JOBA International Tianjin

天津校通信
今月のごあいさつ
春節前は，川の水も凍り，体に当たる風が寒い
というより痛いと感じられるぐらい寒さが厳し

九河国際村教室


英会話教室

い日も続きましたが，春節休みも明けたここ数日

Lev.0（木） 16:00～16:50

は，少しずつ寒さが和らいできたようです。

Lev.1（木） 17:00～18:00

ご父母の皆様はいかがお過ごしでしょうか。

Lev.2（木） 18:10～19:10

ところで，
「三寒四温」という言葉がありますが，

Lev.3（木） 19:20～20:20

これは 3 日間の寒い日と，4 日間の暖かい日が続



（火）
（木） 16:00～20:20

き，寒暖が繰り返される現象のことをいいます。
この言葉の由来は元々中国の東北部や朝鮮半島
の北部に現れる現象で，冬の気候を表すものとし

e トレコース

オリンピック教室


英会話教室

て使われていたそうです。日本では，寒暖の差が

Lev.0（月） 16:00～16:50

はっきりとあらわれる春先にこの言葉を使う人

Lev.1（月） 17:00～18:00

が多くなったと考えられています。

Lev.2（月） 18:10～19:10
Lev.3（月） 19:20～20:20

さて，JOBA 天津校では 2 月 15 日（月）から
新学年が開講します。2～3 月の授業時間割は，基



（月）
（水）
（金） 16:00～20:00

本的には今までの時間割と同じですが，新学年表
記になっていますのでご注意ください。そして，

e トレコース



英検対策コース

3 月 16 日（水）より 2016 年度春期講習会が始ま

準 2 級（土）17:30～18:30

ります。日本人学校で新しい学年が始まる少し前

3級

（土）11:00～12:00

のこの時期に早めにスタートダッシュを切るた

4級

（土）13:00～14:00

めにも，また，およそ 1 ケ月間もある春休みを有

5級

（土）14:30～15:30

意義に過ごすためにも，春期講習会を受講し，勉



新小 6 標準 （火）

強の準備体操をした上で，新たな新学期を迎えら
れるようにしましょう。



2~3 月の時間割について
JOBA では，4 月 11 日（月）の新学期開講まで

小学部標準コース



16:50～20:10

小学部受験コース
新小 4 受験 （金）

16:50～19:00

新小 5 受験 （火）

16:50～20:10

中学部受験コース

の間，
2015 年度の時間割のまま授業を進めてまい

新中 1 受験 （水）

ります。ただ，学年表記は新学年の表記になって

新中 2 受験 （月）
（金）18:00～21:20

いますので，お気を付けください。

新中 3 受験 （月）
（金）18:00～21:20

下記に時間割をお載せしますが，不明な点があ
りましたら，JOBA までお問い合わせください。



16:50～20:10

高校部
数学

（土）14:20～16:50

今月のスケジュール
星期一

星期二

月曜日

火曜日

Monday

2/22

29

2 月②

3 月①

星期三

水曜日

Tuesday

23

星期四

木曜日

Wednesday

24

25
無料体験

（in 九河）

（in 九河）

e トレ

e トレ・英検

2

3

無料体験

無料体験

（in 九河）

（in 九河）

e トレ

e トレ・英検

星期六

金曜日

Thursday

無料体験

3/1

星期五

星期天

土曜日

Friday

日曜日

Saturday

Sunday

26

27

28

4

5

6

11

12

13

ひな祭り

7

3 月②

14
完全休校日

8

9

10

無料体験

無料体験

（in 九河）

（in 九河）

e トレ

e トレ・英検

15

16

完全休校日
TJS 修了式

17

時間変更
TJS 卒業式

18

3 月度 CT

19

春期講習会

20
完全休校日

A 日程①

A 日程②

A 日程③

A 日程④
春分の日

21

22

23
完全休校日

A 日程⑤

24

25

26

27

春期講習会

A 日程⑥

春季休校

B 日程①

B 日程②

B 日程③

（~4/6）

振替休日

28

29

30

31

4/1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

春期講習会
C 日程①

C 日程②

C 日程③

C 日程④

※ スケジュールは変更になることがございます。予めご承知おきください。

今月のスケジュールについて


3 月度の授業回数

B 日程（個別）

JOBA の 3 月度の授業回数は，2 回となっ

C 日程（集団・個別）4/7 （木）～10（日）

ております（期間：2/29（月）～3/12（土）
）
。


春期講習会について
JOBA では，天津日本人学校の春休みの期
間に，春期講習会を開講いたします。

3/24（木）～26（土）

学年・クラス：下記の通りです。
小学部標準コース（A・C 日程）
新小 5（国・算）10:00～12:10
新小 6（国・算）10:00～12:10

海外日本人学校の春休みは，日本国内の学

小学部受験コース（A・C 日程）

校の春休みに比べ，長くなっています。それ

新小 5（国・算）13:10～16:30

に伴い，塾の通常授業の回数にも差が出てき

中学部受験コース（A・C 日程）

てしまいます（下記参照）
。
※塾の授業回数（平均）
日本

3 月 4 週 ※その後，講習会
4月 4週

天津

新中 1（国・数・英）17:00～20:20
新中 2（国・数・英）13:10～16:30
新中 3（国・数・英）17:00～20:20
個別指導コース（A・C 日程）

3 月 2 週 ※その後，講習会

①13:10～14:10

②14:20～15:20

4月 3週

③15:30～16:30

④17:00～18:00

⑤18:10～19:10

⑥19:20～20:20

上記の通り，3 月と 4 月だけで，通常授業で
3 週間の差が生まれています。

個別指導コース（B 日程）

これを見て，
“休みが多い！やったぁ～”と思

①13:10～14:10

②14:20～15:20

っているばかりではいけないのです。中学入試

③15:30～16:30

④16:40～17:40

を考える際にも，高校入試を考える際にも，日

⑤17:50～18:50

⑥19:00～20:00

本にいるライバルたちは，自分たちよりも 3 週

e トレコース（A・C 日程）

間分進んでしまっているということになるの

①10:00～10:50

②11:00～11:50

です。

③13:10～14:00

④14:10～15:00

⑤15:10～16:00

⑥16:10～17:00

そこで JOBA では，その休みの期間に効率よ
く学習をしていただき，日本にいるライバルた

e トレコース（B 日程）

ちとの差がつかなくするべく，春期講習会を開

①13:10～14:00

②14:10～15:00

講しています。お子さまの学習面の負担を少し

③15:10～16:00

④16:10～17:00

でも軽減するとお考えいただき，休み中の一時

⑤17:10～18:00

⑥18:10～19:00

帰国やご旅行を調整していただけますよう，お
願いいたします。
春期講習会のお申込み締め切りは，2 月 29
日（月）となっております。お早目にお申し込
みくださいますようお願いいたします。なお，
お申し込みは，一日単位でも承ります。ご相談
ください。
期間：A・B・C 日程があります。
A 日程（集団・個別）3/16（水）～22（火）
※3/20（日）は休校です。



3 月度センター試験

3 級対策 18:10～19:10

3 月度のセンター試験は、3 月 12 日（土）に

3/ 3（木）

4 級対策 17:00～18:00

実施いたします。出題範囲は下記の通りですの

3 級対策 18:10～19:10

で、各自で確認して準備をしてください。試験

3/10（木） 5 級対策 17:00～18:00
4 級対策 18:10～19:10

時間は下記の通りです。ご確認ください。


小学部：

10:00~12:00



中学部：

09:00~12:00

（新中 1：

10:00~12:00 ※要注意！）

なお、送迎につきましては、追ってご連絡差し

ご希望の講座・日程を，お申し込みください。

帰任する先生から
岩永翔太先生
皆さんこんにちは，岩永です。この

上げます。
出題範囲に関しましては、今回も教室に配布用
のものを置きますので、ご確認ください。

九河国際村無料体験のお知らせ

度，日本へ帰国することとなりまし
た。なぜ帰国するのかというと，新し
いことにチャレンジするためです。
JOBA 生の皆さん，また，保護者の

九河国際村教室では「e トレ」
，
「英検対策」の

皆さま方には，天津にいた 1 年 4 ヶ月

無料体験を下記の日程で行います。ご興味のおあ

の間に，本当に多くの発見と成長する

りの方は，JOBA までお問い合わせください。

機会を私に与えていただきました。皆

e トレ：自学自習を身に着けさせる，プリント教

さまとお別れして天津を去ることは

材を使用した講座です。
日程

本当に心残りであります。
私が去った後のことは，頼りになる“ミスター

2/16（火）・18（木）
・23（火）
・25（木）

O”に任せてあります。ですので，安心して JOBA

3/1（火）
・3（木）
・8（火）
・10（木）

生の皆さんは，私に負けないように成長し続けて

学年・時間帯

ください。

新小 1・新小 2

16:00～16:50

新小 3・新小 4

17:00～17:50

新小 5・新小 6

18:00～18:50

新中 1

19:00～19:50

英検対策：英検取得に向けて，基礎から対策をし
ていく講座です。
日程・級・時間帯
2/25（木） 5 級対策 17:00～18:00

今まで本当にありがとうございました。

この春，一時帰国される方へ
JOBA では，春休みに一時帰国される方のため
に，JOBA 国内校（本部校・洗足池校・たまプラ
ーザ校・新川崎校）でも，春期講習会を開講して
おります。詳細は，JOBA までお問い合わせくだ
さい。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

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４０３
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

