
 今月のごあいさつ 

 気温・湿度が上昇してきて，だんだんと夏らし

くなってきました。 
 今回は各種検定試験についてです。天津では三

大検定試験のすべてが実施されていて，英検は日

本人学校，漢検・数検は JOBA がそれぞれ受検会

場となります。各種検定を受検するメリットとし

ては，①学習習慣がつく，②（合格することで）

自信がつく，③基礎学力が向上する，などのメリ

ットがあります。ですから，JOBA 生のみなさま

には無理のない範囲で積極的に受検していただき

たいと思っています。 
 たとえば，中学受験予定であれば国算（＋理社）

の学習が最優先で，日本人学校生であれば 4 科，

現地校・インター生は国算英の 3 科が帰国枠の基

本パターンとなります。検定については受験科目

の範囲内で取り組むのがベストで，検定の勉強に

時間をとられて受験科目の学習に影響が出てしま

うというのは好ましくありません。 
 検定試験というと入試での加点がメリットとし

て挙げられますが，中学受験予定で加点等を目的

とした受検をお考えの場合は受験校に適用される

かをしっかりと調べておく必要があります。 
英検 https://search.eiken.or.jp/qualification/?p=juniorhighschool 

数検 https://www.su-gaku.net/common/pdf/nyushi/k_yugu.pdf 

 検定はあくまで目標設定などの補助的なもので

す。検定取得に向けた勉強に力を入れすぎた結果，

肝心の国算（＋理社）の成績が下がるとなっては

本末転倒です。受検される前には必ず最終目標を

確認し，そこに向けて本当に必要なものかどうか

を考えることが大切です。 

【続報】2019 年 JOBA 天津校

夏期講習会につきまして 

 2019 年夏期講習会について，大枠が決まりま

したのでお知らせいたします。 
後述のとおり，講習会は年間カリキュラムの一

部として位置づけておりますので，一時帰国やご

旅行の日程等を調整の上，ご参加くださいますよ

うよろしくお願い申し上げます。 
 

  前期必修：小 4 以上の全コース 7/24～26 
  中期必修：受験全コース   7/27～28 
  後期必修：受験全コース   8/15～18 
 

各コースの概要は次のようになっています。 
【グローバル標準コース】 
  1 学期で学習した重要事項を夏期テキストを

使用して復習するとともに，やや発展的な内容

を学習します。 
【小学部受験コース】 
＜小 4J 小 5J＞ 

夏までに学習してきた内容を夏期テキストで

まとめます。練習問題の演習が中心になる予定

なので，上巻の復習をしておきましょう。 
＜小 6J＞ 
  午前に過去問演習・午後に夏期テキストで既

習範囲の単元別学習を行い，冬の入試に向けた

準備をします。 
【中学部受験コース】 
＜中 1・中 2＞ 
  夏期テキストを使用して夏前までの学習事項

を確認しつつ，2 学期からの学習事項の先取り

学習も行います。 
＜中 3＞ 
  午前に過去問演習・午後に夏期テキストを使

用して既習範囲の単元別学習を行いつつ，数学

では円や三平方など，中 3 学習範囲の残りの学

習単元を扱っていきます。 
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 スケジュールについて 

（１）6 月度授業について 

  2019 年度 6 月度の授業は，6/4（火）～29
（土）で実施いたします。 

（２）6 月の完全休校日について 

    6/1（土）～2（日）は完全休校となります。

休校期間中はサンデーJOBAおよび自習室の

開放はございませんので，ご注意ください。 

（３）6 月の休講について 

・ 6/3（月）・13（木）の授業 

九河教室のみの開講となり，オリンピック

教室の授業はすべて休講となります。 
・ 6/14（金）の授業 

英会話のみ開講となります。e トレ・小 6J
の授業は休講となりますので，ご注意くだ

さい。 

  TJS 1 学期期末テスト対策

講座のお知らせ 
 
 6/22（土）～23（日）の 2 日間，TJS 中学部

在籍生を対象に期末テスト対策講座を開講いたし

ます。今回も理社の特別授業を実施いたしますの

で，ふるってご参加ください。 
 なお，使用教材準備の関係上，受講を希望され

る方は各講座とも 3 日前までにお申し込みくださ

い。当日参加等はお断りさせていただくことがご

ざいます。お早めにお申し込みください。 
 
【プリントマラソン（PM）】試験範囲の徹底演習！ 
 集団クラス受講生無料（外部生等 100 元） 

＜中 1・2 生＞ 6/22（土）実施 
   国・数・英  12:30～16:20 

＜中 3 生＞   6/23（日）実施 
国・数・英   10:30～14:00 

 
【理社対策講座】授業＋演習で得点力 UP！ 

受講費用として 400 元いただきます。 
（理社 PM とのセット費用です。） 

＜中 1・2 生＞ 6/23（日）実施 
  理社授業 10:30～15:00 
  理社 PM  15:10～17:00 

＜中 3 生＞   
  理社授業（6/22 実施）10:30～15:00 
  理社 PM（6/23 実施）15:10～17:00 
※1 6/22（土）は 20:30 まで自習可能です。 
※2 6/23（日）は 17:30 まで自習可能です。 
※3 6/23（日）の送迎はございません。ご注意く

ださい。 

 6 月テストについて 

  6/8（土）12:30 より統一模試を，6/15（土）

13時より小 4J第 4回アタックテストおよび 6
月 CT を，6/22（土）13 時より小 5・6J 第 4
回アタックテストを実施いたします。なお，今

回のアタックテストは各学年ともに志望校判定

回のため，既習範囲すべてが範囲となるので注

意してください。 
中学部で難関校を受験予定の方や，ハイレベル

な問題に挑戦したいという方は，ぜひ CT も受験

するようにしてください。 

【6/8（土）の試験スケジュール】 
●統一模試（中学部） 
 集合：12:20 

国語 12:30～13:10 
数学 13:20～14:00 
英語 14:10～14:50 

【6/15（土）の試験スケジュール】 
●アタックテスト（小 4J） 

集合：12:50 
国語 13:00～13:40  
算数 13:50～14:30 

●CT（グローバル標準・中学部） 
集合：12:50 
国語 13:00～13:50 
数学 14:00～14:50 
英語  ①15:00～15:50 
    ②16:40～17:30 

（英検準 2 級・2 級講座生は英語①②のいずれかの時間に 

受験してください。） 



【6/22（土）の試験スケジュール】 
●アタックテスト（小 5J 小 6J） 

集合：12:50 
国語 13:00～13:50  
算数 14:00～14:50 

 
【Mr.T の英語コラム】 

前回は「テストの難易度」に関するお話をしま

したが，今回は「テストの心得」についてお話を

させていただきます。 
先週から CT，アタックテスト，統一模試を実

施していますが，下記の行動にあてはまる生徒さ

んいませんか？ 
① 試験日は都合が悪く，いきなり別の日時に現

れる 
② 筆記用具だけ持って試験にくる 
③ 試験範囲を当日確認する 
④ 休み時間に友達と，いつも通りゲームや漫画

の話で盛り上がる 
⑤ 試験開始直前に駆け込んでくる 

 
皆さん如何ですか？ 

試験というのは今まで学んだことを，いかに正

確に答案用紙に書き込めるかの勝負です。 
つまり，INPUT→OUTPUT が大切だというこ

とを Keep In Mind＝心に留めておいてください。 
 

ここで各項目に関するアドバイスです 
①  試験はできる限り，皆と同じ緊張感で臨みま

しょう。どうしても都合が悪い時は，事前に

先生方に来れる日時を伝えましょう。 
②  全科目満点近く狙えるならいいですが，そん

な天才的な生徒はいないかと思います。休み

時間もしっかりと今までのテキストを見直し

て数点でも多く得点する努力をしましょう。 

③  これは相手，陣形も分からずに戦に行くよう

なものです。秋から「受験全範囲」となる受

験生以外は範囲が必ずありますので，事前に

配ってある試験範囲表で必ず試験範囲を確認

の上，試験勉強を始めましょう。 
④  試験は楽しむ場ではなく，今までの自分の

力を試す場です。友達と楽しく過ごすのは試

験が終わってからにしましょう。試験場で騒

いでしまっては，自己ベストを目指し休み時

間も頑張っている生徒に対し失礼です。 
⑤  試験開始時刻は問題を配る時間ではありま

せん。自分の席の確認，トイレ時間，問題の

配布等を考えて 5 分前には席に着いておきま

しょう。 
 

試験に対する心構えだけでも，各科目数点

ずつは変わってくるはずです。受身の姿勢で

はなく，「今回は英語満点！」など何か目的を

持って試験に臨んでくださいね。 
 

さて，話はがらりと変わって英検です。 
5/31（金）はいよいよ英検本番です。今ま

で蓄えてきた単語力，読解力，リスニング力

を思う存分発揮してください。まだまだ不安

だという生徒諸君，不安に打ち勝つには，自

信がつくまで問題に挑むしかありません。 
英検講座の時間に加えて，サンデーJOBA

も利用して T と一緒に頑張り抜きましょう。 
 

“Mr.T helps those who help 
themselves.” 
Good Luck! 

 

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