
冬期講習 12/2２(木)～1/6(木) 
◎苦手を克服 ◎基礎力アップ ◎受験最終特訓 

★【冬期講習申込書】をご覧ください。近日配布予定です。 

★【小学生レベルアップ講座】のお知らせは 1２月上旬に配布予定です。(お子様にお渡しします) 

しっかり勉強し
て、実りのある冬
にしましょう！！ 

 

申込締切 12/4(土) 4/23(土) 申込締切 12/4(土) 3/26(土)

１次試験 1/22(土) 5/28(土)

2次試験 2/27(日) 7/10(日)

申込締切 12/18(土) 6/４(土) 申込締切 1/22(土) 7/16(土)

試験 1/29(土) 7/8(金) 試験 3/5(土) 8/27(土)

漢検 数検

2022年検定試験日程

英検 英検Jr

3/1-3/15 7/1-7/15試験

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○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 

11/21㊴ 11/22㊴ 11/23 休講★ 11/24 休講●★ 11/25 休講★ 11/26 休講★ 11/27㊵● 
 

11/28㊵ 
 

11/29㊵ 11/30㊵ 12/1㊶● 12/2㊶ 
 

12/3㊶ 12/4㊶● 
▼英検・英検 Jr 

12/5㊶ 
 

12/6㊶ 12/7㊶ 12/8㊷● 12/9㊷ 12/10㊷ 12/11㊷● 
 

12/12㊷ 
 

12/13㊷ 12/14㊷ 12/15㊸● 12/16㊸ 
 

12/17㊸ 12/18㊸● 
▼漢検〆切 

12/19 休講 

◆クリスマス会 

12/20㊸ 12/21㊸ 12/22●休講★ 12/23 休講★ 12/24 休講★ 12/25 休講●★ 

12/26㊸★ 

 

12/27 休講★ 12/28 休講★ 12/29 休講★ 12/30 休講★ 12/31 休講 1/1休講 

 

1/2休講 
 

1/3休講 1/4休講★ 1/5休講★● 1/6休講★ 1/7① 1/8①● 

1/9休講★ 1/10 休講★ 1/11① 1/12①● 1/13① 1/14② 1/15②● 
 

※検定試験申込締切り：12月 4日㈯英検・英検ジュニア申込み締め切りです。12月 18日㈯漢検申込

み締め切りです。 

※12 月 22 日㈬から冬期講習に入ります。通常レッスンはお休みとなります。ただし、日曜日受講生

は 12月 26日㈰に通常レッスンがございます。 

※2022年度カレンダーを今年中に配布致します。1月以降のスケジュールはそちらをご参照下さい。 

オアシスニュース   vol.33 
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 3-43-1 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 

（吉川陽一郎）yoichiro@oasis-manabiya.jp 
LINE ID:＠manabiyaoasis                   2021 年 11 月 24 日発行 

12 月 19 日(日)クリスマス会

を実施予定です。青梅教室と村

山教室で行います。詳しくは担

当講師にお尋ね下さい♪（児童

英語生徒向けとなります。） 

mailto:higashiki@oasis-manabiya.jp


BRONZE 年長 岡澤　樹生
BRONZE 年長 白石　愛衣
BRONZE 小1 杉山　莉渚
BRONZE 小１ 小林　美愛乃
BRONZE 小１ 斉藤　愛奈
BRONZE 小１ 大平　明花
BRONZE 小２ 藤﨑　千裕
BRONZE 小２ 花塚　茉結
BRONZE 小２ 中島　健太
SILVER 年長 小出　悠月
SILVER 年長 関口　友渚
SILVER 小２ 清水　美織
SILVER 小３ 吉田　莉衣奈
SILVER 小４ 三沢　菜緒
SILVER 小５ 清水　輝希
GOLD 小１ 森田　圭哉
GOLD 小２ 中野　雅人
GOLD 小３ 菊地　亮瑛

英検Jr.
2021/11月

２級 高1 藤原　大樹 ５級 中1 岡部　桔平
準２級 中3 鎌田　丈輔 ５級 中1 中園　海斗
準２級 中1 嶋﨑　莉子 ５級 小6 谷内　碧
準２級 小6 朝生　心音 ５級 小6 野口　泰雅
準２級 小6 藤原　琉翔 ５級 小6 蓮見　彩花
３級 中3 伊久美　奈惠 ５級 小6 日野　杏梨
３級 中3 吉野　弘務 ５級 小6 山口　紗季
３級 中2 樺沢　優里菜 ５級 小5 白鳥　瑛士
３級 中1 柏木　奈々世 ５級 小5 加藤　壮馬
４級 中1 小坂　尚登 ５級 小4 田中　美蕾
４級 小6 小林　莉奈 ５級 小4 榎戸　彩乃
４級 小6 栃元　颯太 ５級 小4 佐竹　諒祐
４級 小6 富森　心雪 ５級 小4 中野　真子
４級 小6 久保　七聖 ５級 小4 村田　佳音
４級 小6 久保田　侑莉 ５級 小3 樺沢　優汰
４級 小6 塩沢　萌愛
４級 小3 森田　匠哉

英検
2021/10月

珠算10級 小１ 岡本拓己
珠算10級 年中 木村圭佑
珠算9級 小２ 井上　凛
珠算7級 小１ 阿部結人

珠算・暗算
202１/9月

珠算10級 小１ 飯田詩乃
珠算10級 小１ 後藤月菜
珠算9級 年中 木村圭佑
珠算9級 小１ 岡本拓己
珠算9級 小３ 小川颯太
珠算8級 小２ 井上　凛
暗算3級 小５ 伊藤遼祐

珠算・暗算
202１/10月

 2021 年度より学習指導要領が改訂さ
れ、それに伴い学習内容が変化しまし
た。全体的な傾向として、文章量が増え
ました。生徒の皆さんは早く、正確に、
しっかりと問題の内容を理解し解く力が
求められます。各教科の問題や過去問を
たくさん解き、傾向を把握しましょう。 

マリソル先生のオンライン英会話レッスン始まります 

 

[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。] 

☆1 回 25 分 ☆4 回/月 ☆英語受講生：5500 円/月 英語非受講生：7700 円/月 
☆スペイン語も教えられる。 

☆ネットを使ったオンラインレッスンです。知っている先生なので、お子様も緊張せずに英会話を楽しむこと
が出来ます。ネット上でのレッスンは会話に集中出来るため「英会話力」の向上に効果があると言われていま
す。ご興味のある方は是非、担当講師までお問い合わせ下さい。   対象：小学生～大人 

珠算11級 小１ 岡本拓己
珠算11級 年中 木村圭佑
珠算10級 小２ 井上　凛
暗算1級 小３ 木村亮太
暗算4級 小５ 伊藤遼祐
暗算4級 小２ 細川心

珠算・暗算
202１/８月

 

 
☆検定合格おめでとう☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：進研ゼミ中学講座

 令和 3 年度の入試問題の構成です。中学 3 年生の皆さんは問題傾向を知った上で、残り 2 か月半頑張りましょう(‘◇’)ゞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


