います。 

希望により各学校の課題の指導も行います。 

16,200 
→内部生半額 8,100 
ベリタス 3240円×教科数 
追加１教科 5 コマ 8,100 
→内部生半額 4,050 

G 新高２ 英+１教科 
5 日間 10 コマ 

個別 pm7:00~8:40 
ベリタス 希望時間を予約 

新学年準備講座を一斉個別体制で行います。 

希望により各学校の課題の指導も行います。 

16,200 
追加１教科 5 コマ 8,100 
ベリタス 6480円×教科数 

H 新高３ 受験教科 
７日間 21 コマ 
+ ベリタス 

個別 pm4:00～6:30 
ベリタス：開講時間全 

個別：受験教科、英単語、英文法、 

ベリタスで受験に必要な教科の徹底学習 

個別 48,600 
追加７コマ 11,400 
ベリタス 6,480×教科数 

I 検定対策講座 
50 分×受講回数 

個別申込用紙で申し込んでくだ
さい。 

６月に検定試験向けて対策を受講して力をつけてくださ
い。各級にそったテキストは教室で購入できます。 

別紙個別予約表参照 

＊新中２～中３は【前学年総仕上げ志望校判定テスト】を行います。 

新中２：３科 英数国   4/６(土)pm7:00～9:30 

新中３：５科 英数国理社 4/6(土)pm5:30～9:30 
＊ 新中２・中３以外で志望校判定テストをご希望のメンバーはテスト費用（5400 円）を添えて 

申し込み用紙にご記入の上お申し込みください。 
新中２、中３のテスト費用は講習費用に含まれています。 

 

申込締切：３月１６日（土） ※締切を過ぎても受け付けます。テキストが間に合わない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------キリトリ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

学び舎オアシス 

２０１９．３月吉日 

 

学び舎オアシス 
TEL０４２８－３０－０７１１ 
FAX０４２８－７８－０８７７ 

info@oasis-manabiya.jp 

 

講習を受講して 

定期テスト対策もバッチリ！ 

春期講習受講者は無料定期テスト対策が多くなります 

春期講習受講申込書 

新学年    氏名              

電話番号                  

受講講座                  

費用           振込日      

春期講習申込控え 

氏名                    

新学年                    

受講講座                  

費用                    

 
申込日        受取講師サイン      申込日       受取講師サイン       

学び舎オアシス 

講習費用は郵便局口座へ振込んでください。 
安全面とレッスンの質の維持のため、費用の納入方法は振込みのみとさせていただきます。 
直接教室に現金を持ってくることは避けてください。 

振込先：  

【郵便局口座】 ００１１０－７－４１８８８６ 学び舎オアシス 

   （他行から） ゆうちょ銀行 019店 当座 ０４１８８８６ 学び舎オアシス 

【りそな銀行口座】 村山支店 普通 口座番号３９６６４５１  

学び舎オアシス 代表 長谷川 功 

 
左右とも記入してください。講習費を振り込んだ日をご記入ください。振込控えの添付は必要ありません。 



春期講習 2019 時間割 

 

 

 

 

 

 

 
＊クラブ活動等で該当学年時間に来られない方は、振り替え可能です。ご相談ください。 

＊ 欠席の場合は、連絡をお願いします。春期講習期間内で振替可能です。 

特別な事情がある方はご相談ください。 

中３・高３はできるだけ休まず参加しましょう。 

 

 

 

 

新年度通常レッスンは 

４月６日（土）からです。 

春期講習の目標  新学年に向けて頑張りたい事や目標を書いてみよう 

3/27
水

3/28
木

3/31
日

4/1
月

4/3
水

4/4
木

4/5
金

4/7
日

５科 ５科 文系 文系 ５科 ５科 ５科 文系
新中１ 英数pm2:00～3:40 ①英 ②数 ③英 ④英数 ⑤数

新中２ 英数国pm7:00～9:30 ①英国 ②数国 ③英国 ④数国 ⑤数国　 ⑥英国
判定テスト

pm7:00～9:30
理社pm4:00～6:30 ①社 ②理 ③社 ④理 ⑤理 ⑥社
英数国pm7:00～10:00 ①数国 ②数国 ③英国 ④英国 ⑤数国　 ⑥英国

新高１ 英数pm4:00～5:40 ①英 ②数 ③英 ④英数 ⑤数
新高２ 英数pm7:00～8:40 ①英 ② ③英 ④英 ⑤

新高３
個別pm4:00～6:30
ベリタス　開講時間全

○ ○ 〇 〇 ○ ○ ○ ○

判定テスト
pm5:30～9:30

新中３


