
2021学び舎オアシス武蔵村山教室 サマーカレンダー   

７月１２日から８月３１日までは夏期体制期間です。９月１日から通常レッスンです。 
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夏期体制期間のレッスンについて  

7/12～8/31 期間の通常レッスン回数 

→(日)6 回、(月)5 回、(火)5 回、(水)5 回、(木)5 回、(金)5 回、(土)6 回 

 

●BEstudio・小学生学習・ことばの学校・YOM-TOX・パズル道場-------------------------- 

 今年も圧縮期間を設けず、年間予定表通りの日程でレッスンを行います。 

ただし、小学生学習の通常レッスン受講可能枠は 4:00～6:30 とさせていただきます。 

ふだん 6:30 以降にレッスンをしている方も、6:30 までに時間変更をお願いします。 

対象の方に個々にお知らせいたします。お知らせがなければいつも通りの時間にレッスンを行います。 

 

●中高生学習・ことばの学校--------------------------------------------------------- 

 7/12～8/31 の通常レッスン分を 7/12～7/29、8/26～8/31に集中して行います。 

7/30～8/25は夏期講習のみの期間です。 

 カレンダーの時間割に従って集中レッスンを行います。 

カレンダーに無い教科は個別予約表に予定を組んで提出してください。 

 この期間は+αなしで受講時間数のレッスンを行います。 

  中３A→三中、四中  中３B→二中 

部活などで来られない時間がある場合は、別紙「個別予約表」で振替予約をしてください。 

個別予約表は後日配布します。 

 

●ロボット教室・こどもプログラミング教室------------------------------------------- 

 赤クラス●青クラス● のマークのある日がレッスン日です。 

年間予定表にミスがあり、青クラスのレッスンが 1 回足りないことがわかりました。 

青クラスのメンバーは 8/18 もレッスンを行います。 

 

 

 



2021学び舎オアシス武蔵村山 サマーカレンダー 
7/12～8/31 期間の通常レッスン回数 

→(日)6 回、(月)5 回、(火)5 回、(水)5 回、(木)5 回、(金)5 回、(土)6 回 

 

 

学び舎オアシス 

042-516-9776 

info@oasis-manabiya.jp 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

7/11㉓ 7/12㉔BE面談期間→ 

夏期体制スタート→ 
7,8月分レッスン 

7/13㉔BE 

7,8月分レッスン 
中１英英on7:00-9:10 
中３社社7:00-8:40 

中３速8:40-9:30 

7/14㉔● 

7,8月分レッスン 
中１国速7:00-8:40 
中２国速7:00-8:40 

中３A英英on7:00-9:10 
中３B数数数7:00-9:30 

7/15㉕ 

7,8月分レッスン 
中１数数7:00-8:40 
中２数数7:00-8:40 

中３A数数数7:00-9:30 

7/16㉔BE 

7,8月分レッスン 
中２英英on7:00-9:10 
中３B英英on7:00-9:10 

中３理理理7:00-9:30 

7/17㉔● 

7,8月分レッスン 
中１数数7:00-8:40 
中２国速7:00-8:40 

中３B数数7:00-8:40 
中３A英英on7:00-9:10 

7/18㉔BE 7/19㉕BE 
7,8月分レッスン 
中１英英on7:00-9:10 

中３国国速7:00-9:30 
 

7/20㉕BE 
7,8月分レッスン 
中１英英on7:00-9:10 

中２英英on7:00-9:10 
中３社社7:00-8:40 
中３速8:40-9:30 

7/21㉕● 
7,8月分レッスン 
中１国速7:00-8:40 

中２国速7:00-8:40 
中３A英英on7:00-9:10 
中３B数数数7:00-9:30 

7/22祝 
★学校の宿題を終わらせる会 

判定テスト 

中１，２，３ 
Pm5:30～9:30 

7/23祝 
★学校の宿題を終わらせる会 

7,8月分レッスン 

中２英英on7:00-9:10 
中３B英英on7:00-9:10 
中３理理理7:00-9:30 

7/24㉕BE● 
7,8月分レッスン 
中１数数7:00-8:40 

中２数数7:00-8:40 
中３国7:00-7:50 
中３A数数7:50-9:30 

中３B英英on7:00-9:10 

7/25㉕BE 
中２国速3:10-4:50 

中３国国速3:10-5:40 
 

7/26 
7,8月分レッスン 

中３B英英on7:00-9:10 

7/27 
7,8月分レッスン 

中１英英on7:00-9:10 
中２英英on7:00-9:10 
中３社社7:00-8:40 

中３速8:40-9:30 

7/28● 
7,8月分レッスン 

中１国速7:00-8:40 
中２数数7:00-8:40 
中３A英英on7:00-9:10 

7/29㉖ 
7,8月分レッスン 

中１数数7:00-8:40 
中２数数7:00-8:40 
中３A数数7:00-8:40 

中３理8:40-9:30 

7/30㉕BE夏期講習→ 
中３pm1:10-3:40 

中３pm4:00-6:30 
中３pm7:00-9:30 
中２EJpm7:00-9:30 

中受pm1:10-6:30 
高1,2pm7:00-9:30 

7/31㉖ BE● 
中３pm4:00-6:30 

中３pm7:00-9:30 
高1,2pm7:00-9:30 

8/1㉖BE 
中３pm2:00-3:40 
中３pm4:00-6:30 

 

8/2㉖ BE 
 

8/3㉖ BE 
中３pm1:10-3:40 
中３pm4:00-6:30 

中３pm7:00-9:30 
中１EJpm7:00-9:30 
中受pm1:10-6:30 

8/4㉖● 
中３pm1:10-3:40 
中３pm4:00-6:30 

中３pm7:00-9:30 
中２MJpm7:00-9:30 
中受pm1:10-6:30 

高1,2pm4:00-6:30 

8/5㉗ 
中３pm1:10-3:40 
中３pm4:00-6:30 

中３pm7:00-9:30 
中１MJpm7:00-9:30 
中受pm1:10-6:30 

高1,2pm4:00-6:30 

8/6㉖ BE 
中３pm1:10-3:40 
中３pm4:00-6:30 

中３pm7:00-9:30 
中２EJpm7:00-9:30 
中受pm1:10-6:30 

8/7 ㉗BE● 
中３pm4:00-6:30 
中３pm7:00-9:30 

中受pm4:00-6:30 
中１MJpm7:00-9:30 
 

8/8㉗ 
中３pm1:10-6:30 

中３pm7:00-9:30 
 

8/9 
中３pm1:10-3:40 

中３pm4:00-6:30 
中３pm7:00-9:30 
中受pm1:10-6:30 

8/10 
中３pm1:10-3:40 

中３pm4:00-6:30 
中３pm7:00-9:30 
中２EJpm7:00-9:30 

中受pm1:10-6:30 
 

8/11  
中３pm1:10-3:40 

中３pm4:00-6:30 
中３pm7:00-9:30 
中２MJpm7:00-9:30 

中受pm1:10-6:30 
高1,2pm4:00-6:30 

8/12休講 
 

8/13休講 8/14休講 

8/15休講 
 

8/16休講 
 

8/17 
中３pm1:10-3:40 
中３pm4:00-6:30 

中３pm7:00-9:30 
中１EJpm7:00-9:30 
中受 pm1:10-6:30 

 

8/18㉗●● 
中３pm7:00-9:30 
中１MJpm7:00-9:30 

中受 pm1:10-6:30 
高1,2pm4:00-6:30 

8/19㉘ 
中３pm1:10-3:40 
中３pm4:00-6:30 

中３pm7:00-9:30 
中２MJpm7:00-9:30 
中受 pm1:10-6:30 

8/20㉗ BE 
中３pm1:10-3:40 
中３pm4:00-6:30 

中３pm7:00-9:30 
中１EJpm7:00-9:30 
中受 pm1:10-6:30 

高1,2pm4:00-6:30 

8/21 ㉘ BE● 
 
中３pm4:00-6:30 

中３pm7:00-9:30 
中受 pm4:00-6:30 
 

8/22㉘ BE 
 

8/23㉗ BE 
中３A英英on7:00-9:10 

8/24 ㉗BE 
夏期判定テスト 

中１～中３ 5科 
pm5:30-9:30 

8/25㉘● 
7,8月分レッスン 

中１国速7:00-8:40 
中２国速7:00-8:40 
中３A英英on7:00-9:10 

中３B数数7:00-8:40 

8/26㉙ 
7,8月分レッスン 

中１数数7:00-8:40 
中２数数7:00-8:40 
中３A数数数7:00-9:30 

8/27 ㉘BE 
7,8月分レッスン 

中２英英on7:00-9:10 
中３B英英on7:00-9:10 
中３理理理7:00-9:30 

8/28 ㉙BE●■数検 
 

8/29 ㉙BE   Vもぎ 8/30㉘ BE 

7,8月分レッスン 
中１国速7:00-8:40 
中３社社7:00-8:40 

中３速8:40-9:30 

8/31㉘BE←夏期体制終了 

7,8月分レッスン 
中１英英on7:00-9:10 
中２国速7:00-8:40 

中３社社7:00-8:40 
中３速8:40-9:30 

9/1 

通常レッスン 

9/2 

通常レッスン 

9/3 

通常レッスン 

9/4 

通常レッスン 

※中学生対象に「英語マラソン(無料)」を実施します。 

※中学生一部メンバーに数学の計算トレーニングを実施します。 

 対象の人に個別にお知らせします。 

※学校の予定に合わせて一部変更する可能性があります。 
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