
 

 

 

 

 

 

 

 

 

○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 

8/28㉘★ 29㉘★ 30㉘★ 31㉘●★ 9/1 休★ 2㉙ 3㉚●▼英検・英検 Jr 

4㉙● 5㉙ 6㉙ 7㉙● 8㉙ 9㉚ 10㉛● 

11㉚ 12㉚ 13㉚ 14㉚● 15㉚ 16㉛ 17㉜● 

18㉛● 19㉛ 20㉛ 21㉛● 22㉛ 23 休 24㉝●▼漢検 

25㉜ 26㉜ 27㉜ 28㉜● 29㉜ 30㉜ 10/1㉞●▼数検 

2㉝● 3㉝ 4㉝ 5㉝● 6㉝ 7㉝ 8 休●■英検 

9㉞ 10 休★ 11㉞ 12㉞● 13㉞ 14㉞ 15㉟● 

16㉟● 17㉞ 18㉟ 19㉟● 20㉟ 21㉟ 22 休◆ 

23 休 24㉟ 25㊱ 26㊱● 27㊱ 28㊱ 29㊱●■ 

30 ㊱ 31㊱ 11/1㊲ 2㊲● 3㊲ 4㊲ 5㊲● 

6㊲● 7㊲ 8㊳ 9㊳● 10㊳ 11㊳ 12㊳●■ 

13㊳■英検２次 14㊳ 15㊴ 16㊴● 17㊴ 18㊴ 19㊴● 

20㊴● 21㊴ 22 休★ 23 休●★ 24 休★ 25㊵ 26㊵● 

27㊵ 28㊵ 29㊵ 30㊵● 12/1㊵ 2㊶ 3㊶● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※漢検の試験日変更に伴い、10/22 と 10/29 の予定を入れ替え、10/23 と 30 も入れ替えました。土曜

日と日曜日に受講しているメンバーはご注意ください。 

※9/19(月)，11/3(木)は祝日ですが通常レッスンがありますのでご注意ください。 

※11/22(火)、11/23(水)、11/24(木)は年間レッスン回数調整のため休講です。 

オアシスニュース   vol.36 
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 
（東木豪太）higashiki@oasis-manabiya.jp（吉川陽一郎）yoichiro@oasis-manabiya.jp 
（ガルシンスキー明子）akiko@oasis-manabiya.jp（横野有希）yuki@oasis-manabiya.jp 

 
                         2022年 8月 31日発行 

10 月 22 日（土） in 青梅教室 

 大人気、ハロウィンパーティを開催します。 

昨年はコロナで中止となってしまいましたが、今年は青梅教室で開催します。 

教室がおばけやしきに！ 英語でゲームやショッピングおもいっきり楽しもう！ 

たくさんの方のご参加をおまちしております。 

※ ご兄弟で同じ時間に参加希望の場合は上のお子様の時間に参加してください。 

※ 英語を受講していなくても参加できます。村山のメンバーも参加できます。 

※ 詳細・申込は後日配布の別紙をご覧ください。 

※ 参加費＝500円/1人 

mailto:higashiki@oasis-manabiya.jp


☆検定合格おめでとう☆ 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２級 中３ 菅野　舞香
４級 中１ 関　千裕
４級 中１ 久保　七聖
５級 中１ 谷内　碧
６級 小６ 髙橋　美月
７級 小４ 山本　清正
８級 小４ 片岡　咲恵
８級 小４ 丸山　智也
８級 小４ 髙橋　隼人
８級 小４ 馬場　煌人
９級 小３ 高橋　壮太
９級 小２ 山本　鷹正
９級 小３ 野﨑　裕葵
１０級 年長 山本　和誠

漢検
2022/7/8

準２級 中３ 鈴木　優那
準２級 中２ 菊池　葉月
３級 中３ 中村　妃南子
３級 中３ 木村　拓翔
３級 中３ 塩野　正太郎
３級 中２ 笠原　実桜
３級 中２ 青木　友香
３級 中１ 岡澤　生真
３級 中１ 久保　七聖
３級 中１ 小川路　悠加
３級 小４ 大平　結登
４級 中２ 岡部　桔平
４級 中２ 上栗　颯真
４級 中２ 中田　悠貴
４級 中２ 中園　海斗
４級 中１ 鈴木　優昊
４級 中１ 山口　紗季
４級 小６ 横手　慧太
４級 小６ 加藤　壮馬
４級 小６ 竹平　虹凪
４級 小４ 増澤　琉星
５級 中２ 塩野谷　玲央
５級 中１ 奥秋　零王
５級 中１ 後藤　奈々
５級 中１ 米田　惟我
５級 小６ 中山　祐
５級 小５ 三沢　菜緒
５級 小４ 寺尾　諒

英検
2022/5月

２級 高２ 藤原　大樹
３級 中３ 木村　拓翔
３級 中３ 塩野　正太郎
３級 中３ 鈴木　優那
３級 中３ 豊崎　心美
３級 中３ 中村　妃南子
３級 中２ 青木　友香
３級 中２ 笠原　実桜
３級 中１ 久保　七聖
３級 中１ 小川路　悠加
３級 小４ 大平　結登

英検
2022/7月英検2次

BRONZE 小６ 柳内　昇土
BRONZE 小５ 笠原　奏志
BRONZE 小４ 中田　敦貴
GOLD 小１ 小出　悠月
GOLD 小１ 杉山　莉渚
GOLD 小４ 菊地　亮瑛
GOLD 小６ 横地　璃琥斗
SILVER 小１ 白石　愛衣
SILVER 小２ 小林　美愛乃
SILVER 小３ 花塚　茉結
SILVER 小６ 横地　璃琥斗
SILVER 小４ 椎野　なつき

英検Jr.
2022/7月		

珠算6級 年長 木村　圭佑
珠算9級 小5 長谷川　愛留

珠算10級 小4 實方　大和
珠算10級 小6 三川　真依
珠算11級 小2 藤田　聖也
珠算11級 小2 趙　馨悦
珠算11級 小6 三川　真依
珠算12級 小2 佐藤　友紀
珠算12級 小2 松本　陸樹
珠算13級 小2 松本　陸樹

珠算・暗算
2022/4月

珠算5級 小3 井上　凜
珠算6級 小2 岡本　拓己

珠算6級 小4 細川　心
珠算6級 小6 朝比奈　希実
珠算7級 小1 阿部　柚希
珠算8級 小2 後藤　月菜
珠算8級 小6 三川　真依
珠算9級 小4 實方　大和
珠算9級 小6 三川　真依
珠算10級 小2 趙　馨悦
珠算11級 小2 松本　陸樹

珠算・暗算
2022/5月

珠算7級 小4 小川　颯太
珠算7級 小6 三川　真依

珠算8級 小5 長谷川　愛留
珠算10級 小2　 藤田　聖也
珠算10級 小2 松本　陸樹
珠算11級 小2　 佐藤　友紀
珠算11級 年長 有田　成那
珠算12級 年長 有田　成那
珠算13級 小1 立元　楓花
珠算13級 小1 佐藤　明莉
珠算13級 小2　 義　千菜美
珠算13級 小3 古舘　愛由

珠算・暗算
2022/6月

珠算4級 小3 井上　凜
珠算8級 小4 實方　大和

珠算9級 小2 趙　馨悦
珠算11級 小4 浦山　真一
珠算12級 小1 佐藤　明莉

珠算・暗算
2022/7月

2022年度検定試験日程 

申込締切 9/3(土) 12/10(土)

1次試験 10/8(土) 2023/1/21(土)

2次試験 11/13(日) 2023/2/26(日)

申込締切 10/1(土) 2023/1/20(金)

試験 11/12(土) 2023/3/4(土)

申込締切 9/24(土) 12/17(土)

試験 10/29(土) 2023/1/28(土)

申込締切 9/3(土) 12/17(土)

試験 11/21～12/4 2023/3/10～23

英検

英検Jr

数検

漢検

月会費変更のお知らせ 

10月分から小学生学習月会費の一部変更させていただきます。 

★小学生学習（小１～小３） 

変更前  ⇒ 変更後 

基礎額 6600円 ⇒ 7700円 

追加  5500円 ⇒ 6600円 

対象のメンバーには個々にお知らせを配布します。 

新しい先生の紹介 

・ガルシンスキー明子（あきこ先生） 
こんにちは。言葉は文化ですね。日本の文化に誇りをもち、海外
の方に日本文化の良さを発信できる若者が一人でも増えるといい
な～と思っています。英語が話せると世界がひろがりますよ。私
たちと一緒に頑張って学びましょ。 
 
・横野有希（ゆき先生） 
初めまして。転職のため講師としては新人ですが、大学時代の塾
講師のアルバイト（約 4年）やフィリピン留学、前職の SE（約
10年）での経験を活かし、皆さんの力になれるように頑張りま
す。よろしくお願いします。 

筆記用具確認お願いします 

最近、筆記用具忘れが多くなっています。 
塾バッグに筆記用具のご用意をお願いします。 
鉛筆、消しゴム、赤鉛筆（赤ペン） 


