
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○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 ▼検定〆切 

3/29 休★ 3/30 休★ 3/31 休★ 4/1休●★ 4/2休★ 4/3休★ 4/4休●★ 

4/5休★ 4/6休★ 4/7⑪ 4/8⑫● 4/9⑫ 4/10⑫ 4/11⑫● 

4/12⑫ 
■数検 

4/13⑫ 4/14⑫ 4/15⑬● 4/16⑬ 4/17⑬ 4/18⑬● 
▼英検 Jr〆切 

4/19⑬ 4/20⑬ 4/21⑬ 4/22⑭● 4/23⑭ 4/24⑭ 4/25⑭● 
▼英検〆切 

4/26⑭ 4/27⑭ 4/28 休★ 4/29 休★ 4/30 休★ 5/1休★ 5/2休★ 

5/3休★ 5/4休★ 5/5休★ 5/6休●★ 5/7⑮ 5/8⑮ 5/9⑮● 

5/10⑮ 5/11⑮ 5/12⑭ 5/13⑮● 5/14⑯ 5/15⑯ 5/16⑯● 

5/17⑯ 5/18⑯ 5/19⑮ 5/20⑯● 5/21⑰ 5/22⑰ 5/23⑰● 

5/24⑰ 5/25⑰ 5/26⑯ 5/27⑰● 5/28⑱ 5/29⑱ 5/30 休● 
■英検 

※3/28～4/6 春期講習 

※4/28～5/6GW 休講期間 

この期間中に第１回定期テスト GW 特別対策を実施します。 

休講期間を利用して３月分の振替レッスンも行います。対象メンバーにご連絡します。 

オアシスニュース   vol.27 
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（東木豪太）higashiki@oasis-manabiya.jp 
LINE ID:＠manabiyaoasis(発信専用)                2020年 3月 25日発行 

【新型コロナウィルス・インフルエンザ予防 教室での対策】 

両校舎で以下の対策を徹底して行います 

●教室入口に消毒液を設置：入退室の際に手の消毒をお願いします。 

●手洗いの徹底：入室時・退室時には手洗いをお願いします。 

               設置していたタオルは撤去しましたので、ハンカチやタオルを持参してください。 

●こまめな換気：授業前の換気を徹底します。授業中も定期的に換気します。 

●人と人との距離の確保：教室内に多人数が密集することがないよう、時間の調整を行います。 

●除菌：玄関から教室内ドアノブ、机など、人が手を触れる部分を毎日除菌します。 

●加湿器の設置：全部屋で次亜塩素酸水を添加して加湿します。 

●講師はマスクを着用します。 

●お子様もマスクの着用をお願いします。 

●すべてのレッスンにおいて、生徒と生徒または生徒と先生が触れ合うような内容は当面中止します 

●お願い：３７．５度以上の発熱や、咳など風邪症状がみられた時は来校を控えてください。 

※咳が続く様子が見られた場合、万一のため速やかに帰宅していただく措置を講じることをご了承ください。 

 

春期講習 3/28～4/6申込受付中 
予定通り教室でレッスンを行います。コロナの影響など心配で申し込みを見送っていた方、 

まだ申し込み可能な枠があります。お問い合わせください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「最初のテストを制する者は 1 年間を制す」 

1 学期中間でいい点を取ると、ずっと好成績を維持していく人が多い。 

最初が肝心です。 

・青梅教室 

4/28(火) 4/29(水) 4/30(木) 5/1(金)  

・武蔵村山教室 

4/29(水) 4/30(木) 5/1(金) 5/2(土) 

※詳細・申し込みは別紙を配布します 

申込締切 4/25(土) 9/5(土) 申込締切 4/18(土) 9/5(土)
１次試験 5/30(土) 10/3(土) 試験 6/27～7/11 10/25～11/7
２次試験 7/5(日) 11/15(日)

申込締切 7/11(土) 9/25(金) 申込締切 6/6(土) 9/19(土)
試験 8/22(土) 10/31(土) 試験 7/10(金) 10/23(金)

漢検

2020年度検定試験日程

数検

英検 英検Jr　(オンライン)

３級 中２ 飯田　啓太郎
３級 中２ 久保田　蒼矢
３級 中２ 関口　紗姫
３級 中１ 中村　光希
３級 小６ 土方　二郎
４級 小５ 嶋﨑　優美
４級 小６ 渡辺　心
５級 小５ 田根　瞳

英検
2020/1月

3級2次 中３ 日野　晴登
3級 中２ 福田　大輔
3級 中３ 魚山　優菜
3級 中３ 川﨑　遥
3級 中３ 北向　輪光
3級 中３ 武田　達弥
4級 中２ 石田　陽菜恵
8級 小４ 関　千裕
9級 小４ 荒井　健成

数検
2019/10月

SILVER 小２ 村田　佳音

英検Jr
2019/11月

GOLD 小２ 村田　佳音
SILVER 小２ 山﨑　万愛
SILVER 小３ 大平　華鈴
BRONZE 小１ 寺尾　諒
BRONZE 小２ 中野　真子
BRONZE 小６ 後藤　大河
BRONZE 小１ 大平　結登
BRONZE 小５ 中田　悠貴
BRONZE 小４ 新井　詩乃
BRONZE 小２ 高杉　愛佳

英検Jr
2020/2月

珠算5級 小５ 滝田小晴
珠算6級 小３ 伊藤有紗
珠算9級 小３ 後藤裕
珠算9級 小２ 揃江渚空
珠算10級 小２ 揃江渚空
暗算3級 小６ 矢吹拓斗
暗算5級 小５ 後藤優人

珠算・暗算
2019/9月

暗算3級 小５ 笹尾侑矢
暗算4級 小６ 清水大椰
暗算5級 小６ 清水大椰
暗算5級 小６ 三澤優
暗算5級 小５ 滝田小晴

珠算・暗算
2019/10月

珠算5級 小５ 笹尾侑矢
暗算4級 小５ 後藤優人

珠算・暗算
2020/2月珠算8級 小３ 後藤裕

珠算9級 小２ 伊藤里奈
珠算10級 小１ 山浦右京

珠算・暗算
2019/12月

暗算4級 小６ 三澤優
暗算4級 小５ 滝田小晴

珠算・暗算
2020/1月

珠算9級 小３ 朝比奈希実

珠算・暗算
2019/11月

３級 中２ 関口　紗姫
３級 小６ 橋本　成哉
３級 中３ 板東　利洋ホセ
４級 小６ 北向　文
５級 小６ 菅野　舞香
５級 中１ 原島　歩花
６級 小４ 橋本　真帆
８級 小４ 谷内　碧
１０級 小２ 村田　佳音

漢検
2019/１０月

数検 4/12(日)  
※3/7 の数検が中止になり、急遽 4/12に実施することになりました。 

【集合】pm1:40 

【試験開始】pm1:50 

【試験時間】 

シルバースター～9級：40 分 

8 級～6級：50 分 

5 級～3級：１次 50 分 2 次 60 分 

準 2～2級：１次 50 分 2 次 90 分 

【持ち物】 

筆記用具、受験票 

  (級により)ものさし、分度器、コンパス、電卓 

５～８月検定 

申込受付中 

春のお友達紹介キャンペーン 

 

紹介したお友達が入会すると、 

【図書券２０００円】 

と 

【エコバッグ】 

をプレゼント！ 



「外国語」がはじまったり、「プログラミング教育」が必修化されたりと、大きく変わる 2020年の教育改革。 

主な追加内容と難しくなるところをお知らせします。 

■英語 新しい教科書の特徴 

・単語と表現をまとめて学習する。 

・聞く、話すなどの活動が多く、英語に慣れ親しむ構成になっている 

・教科書に日本語があまり書かれていない 

・英語四技能のうち、「書くこと」は小学 6年生に集中し、分量は多くない 

・同じような表現でも教科書によって使用する単語や学習タイミングが異なる 

 

小学校３・４年での「必修化」と５・６年での「教科化」 

小学３・４年生は「外国語活動」の授業が必修化され、週１回、年間 35回 

小学５・６年生は、教科として成績が評価される「外国語(英語)」の授業が週２回、年間 70単位時間 

 

「外国語活動」の２技能３領域，「外国語」の４技能５領域 

小学３・４年生の「外国語活動」では「聞くこと」「話すこと[やり取り]」「話すこと[発表]」の２技能３領域 

小学５・６年生の「外国語」では、「聞くこと」「話すこと[やり取り]」「話すこと[発表]」に加えて「読むこと」

「書くこと」の４技能５領域 

 

単語・連語・慣用表現について 

新学習指導要領では、小学校において学習すべき単語の数は、600語～700語程度 

中学校では、小学校で学習した単語数（600～700語）に 1,600～1,800語を加えたものが学習すべき単語数として規

定されています（現行の学習指導要領での語数は約 1,200語）。つまり 2020年度に完全実施される新学習指導要領で

は、現行の 1,200語の約２倍にあたる 2,200～2,500語を小中学校で学習することになるのです。 

 

■算数 新しい教科書の特徴 

学習領域が再構成され、「データの活用」が新設されました。 

「データの活用」の新設に伴い小学校 6年生「代表値」では、平均値、中央値、最頻値を学ぶなど各学年で統計的な

内容の充実が図られています。 

算数の学習領域 

旧 A数と計算 B量と測定 C図形 D数量関係 

新 A数と計算 B図形 C測定（小 1～3）変化と関係（小 4～6） Dデータの活用 

「分数の乗除」が小学 6年生に移動、「速さ」が小学 5年生の「単位あたりの大きさ」に移動しました。 

 

小学校 3年生で「キロ、ミリの意味」各学年で面積や体積とあわせて単位換算を学習します。小学 4年生では別の数

量との関係を比べるのに「簡単な割合」を用いることを学習します。 

算数の教科書ではプログラミング的思考を身につけるページが設定されています。 

中にはすべての学年でプログラミングを扱っている教科書もあります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年入試結果をご報告します。 

都立高校一般入試全員第一希望に合格しました♪ 

【大学受験】 

帝京大学・経済学部 

【高校受験】 

国立 東京工業高等専門学校 

都立 富士森高校 

都立 福生高校 

都立 上水高校 

私立 錦城高校 

私立 サレジオ工業高等専門学校 

私立 聖望高校 

            他・・・・・ 

 

※複数名合格者がいる学校もあります 

※今年度、中学受験生はいませんでした 


