
  
 
 
 
 
 
 
 
 

今月のごあいさつ 
  湿度の高い日々も過ぎ去り，過ごしやすい日が増

えてきました。今年の夏が暑かった反動か，秋らし

い時期が例年よりも長いように思います。もう少し

すると冷え込みが厳しくなり，上着が手放せなくな

る時期が到来しますね。 

  さて，国慶節が近づいてきましたが，みなさまは

どのようにこの期間を過ごされますか。日本へ一時

帰国される方，中国国内・海外旅行をされる方など，

いろいろな過ごし方があるかと思います。まだ決ま

っていない方や，天津で過ごすという方もいらっし

ゃるかと思います。 

  日本へ一時帰国をされる方については，学校見学

へ行かれることをおすすめします。国慶節期間は都

民の日（10/1）に東京都立中高などがお休みにな

るという例外を除き，普段どおりに学校があります。

ですから，説明会などのイベント時とは異なる，地

の学校の様子を見ることができます。このような機

会は年間を通して春節・国慶節の 2 回しかなく，

春節は基本的に入試シーズンであることを考える

と，国慶節が学校見学に最適なシーズンであること

がおわかりいただけるのではないかと思います。 

  また，旅行をされる場合は，「楽しかった！」で

終わるのもいいですが，そこに＋αがあると入試の

際の面接に役立つはずです。日本，天津，その他の

国・地域でそれぞれいいところも悪いところもある

はずで，旅行先の土地と日本や天津とをぜひ比較し

てみてください。 

天津に残るという方は，この機会にぜひ天津探索

などをしてみてください。以前天津にいた際に，受 

 

験生に「天津ってどんな街ですか」と面接練習で質

問をしたところ，基本的には中国の悪いところしか

帰ってこなかったことが印象に残っています。 

帰国枠入試では面接試験がつきもので，志望理由 

以外にほぼまちがいなく質問されるのは，現地での

生活の様子，現地のいいところ，現地で困ったこと

などです。 

普段あまり家から出ない，または出ても近所しか

出歩かないという場合，もしかしたら天津のよさや

特徴などが発見しきれていないのかもしれません。 

これから入試までの期間で，1 つでも多く天津の

いいところを探していってください。 
 

第 328 回数検実施のお知らせ 
  JOBA 天津校では，11/10（土）に第 328 回数学検定

を実施いたします。受検のお申し込み〆切は 9/27（木）

となっております。天津日本人学校に在籍されているお子

さまは日本人学校またはJOBA 天津校まで，それ以外の

方は必要事項をご記入の上，JOBA 天津校まで申込書を

お持ちください。 
 

教室内でのお食事について 
   JOBA天津校では，みなさまに快適な環境で学習してい

ただくため，9 月から食事の時間を制限させていただくこ

とになりました。今後は，教室到着後から25分程度を食

事の時間とし，それ以降を学校の宿題や，JOBAの課題学

習に取り組むための時間とさせていただきます。 

  食べ切れなかった分につきましては，各休み時間中にと

るようお願いしております。また，音が出てしまいますの

で，授業中のレンジのご使用はご遠慮願います。 
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スケジュールについて 
➢ 10 月度授業について 

2018 年 10 月度の授業は， 
10/8（月）～31（水）で実施いたします。 

➢ 完全休校のお知らせ 

JOBA 天津校では，下記の日程を完全休校と

いたします。ご確認ください。 

＜国慶節休校期間＞ 
 10/3（水）～5（金） 

上記期間中のご連絡につきましては下記連

絡先へお願いいたします。 
【Email】joba.tj@jolnet.com 
【TEL】（JOBA 日本本部）：＋81-3-5754-2240 

➢ 10/18（木）～20（土）の授業について 
天津日本人学校 20 周年記念式典・学習発表

会のため，10/18（木）～20（土）は 12 時

50 分下校となります。これにより，一部授業

で前倒し授業を実施いたします。 
 

（１） 10/18（木）：自宅 Pick 
 

14:00～14:50 e トレ，小 3 

15:00～18:20 小 5J，中 1，中 2 
     

（２） 10/19（金）：学校 Pick 
 

14:00～14:50 e トレ 

15:00～18:10 小 6J 

17:20～18:10 個別 

※英会話・英検 5 級は通常どおりです。  
（３） 10/20（土）：自宅 Pick 

14:00～14:50 e トレ，小 4 理社 

15:00～18:50 小 4 国算 
15:30～18:20 小 5 理社 

※ 英検準 2 級・2 級，中 3 は通常どおり

です。  
➢ 10/22（月）の授業について 

この日，天津日本人学校は学習発表会振替休

日ですが，JOBA は通常授業を実施いたします。

送迎車をご利用の方には，ご自宅へのお迎え時

間が決まり次第ご連絡差し上げます。 

 

 ご父母面談期間につきまして 
10/18（木），19（金）の 2 日間につきまし

ては，日本人学校の早帰りのため，JOBA 天津

校は前倒授業を実施することになりました。 
これにともないまして，上記 2 日間につきま

しては，まことに勝手ながら面談実施時間を以

下のように変更させていただきます。 
【日程】10/18～19 の 2 日間 
【時間】①10:30～11:10 ②11:20～12:00 

 

 新中 1 準備コース開講！ 

JOBA 天津校では，11 月より新中 1 準備コー

スを開講いたします。現小 6 グローバル標準コー

スに在籍のみなさまは自動的に新中 1 準備コー

スへの切り替えとなります。 
本コースでは，2 月に開講となる新中 1 コース

に向けた準備コースとして，算数の基礎力を強化

しつつ，中学学習内容の英・数の先取り授業を行

います。 
開講にあたりまして，学力チェックのためのプ

レ体験および体験授業を，以下の日時で実施いた

します。 
なお，現在 JOBA に通われていない方につき

ましては，学力チェックの送信用として必要にな

りますので，体験授業申込書に忘れずにメールア

ドレスをご記入いただくようお願い申し上げま

す。 
1． プレ体験 

日時：11/6（火）17:00～18:50 

内容：算数・国語の学力チェックテスト 

※各ご家庭に対し，テストの結果をご連

絡差し上げます。 
2． 体験授業 

（１） 11/13（火）17:00～18:50 

内容：算数 2 コマ 

（２） 11/14（水）17:00～18:50 

内容：数学・英語 各 1 コマ 
   
 
 
 
 
 

新中 1 準備コース説明会実施します！ 
日時：10/28（日）13:00～14:00 
会場：JOBA 天津校オリンピック教室 
内容：①新中 1 準備コースの特長 

②高校入試の現状と今後の対策 
③各科目担当からの説明 
 



 

 第 7，8 回「アタックテスト/統一模

試」実施のお知らせ 
    第 7，8 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。アタックテスト（小

学部）は 4 年生のみ学力評価，5～6 年生は志望

校判定回となります。なお，小 6 は第 8 回の試験

となります。志望校判定回のテストでは，新出単

元の出題割合は 2～4 割程度と低めで，既習範囲

すべてが試験範囲となっています。5～6 年生の

みなさん，アタックテストに向けた勉強をする際

には，上巻内容の分野の復習も欠かさないように

注意しましょう！ 

   【実施日時】 10/27（土）10:30～ 

アタックテスト（小学部） 統一模試（中学部）      

  2 科 10:30～12:20  10:30～12:50 

4 科 10:30～14:00   

（4 科は間に昼休みをはさみます） 

今回はテスト直し勉強会を実施します。特にテ

スト範囲の広い 5～6 年生はできなかったところ

の直しを早めに終え，入試に向けた実力をつけて

いきましょう。 

日時：10/28（日）13:00～15:00 

 
 

 ～Mr.T の英語コーナー～ 
いよいよ第 2 回英検へのカウントダウンが始ま

りました。残り 2 週間，できる限りの努力をしてす

っきりとした表情で10 月 7 日の試験を終えられる

ことを祈っています。 

毎回，試験の度に感じるのですが英検受検生のタ

イプは T の好きな歴史でいうとこんな感じです。 

１．秀吉の小田原攻め 

“先生のいうことを素直に受け入れ，単語も

必要以上に覚え，問題を解き続け万全の準備で

ないと安心できないタイプ” 

まさに受検生の理想像です。過去に中 1 でこ

のスタイルで英検準 2 級までクリアした生徒

がいました。 

２．信長の桶狭間 

“過去問演習などでは，ある単元でデキると

きとデキないときの波が大きいが，試験でも緊

張しないタイプ” 

過去の例では，長文最後の 3 問を時間がなく

カンで埋めて（問題には答えを未記入），自己

採点でその最後の 3 問が正解なら合格という

状況でまさかの全問正解で 2 級合格！という

快挙もありました。Impossible! 

３．家康の関ヶ原 

“受かるか落ちるかは未確定という状況で，

不安な単元がありつつも，今までの自分を信じ，

見事正解を積み上げて数問（今のスコアでは数

百点）差で合格するタイプ” 

（試験に裏切りという要素はないですが） 

 

皆さんはどんなタイプにあてはまりますか？ 

数年以上先取りの資格試験では，秀吉タイプはなか

なか難しいかと思いますが，家康タイプには日ごろ

の努力でたどり着けると思います。合格に必要な残

りの要素は，試験日の体調管理，直前の過去問演習

で十分補えると確信しております。今回の英検も全

員合格を目指し，国慶節特訓に臨みます！ 

SHOW TIME, EVERYONE!
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