
  

 
 

本年度冬期講習を下記のように行います。 
中学生のメンバーは、１年生も含め、全員受講しましょう。 
特に中３・高３生は、受験に向けラストスパートの時期です。全力で取り組みましょう。 
 

冬期講習 12/21～1/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 学年/項目 設定  (1 コマ＝50 分)  費用(税込) 

 

小
学
生 

小１～６個別 
別紙(個別予約表)参照 

算数・国語・理科・社会 
少人数個別で丁寧に指導。 

現学年の復習から予習まで。中学受験対策も。 

別紙でお申込ください。 

★小６中学準備講座 
算数英語 

各回２コマ 
 

1 回から受講できます。小学校学習内容の到達度チェックと弱点補強 

スムーズに中学生に移行できるよう個々にメニューを組みます。 

算数だけ、英語だけ、弱点を集中的に など調整可能です。 

お気軽にご相談ください。受講日選択を選択してください。 

参加日を選択 

１回 2200円→1100 円 
６回 12 コマ 14300 円→6600 円 

★中学受験総仕上げ ６日間３０コマ+α 
※公立・私立 中学受験※受験直前総仕上げと過去問演習、弱点補強 

冬休みが明けるとすぐ入試。徹底的に最終仕上げを行います。 

52800 円 

中
１ 

★中１個別 
英数(国) 

６日間１８コマ+α 
+志望校判定テスト 

２学期までの復習・弱点補強+３学期の予習。 

教科配分とレッスン内容は個々の状況により調整して行います。 

29300 円 判定テスト含む 
※追加１科目６コマ 7300円 

中１セレクト ６コマ 英数国理社から希望教科 1 科目選択。 8600円 

中
２ 

★中２個別 
英数国 

７日間２１コマ+α 
+志望校判定テスト 

２学期までの復習と３学期の予習。入試に向けて基礎固め。 

教科配分とレッスン内容は個々の状況により調整して行います。 

33300 円 判定テスト含む 
※追加１科目 7 コマ 8900円 

中２セレクト ７コマ 希望教科 1 科目選択。レッスン内容は個々に調整します。 10100 円 

中
３ 

★中３ 
英数国理社 
５科入試特訓 

１０日間６６コマ   
+志望校判定テスト 
 

中学３年間の総復習、受験対策。 

志望校に併せて合格点を目指した徹底指導を行います。 

私立単願で一般受験の方は理社の時間を英数国に代えて行います。 

96800 円 判定テスト含む 

高
校
生 

★高 1,2 ２科選択 
英数国理社から 

6日 18コマ個別+ﾍﾞﾘﾀｽ 
個別学習+ベリタスで大学受験に向け基礎がためをしっかりと。 

※希望者は学校の課題を持ってきて質問 OK。 

33700 円 
追加１科目６コマ 9900円 

★高 3 受験特訓 １０日間 
入試に向けて必要な教科全て。徹底センター対策+個別大学対策 

個別学習 21 コマ+ベリタス 

個別 49700円 
+ベリタス 11000×教科数 

そ
の
他 

高校生ベリタスは開講時間内全て利用可能です。受講予定を個別予約表に記入して提出してください。 

検定対策 
英検,漢検,数検 

５コマ 

※冬期講習(中１中２個別講座)とセットで受講の特別価格です。検定
対策のみの方は通常の金額 1500 円/コマとなります。 

7500円→2700円 

冬期講習２０１９～２０ 武蔵村山教室 

講習費を振り込んだ日を 
下の記入欄にご記入ください。 
振込控えの添付は必要ありません。 

お問合せ   
武蔵村山：０４２－５１６－９７７６ 

FAX ：０４２－５１６－９５１５ 
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冬期講習受講申込書 

学年     氏名             

電話番号                  

受講講座                  

(小 6は受講日)               

 
費用           振込日      
 

申込日        受取講師サイン      

学び舎オアシス 

２０１９．１１月吉日 

冬期講習申込控え 

学年     氏名             

受講講座                  

(小 6は受講日)               

費用                    

申込日       受取講師サイン       

学び舎オアシス 

きりとり 

＊ 部活、帰省、旅行等で都合の悪い日がある場合振替できます。 
＊ クラブ活動等で対象時間に来られない場合は、ご相談ください。 
＊ 中１～中３は【総仕上げ志望校判定テスト】を１月８日（水）に行います 
＊ 費用にはテキスト教材費が含まれています。ただし、通常用教材も使用するため、

持っていない場合は、実費がかかります。 
＊ 中１～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（5500 円）を

加えて申し込んでください。 
＊ 外部受講生について：当スクールメンバー以外の受講希望者は、通常用教材を併用

するため教材費が別途かかります。 
＊ 外部受講生は管理費 1,100 円と季節費 1,100 円がかかりますが、冬期講習後の通常

コース受講を申し込んだ場合は免除となります。 

 

帰省・部活などで 

来られない日がある人は 

予定が分かり次第 

振替を決めましょう。 
※中３・高３は振替不可能です。 
 体調管理をしっかりしましょう。 

時間割は 

裏面です 



 

 

 小６ 個別 中１ 中２ 中３ 高１・２ 

12/21(土)青 

睦 

pm5:00～6:00 
到達度テスト 
 ＆保護者会 

pm7:00～9:30 pm7:00-9:30 

数国 

pm7:00-9:30 

数国 

pm7:00-9:30 ③ pm7:00-9:30 

 

12/22(日) 〇 

夏 

 pm1:30-5:40 pm3:10-5:40 

英国 

 pm1:30-5:40 ⑤  

12/23(月) 

夏 

英英 

pm4:50-6:30 

pm2:20-6:30 

pm7:00-9:30 

 pm7:00-9:30 

英国 

 pm7:00-9:30 

 

12/25(水)青 

功海 

 pm1:30-3:10 

pm5:40-9:30 

pm7:00-9:30 

数国 

pm7:00-9:30 

数国 

pm5:40-6:30 ① 

pm7:00-9:30 ③ 

pm7:00-9:30 

 

12/26(木) 

睦 

数数 

pm4:00-6:30 

pm4:00-6:30 

pm7:00-9:30 

 

 

pm7:00-9:30 

数国 

pm4:00-6:30 ③ 

pm7:00-9:30 ③ 

pm7:00-9:30 

 

12/27(金) 

夏(睦) 

英英 

pm2:20-4:00 

pm1:30-6:30 

pm7:00-9:30 

pm7:00-9:30 

英国 

 pm1:30-6:30 ⑥ 

pm7:00-9:30 ③ 

 

12/28(土) 

睦 

数数 

pm4:00-6:30 

pm4:00-6:30 

pm7:00-9:30 

pm7:00-9:30 

提出物チェック 

pm7:00-9:30 

提出物チェック 

pm4:00-6:30 ③ 

pm7:00-9:30 ③ 

pm7:00-9:30 

 

12/29(日) 

夏 

英英 

pm2:20-4:00 

pm1:30-6:30 

pm7:00-9:30 

pm7:00-9:30 

英国 

 pm1:30-6:30 ⑥ 

pm7:00-9:30 ③ 

 

12/30(月) 

夏(睦) 

英英 

pm2:20-4:00 

pm1:30-6:30 

pm7:00-9:30 

 pm7:00-9:30 

英国 

pm1:30-6:30 ⑥ 

pm7:00-9:30 ③ 

pm4:00-6:30 

 

1/5(日) 

夏 

英英 

pm2:20-4:00 

am10:00-12:30 

pm1:30-6:30 

pm7:00-9:30 

英国 

pm7:00-9:30 

英国 

pm1:30-6:30 ⑥ 

pm7:00-9:30 ③ 

 

1/7(火) 

功 

数数 

pm4:50-6:30 

pm4:00-6:30 

pm7:00-9:30 

pm7:00-9:30 

数国 

pm7:00-9:30 

数国 

pm4:00-6:30 ③ 

pm7:00-9:30 ③ 

pm7:00-9:30 

 

1/8(水)赤 

海 

  冬期判定テスト 

pm5:30-9:30 

冬期判定テスト 

pm5:30-9:30 

冬期判定テスト 

pm5:30-9:30 

 

早期申込み特典 

11 月中に★講座お申込みの方 

講習費 3,000 円引き 
※申込書に割引後の金額を記入し、お振込みください。 

※表の日程で来られない部分がある場合は振替可

能です。個別予約表に振替希望を記入して提出して

ください。 

※部活の日程が出ないと予定が分からない場合は、

部活の予定が分かり次第、振替希望を個別予約表で

提出してください。 

※「提出物チェック」は学校の提出物(5 科)のチェ

ックをします。この時間までに 5 科の提出物を終わ

らせて持ってきましょう。分からない所はこの時間

に質問できます。提出物チェックは冬期講習受講生

対象です。 

１月通常レッスンは 

１月９日(木)よりスタート 

講習費用は振り込みをお願いします。 
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）019店 当座 ０４１８８８６ 学び舎オアシス 

【りそな銀行口座】  

村山支店（７７５） 普通 ３９６６４５１ 学び舎オアシス 代表 長谷川 功 

お問合せ   
武蔵村山：０４２－５１６－９７７６ 

FAX ：０４２－５１６－９５１５ 

英語マラソンを冬休みも実施します。 

今回はすべて達成した人にプレゼントあり♪ 


