
 

【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。 

●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。 

●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。 

●全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内容は当面中止します。 

●お願い：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。 ご協力をよろしくお願いいたします。 
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※お申込みの際は締切り
厳守でお願いします。
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2020年9月～2021年3月　検定試験日程 

            

 

 

 

 

  

 

 

 10 月 24 日(日)開催予定！！ 

    参加費 1 名 500 円 

    ☆詳細は決まり次第お知らせいたします☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

  ☆レッスン中はマスクを必ず着用して下さい。（幼児の生徒様はご相談下さい。） 

○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 

 
 

 9/1㉙ 9/2㉙● 9/3㉙ 9/4㉙ 9/5㉚● 
▼英検＆英検 Jr〆切 

9/6㉙ 

 

9/7㉚ 9/8㉚ 9/9㉚● 9/10㉚ 9/11㉚ 9/12㉛● 

9/13㉚ 

 

9/14㉛ 9/15㉛ 9/16㉛● 9/17㉛ 9/18㉛ 9/19㉜●▼漢検〆切 

9/20㉛ 
 

9/21★  9/22★ 9/23㉜● 9/24㉜ 9/25㉜▼数検〆切 9/26㉝● 

9/27㉜ 
 

9/28㉜ 9/29㉜ 9/30㉝● 10/1㉝ 10/2㉝ 10/3 休講●■英検 

10/4㉝ 
 

10/5㉝ 10/6㉝ 10/7㉞● 10/8㉞ 10/9㉞ 10/10㉞● 

10/11㉞ 
 

10/12㉞ 10/13㉞ 10/14㉟● 10/15㉟ 10/16㉟ 10/17㉟● 

10/18㉟ 

 

10/19㉟ 10/20㉟ 10/21㊱● 10/22㊱ 10/23 休講■漢検 10/24◆ハロウィン 

10/25㊱ 

 

10/26㊱ 10/27㊱ 10/28㊲● 10/29㊲ 10/30㊱ 10/31㊱●■数検 

※9 月２１日(月)、２２日(火)は通常レッスンはお休みです。代わりに対策等レッスンを予定してお
ります。 

※10 月 3 日(土)は通常レッスンはお休みですが、ロボット教室(赤)のレッスンがございます。 
※10 月 23 日(金)は年間スケジュール通りお休みです。 
※11 月のお休みの予定は 11 月 8 日(日)、11 月 23 日(月)～11 月 26 日(木)となります。23 日(月)
～26 日(木)は対策等レッスンを予定しております。 

主催：教育開発出版株式会社 協賛：株式会社 旺文社 後援：NPO 次世代教育推進機構 

 

学び舎オアシスでは、2020年後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。 英語力を総合的に上げるチャンスです！後

日配布予定の「朗読コンテストについてのお知らせ」をご覧ください。  

 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。 

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】 

をプレゼント！ 

・小学生学習コース 

・中学生・高校生学習コース 

・児童英語（青梅）、BE studio（村山） 

・ことばの学校（青梅）、速読教室（村山） 

・パズル道場 

・そろばん教室（村山） 

・ロボット教室 

・プログラミング教室 



BRONZE 小２ 鈴木　榎莉菜
BRONZE 小２ 小川路　実咲
BRONZE 小２ 樺沢　優汰
BRONZE 小２ 斉藤　結菜
BRONZE 小３ 田中　美雷
SILVER 小５ 小川路　悠加
SILVER 小５ 丸山　由衣花
SILVER 小３ 高杉　愛佳
SILVER 小５ 塩沢　萌愛
SILVER 小３ 中野　真子
SILVER 小６ 中田　悠貴
SILVER 小５ 佐野　稜介
GOLD 小５ 新井　詩乃
GOLD 小３ 山﨑　万愛

英検Jr
2020/６月

珠算5級 小５ 笹尾侑矢
珠算4級 小５ 滝田小晴
暗算4級 小５ 後藤優人

珠算・暗算
2020/2月

珠算7級 小３ 後藤裕
珠算5級 小４ 伊藤遼祐

珠算・暗算
2020/3月

珠算5級 小４ 伊藤有紗
珠算1級 中１ 岩永やよい

珠算・暗算
2020/4月

珠算7級 小３ 細川心

珠算・暗算
2020/5月

珠算８級 小４ 朝比奈希実
珠算８級 小３ 伊藤里奈

珠算・暗算
2020/6月

７級 小３ 櫻井　凱斗
７級 小５ 谷内　碧
７級 小５ 栃元　颯太

漢検
2020/7月

珠算３級 小６ 伊藤誠人

珠算・暗算
2020/8月

準２級 高３ 武田　尚也
準２級 高２ 照沼　はるな
準２級 中３ 栃元　春乃
準２級 中３ 福田　大輔
３級 中２ 塩冶　円
３級 中１ 笹本　泰地
３級 中３ 中島　綾音
３級 中３ 板東　勇海ビセンテ
３級 小５ 藤原　琉翔
４級 中２ 荒井　仁千菜
４級 中２ 鎌田　丈輔
４級 中２ 水村　彩花
５級 中２ 五十嵐　楓馬
５級 小４ 大平　華鈴
５級 小２ 大平　結登
５級 小６ 上栗　颯真
５級 中１ 後藤　大河
５級 小５ 田中　颯人
５級 小４ 寺尾　彩永
５級 小５ 栃元　颯太
５級 小６ 中村　汐里

英検
2020/７月

２歳から６歳までの子どもたちを対象に作成されたアプリケーションです。Google とビ
ル&メリンダ・ゲイツ財団によって共同設立された教育系非営利団体により、作成されてい
ます。アルファベット学習を始め、読解力とライティング力を磨くためのさまざまな内容が
充実しております。（対象年齢以上のお子様でも楽しくお使いいただけます。） 

 

 

＜インストール方法＞ 

1. インターネットへ接続し、アプリをインストールして下さい。 

2. アカウントを作成してください。「Sign Up」でメール登録をしていただくと、Khan 
Academy から自動返信のメールが届きます。「Verify Email」のボタンをクリックし
登録完了です。 

3. お子様の年齢や興味に合わせ、様々なコンテンツがご用意されています。是非、英
語学習にお役立て下さい。状況にあわせて保護者のみなさまがサポートされること
をお勧めいたします。 

 

 

  

 

 

      

 

      

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

検定合格おめでとう 

[ここに出典を記載します。] 

コーリー先生と一緒に、

自分だけのオリジナル

ランプを作りました！ 

[ここに出典を記載します。] 

おススメ♡アプリケーション Khan Academy Kidsのご紹介 

※英検 3 級以上は現時点で 1 次試験合格者 

 

[サイドバーは、テキストの重要なポイント

を強調したり、スケジュールなどの情報を追

加して簡単に参照できるようにしたりする

のに便利です。 

これらは通常、ページの左側、右側、上部、

または下部に配置されますが、ドラッグして

好きな位置に簡単に動かせます。 

内容を追加する準備ができたら、ここをクリ

ックして入力を始めましょう。] 


