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＜英会話教室＞ 

月曜日…17:00～18:00 Level.1 〔対象：小 3～小 4〕   18:10～19:10 Level.2 〔対象：中学以上 〕 
19:20～20:10 Level.0 〔対象：未就学児～小 2〕20:30～21:30 Level.3 〔対象：小 5 以上 〕 

授業料/週…RMB95-（Level.0），RMB114-（Level.1～3） 

木曜日…16:00～16:50 Level.0〔対象：未就学児童〕   17:00～18:00 Level.1 〔対象：小 1～小 2〕 
18:10～19:10 Level.2〔対象：小 3～小 4〕    19:20～20:20 Level.3 〔対象：小 5 以上 〕 

授業料/週…RMB95-（Level.0），RMB114-（Level.1～3） 

＜クラス指導コース＞ 

【低学年算数クラス（小 2・小 3）】 
木曜日…17:00～18:00 算数（小学 2 年生） 
金曜日…17:00～18:00 算数（小学 3 年生） 
授業料/週…RMB114- 

【小 4（算・国）】 
土曜日…15:10～18:30 算数・国語 
授業料/週…RMB 342- 

【小 5（算・国・理・社）】 
火曜日…17:00～20:20 算数・国語   木曜日…18:10～20:20 算数・国語 
授業料/週…RMB 570- 
火曜日…20:30～21:30 理科       木曜日…20:30～21:30 社会 
授業料/週…RMB 228- 

【小 6（算・国）必修コース】 
月曜日…18:10～20:20 算数・国語   水曜日…17:00～20:20 算数・国語 
授業料/週…RMB 570- 

【小 6（算・国・理・社）オプションコース】 
土曜日…16:20～19:40 算数・国語 
授業料/週…RMB 342- 
土曜日…14:00～15:00 社会       土曜日…15:10～16:10 理科 
授業料/週…RMB 228- 

 
 
 

オリンピック教室コース 

九河国際村教室コース 

低学年算数コース（オリンピック教室） 

小学部受験コース（オリンピック教室） 

 

               

 

⼦どもの学⼒を向上させるということは、つきつめればその⼦の意識を変えると
いうことになります。⼦どもの意識を変えるとは、その⼦の中に「⾃発性・⾃主
性」「⽬標設定」「計画性」「持続⼒･集中⼒」「根気強さ」「社会性」といったも
のをしっかりと育てていくということです。 

もちろん、「意識を変える」という作業は⼀朝⼀⼣にできることではありませ
ん。具体的にいえば、椅⼦に座る姿勢・机の上の整理整頓の指導に始まり、
発問に対する答えを褒めることで⾃己肯定感を高め、「⾃分はできる」という⾃
信を持ってもらい、成⻑の好循環を作っていくということになります。 

私たちは、上記の、「成⻑の好循環」を多くの⼦どもたちの中に作っていくこと
を社会的使命と考え、⽇々、努⼒してまいります。 
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【小 6（算・国）】 
木曜日…18:10～21:30 算数・国語 
授業料/週…RMB 342- 

 

【中 1（国・数・英）】 
火曜日…17:00～20:20 国語・数学・英語   金曜日…18:10～20:20 数学・英語 
授業料/週…RMB 570- 

【中 1（理・社）】 
火曜日…20：30～21:30 理科           金曜日…20:30～21:30 社会 
授業料/週…RMB 228- 

【中 2（国・数・英）】 
月曜日…18:10～21:30 国語・数学・英語   木曜日…18:10～21:30 国語・数学・英語 
授業料/週…RMB 684-        

【中 3（国・数・英）】 
月曜日…18:10～21:30 国語・数学・英語   水曜日…17:00～20:20 国語・数学・英語 
金曜日…18:10～20:20 数学・英語 
授業料/週…RMB 912- 

【中 3（理・社）】 
水曜日…20:30～21:30 社会          金曜日…20:30～21:30 理科 
授業料/週…RMB 228- 

 

1 コマ 50 分（授業曜日：㊊～㊏ ※時間等の詳細は、ご相談ください。） 
対象学年…小学 1 年生～小学 3 年生 
科目…国語・算数 
授業料/月…RMB475-（1～5 コマ/月） ，RMB760-（6～8 コマ/月） 

1 コマ 60 分（授業曜日：㊊～㊏ ※時間等の詳細は、ご相談ください。） 
科目…全学年・全科目 
授業料/1 コマ…RMB342- 

小学部標準コース（オリンピック教室） 

中学部受験コース（オリンピック教室） 

e トレコース（オリンピック教室） 

個別指導コース（オリンピック教室） 

 
左の写真は、天津日本人学校の定期テスト対策とし

て「プリントマラソン」を実施したときのものです。

5 時間集中してプリントを解き続けます。 
 
 
 
 

左の写真は、JOBA 天津校の生徒のテキストをスキ

ャンさせてもらったものです。自分で大事だと思う

場所に線を引き、要点をメモしながら読み進めてい

る様子がわかりますでしょうか。 
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英検 5 級対策  …土曜日 12:50～13:50 
英検 4 級対策  …土曜日 18:40～19:40 
英検 3 級対策  …土曜日 14:00～15:00 
英検準 2 級対策…土曜日 18:40～19:40  
授業料/週…RMB114- 

 

土曜日…10:00～12:50 全科目 
授業料…無料 
※毎週土曜日の上記時間帯に、自習室を開放します。数・国・英の講師が交代で自習監督を担当し

ますので、普段の授業の疑問点を解消できます。 

 
 
 
 
 
 

 

《2017 年度 費用に関する諸規定》 
＜入会金＞ 

・入会金とは、生徒が入学する際納めるものです。1,600 元をお支払いください。  
＜授業料＞ 

・前月 20 日頃お配りするご請求書の締切日までにお支払いください。 
・授業を欠席された場合の減額や返金はございません。予めご了承ください。 
・兄弟・姉妹でのご入塾の際には、授業料の金額が低い方を対象に，20％割引いたします。 

＜諸雑費＞ 
・・諸雑費として月額 200 元をお支払いください（お 2 人目以降のご入塾の際は、無料となります）。 

・諸雑費には、水道光熱費・通信費・プリント費等の費用が含まれます。 
＜送迎費＞ 

・JOBA の送迎をご利用の方は、日本人学校から JOBA までは、30 元/回、それ以外は、20 元/回をご請求いたし

ます。 
＜教材費＞ 

・小学部標準：標準新演習…180 元/冊、進級式漢字練習帳・算数トレーニング…120 元/冊 
・小学部受験：予習シリーズ…180 元/冊、計算…180 元/冊、漢字とことば…120 元/冊 
・中学部受験：英語…Sirius 発展編 180 元/冊、Jack 発展編 150 元/冊、ワーク 150 元/冊 

数学…新中学問題集 180 元/冊、練成テキスト 150 元/冊、ワーク 150 元/冊 
国語…新中学問題集 180 元/冊、進級式漢字練習帳 120 元/冊、ワーク 150 元/冊 
理社…標準新演習 180 元/冊、ワーク 150 元/冊 

＜テスト費＞ 
・『JOBA 海外・帰国子女センター試験』の受験費用は下記の通りです。毎月ご請求いたします。 
※小学生：160 元/1 回  ※中学生：240 元/1 回 

・『愛知全県模試』の受験費用は下記の通りです。 
※中学生：300 元/1 回 

＜コース変更・退会・休会＞ 
・コースおよび個別指導時間数の変更の際は、前月 10 日までに変更の旨、ご連絡ください。 
・退会・休会の際は、前月 10 日までに変更届けをご提出ください。 

英検対策コース（オリンピック教室） 

サタデーJOBA（オリンピック教室） 

☆JOBA 天津校のイベントに参加しよう！ 

  
 

☆左の写真…「GangGamg のパンを

君が作ろう！パン焼き体験教室」 
 
☆右の写真…「自然素材石鹸作り教

室/中医学教室」 
 


