JOBA International Tianjin

天津校通信
今月のごあいさつ
今年も国慶節が終わり、すっかりと朝晩含め
肌寒く冷え込んできました。そして、今年もあ
っという間にあと 2 ヵ月と少しになってしまい
ました…。毎年のことではありますが、受験生
にとって今年も受験までの“カウントダウン”
が始まりました。受験生の皆さん、体調に気を
つけながら、毎朝、冷え込みますが、頑張って
ください。
受講時間帯：

冬期講習会について
前月号で告知いたしました、JOBA の“冬期
講習会”の詳細が決まりましたので、お知らせ
します。今回の講習会では、新中学 1 年（現小
6）において、
「中学英語」の先取り学習を行っ
ていきます。また、この講習会にお申込みいた

午前：小 4 受験・小 5 標準・中 1 受験
午後：小 5 受験・新中 1（現小 6 標準）
小 6 受験・中 3 受験
夕方：小 6 受験・中 2 受験・中 3 受験
※ 詳細は、後日お配りする、案内をご覧ください。

ここから受験に向けて

だき、その後、継続してご入塾された方には、
「入会金」を割引価格にてご提供いたします。
その他、下記のような特徴がございますので、
皆さまのご参加をお待ちしております。
① 受験学年（小 6・中 3）は、
『10~11 時間/
日』で天津での最終追い込みが可能！
② 受験学年（小 6・中 3）は、授業だけではな
く、過去問の演習時間を確保！
③ 中 1・中 2・小 5 受では、講習会内で、
『1
か月分』の授業時間数を確保！
④ 小学標準・小 4 受験では、講習会内で、
『1.3
か月強』の授業時間数を確保！
⑤ 一日単位での受講が可能。

ここからは、受験生の皆さんには授業中、お
話ししたことの『復習』になりますが、秋から
の習慣について、書いてみます。次年度以降の
受験学年の皆さんも、参考にしてくださいね。

1. 朝早く起きる！
一般的に言われる“朝型人間”になる、と
いうことです。理由は非常に簡単です。受験
は午前中に開始されることがほとんどだか
らです（希に午後入試というものもあります
が…）
。
朝早く起きなければいけない理由のもう
一つは、頭をシャキッとさせるための時間を
確保するためです。これには個人差があるの

日程：

で、一概には言えませんが、一般的には、起

前期…12/25（金）～12/29（火）

床からしゃきっとするまでに、
「2 時間前後か

後期…1/4（月）～1/6（水）

かる」という説があります。
（4 ページへ続く）

今月のスケジュール
星期一

星期二

月曜日

火曜日

Monday

10/19

20

27

星期四

水曜日

Tuesday

社会科見学

26

星期三

木曜日

Wednesday

21

星期五

金曜日

Thursday

22

星期六

中学部休講

小 5 休講

小 5 休講

社会科見学

宿泊学習

宿泊学習

28

29

30

期末対策
（中 3）
<~11/11>

2

3

4

11 月度授業
文化の日

9

10

期末対策
（中 1・2）
<~11/25>

16

小 6 休講

数検〆切日

修学旅行

修学旅行

12

期末テスト
（中 3）

17

6

18

期末テスト
（中 3）

19

日曜日

Saturday

24

Sunday

25
漢検実施日

31
高校部授業

5

11

土曜日

Friday

23

星期天

7

11/1
愛知県模試

8
11 月 CT

修学旅行

13
期末テスト
（中 3）

20

英検 2 次

14

15
自習室開放

自習室開放

＜PM＞

高校部授業

21
自習室開放

22
自習室開放
<PM>

23

24

25

26

勤労感謝の日

期末テスト
（中 1・2）

期末テスト
（中 1・2）

期末テスト
（中 1・2）

27

28
高校部授業

29
JOBA 理科
実験教室
第3弾

※予定は変更になることがございます。予めご了承ください。

スケジュールについて
 11 月度の授業回数について
JOBA の 11 月度の授業週についての連絡
です。11 月度は 4 回の授業週となります。
11/3（火）～11/30（月）

 休講のお知らせ

は、「中 3」と「中 1・中 2」では実施時期が
違いますので、それぞれに合わせて、対策授
業を行います。
中3

…10/28（水）～11/11（水）

中 1・中 2 …11/9（月）～11/25（水）
また今回も、期末対策に伴い、自習室の開
放も行います。日程を確認してください。
言わずもがな、今回は期末テストですので、

天津日本人学校の行事のために、下記の日

芸術科目（4 科目）もテストがあり

程で下記の学年コースを休校にいたします。

ます。普段からの授業態度がカギを

ご確認ください。

握りますので、しっかりと学校での

10 月 21 日（水） 中学部

授業を聞いて理解していくように

10 月 22 日（木） 小学 5 年 理社

しましょう！

10 月 23 日（金） 小学 5 年 受験
11 月 4 日（水）

小学 6 年 受験・標準

 実用数学技能検定のお知らせ
JOBA では、実用数学技能検定（通称：数
検）を 12 月 5 日（土）に実施いたします。
「実用数学技能検定」
（後援＝文部科学省）
とは、数学・算数の実用的な技能を測る検定
です。これまでも JOBA では定期的に受検会
場となってまいりました。

学校では、科目ごとに課題が出ると思いま
すので、計画を立てて、しっかりとその課題
をこなしていくようにしましょう！
自習室開放の日程
11/14（土）13:00~18:00
11/15（日）13:00~18:00
11/21（土）13:00~18:00 ※送迎は、
11/22（日）13:00~18:00

ありません。

 11 月度センター試験について

お申込みの締め切りは、11 月 5 日（木）

11 月度のセンター試験は、11 月 7 日（土）

とさせていただきます。皆さまのチャレンジ

に実施いたします。出題範囲は誌面の都合上、

をお待ちしております。

別途配布いたしますので、各自で確認して準備

なお、お子さまのみの

をしてください。試験時間は下記の通りです。

受検ではなく、保護者の方にも幅広く受検し
ていただきたく思っております。問題内容の
詳細は、JOBA までお問い合わせください。

 漢字能力検定試験

10/25（日）実施

既にお申込みは終了しておりまして、数多
くの方に受検していただく漢字能力検定が、
10 月 25 日（日）に迫ってきました。
JOBA 生の方には、対策プリントを配布し
ておりますので、それを使用してしっかりと
準備してください。

 期末テスト対策
日本人学校での期末テストに向けて、
JOBA では期末テスト対策を行います。今回

ご確認ください。

小学部： 10:00~12:00
中学部： 09:00~12:00
なお、送迎につきましては、追ってご連絡差
し上げます。

1 ページの続き
もちろん、試験時間に合わせ

ていきましょう。
そして、実際に試験時間通りの時間を測り、
実際の科目数だけ演習を行ってください。

て頭をシャキッとさせる必要が

終わった後、お父さんかお母さんに採点し

あるのですが、それ以外でいう

ていただきます（その間は休憩していてもか

と、家（ホテル等の場合もあり）

まいません）。

から受験会場まで、公共交通機関を使って移

採点をしていただいた後、解説がついてい

動することが多いから、というのもあります。

る場合は、間違った問題に関して、その解説

ぼーっとしたまま電車に乗って、会場とは逆

を読み込むようにしましょう。そして、次に

方向に進んでしまって…、などという悪夢を

同じ間違いをしないように覚えていきます。

現実のものとさせないためにも、
早起きを心がけるようにしまし

これを繰り返していけば、年内だけでも 10
校以上の過去問に取り組むことができます。

ょう。

2. 土日も平日と同じ時間に起きる！
受験生の中にも、「土曜日と日曜日は休日
だから、ゆっくりと寝ていたい！」と思って
いる人もいるかもしれません。しかし、これ
も避けてほしいと思います。なぜなら、受験
の日が土日を避けてくれてくれるとは限ら
ないからです。したがって、土日でも平日と
同じく早く起きる習慣をつけてほしいと思
います。

3. 土日の午前中、過去問演習をする！
では次に、土日に平日と同じ時間に早く起

理科実験教室 第 3 弾 実施決定！
今年度、新たな取り組みとして行っている、

きたら何をすればよいのか、ということです。

理科実験教室の“第 3 弾”を行うことが決定い

受験する学校の「過去問題集」を購入して

たしました。まだ、日程の発表しかできません

いると思いますので、それを時間通りに解く

が、おいおい、掲示物や HP などで発表してい

ことをお奨めします。

きたいと思います。

多くの学校（中学・高校）では、試験時間
が午前 9 時に開始になっています。そこで、

開催日：2015 年 11 月 29 日
※「イイ肉の日」と覚えてください！

家で、朝 9 時には机に向かい、過去問を解い
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

JOBA 天津校
九河国際村教室 ： 天津市河東区衛国道 140 号 九河国際村 内
オリンピック教室 ： 天津市和平区成都道 126 号 奥林匹克大厦 401-402
TEL 022-2351-3072 ホームページ http://joba-tj.jolnet.com/ e メール joba.tj@jolnet.com
JOBA 海外校 北京校/天津校/上海浦東校/上海浦西校/ロンドン校/ソウル校
JOBA 帰国生特化型スクール 洗足池校/たまプラーザ校/新川崎校 ※本帰国される方にお勧めです！
JOBA ネットワーク ニューヨーク/ロサンゼルス/オレゴン/シンガポール/ジャカルタ/バンコク/シドニー 他

