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天津校通信
今月のごあいさつ
初めまして、このたび JOBA 天津校に着任い
たしました山根です。中国での勤務は、JOBA
北京校・JOBA 上海浦西校に続いて 3 校目にな

海外・帰国子女教育専門機関

海外受験説明会のお知らせ
JOBA では、5 月 17 日（火）に『海外受験説
明会』を開催いたします。詳細は、下記の通り
です。

ります。
海外で生徒を指導していて思う事は、どの生
徒もとても素直だということです。日本と違い、
一人で出歩けるような環境ではないぶん、家族
と過ごす時間が多く、素直に成長しているよう
な気がします。
ですが、学力を伸ばすという意味では、やは
り工夫していかなくてはならないと強く実感し
ています。日本に住んでいれば、生徒の耳にも
情報が入り自然と受験を意識させられますが、
海外に住んでいると受験がまるで他人事のよう
に感じられ、競争心が煽られるということもな
かなかありません。受験が現実感をもって生徒
自身に差し迫ってくる小 6・中 3 になって初め
て勉強に身が入る、といったケースも多々あり
ます。JOBA 天津校では、早い段階から生徒が
受験を意識し、なんとなくではなく目的意識を
持って勉強できるよう、生徒を指導してまいり
ます。
（例えば小学部標準コースで学習している
計算練習・漢字練習は、必ず高校受験で自分の
身を助けることになります。）
また、ご家庭に受験情報をお届けすることも
JOBA 天津校の大事な使命の一つと考えており
ます。5 月に実施する進学説明会もその一環で
す。受験に向けてご家族で意思統一を図る機会
として頂ければと思います。

JOBA 海外説明会
開催日時…2016 年 5 月 17 日（火）
開催会場…JOBA 天津校オリンピック教室（和平区成都道
126 号奥林匹克大厦）
入場料…無料
申込方法…お電話かメールでお願いします。
電話＜022‐2351‐3072＞
メール＜joba.tj@jolnet.com＞
http://joba-tj.jolnet.com/news/1369.html

JOBA 夏期講習会のお知らせ
JOBA 天津校では，日本人学校の夏休みに合
わせて夏期講習会を下記の日程で行います。ご
旅行や，一時帰国される方は，夏期講習会の日
程を考慮に入れた上で，フライトのチケット等
取っていただければと思います。詳細につきま
しては，案内ができ次第，お伝えしていきます。
夏期講習会日程

A 日程 ７月２１日（木）～2３日（土）
（20 日（水）は休み）
B 日程 ７月２５日（月）～３０日（土）
C 日程 ８月１５日（月）～１７日（水）
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スケジュールは変更になることがあります。予めご了承ください。

5 月度センター試験
5 月度のセンター試験を 5 月 14 日（土）に

ト対策の間の 5 月 8 日（月）と 15 日（日）の 2

実施します。詳細は下記の通りです。

回です。8 日（日）は 12:00～18:00 に自習室と

小学部

10:00～12:00

して教室を開放します。学校のワークなどの課

中学部

9:00～12:00

題を進めたい、わからないところがあるので、

※出題範囲に関しましては，教室内に貼り出し，
配布用のものも用意しますので，ご確認くださ
い。
※ 送迎につきましては，後日お知らせします。

聞きに来たいという人は、ぜひ来てください。

プリントマラソンのお知らせ
15 日（日）は、サンデーJOBA とは別に、
天津日本人学校中学部に通っている生徒
を対象に「プリントマラソン」を実施い
たします。国語・数学・理科・社会・英語の
各科目について 1 時間ずつ、計 5 時間かけてプ
リント問題を解くというイベントです。試験直
前に浅く広く試験範囲を総復習し、学習の漏れ
を防ぐとともに最後の 1 点を積み上げます。現
在通塾中の生徒は参加費無料ですので、皆さま
にご参加頂ければと思います。外部生の方も、
この機会に JOBA の熱気を感じてみてください。

理科実験教室のお知らせ
5 月 22 日（日）に、JOBA オリンピック教室と、
九河国際村教室で、理科実験教室を行います。
今回は「ふり子の実験」と「鉄球のしょうとつ
じっけん」を行います。目で見て、手を動かし
て、話を聞いて、理科を「体験」できます。定
員がありますので、お申し込みはお早めにお願
いいたします。

なお、タクシーによる送迎はございませんので。
あらかじめご了承ください。
日程：5 月 15 日（日）
時間：10:00～16:20
参加費：塾生無料、外部生 100 元
持ち物：筆記用具、お弁当
送迎：なし（ご家庭で手配ください。）

愛知県模試実施のお知らせ

実施日：5 月 22 日（日）
5 月 28 日（土）に JOBA オリンピック教室

場所・時間：
オリンピック教室
①10:00～11:00

（小学 1～3 年生）

②11:20～12:20 （小学 4～6 年・中学１年生）
九河国際村教室
③14:00～15:00

（小学 1～3 年生）

サンデーＪＯＢＡのお知らせ
JOBA では、今年度もサンデーJOBA として、
自習室を開放いたします。第１回目は中間テス

で，愛知県模試を実施いたします。詳細は，追
ってご連絡差し上げます。

労働節の休校について
労働節の休校について

個人父母会のお知らせ
JOBA では個人父母会を実施して、普段の授
業の様子をお伝えするとともに、ご家庭での勉

５月１日（日）～３日（火）
５月１日（日）～３日（火）
上記期間中、労働節のため、休校とさせてい

強や、生活面での様子などについて情報交換し、

上記期間中、労働節のため、休校とさせてい
ただきます。
休校期間中の連絡につきましては、

こちらから進路や、今後の勉強の仕方などアド

ただきます。
休校期間中の連絡につきましては、
下記の連絡先までご連絡いただけますようよろ

バイスさせていただきます。

下記の連絡先までご連絡いただけますようよろ
しくお願い申し上げます。

期間は、以下の通りです。

しくお願い申し上げます。
天津校 E-mail〔joba.tj@jolnet.com〕

１週目：５月２４日（火）～５月２７日（金）

天津校
E-mail〔
joba.tj@jolnet.com〕
山根携帯
186-2207-5410

２週目：５月３１日（火）～６月３日（金）

山根携帯 186‐2207‐5410

①１０：００～１０：３０②１０：４０～１１：１０
③１１：２０～１１：５０④１３：００～１３：３０
⑤１３：４０～１４：１０⑥１４:２０～１４:５０
個 人 父 母 会 へ の お 申 し 込 み は 、 E-mail
〔joba.tj@jolnet.com〕にて下記内容をお知らせ
ください。
お子さまのお名前・学年・コース
ご希望の日時
ご相談内容
※日時のご希望に添えない場合がございますので、
ご希望の日時は第三希望までお知らせください。

☆1 週間無料体験授業受付中！☆
JOBA 天津校では、1 週間無料体験授業を受付中です。
新学年が始まり、お子様も気持ちを新たにしていることと
思います。勉強の習慣を身に付けるなら今です！お知り合
いの方にも、是非お知らせ頂ければと思います。
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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

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

