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   今月のごあいさつ 

 日に日に秋も深まっておりますが、いかがお過

ごしでしょうか。夏と同じような服装ではそろそ

ろ寒くなってくる時期かと思います。それに伴い、

体調を崩す人も増えているように思います。そろ

そろ長袖の準備をしたほうがよろしいかもしれま

せんね。 
中国国内では国慶節も目前です。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。 
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

はおおむね普段どおりに学校がありますので、説

明会などのイベント時とは異なる「普段の学校」

の様子を見ることができます。このような機会は、

中国在住者にとっては年間を通して春節・国慶節

の二回しかありません。春節は基本的に入試シー

ズンであることを考えると、国慶節は「普段の学

校」を見るほぼ唯一のチャンスです。 
 もちろん、中国国内で過ごす人もいるかと思い

ます。その場合は、ぜひ「中国探検」に行ってほ

しいです。そして「中国」を知ってください。 
帰国枠入試では、面接試験か作文試験の片方あ

るいは両方がどの学校でも課されます。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

ことです。その際に、「中国の悪いところしか答え

られなかった」「巷で言われているような教科書通

りの内容しか思いつかなかった」では、面接官か

らも「魅力的な帰国生」として映りにくいでしょ

う。入試のため、というのももちろんですが、日

本国内に住んでいる人が経験できないことを経験 

 

 
 
 
 
 
 
 
するのは、今後の人生においても大切になって

くるはずです。 
「書を捨てよ、町へ出よう」という本もありま

した。まだまだ「書」を捨てる時期ではありませ

んが、「町」へ出ることも確実に大事になってきま

す。両立できるよう、国慶節休みを有効にご活用

ください。 

 

  １０月度授業について 

2019 年度 10 月度の授業は、10/7（月）～31
（木）で実施いたします。また、国慶節による連

休を含む 9/27（金）～10/6（日）の間、JOBA
天津校は一部特別講座を除き休校となります。 

10/21（月）の授業について 
 10/21（月）は TJS のお休みの日ですが、JOBA
天津校は下記のように時間を変更して通常通り授

業を行います。 
e トレ・小３   13:00-13:50 

5J ・中１・中２ 14:00-17:20 

(インター生は 17:30-) 

お時間をご確認いただきますようお願い申し上

げます。万一、ご都合が悪い場合には事前にお伝

え頂きますようお願いいたします。 

 

  １０月テストについて 

第 7 回アタックテストと 10 月配当分統一模試

は、各学年以下の日程で行います。 

10/13（日） 小 5J・小 6J アタックテスト 
集合：12:50 

国語 13:00～13:40  

算数 13:50～14:30 

 



10/19（土） 小 4J アタック・中学統一模試 
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 

理社 14:40～15:20 

※小 4J の理社 e トレはございません。 

 
統一模試（中学１～３年） 

集合：12:00 

英語 12:10～12:50 

数学 13:00～13:40 

国語 13:50～14:30 

 
日程面でご都合が悪い場合には、事前にお伝え

ください。 
試験範囲はオリンピック教室内に掲示してあり

ます。国慶節休みを利用して範囲をしっかり復習

し、準備万端でテストに臨んでいただけますよう

よろしくお願いします。 
なお、日曜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。 
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。 
 

【Mr.T の英語コラム】 

いよいよ二週間と少しで英検本番ですね。講座

での皆さんの様子を見ていると、確実な合格まで

はあと一頑張り、といった感じです。国慶節中は

必ず今まで作り上げた“分からなかった単語シー

ト”をもう一回見直して（英語→日本語）、日々英

語の音楽や映画のセリフを 10 分ほど聞く努力を

しましょう。 

“There is no royal road to learning. ” 
とは言え、準 2 級、2 級はできるだけやって結

果が出るかどうかの勝負ですので、今回も国慶節

特別特訓を行います。 

名付けて“The Final Day” 
本番の英検開始時間に合わせて、朝から晩まで

英語漬けにして、翌日の本試験に“英語モード”

で臨んで合格を勝ち取りましょう。 

 
日時：10 月 5 日（土） 

時間： 2 級   9:00-11:20 (80 分ｘ２) 

+ 午後 直前弱点対策プリント 

   準 2 級 12:00-14:50 (80 分 x2) 

+午前中 リスニング/英作文  

費用：320 元 （軽食付き） 

 
お申し込みの際は、費用を添えて、担当高島ま

でお願いいたします 

3 級以上は 11 月 3 日の二次試験に受かって初

めての合格です。油断せずに頑張りましょう。 

なお、英検講座は各級とも 10 月 30 日までござ

います。11 月からは新しい級での講座開始となり

ます。次の級へ進むかどうか、ご確認をよろしく

お願いいたします。 

 

【Qiu 老師】の国語コラム 

日本には「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉が

あります。ここ中国天津では、中秋を迎えるあた

りから一足早く涼しさを感じるようになりました。

日本の方はまだまだ 30 度を超える暑さを記録す

ることもあるようですが、日に日に秋の涼気が感

じられるようきになっているようです。 

 
さて、先日は中秋を迎え、中国では各地で余暇

を過ごす人々の混雑が目につきました。皆様は、

どのように過ごされたでしょうか。 
中秋節に一年のうちできれいな満月が見られる

ことは周知のことかと思います。江戸時代が終わ

るまで日本は月の満ち欠けをもとにした太陰暦を

採用していました（イスラム由来の純粋な太陰暦

と区別するため、太陰太陽暦ともいいます）。日本

で現在の純粋な太陽暦に切り替わるのは明治以降

のことです。 
もう少し細かくお話しすると、日本で太陰暦を

用いた 後の日は 1872 年（明治 5 年）の 12 月

2 日で、その翌日を 1873 年（明治 6 年）1 月 1



日としたのです。明治 6 年以降、現在に至るまで

太陽暦をもとにしたカレンダーを使っています。 

というわけで、「現在の 1 月は江戸時代の 12 月

だった」のです。いわゆる古文の時代の日付は、

今のカレンダーと比べて 1 か月弱の差があります。

また、春夏秋冬の区分も、「春が 1～3 月」という

風に現在の気象庁による区分と異なるものでした

ので、俳句の季語に関する話もその点を考慮して

整理する必要があるのです。 

 
さて、日本人は季節感覚に敏感であることをよ

く指摘されます。このような季節感覚が形成され

たのはいつか、という話をするとき、よく『古今

和歌集』の話題が挙げられます。紀貫之が中心と

なって平安時代前期に作られた勅撰歌集『古今和

歌集』では、細かいジャンル分け（部立）が行わ

れました。それ以前の『万葉集』では「雑歌」「相

聞」「挽歌」の３つの部立しかありませんでしたが、

『古今和歌集』では部立の数が１３にまで増えま

した。そしてその中に「春」「夏」「秋」「冬」の巻

を設けることが、初めて明確に定められたのです。 
『古今和歌集』の時代は、中国の暦による季節

区分が本格的に取り入れられた時代でもありまし

た。そして、和歌においてもそのような暦をもと

にした季節感覚が求められたのです。 

 
ところで、『古今和歌集』「春」の巻は、以下の

歌を第一首としています。 
年のうちに春は来にけりひととせを 
去年（こぞ）とや言はむ今年とや言はむ 
「年が暮れぬ内に春が来てしまったよ。この一

年を去年と言おうか、今年と言おうか」という意 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

味の歌です。いわゆる「季節外れの春」というも

のを詠んだ歌ですが、この歌が「春」の巻の 初

に置かれたことの重要性を、詩人の大岡信は指摘

しています。 
確かに、中国の先進的な暦をもとにした明確な

春夏秋冬の区分はすでに存在していたが、日本人

はむしろその舶来の暦から外れた自然の「季節外

れ」に対してまなざしを向けていた、というので

す。実際、『古今和歌集』に「季節外れ」を歌う和

歌はいくつもあり、『古今和歌集』の特徴の一つと

なっています。 
逆説的な言い方かもしれませんが、日本の季節

感覚というのは、むしろ「季節外れ」を意識する

ところから始まったのかもしれませんね。 

 
俳句には、夏の季語

、、、、
として「秋近し」という言

葉があります。もうすでに「秋近し」と言うには

遅すぎるかもしれませんが、これから「冬近し」

と感じられる陽気に思いを馳せてみるのもいいか

もしれません。 
あるいは、「月は隈なきをのみ見るものかは」と

言った古人もいます。古人は十五夜の後の少し欠

けた月を「十六夜（いざよい）」と名付けていたよ

うです。中秋も過ぎてしまいましたが、「少し外れ

た月」を愛でるのもまた一興でしょう。 

 

  封筒の再利用のお願い 
月々お配りしております JOBA 封筒は、節約の

ため再利用させていただきたく存じます。ご都合

のよろ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 

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



 

 9/23 9月④ 24 9月④ 25 9月④ 26 9月④ 27 28 29

JOBA休校日

30  10/1 2 3 4 5 6

 10/7 10月① 8 10月① 9 10月① 10 10月① 11 10月① 12 10月① 13

14 10月② 15 10月② 16 10月② 17 10月② 18 10月② 19 10月② 20

21 10月③ 22 10月③ 23 10月③ 24 10月③ 25 10月③ 26 10月③ 27

28 10月④ 29 10月④ 30 10月④ 31 10月④  11/1 11月① 2 11月① 3

星期六
土曜日
Saturday

星期天
日曜日
Sunday

時間変更

eトレ・小3　13:00
小5・中1・中2
14:00

天津校
授業開始

今後のスケジュールカレンダー
星期一
月曜日
Monday

星期二
火曜日
Tuesday

星期三
水曜日

Wednesday

星期四
木曜日

Thursday

星期五
金曜日
Fryday

アタックテスト
（小4）
統一模試
（中1～3）

※eトレのみ無し

漢検 数検
（サンデーJOBA
はお休み）

中3
実力テスト

アタックテスト
（小5・小6）

英検二次

英検一次

※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。

TJS中学部
中間テスト

JOBA休校日 国慶節休講10/1～6

JOBA休校日 JOBA休校日

英検直前対策


