
  
 
 
 
 
 
 

今月のごあいさつ 
 国慶節を境に，急激に気温が下がりました。ここ

最近体調を崩している生徒を見かけますが，体調管

理をしっかりして，風邪をひかないようにしていき

ましょう！ 
今回は今月号のカレンダーからクイズを出題し

ます。わかった人は JOBA の先生に答えを教えて

ください。両方答えられた人は，たぶん相当な物知

りさんです。 
1．「文化の日」は何の日？ 

（色々ありますが，ヒントは写真の人です。） 
2．「勤労感謝の日」の由来は何？ 

  先日，新天皇（徳仁殿下）即位日が 5/1（水）と

決まり，これに際して 2019 年に限り 5/1（水）が

祝日になることも決まりました。「国民の祝日に関

する法律」3 条 3 項によると，「祝日と祝日にはさ

まれた日は『国民の祝日』という休日にします」と

いう内容が書かれています。これを今回の件にあて

はめると，4/29 が「昭和の日」（昭和天皇の誕生日），

5/3 が「憲法記念日」（日本国憲法施行日）なので，

4/30 と 5/2 が 5/1 にはさまれる形で「国民の祝日」

化することになり，来年限定で大型連休が誕生する

ことになります。 
海外で生活をしていると国内の祝日のことを忘

れがちになってしまいますが，日本をより深く知る

という意味でも，気が向いたときに祝日の由来や伝

統行事についてぜひ調べてみてください。 

ＪＯＢＡ本部校からのお知らせ 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
JOBA 本部校 小 6・中 3 この冬に受験をお考えの皆様へ！ 

2019 年度「中学・高校入試直前講習会」 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

海外・帰国子女入試での第一志望校の合格を勝ちとるた

めに，短期間に学力アップを目指す入試直前講習会です。 

 先日より本申込受付がスタートし，すでに多くの方から

お申込みを頂いております。誠にありがとうございます。 

 受講コースの方はもちろんまだ余裕がありますが，宿泊

はご案内の通り， 部屋数が例年より大変少なくなってお

ります。 

お部屋の確保は仮予約ではできませんで，本申し込みの

先着順となります。満室となり次第，キャンセル待ちとな

ってしまいますので，ご検討中の方は，ぜひお早めにお申

し込みくださいますようお願い申し上げます。 

▼入試直前講習会トップページ 

 https://www.jolnet.com/examination/ 

▼本申込み 

 https://www.jolnet.com/examination/process/ 

▼「仮予約（残席わずかお知らせメール）」の 

お申し込みはこちらから   

https://www.jolnet.com/examination/form/reserve.php 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
JOBA 本部校 今年の冬，一時帰国・本帰国される皆様， 

編入試験を受験予定の皆様へ！ 

2018 年度「海外・帰国生のための冬期講習会」 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

この冬，JOBA では一時帰国の方を対象にした「冬期

講習会」を開催します。 
ぜひ，JOBA の冬期講習会を活用していただき，有意

義な冬休みをお過ごしください。なお，編入試験を受験

予定の生徒にはその対策プランを個別に作成して最後

のブラッシュアップを図ります。ぜひ有効にご活用くだ

さい。 
※ 今冬も池袋会場での開催決定しました！詳しくは，

以下 URL でご確認ください。 

▼冬期講習会トップページ 

https://www.jolnet.com/winter/ 

▼本申込み 

https://www.jolnet.com/winter/process/ 

▼「仮予約（残席わずかお知らせメール）」の 

お申し込みはこちらから 

https://www.jolnet.com/winter/form/reserve.php 

  ※ 仮予約（残席わずかお知らせメール）は正式なお

申し込みとは異なります。受講・宿泊の確定には別途

正式なお申し込みの手続きが必要です。 

海外・帰国子女教育専門機関 
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小 6 修学旅行 



スケジュールについて 
 11 月度授業について 

2018 年 11 月度の授業は， 
11/1（木）～30（金）で実施いたします。 

  小 6 修学旅行期間について 
    11/7（水）は，小 6 修学旅行につき，以下

の授業は休講となります。 
☞11/7（水）：小 6 グローバル，小 6J   

 冬期講習会詳細（仮）決定！ 
2018 年度 JOBA 天津校の冬期講習会の詳細

が決まりましたので，ご連絡いたします。 
なお，必修タームにつきましては年間学習カリ

キュラムの一部として組み込まれていますので，

ご帰国等のご予定を調整していただき，ご参加い

ただけるようよろしくお願いいたします。 
※以下のものは現段階での予定で，一部変更の

可能性がございます。確定版は後日配布いた

しますパンフレットをご確認ください。 
（１）前期必修ターム 
  年間カリキュラムの一部として内容を進めると

同時に復習も扱い，学習内容の抜けを防止します。 
 また，受験生には過去問演習の時間をご用意しま

した 
 【開講学年・コース】…12/22（土）～26（水） 

（２）受験コース特別ターム 
  受験生および受験コース生を対象に，前期ター

ムまでの学習内容の強化を行います。また，前期

同様に受験生は過去問演習の時間があります。 
【開講学年・コース】…12/27（木）～28（金） 

（３）後期必修ターム 
前期タームの続きの内容を学習していきま

す。小 3 コースは 4 年生に向けて，国語も開講

いたします。 
【開講学年・コース】…1/3（木）～6（日） 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

特別講座実施のお知らせ 
  11/7（水）に無料特別講座を開講いたします。

なお，中 1 範囲の講座につきましては，入試に向

けて復習をしたいという中 2 生の参加も大歓迎

です。また，各講座ともに JOBA 生でない方の

ご参加も無料にて受け付けておりますので，事前

にメール等でお申し込みください。各授業の詳細

は以下のとおりです。 
  11/7（水） 
   中 3 社会 

内容 期末テスト範囲の総まとめ 
時間 17:00～18:50（50 分×2 コマ） 

中 1 範囲理社 
内容：光と音の特訓 

北アメリカ 
時間 19:00～21:30（70 分×2 コマ） 

      

第 8・9 回「アタックテスト/統一模

試」実施のお知らせ 
    第 8・9 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 6 年生のみ志望校判定回となります。 

    アタックテスト（小学部） 統一模試（中学部）     

  11/24（土）       11/17（土） 

2 科 11:00～12:50  12:30～14:50 

(小 4 は 11:00～12:30) 

4 科 11:00～14:50   
（4 科は間に昼休みをはさみます） 

 

小 4J 国・算 10:00～13:20 

小 5F 国/英・算 10:00～12:10 
小 5J 国・算 16:50～20:20 

新中 1 英・算・数 14:30～17:50 
小 6J 国・算 13:30～20:20 
中 1 国・数・英 10:00～13:20 

中 2 国・数・英 14:30～17:50 
中 3 国・数・英 13:30～20:20 

小 4J 国・算 10:00～12:10 

小 5J 国・算 16:40～20:00 
小 6J 国・算 10:00～20:00 
中 1 国・数・英 10:00～14:00 

中 2 国・数・英 13:00～16:20 
中 3 国・数・英・理・社 10:00～20:00 

小 3 国・算 13:00～15:10 

小 4J 国・算 10:00～12:10 
小 5J 国・算 15:20～20:00 

新中 1 英・算・数 16:30～20:00 
中 1 国・数・英 10:00～15:10 

中 2 国・数・英 10:00～15:10 
中 3 国・数・英 15:20～20:00 



期末テスト対策講座のお知らせ 
11/29（木），30（金）実施の TJS2 学期期末

テストに向け，恒例となりましたプリントマラソ

ン/理社対策講座を開講いたします。   

プリントマラソンまでには 3 科すべて，理社対

策講座までに理社のワークを事前にやり終えて
．．．．．．．．

，

最大限の効果を引き出せる状態にしておきまし

ょう。今回も理社プリントマラソンまでワークを

残してしまったという人は，今から次回に向けて

取り組んでいくようにしましょう。 

JOBA 生でない方のご参加・受講も大歓迎です! 
 なお，今回の理社対策授業では対策授業の昼休

み時間を 40 分から 50 分へ増やすことで，昼休

み中に午前中の科目についての質問をしやすく

し，さらにプリントマラソンの時間を 50 分/科目

から 60 分/科目へと延ばし，より多くの問題に取

り組めるように変更しました！もちろん，費用は

据え置きです。 
 
○3 科プリントマラソン 
【実施日時】11/24（土） 
 ✔3 科プリントマラソン 18:00～21:20 

【費用】JOBA 生無料（外部生 100 元） 
 

○理社対策/理社プリントマラソン  
【実施日時】11/25（日） 

✔理社対策授業   10:30～15:00 
 ✔プリントマラソン 15:10～17:20 
（18:00 まで質問教室を開放します!） 

【費用】400 元 
 
 
 
 
 
 
 

～Mr.T の英語コーナー～ 

第 2 回英検が無事終了いたしました。生徒のほっ

とした顔，少し残念そうな顔，不安そうな顔などい

ろいろな表情がありましたが，皆よくがんばりまし

た。10/22（月）の英検協会 web サイトでの合否

発表まで少し気を楽にしてお待ちください。 

“Everything comes to those who wait.” 

～果報は寝て待て～ 

次回の英検は来年 1/26（土）日本人学校にて実

施予定です。JOBA の第 3 回英検対策講座は 11/2

（金）より開始となります。 

上の級になるにつれて，覚える単語も多くなり，

文章も難しくなりますが Don’t worry. 基礎から

じっくりと指導していきますのでご安心ください。 

ただし，英検，数検，漢検

等の資格試験に臨むにはそれ

なりの“やる気＝guts”が必

要ということは忘れないでく

ださいね。 
 

【英検対策講座の時間割です】 

2 級 土曜日 16:30～17:50 

準 2 級 土曜日 15:00～16:20 

3 級 水曜日 19:00～20:10 

4 級 火曜日 19:00～20:10 

5 級 金曜日 19:00～20:10 
 

※ 講習期間中や長期休暇中は，英検講座は休

講となります。 

英検講座へのお申込み，ご質問等ございました

ら，担当 高島までお気軽にお申し付けください。 

   
  
 

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ 
JOBA天津校 
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 
九河国際村教室 ：天津市河東区衛国道 140 号 九河国際村内 
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/新百合ヶ丘校 ※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 

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

今，眠れば 
夢を見る 
今，勉強すれば 
夢がかなう 


