
  
 
 
 
 
 
 
 

 今月のごあいさつ 
TJS 中学部のみなさんは期末

テスト，英検生のみなさんは 2 次

試験も終わり，次はみなさんお待

ちかねの夏休みですね。夏休みは

一時帰国をしたり旅行をしたり

と各ご家庭でいろいろと予定が

あるとは思いますが，今まで学習してきた内容を忘れ

ないよう，必ず復習の時間・機会を設けるようにして

ください。そのためにも，夏休みの計画表のようなも

のを今のうちから作成しておいて，学校の宿題をこな

すための時間なども決めておくとよい夏休みが過ご

せるようになるはずです。 
JOBA の夏期講習会に参加予定のみなさんは体調

を崩さないよう早寝早起きをして，毎日の授業の予

習・復習もしていくようにしましょう。 
  
【科目ごとの復習方法の例】 

● 国語 

夏前に学習した漢字・語句の復習をしましょう。 

進級式漢字練習帳で学習した漢字については，ま

ちがえた漢字は例文も含めて 5 回以上練習する

ようにしましょう。例文とセットで覚えることで，

語彙を増やす効果が期待できます。 

語句（熟語など）について

も同じようにテキストに出て

きた例文とセットで覚えるよ

うにすると効果的です。 
  
 
 

● 算数/数学 

（1）低学年/グローバル標準算数 
ジュニアトレーニング・計算トレーニングを

最初から1日2ページ以上時間を決めて取り組

みましょう。 
   算数の基礎は計算で，その計算を速く・正確

にできるようにしてくことで後の学習を有利

に進められるようになります。 
（2）中学受験算数 
   計算日記を最初から 1 日 2 ページ以上時間

を決めて取り組みましょう。取り組む際には，

制限時間を設けるとよりよいです。 
   算数の力は計算力と一行問題への対応力で

決まります。長い休みを利用して計算練習・ 
一行問題の復習をしていきましょう。 

（3）高校受験数学 
   練成テキストで練成 A 問題を最初から順に

こなしていきましょう。数学が苦手な人は A
問題を繰り返し，得意な人は A 問題を終えた

ら A・B セットで繰り返し解いていきましょ

う。 
 

● 英語 
今までに学習してき

た単語・つづりに加え，

中学部のみなさんは文

法（3 単現や時制など）

に気をつけつつ，シリ

ウスの例文を暗唱でき

るようになるまで覚え

こみましょう。例文を覚えておくことで英作文

の型を押さえると同時に，基本的な文法事項の

復習ができます。
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スケジュールについて 
➢ 8 月度授業について 

2018 年 8 月度の授業は，8/20（月）～31（金）

で実施いたします。 
 

☞ 8/20（月）の授業 
   TJS 始業式のため 11:50 下校となります。

このため，当日の授業は以下のとおりにさせ

ていただきます。 
  当日の JOBA へのお迎えにつきましては，

通常どおり学校 PICK となります。 
  

 
 
 
 
 
☞ 英会話の授業 

アンナの英会話につきまして，日程の変更

がございます。先月号では 8/27（月）開始と

お伝えしておりましたが，

フライトの関係で 9/3
（月）の開始とさせてい

ただきます。恐れ入りま

すが，どうぞよろしくお

願いいたします。 
 

【告知】国慶節特訓やります！ 

日程・開講時間・詳細については調整中ですが，

現在，英検直前対策講座・数検対策講座・作文講

座などを中心とした，国慶節期間ならではの特別

講座を開講予定です。 

なまけてしまいがちな大型連休を有意義にお

過ごしいただけるような講座をご用意できるよ

うにいたします。 

 

 

 

 

 

秋のイベント開催のお知らせ 
   JOBA 天津校では，海外にいるからこそ日本

の文化を学んでほしいという思いから，今年は

秋のお楽しみイベントを開催する予定です。 

   北京校で大人気だった月見団子づくりを行

う予定です。費用・日時・開催場所などにつき

ましては現在調整中です。 
 

【速報】冬期講習会のお知らせ 
JOBA 天津校では，2018 年度の冬期講習会

を下記の日程で開講いたします。受験生にとっ

ては大切な総仕上げの機会となります。また，

各学年ともに既習内容の不明点・わかっていた

つもりを解消するための講習になります。 

一時帰国の日程をご調整いただき，ご参加く

ださいますよう，よろしくお願い申し上げます。 

詳細は後日追ってご連絡いたします。 
 
＜必修 A ターム＞ 

  12/22（土）～12/28（金） 
  ＜必修 B ターム＞ 
    1/3（木）～1/6（日） 

 

第 6 回「アタックテスト/統一模試」 
 実施のお知らせ 

    第 6 回「アタックテスト/統一模試」を以下

の日時で実施いたします。中学部のみなさんは

夏の間の学習成果が試される試験になります。

第 6 回試験でいい結果を残せるよう，また，月

末に控える中間テストのためにも夏休み期間中

も気を抜かずに自分に厳しく学習を続けてくだ

さい。 

   【実施日程】 9/22（土） 

  アタックテスト（小学部） 統一模試（中学部） 

2 科 10:40～12:30  10:10～12:30 
4 科 10:40～14:00 

（4 科は間に昼休みをはさみます） 

 

＜低学年 e トレ＞ 13:30～14:20 

＜小 3 算数＞ 13:30～14:20 

＜小 5J，中 1，中 2＞ 14:30～17:50 



➢ご存知ですか「大学入試改革」 
現在，JOBA 天津校に通っている生徒たちが直

面するのが 2020 年以降の「大学入試改革」です。

敵を知り，己を知れば百戦危うからず。今回は，こ

の「大学入試改革」について大まかにご紹介したい

と思います。 
さて，「教育改革」という意味では，実はすでに

大学以外の場所で始まっています。例えば，小 5・
小 6 で英語が正式教科になりました。これに続いて，

2020 年にはプログラミング教育が必修になりま

す。そして，こういった大きな「教育改革」の一環

として，20 年度以降の「大学入試改革」が始まる，

というわけです。 
今回の大学入試改革を理解するうえで，大事な言

葉が「学力の 3 要素」です。具体的には①『知識・

技能』②『思考力・判断力・表現力』③『主体性を

持って多様な人々と協働して学ぶ態度』のことを指

します。大学入試改革とは，上記の 3 つの要素を，

いろいろな方法で「多面的に」「総合的に」評価し

ていきましょう，そういう仕組みを作りましょう，

ということなのです。 
まず，先の①と

②については，現

在の高 1 から受験

が始まる「大学入

学共通テスト」で

評価していきます。

おなじみの「大学

入試センター試験」との違いは大きく 2 つ。まず，

記述式解答の問題が導入されます（従来はマーク式

択一のみ）。次に，英語で「読む・聞く・話す・書

く」の 4 技能が評価対象となります。なるほどなん

となく，①『知識・技能』②『思考力・判断力・表

現力』について，「多面的」「総合的」に評価しても

らえそうな気がしますね。一方，③の『主体性を持

って多様な人々と協働して学ぶ態度』は，各大学の

個別入試で評価されます。 
公平性・客観性が重んじられる入試で「主体性」

「態度」を評価する，とは・・・? 続きは次号！ 
 
 
 

 

➢ ～Mr.T の英語コーナー～ 
【第 2 回英検講座始まりました】 

前号でもお伝えしましたが,第 1 回の英検では多

くの生徒が合格を勝ち取りました。天津校の入口に 

は,生徒の合格コメントが喜びの言葉と絵で表現さ

れています。いつも思うのは，生徒は僕より絵が上

手い! 
Students draw pictures 
        much better than T. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

得点の詳細を生徒,保護者の方から聞いてみると,

何と筆記満点，作文満点など喜び倍増の 7 月の前半

でした。 

さて，天津校では 10 月の英検を見据え，先行逃

げ切り･･･ではありませんが，夏休みの break を考

え，すでに第 2 回英検講座が始まっています。初回

の授業では，合格に向けて自分に何が必要かを確認

できた授業だったと思います。 
まだ，座席に多少の余裕がございますので，英検

をお考えの生徒はぜひ夏休み前にご参加ください。 
 

＊曜日と時間です＊ 
 

5 級 金曜日 19:00～20:10 
4 級 火曜日 19:00～20:10 
3 級 水曜日 19:00～20:10 

準 2 級  土曜日 15:00～16:20 
2 級 土曜日 16:30～17:20 

 
“Strike while the iron is hot.” 

～鉄は熱いうちに打て～ 
SEE YOU SOON. 
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