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今月のごあいさつ

海外・帰国子女教育専門機関

JOBA 学校フェア報告

夏休み中、夏期講習会を受講されたり、日本

7 月 23 日（土）東京都中央区銀座にあります

に一時帰国されたり、
旅行に行かれたり、
など、

ベルサール汐留にて「JOBA 学校フェア」を行

色々な過ごし方をされたと思います。今年は夏

いました。

のオリンピックがブラジルのリオデジャネイロ

学校フェアでは、参加校による学校紹介・パネ

で開催されていますので、テレビの前で、日本

ルディスカッション、学校別個別相談会、各学校ミ

の選手が活躍している姿を見て、声援を送った

ニ説明会、JOBA 教育相談などを行いました。

り、思わず興奮して声を上げたり、元気をもら

今年度の参加者は学校フェア開催史上最多の

ったという人もいるのではないでしょうか。夏

1495 名でした。参加校によるパネルディスカ

休み中に、思い出に残ったこと、楽しかったこ

ッションでは、現在中学生・高校生になってい

と、何か得られたことなど、ありましたか？天

る JOBA の卒業生をパネリストとして迎え、海

津に戻ってきた際には、
「夏休み中にこんなこと

外での学習方法、受験校の選び方、入学した学

があったんだよ」と、先生たちにも教えてもら

校の様子など、帰国生ならではの体験を語って

えればと思います。

もらう JOBA 学校フェアの人気プログラムです。

ご父母の皆様は、どのような夏をお過ごしで
したでしょうか。

今年度も大いに盛り上がりました。学校個別相
談会では、今までの学校フェアを開催した中で

9 月には先日来お伝えしておりますように、

最多の 119 校もの学校に参加していただきま

9 月 4 日（日）には、
『パン焼きイベント』、9 月

した。参加者は、興味を持っている学校のブー

11 日（日）には、『わっ!？となるほど!本格理科

スに行き、各学校の入試担当の先生方へ疑問に

実験』などを予定しております。
自分が手を動か

思っていること、学校の特色などを聞いていま

して、実際に作って得た知識や経験というのは、

した。参加校による学校紹介・ミニ説明会では

なかなか忘れないものです。今の時期だからこ

各学校の先生方に学校の特色や、HP や学校案

そ参加できるイベントにどんどん参加して、
「私

内ではわからないような貴重なお話もしていた

はこんなことを経験した」
「こんなことができる

だきました。

ようになった」ということを他の人に伝えられ
ると、周りの人も興味を持ちますし、その人自
身の成長にもつながります。将来受験で面接を
受ける機会がある時に、自分の考えをはっきり
と話せるということは、必ずプラスになります。
中国でしか体験できない、中国ならではのイベ
ントも今後企画していく予定です。
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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

スケジュールについて

パン焼き体験イベント
9 月 4 日（日）にガンガンさまのご協力をいた

第３回愛知全県模試
8 月 28 日（日）第 3 回愛知全県模試を下記の

だき、パン焼き体験イベントを開催いたします。

通り実施いたします。
（既に申込〆切済）

今回お申し込みをされた方、当日のイベントを楽

 対象学年：中 1・2

しみに待っていてください。定員に達してしまっ

英語

13:00～13:40

たため、残念ながらお申し込みできなかった方は、

数学

13:50～14:30

今後も様々なイベントを企画してまいりますの

国語

14:40～15:20

で、よろしければまた次回のイベントにご参加く

社会

15:30～16:05

ださい。

理科

16:15～16:50

 日程：9 月 4 日（日）
 時間：9：00～15：00

プリントマラソン
2 学期中間テスト対策としてプリントマラソン

 場所：JOBA 天津校オリンピック教室

を 9 月 25 日（日）に行います。テストの直前に

 費用：150 元

行いますので、今まで学校や JOBA で勉強した内

わっ!？となるほど!!本格理科実験

容がどれだけ身についているかが確認できると

9 月 11 日（日）に「わっ!？となるほど!

共に、知識があいまいな部分、覚えなければいけ

本格理科実験」実施いたします。当初の締切日を

ないのにまだ身についていない学習内容を見つ

大幅に延長しまして、8 月 31 日（水）までお申

けることができます。プリントマラソンを行って

込みできることになりました。まだお申し込みさ

いる最中は、誰一人私語を発しない緊張感を持っ

れていない方は、お早目にお申し込みください。

た環境でできますので、定期テスト本番さながら

 日程：9 月 11 日（日）

の気持ちで受けることができます。1 学期中間・

 時間：次の通りです。

期末対策でプリントマラソンに参加した生徒は、

九河国際村教室
10：00～11：30（小学 1～3 年生）
オリンピック教室
13：30～15：00（小学 1～3 年生）
15：30～17：00（小学 4～6 年生）

今度は、1 枚でも多くプリントを解くことを目標
にしてください。JOBA 生の兄弟姉妹、JOBA 生
以外の方でも参加できますので、お友達をお誘い
合わせの上、奮ってお申し込みください。
日程：9 月 25 日（日）

 受講料：150 元（実験キット・テキスト代含）

時間：10:00～16:20

 申込み締切：8 月 31 日（水）

参加費：JOBA 生無料、外部生 100 元

実用数学技能検定

持ち物：筆記用具、お弁当

実用数学技能検定を 8 月 27 日（土）に実施いた
します。（既に申込〆切済）実施日時等について

９月度センター試験
9 月度のセンター試験を 9 月 10 日（土）に実施

は、下記の通りとなります。

します。出題範囲は教室内に貼ってありますので、

 日時：8 月 27 日（土）9：30 開始

確認してください。また、配布用も用意していま

 持ち物：ものさし（11 級以上で必要）

すので、範囲を確認して復習しておいてください。

コンパス、分度器（8 級以上で必要）

小学部

電卓（5 級以上の 2 次で持参可能）
・検定費用

10:00～12:00（2 科）
9:00～12:00（4 科）

中学部

9:00～12:00

なお、送迎につきましては追ってご連絡差しあげます。

CT 解き直し勉強会

個人父母会へのお申し込みは、E-mail にて下記内
容をお知らせください。

9 月 18 日（日）13：00～15：00 に CT 解き
直し勉強会を実施します。一度受けた CT を解き

 お子さまのお名前・学年・コース

直しすることで、次のようなメリットがあります。

 ご希望の日時

①一度目に解いた時の間違いが、理解不足から来

 ご希望のスタッフ

る間違えなのか、ケアレスミスなのかがわかる。

 ご相談内容

②一度目にわからなかった問題の解き方がわか

 ご連絡先 E-mail〔joba.tj@jolnet.com〕

るようになる。

※日時のご希望に添えない場合がございますの
で、第 3 希望までお伝えください。

③次に同じような問題が出てきた時に、同じミス
をしないように注意して解くことができる。

代講の先生について

CT を受験した生徒はぜひ参加しましょう。

英語・国語を担当しております佐藤ですが、急

 日程：9 月 18 日（日）
 時間：13：00～15：00

病により現在日本で静養しています。天津への復

 持ち物：筆記用具

帰は 9 月初旬を予定しております。佐藤が日本で
静養している間、普段 JOBA 本部校で国語・英語

個人父母会

を担当しております講師が授業をさせていただ
いています。海外校・本部校で長年教鞭を執って

JOBA 天津校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

きた教務指導・生徒指導とも経験豊富な講師です。

勉強や、生活面での様子などについて情報交換し、

お子さまたちの学習に支障が出ることなくカリ

こちらから進路や、今後の勉強の仕方などアドバ

キュラムを進めることができるかと思いますの

イスさせていただきます。

でご安心ください。何かご質問などありましたら、
ご遠慮なくお尋ねください。よろしくお願いいた

期間は、以下の通りです。

1 週目：9 月 20 日（火）～9 月 23 日（金）
2 週目：10 月 11 日（火）～10 月 14 日（金）

します。

①10：00～10：30
②10：40～11：10
③11：20～11：50
④13：00～13：30
⑤13：40～14：10
⑥14：20～14：50
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

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
JOBA 海外校

http://joba-tj.jolnet.com/ e メール joba.tj@jolnet.com

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

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

