
    

学び舎オアシス 
２０２２.７月吉日 

本年度夏期講習を下記のように行います。夏期講習も通常授業と同様に「オアシス式個別指導」です。  
 

講座名 
（教科） 

単位 
(1 コマ＝50分) 

 費用 
(税込み) 

おすすめ講座 

小学生 中学受験 
受験特訓 
15日 75 コマ 

志望校に向け中学受験対策 
希望に応じた個別時間、志望校に合わせた内容 

私立 123800 円  都立 99000円 

おすすめ講座 

中１英数国 
    
（理社追加可能） 

８日間２４コマ 
+志望校判定テスト 

 

追加１教科５コマから 

一人ひとりに学習内容を調整して行います。 
高校受験に向けてアドバンテージを作ります。 
【英語】 
英文法の復習を行い基礎固めをした上で先取り学習を行いま
す。早めの英検取得が高校受験を有利に進める鍵になるた
め、文法力・長文読解力・語彙力を鍛え、夏休み明け中間テス
トでの高得点取得と英検合格を目指します。 
【数学】 
1学期までの総復習と 2学期に向けた先取学習を行います。8
月 11 月の数検合格を目標に演習を行います。講習毎に復習
を行うことで、入試に向けた基礎を強化します。余裕のあるメ
ンバーは入試レベルの演習も行います。 
【国語】 
「論理エンジン」で文法と分構造を学び、文を正しく読み解く力
を養います。学校内容は 2学期の予習を行います。 

36,600 円(判定テスト含む)  

追加 1教科５コマ 6100円 

＊通常用教材と夏期テキストを併用します。 

おすすめ講座 

中２英数国 
 
（理社追加可能） 

8日間 24 コマ 
+志望校判定テスト 

 

追加１教科５コマ 

36600円(判定テスト含む)  
追加 1教科５コマ 6,100円 

＊通常用教材と夏期テキストを併用します。 

中１中２単科個別 
(５科から選択) 

1教科 8 コマ 英数国理社から好きな教科を 1教科から受講できます。 
弱い教科だけ受講したい人向けです。 

13,200 円(判定テストは含みません) 
判定テスト希望の方はテスト費 5500円です 

＊通常用教材を併用します。 

おすすめ講座 

中３５科特訓 
英数国理社 

17日間 167 コマ 
+志望校判定テスト 

 

中学１,２年～中３夏までの総復習、受験準備を行います。 
２学期定期テスト･受験を念頭において、特訓します。 
毎年当スクール中３生は夏の努力が実を結び、志望校合格に
繋がっています。全中３生必修です。検定対策を含みます。
8/27数検３級、9月漢検、10月英検に合格しましょう!! 

167000(判定テスト含む)  
＊通常用教材を併用します。 

おすすめ講座 

高１，２ 個別 
8日間２４コマ 英語＋希望 1教科 

弱点補強と大学受験に備えた基礎力強化を行います。 
2学期予習まで行います。※学校の課題にも対応します。 

39600 円 

(判定テストは含みません) 

＊通常用教材を併用します。 

おすすめ講座 

高３ 個別 

個別１７コマ 
＋ベリタス 

ベリタスは教室開講時間に映像学習で受験に必要な教科を徹
底学習します。 

44000円+ベリタス8800×通常受講外教科 
(判定テストは含みません) 

＊通常用教材を併用します。 

高校生＋ベリタス  「1年分の授業を 1 ヵ月で」短期間で奇跡的な成績アップ 
8/1～8/31利用できます。 

8800×通常受講外教科 

中高 検定対策 
(英検,漢検,数検) 

※上記「おすすめ講座」

受講生対象 

各検定試験対策を通して合格をつかみ取りましょう！ 
検定対策については別紙にて詳細をお知らせします。 

5500円/5 コマ 

※テキストは別途購入 

＊ 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【夏休み総仕上げ志望校判定テスト】を行います。時間はサマーカレンダーでご確認ください。 
＊ 申込用紙に振込みの日を記入して提出してください。 
＊ メール申込も可能です。 
＊ 中１～中３で志望校判定テストのみをご希望のメンバーはテスト費用（5500 円）です。 
＊ この夏期講習は学び舎オアシス青梅教室のみ適用されます。 
＊ 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・季節費・管理費が別途かかります。 
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受付日   月  日    振込日  月  日 

学年         氏名 

住所 

電話番号 

受講講座 

(教科) 

 

 

費用 納入方法： 振込  口座振替 
          ※7/13までに申込 

学年       氏名 

受講講座 

(教科) 

 

 

費用 

振込日   月   日 または 口座振替※7/28口座振替 

受付日   月   日 受取サイン 

７月 16 日(土)までの 

提出にご協力ください 

お問合せ   
青梅教室：０４２８－３０－０７１１ 
FAX：０４２８－７８－０８７７ 
e-mail：info@oasis-manabiya.jp 

【講習費用納入方法】 
安全面とレッスンの質維持のため、直接教室に現金を持ってくることは避けてください。 

① 振込 

振込先： 

【りそな銀行口座】 村山支店 普通 口座番号３９６６４５１学び舎オアシス 代表 長谷川功 
 
② 口座振替 ※7/13 までにお申し込みの方限定 
8 月分会費と併せて 7/28に口座振替します。残高不足等で振替不能の場合は振込をお願いします。 

●振込の方：講習費を振り込んだ日をご記入ください。 
●口座振替の方：7/28 までに口座残高をご確認下さい 

夏期講習２０２２ 8/1~8/24 青梅教室 

学校の予定、部活の予定など

に合わせて柔軟に振替対応を

行います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

7/10 7/11㉓面談期間→ 

夏期体制スタート→ 
7,8月分レッスン 

中１数7:00-9:30①② 
中２数(月)7:00-9:30①② 

7/12㉓ 

7,8月分レッスン 
中２数7:00-9:30①② 

中３数7:00-9:30① 
高理7:00-9:30①② 

7/13㉓● 

7,8月分レッスン 
中２国こ7:00-9:30①② 

中３理7:00-9:30①② 
中３(水)国7:00-9:30①② 

高数7:00-9:30①② 

7/14㉓ 

7,8月分レッスン 
中１㈭英on7:00-9:10① 

中2.3㈭英on7:00-9:30① 
中３㈭国社7:00-9:30① 

 

7/15㉓ 

7,8月分レッスン 
中2.3㈮英on7:00-9:30① 

中１㈮国こ7:00-9:30①② 
高7:00- 

7/16㉔● 

7,8月分レッスン 
中1.2㈯英on7:00-9:10① 

中３㈯国社6:10-9:30①② 
高国7:00- 

 

7/17 7/18 
7,8月分レッスン 

中1数7:00-9:30②③ 
中２数(月)7:00-9:30②③ 

中３数4:00-6:30③ 
 

7/19㉔ 
7,8月分レッスン 

中２数7:00-9:30②③ 
中３数7:00-9:30② 

高理7:00-9:30②③ 

7/20㉔● 
7,8月分レッスン 

中２国こ7:00-9:30②③ 
中３理こ4:00-9:30②③ 

中３(水)国7:00-9:30②③ 
高数7:00-9:30②③ 

7/21㉔ 夏休み⇒ 
7,8月分レッスン 

中１㈭英on7:00-9:10② 
中2.3㈭英on7:00-9:30② 

中３㈭国社7:00-9:30② 
 

7/22㉔ 
7,8月分レッスン 

中2.3㈮英  4:00-5:40② 
中2.3㈮英on7:00-9:30③ 

中１㈮国こ7:00-9:30②③ 
高7:00- 

7/23㉕● 
7,8月分レッスン 

中1.2㈯英on7:00-9:10② 
中３㈯国社6:10-9:30②③ 

高7:00- 
 

7/24 7/25㉔ 

7,8月分レッスン 
中１数7:00-9:30④⑤ 

中２数(月)7:00-9:30④⑤ 
中３数4:00-6:30⑤ 

 

7/26㉕ 

7,8月分レッスン 
中２数7:00-9:30④⑤ 

中３数7:00-9:30④ 
 

7/27㉕● 

7,8月分レッスン 
中２国こ7:00-9:30④⑤ 

中３理こ4:00-9:30④⑤ 
中３(水)国7:00-9:30④⑤ 

高数7:00-9:30④⑤ 

7/28㉕ 

7,8月分レッスン 
中１㈭英 4:00-5:40③ 

中１㈭英on7:00-9:10④ 
中2.3㈭英on7:00-9:30③ 

中３㈭国社7:00-9:30③ 

7/29 ㉕ 

7,8月分レッスン 
中2.3㈮英  4:00-5:40④ 

中2.3㈮英on7:00-9:30⑤ 
中1.2 ㈯英on7:00-9:10③ 

中１㈮国こ7:00-9:30④⑤ 
高校生7:00- 

7/30 ㉖● 

7,8月分レッスン 
中1.2㈯英on7:00-9:10④ 

中３㈯国社6:10-9:30③④ 
高校生7:00- 

 

7/31/ 8/1㉕夏期講習スタート→ 
中３am10:00-12:30(3) 

中３pm1:40-4:00(3) 
中３pm7:00-9:30(3) 

中１pm7:00-9:30MJ 
中受pm1:30-6:00 

 

8/2㉖夏期講習 
中３am10:00-12:30(3) 

中３pm1:30-4:00(3) 
中３pm7:00-9:30(3) 

中２pm7:00-9:30MJ 
中受pm1:30-6:00 

高pm7:00-9:30 

8/3㉖●夏期講習 
中３am10:00-12:30(3) 

中３pm1:30-4:00(3) 
中３pm7:00-9:30(3) 

中１pm7:00-9:30MJ 
中受pm1:30-6:00 

 

8/4㉖夏期講習 
中３am10:00-12:30(3) 

中３pm1:30-6:00(5) 
中３pm7:00-9:30(3) 

中２pm7:00-9:30EJ 
中受pm1:30-6:00 

高pm7:00-9:30 

8/5㉖夏期講習 
中３am10:00-12:30(3) 

中３pm1:30-6:00(5) 
中３pm7:00-9:30(3) 

中１m7:00-9:30EJ 
中受pm1:30-6:00 

 

8/6㉗●夏期講習 
中３am10:00-12:30(3) 

中３pm6:10-9:30(4) 
中２m7:00-9:30EJ 

高pm7:00-9:30 

8/7 
 

8/8㉖夏期講習 
中３am10:00-12:30(3) 

中３pm1:30-4:00(3) 
中３pm7:00-9:30(3) 

中１Pm7:00-9:30MJ 
中受pm1:30-6:00 

 

8/9夏期講習  
中３am10:00-12:30(3) 

中３pm1:30-6:00(5) 
中３pm7:00-9:30(3) 

中２pm7:00-9:30MJ 
中受pm1:30-6:00 

高pm7:00-9:30 

8/10●夏期講習 
中３am10:00-12:30(3) 

中３pm1:30-6:00(5) 
中３pm7:00-9:30(3) 

中２pm7:00-9:30MJ 
中受pm1:30-6:00 

高pm7:00-9:30 

8/11夏期講習  
中３am10:00-12:30(3) 

中３pm1:30-6:00(5) 
中３pm7:00-9:30(3) 

中１pm7:00-9:30EJ 
中受pm1:30-6:00 

 

8/12夏期講習  
中３am10:00-12:30(3) 

中３pm1:30-6:00(5) 
中３pm7:00-9:30(3) 

中２pm7:00-9:30EJ 
中受pm1:30-6:00 

高pm7:00-9:30 

8/13休講 

8/14 8/15休講 

 

8/16休講 

 

8/17夏期講習  

中３am10:00-12:30(3) 
中３pm1:30-6:00(5) 

中３pm7:00-9:30(3) 
中受pm1:30-6:00 

 

8/18㉗夏期講習 

中３am10:00-12:30(3) 
中３pm1:30-6:00(5) 

中３pm7:00-9:30(3) 
中１pm7:00-9:30EJ 

中受pm1:30-6:00 
 

8/19㉗夏期講習 

中３am10:00-12:30(3) 
中３pm1:30-6:00(5) 

中３pm7:00-9:30(3) 
中２pm7:00-9:30EJ 

中受pm1:30-6:00 
高pm7:00-9:30 

8/20㉘●夏期講習 

中３am10:00-12:30(3) 
中３pm6:10-9:30(4) 

中１pm7:00-9:30EJ 
 

8/21 

 

8/22㉗夏期講習 

中３am10:00-12:30(3) 
中３pm1:40-4:00(3) 

中３pm7:00-9:30(3) 
中１pm7:00-9:30MJ 

中受pm1:40-6:00 
 

8/23㉗夏期講習最終日 

中３am10:00-12:30(3) 
中３pm1:40-4:00(3) 

中３pm7:00-9:30(3) 
中２pm7:00-9:30MJ 

中受pm1:40-6:00 
高pm7:00-9:30 

8/24㉗●夏期判定テスト 

中２中３ 5科 
am10:00-12:30 

pm1:40-3:00 
 

中１ ５科 
pm5:10-9:30 

8/25㉘ 

7,8月分レッスン 
中１㈭英on7:00-9:10⑤ 

中2.3㈭英  4:00-5:40④ 
中2.3㈭英on7:00-9:30⑤ 

中３㈭国社4:00-6:30④ 
中３㈭国社7:00-9:30⑤ 

8/26㉘ 

7,8月分レッスン 
中2.3㈮英on7:00-9:30⑥ 

中1.2 ㈯英on7:00-9:10⑤ 
中１㈮国こ7:00-9:30⑤⑥ 

高校生7:00- 

8/27㉙●■数検 

7,8月分レッスン 
中1.2 ㈯英on7:00-9:10⑥ 

中３㈯国社6:10-9:30⑤ 
高校生7:00- 

 

8/28 8/29㉘ 
7,8月分レッスン 

中１数7:00-9:30⑤⑥ 
中２数(月)7:00-9:30⑤⑥ 

 

8/30㉘ 
7,8月分レッスン 

中２数7:00-9:30⑤⑥ 
中３数7:00-9:30⑥ 

 

8/31㉘● 
7,8月分レッスン 

中２国こ7:00-9:30⑤⑥ 
中３理7:00-9:30⑤⑥ 

中３(水)国7:00-9:30⑤⑥ 
高数7:00-9:30⑤⑥ 

9/1←夏期体制終了 
7,8月分レッスン 

中１㈭英on7:00-9:10⑥ 
中2.3㈭英on7:00-9:30⑥ 

中３㈭国社7:00-9:30⑥ 
中３㈯国社7:00-9:30⑥ 

※on９月４回（8月分1＋） 

9/2㉙ 
通常レッスン 

 
 

 
※on９月４回（8月分1＋） 

9/3㉚●■漢検 
通常レッスン 

※7/9までは通常レッスン期間です。 

※7/10～9/1は夏期体制期間とし、この期間の年間レッスン回数を 7/11～7/30と 8/25～9/1に凝縮して行います。 

時間割詳細は上記の表の通りです。 

※学校の予定に合わせて一部変更する可能性があります。 

※8/13～16は夏季休業期間です。この間のお問い合わせは、夏季休業明けに返信をさせていただきます。 


