
 
 
 
 
 
 

   今月のごあいさつ 

 夏期休校の期間、我々も日本に帰国しました。

梅雨が明ける前は冷夏の心配もされていたようで

すが、それ以降は各地で記録的な猛暑のようです。

天津では一足先に猛暑を経験したはずですが、や

はり日本の高温多湿は身にこたえます。 
加えて、台風が週おきに発生しては猛威を振る

うようになりました。中国の沿岸部にも上陸して

は各地に甚大な被害をもたらしているようです。

中でも台風 9 号は天津付近に居座って、天津に戻

る便がもう少しで欠航になるところでした。 
さて、夏休みも終わり、特に帰国枠を受験する

人にとっては勝負の時期に入りました。10 月には

国慶節の大型連休がありますが、まずはそれまで

の 1 か月のうちに、自分の弱点になっている単元

などを確認し、復習しましょう。 
合格のための必須条件は、弱点をなくすことで

す。弱点を克服しないまま試験に臨んだら、その

弱点が最後まで効いてくる、受験とはそういうも

のです。自分の弱点に向き合い自分に打ち克つこ

とのできた者のみが受験校に選ばれる、とすら言

えます。 
ただし、「自分の弱点を探す」ということは、言

ってみれば自分の傷口をえぐる行為でもあるので、

ある種の勇気が必要です。全体の点数・偏差値を

何となく見て「ああ、ダメだ」と何となく落ち込

むのではなく、必ず単元ごと
、、、、

の得意不得意と向き

合ってください。 
弱点がよくわからないという場合は，テキスト

で今まで学習してきた問題を解きなおしてみまし

ょう。数学であれば、テキストのチェック問題を，

算数であれば総合回をというように、弱点の発見

までにあまり時間をかけすぎないように問題を絞

り、苦手なものが見つかったら該当単元の類題を 

 
 
 
 
 
 
 
解くというようにしていきましょう。国語ならば、

一度読んだはずの文章を読み、「もう一度読んでも

わからない」ということはないか、答え合わせの

時と同じ順序で考えられるか、を念頭に解き直す

といいでしょう。それができれば、問題ないとい

えます。わからない箇所があったら遠慮なく先生

に質問してください。もちろん、漢字・語句・文

法の総ざらいも必須です。 
また、過去問にもそろそろ目を向ける時期でも

あります。たとえば、12 月試験の学校であれば遅

くとも 10 月はじめ頃には取り掛からないと間に

合わなくなる恐れがあります。土日や連休を利用

して、志望校の過去問を解くための時間を設定し

ましょう。その際は、できるだけ開始・試験時間

を本番とあわせて行ってください。試験のタイミ

ングに体や頭を慣らしていくという意味でも，時

間配分の練習をするという意味でも非常に大切な

ことです。本番では、「朝が早かったから頭が働か

なかった」という言い訳は通じません。 
受験生以外の人も、「自分の弱点を探して克服す

る」ことを習慣化しましょう。受験数か月前の段

階でそういう習慣が完全に身についていれば、何

事も恐るるに足らず、となるはずです。 
 

  8 月度授業について 

2019 年度 8 月度の授業は、8/19（月）～31
（土）で実施いたします。 

アンナの 8 月の英会話について 
アンナの 8 月の英会話は、アンナの一時帰国

等の関係で 8 月 26 日（月）からの開始とさせ

ていただきます。ご請求書は、7・8 月を合わせ

た額となりますのでご確認の程宜しくお願いい

たします。 

海外・帰国子女教育専門機関 



   9 月度授業について 

2019 年度 9 月度の授業は、9/2（月）～26
（木）で実施いたします。なお、国慶節前後で

授業のお休みをお考えの場合は、事前にお教え

いただきますようお願い申し上げます。 

 中 2 の 9/4~6 の授業について 
  TJS 中 2 修学旅行のため、この期間の中 2 

のクラス授業は休講となります 

小 5 の 9/12～13 の授業について 
 TJS 小 5 修学旅行のため、この期間の小 5 の

クラス授業は休講となります。 

9/27 の授業について 
9/27（金）は、JOBA 天津校の休校日とさせ

ていただきます。e トレ、英会話、6J の授業は

ございません。ご確認の程お願いいたします。 

中間テスト対策講座のお知らせ 

9/27（金）実施の TJS 中間テスト対策に向け、

プリントマラソン（三科・理社）を開講いたしま

す。学校のワークを事前にやり終えておくことで

学習効果が高まりますから，それぞれの実施日ま

でに終えておくようにしましょう。もちろん

JOBA 生でない方のご参加・受講も大歓迎です。 
○プリントマラソン 

【実施日時】9/21（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】9/22（日） 

✔理社対策授業 10:30～14:50 

✔プリントマラソン 15:00～17:00 

（18:00 まで質問教室を開放します!） 

【費用】400 元 

※お申込みは別紙にてお願いします。 

【告知】英検国慶節特訓について 

10/6（日）に控える英語検定（一次試験）に向

けて、天津校では国慶節期間中に英検直前対策講

座を 10/4～5 に開講予定です。合格に向けて、大

型連休を有意義にお過ごしいただけるような講座

をご用意いたします。 

 

【速報】冬期講習会のお知らせ 

JOBA 天津校では，2019 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。 
時間帯等は後日追ってご連絡いたします。 
＜必修 A ターム＞ 

12/21（土）～12/26（木） 

＜必修 B ターム＞ 

1/3（金）～1/5（日） 

 

  ９月テストについて 

9/15（日）12:30 より第 6 回アタックテスト、

9 月配当統一模試を実施いたします。 
試験の範囲はオリンピック教室内に掲示してあ

ります。前回よりもレベルアップできるように、

試験範囲を確認して、その範囲をしっかり復習し、

準備万端でテストに臨むようにしましょう。 
なお、当日の送迎はございません。ご家庭にて

各自準備していただきますよう、お願いします。 

【9/15（日）の試験スケジュール】 

●統一模試（中学部） 

 集合：12:20 

英語 12:10～12:50 

数学 13:00～13:40 

国語 13:50～14:30 

●アタックテスト（小 4J 小 5J 小 6J） 

集合：12:50 

国語 13:00～13:40  

算数 13:50～14:30 

理社   14:40～15:10 

中学部で難関校を受験予定の方や、統一模試で

は物足りない、ハイレベルな問題に挑戦したいとい

う方は、ぜひ CT にもチャレンジしてください。



各教科で 6 割取れたら立派です。ご希望の際は、

事前にお申し込みの上、受験日時は個別にご相談

ください。 

 

ご父母面談のお知らせ 

JOBA 天津校では，下記の期間に個人父母会 
を実施いたします。 
普段の授業の様子をお伝えするとともに、ご家

庭での勉強、生活面での様子などについて情報交

換させていただき、こちらから進路や今後の勉強

の仕方などアドバイスさせていただきます。 
期間は以下の通りです。 

【日 程】 

10/9（火）～12（金）、10/16（火）～19

（金） 

【時間帯】 

① 11:20～12:00 ② 13:00～13:40 

③ 13:50～14:30 

お 申 し 込 み を ご 希 望 の 方 は 、 E-mail
（joba.tj@jolnet.com）にて、下記内容をご記

入の上、お申し込みください。 

✔ お子さまのお名前，学年 
✔ ご希望の日時（第 3 希望までご提示ください） 
✔ 面談希望のスタッフ 
✔ ご相談内容 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【お支払いに関しまして】 
平素より WechatPay のご利用ありがとうござ

います。7 月より QR コードが変更いたしました。

今一度ご確認いただきますようお願いします。 
 

  封筒の再利用のお願い 
月々お配りしております封筒は再利用させてい

ただきたく存じますので、ご都合の宜しい時にお

子様にお渡しいただきますようお願いします。 
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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/蘇州校/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 
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JOBA休校日

30  10/1 2 3 4 5 6

今後のスケジュールカレンダー

※スケジュールは変更になることがございます。予めご承知おきください。

中２修学旅行

小５宿泊学習

国慶節休講10/1～7

秋分の日 TJS中学部
中間テスト

中秋節

敬老の日 プリント
マラソン

理社対策

中秋節

中間テスト
範囲発表

防災の日

星期四
木曜日

Thursday

星期五
金曜日
Fryday

TSJ始業式

中秋節

アタックテスト
統一模試
CT

JOBA休校日 JOBA休校日

JOBA休校日

星期天
日曜日
Sunday

星期六
土曜日
Saturday

星期一
月曜日
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星期二
火曜日
Tuesday

星期三
水曜日

Wednesday


