
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○通常レッスン、◎幼児小学生のみ通常、◆イベント、★特別講習、■検定試験、 ● ●：ロボット・こどプロ 

日 

Sunday 

月 

Monday 

火 

Tuesday 

水 

Wednesday 

木 

Thursday 

金 

Friday 

土 

Saturday 

5/5★ 5/6★ 5/7⑮ 5/8⑮● 5/9⑮ 5/10⑮ 5/11⑯● 

5/12⑯ 5/13⑮ 5/14⑯ 5/15⑯● 5/16⑯ 5/17⑯ 5/18⑰● 

5/19⑰ 5/20⑯ 5/21⑰ 5/22⑰● 5/23⑰ 5/24⑰ 5/25⑱● 

5/26⑱ 5/27⑰ 5/28⑱ 5/29⑱● 5/30⑱ 5/31⑱▼漢検〆切 6/1●■英検 

6/2⑲ 6/3⑱ 6/4⑲ 6/5⑲● 6/6⑲ 6/7⑲ 6/8⑲● 

6/9⑳ 6/10⑲ 6/11⑳ 6/12⑳● 6/13⑳ 6/14⑳ 6/15⑳● 

6/16㉑ 6/17⑳ 6/18㉑ 6/19㉑● 6/20㉑ 6/21㉑ 6/22㉑● 

6/23休講※ 6/24㉑ 6/25㉒ 6/26㉒● 6/27㉒ 6/28㉒ 6/29㉒● 

6/30㉒ 7/1㉒ 7/2㉓ 7/3㉓● 7/4㉓ 7/5㉓ 7/6㉓● 

7/7㉓ 7/8㉓ 7/9※ 7/10●※ 7/11※ 7/12■漢検 7/13㉔● 

7/14㉔ 
サマー 

   7/14～ 

7/15※ 
スケジュール 
9/1 

7/16㉔ 
→ 

7/17㉔● 7/18㉔ 7/19㉔ 
▼数検〆切 

7/20㉕● 
▼文章検〆切 

※7/9～12は年間レッスン回数調整のための休講期間です。 

 通常レッスンはお休みです。7/10ロボ赤クラスありです。テスト期間の中高生は対策を行います。 

※7/14～9/1はサマースケジュールになります。6月頃にサマーカレンダーを配布します。ご確認ください。 

オアシスニュース   vol.24 
青梅教室（本部）：〒198-0024 青梅市新町 2-22-2 TEL0428-30-0711 
                       FAX0428-78-0877 
武蔵村山教室：〒208-0011 武蔵村山市学園 3-44-5-101 TEL042-516-9776 FAX042-516-9515 
HP：http://www.oasis-manabiya.jp/  
e-mail：（代表）info@oasis-manabiya.jp（長谷川功）hasegawaisao@oasis-manabiya.jp 
   （長谷川睦美）mutsumi@oasis-manabiya.jp（海塚美咲）misaki@oasis-manabiya.jp 
   （目黒夏美）natsumi@oasis-manabiya.jp 
LINE ID:＠manabiyaoasis(発信専用)                2019 年 5 月 20 日発行 

申込締切 4/26(金) 9/6(金) 12/6(金) 申込締切 4/26(金) 9/7(土)
１次試験 6/1(土) 10/5(土) 2020/1/25(土) 試験 6/25～7/8 10/28～11/10
２次試験 7/7(日) 11/10(日) 2020/3/1(日)

申込締切 7/19(金) 9/14(土) 2020/1/31(金) 申込締切 5/31(金) 9/21(土) 申込締切 7/21(土)
試験 8/24(土) 10/19(土) 2020/3/7(土) 試験 7/12(金) 10/26(土) 試験 8/29(木)

文章検

2019年度検定試験日程

数検

英検 英検Jr　(オンライン)

漢検

★小学生★ 
検定対策 

英検・漢検・数検に向け、合格に必要な内容を個々の現
状を確認しながら行います。 

思考力育成講座 パズル道場 

 「応用問題や図形が苦手」というお子様にぜひ。10 コマ
受講すればお子様の変化がわかるはず。 

中学受験対策 

 都立中高一貫・私立中、夏から始める方も、お子様の志
望校に合わせた受験までのプランをご提案します。 

計算強化・漢字強化 

 現学年の計算・漢字マスターを目標にステップアップ！ 

★中高生★ 
中１・中２ 

一人ひとりの課題に向けた内容。2学期に向けての基本
学習から学年を超えたハイレベル演習まで。 

中３ 

 中１～3年 1学期までの総復習。2学期の予習。検定対
策。入試問題が解ける力を夏期講習で身につけます。 
毎年、夏の特訓を乗り切った人は志望校に合格します！ 

高１・２ 

個別学習と映像学習で内申対策と大学受験へ向けた
学習を行います。 

高３ 

 勝負の夏。受験科目をセンターレベルまで。 
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学び舎オアシスでは、2019 年前期英語朗読コンテストに参加したい

と思います！ 

参加するお子様みんなを全力で応援して、サポートします！ 

英語朗読コンテストは園児から中学生までを対象とした 30 年の歴史

を持つコンテストです。 

このコンテストは、Ａ、Ｂ、Ｃ、3種類の課題朗読用の文章から 1 つ

を選んで、読み上げた文章をＣＤに録音して郵送し、審査をする形式で

す。  

お申込み頂いた生徒さんには、順次模範ＣＤと課題プリントをお渡し

します。  

みんなの前でスピーチするわけではないので、比較的リラックスして

参加しやすいコンテストだと思います。  

読む力、発話の力がグンと伸びるとてもいい機会です！  

腕試しにもなりますので、ぜひ参加してみて下さい。 

受験対象者は、主に小 3～中 3生です。（チャレンジしてみたい！と

いう低学年の方、園児さんも対象です。）  

相当量の練習が必要ですので、練習会への参加＋おうちで練習できる

人が参加してください。練習会日程は申込書でご確認ください。 

 

 受付期間：青梅～6/8（土） 武蔵村山～6/7（金） 

 音声吹き込み期間：6/9～23 

 参加費：2000 円 

（エントリー費用・模範 CD・課題プリント・練習会含む） 

※別紙申込書でお申し込みください。 

珠算6級 小4 笹尾侑矢
珠算7級 小2 伊藤有紗
珠算11級 小1 伊藤里奈
暗算5級 小4 深見真萌

珠算・暗算
2019/2月

珠算4級 小4 後藤優人
珠算10級 小2 朝比奈希実

珠算・暗算
2019/3月

珠算4級 小6 三澤優
珠算13級 小1 山浦右京

珠算・暗算
2019/4月

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ロボット教室 

ミドルコースが新しくなります！ 

小学校プログラミング必修化によ
り「早くプログラミング学習をさせ
たい」との声をいただいていました
が、ついにミドルコースからプログ
ラミング学習が可能になります。従
来のミドルコースロボットがプログ
ラミングでより多彩な動作をするロ
ボットに進化します。専用のタブレ
ットを使用したビジュアルプログラ
ミングでロボットを制御します。 
 ミドルコースリニューアルによ
り、従来はアドバンス 2年間だった
プログラミング学習期間がミドルか
らアドバンスまで最長 3年半になり
ます。 
新ミドルコースは 8月スタート。 
 

 ロボット無料体験レッスン希望の
方はメールでお問い合わせください 

→info@oasis-manabiya.jp 
 
     ※ミドルコース進級時 
      費用など詳細は 
      お問い合わせください 
 
     ←ベーシックコース 
      お掃除ロボ 

https://ameblo.jp/mac-green/image-12376174337-14191507489.html


 

  
 

 

 中学生のみなさん、今年度最初の定期テストは、どのような結果だったでしょうか？ 

うまくいった人、失敗した人、それぞれ反省点を確認して次回に活かしましょう。中間テストが終わるとすぐに期

末テスト 1か月前です。前回は何が良くて何がダメだったか、確認することで次回が良くなります。 

～～おすすめテスト勉強法 ポイントは 2 つ～～ 

①時間配分を早めに決める 

 期末テストは９教科。どの教科に何時間かかるか計算し、毎日の勉強時間を割り振ります。 

 各教科、やるべきことと、それぞれにかかる時間を予想し、しっかり覚えるまで 2回・3回繰り返し行うため

の時間を計算します。 

  たとえば・・・ 

  （国語）ワーク 1 時間×2、漢字 30 分×4、ノートの暗記 1時間×3  計 7 時間 

  （英語）ワーク 2 時間×3、単語 2 時間×3、本文暗記 2 時間     計 14 時間 

  （数学）教科書 2 時間×2、ワーク 4時間×2、           計 12 時間 

  （理科）教科書 1 時間、ワーク 2 時間×2、ノート 1 時間×2     計 7 時間 

  （社会）教科書 2 時間×2、プリント 1 時間×2、ワーク 2 時間×2   計 10時間 

  （音楽）教科書 1 時間、プリント 1時間×2             計 3 時間 

  （美術）教科書 30分×2、プリント・ノート 1 時間×2       計 3 時間 

  （保体）教科書 30分×2、プリント・ノート 2 時間×2     計 4時間 

  （技家）教科書 30分×2、プリント・ノート 2 時間×2     計 5時間 

         合計 65 時間 

 2 週間前から毎日勉強すると、1日当たり 4～5 時間になります。期末テストおそるべし！ 

毎日そんなに勉強できない！という人はもっと前から勉強開始すれば 1 日当たりは短くて済みます。 

オアシスで受講している教科は自宅での勉強時間をもっと少なくしても大丈夫でしょう。ワークや暗記など、どの

くらい時間がかかるか個人差がありますので、自分ならどのくらいの時間が必要か計算し、実行してみて調整しま

す。 

 テスト後に「勉強時間が足りなかった」「もっと早く始めればよかった」と後悔することのないよう、早めに計

画を立てましょう。オアシスから対策カレンダーが配られるタイミングで始めるのがおすすめです。 

 

②繰り返し練習する 

 テスト勉強でやるべきことは「教科書を読む」「単語を覚える」「ノート・プリントを覚える」「ワーク・問題集

を解く」が基本ですが、人間は 1 度やっただけではすぐに忘れてしまいます。また、覚えたことをテストの時に

出せるよう、問題集などで練習することも必要です。教科書・ノート・プリントを繰り返し覚えたら、学校のテス

ト範囲問題集を２～３回、さらに他の問題集で数回練習すると高得点がとれます。 

 

何をしたらどんな結果になったか、毎回振り返りをして、 

自分に合ったテスト勉強法に進化させていきましょう。 



第３ 問 
「 あなたな将来の夢、 またはやってみたいこと 。 その実現のため

に今頑張っていること 。 」 について１ 分で考え、 ３ ０ 秒で発表し

ます。

　 平成３ １ 年４ 月１ ８ 日、 全国の

小学６ 年生、 中学３ 年生を対象と

し た全国学力・ 学習状況調査（ 全

国学力テスト ） が実施さ れまし

た。 国語・ 算数（ 数学） に加え、

中学３ 年生では初めて英語が実施

されまし た。 さ らにその試験にお

いて、 スピーキングテスト が導入

されまし た。 スピーキングテスト

はコンピュータ を使い、 絵と音声

で問題が出され、 生徒の解答もコ

ンピュータ に録音し ます。 これか

らの英検や大学入試はコンピュー

タ録音方式がほとんどですので、

機械の操作に慣れておく 必要があ

ります。  

　 今回の全国テスト からもわかる

ことは、 日本の英語教育はこれま

で行われてきた「 読む」 を中心と

し た学習から 「 話す」 を中心と し

た学習へと変わり つつあり ます。

ご存知のよう に大学入試・ 高校入

試にも 「 スピーキングテスト 」 の

導入が始まり 、 「 話す」 練習が必

要不可欠です。  

　 英語は実際に使う こと で力をつ

けていく 科目です。 学校や塾で学

んだ単語や文法をすぐに外国の人

と話せる機会を持つことが大切で

す。 当塾のオンライン英語でし っ

かり 練習を積んで「 コ ミ ュニケー

ショ ン」 の力も身につけていきま

し ょ う 。

英語「 ５ 技能」 コミ ュニケーショ ン力まで鍛えます 

質問されて、 すぐに答えることができる、 会話を続けることができる力を

「 コミ ュニケーショ ン力」 と言います。 当塾のオンライン英語は相手が人

だからこそ、 このコミ ュニケーショ ンの力を身につけることができます。

文科省が、 初めてスピーキングテスト を実施しました！ 英語は５ 技能？？？ 

　 今回の全国学力テスト のスピー

キングは「 正解は１ つ」 と いう 設

問ではなく 、 「 自分で考えて答え

る」 形式の問題（ 下記事参照） で

し た。 大事なことは質問された時

の「 瞬発力」 です。 質問されてす

ぐに答えることができる力が必要

です。 私たちはこの力をコ ミ ュニ

ケーショ ン力と 呼んでいます。 こ

れからの英語は「 読む・ 書く ・ 聞

く ・ 話す」 と いう ４ 技能に加えて

「 コ ミ ュニケーショ ン力」 と いう

５ 技能が必要だと考えています。

コンピュータ 方式の試験だからこ

そ、 し っかり と し たコ ミ ュニケー

ショ ン力を身につけること が大切

です。

出典： 文部科学省ホームページ  （ http ://www .m ext.g o .jp /）  

　 　 　 問題の一部を抜粋しています。

第２ 問 

Alan:   Look at this picture of my family. 
          This is my favorite picture.
Yuiko:  Nice.  Who is she ?
Alan:   She is my mother, Nancy.  And he is my brother, Tom.
          He can cook very well.
Yuiko:  I see.  What kind of work does your mother do ?
Alan:   She is a teacher.  Do you have any other questions about them ?

この英文の続きを受験生が英語で答えます。

 

 

※小学生も受講できます。体験希望の方は担当講師まで。 


