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   今月のごあいさつ 

国慶節を境として急激に気温が下がりました。

私は国慶節の間ずっと北京・天津にいたのですが、

10/2 は半袖だったのが、10/4 には一転して長袖

でないと厳しい陽気になりました。2 日の間に 10
度ほど気温が下がったようです。 

日本の方も、10 月中旬になってようやく秋らし

い気温になりました。もっとも、日本の場合は気

温よりも関東地方を二つの台風が直撃したことの

ほうが衆目を集めています。特に台風 19 号はい

わゆる「雨台風」で、千曲川（信濃川）、多摩川、

利根川水系の各河川で氾濫が起こったことが報告

されています。私はかつて水戸に住んでいたこと

がありましたが、私の見知った土地が那珂川の氾

濫によって完全に水没しているのを知りました。

関東地方は、戦後における未曽有の大災害に見舞

われたといえるでしょう。 
これを受けて、被害を受けた学校もあるようで

す。特に関東の学校を受験予定の方は、今回の台

風における学校およびその近辺、通学経路の被害

状況を確認しておくべきかと思います。 
話を天津に戻しますと、急激な気温の変化、空

気の乾燥により、体調を崩す人が増えています。

特に受験生は、日ごろの無理もあって風邪をひき

やすい状態です。受験は何よりも体が資本です。

暖房や重ね着に気を遣い、元気な状態で勉強でき

るようにしましょう。 

   １１月度授業について 

2019 年度 11 月度の授業は、11/1（金）～30
（土）で実施いたします。 

11/6～8 の授業について 
 11/6～8 は TJS にて小 6 の修学旅行があるた 
め、その間は小 6 のみ授業がお休みとなります。 

 
 
 
 
 
 

   １１月テストについて 

中 1、中 2 の統一模試は 11 月の実施がござい

ません。つきましては JOBA オリジナル帰国子女、

難関私立高校向けセンターテスト（CT）を受験い

ただきますようお願いいたします。特に、受験時

に私立を第一希望で考えている生徒、私立高校の

レベルを知りたい生徒は是非受験ください。費用

は無料です。お申し込みは各講師までお伝えくだ

さい。なお、中学生は 11 月に今年最後の定期テ

ストがあります。そちらに向けた対策にも力を入

れましょう。 
小学生のアタックテストに関しては、以下の日

程で行います。 

11/9（日） 小 4～6 アタックテスト 
集合：12:50 

□小 4 

国語 13:00～13:40 

算数 13:50～14:30 

理社 14:40～15:20 

□小 5、6 

 国語 13:00～13:50 

 算数 14:00～14:50 

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

してありますので、しっかり復習したうえでテス

トに臨んでいただけますようお願いします。なお、

テストで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。 
 

【定期テスト対策講座のお知らせ】 

11 月に行われる TJS 定期テスト対策に向け、



理社対策、プリントマラソン（5 科）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。 
□理社対策（中１、２） 

【実施日時】11/22（金）18:00～20:30 

【費用】280 元 

□プリントマラソン（５科） 

【実施日時】11/24（日）12:00～17:40 

【費用】無料（外部生 100 元） 

※お申込みは別紙にてお願いします。 

【冬期講習のご案内】 

9 月号の天津校通信でもお伝えいたしましたが、

年末年始の JOBA 天津校での冬期講習は以下の

通りとなります。 
＜必修 A ターム＞  

12/21（土）～12/26（木） 

＜必修 B ターム＞  

1/3（金）～1/5（日）  

一日の参加＝学力となる講習会ですので、一日

単位でも結構ですので、ご予定を調整いただき、

なるべく多くの日程にご参加ください。また、年

末年始の帰国等でご都合が悪い時は、事前にご連

絡を頂きますようお願い申し上げます。帰国先が

東京の場合は、日程によっては帰国中に日本国内

のJOBAでも小3～高3まで各科目の個別クラス

をとることも可能です。ご相談ください。 

【JOBA 本部校からのお知らせ】 

日本国内（東京）にございます JOBA 本部校で

は、11 月 18 日から冬期講習会を実施しておりま

す。申し込みはすでに始まっておりますので、ご

予定の合う方は是非ご参加ください。 
□受験生（小 6、中 3） 

本部校では、海外・帰国子女入試での第一志望

校の合格を勝ち取るために、短期間に学力アップ

を目指す入試直前講習会を受験生向けに行ってお

ります。 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。 
寮をご希望の場合、お部屋の確保は仮予約では

できませんので、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 

※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。 

□編入試験のご予定がある方（中 1～高 2） 
▼編入試験対策として以下のコースがございます。 
https://www.jolnet.com/winter/course/ 
□その他、小 3～高 3 で関東に一時帰国予定の方 
▼受験生以外でも、入試準備はもちろん、英検対

策や TOEFL 対策など個々の目標に合わせて、個

別コースを国内で受けることも可能です。 
https://www.jolnet.com/winter/course/course2.php 

 
▼日本国内での講習会その他に関するご相談は、

こちらのフォームからお願いいたします。 

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

【小６ 特別イベントに関しまして】 
あっという間に 2 学期も後半になり、2 月から

は新中 1 としての授業がスタートします。その前

の国語・算数の総まとめとして小学校範囲総復習

天下一計算漢字勉強会を開催します。参加費は無

料です。JOBA 天津・北京・上海・蘇州・ソウル

校を交えての一大イベントですので、是非他校の

生徒と力試しをしていただければと思います。 

開催は 11 月上旬の予定です。詳細な日程につ

きましてはまた改めてご連絡いたします。 

 



【天津日本人学校 学習発表会】 

10/20（日）天津日本人学校の学習発表会があ

りました。JOBA 天津校も、日ごろの生徒の活躍

を見るために、学習発表会に行って参りました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
私、秋山は今回、高島に代わって TJS の学習発

表会を初めて観たのですが、生徒一人一人が全力

で取り組んでいる姿にただただ驚かされました。

目玉であった『ライオンキング』は非常に長い時

間をかけて制作されたミュージカルで、ステージ

上の役者はもちろん、裏方さんの努力もいろいろ

な形で見られた素晴らしいステージでした。また、

前半の合奏・合唱でも各々一生懸命に演奏してい

たかと思います。JOBA では見せない一面を見せ

てくれた子も多数おり、印象に残っております。 
写真（右）は、以前本部校から代講に来てくだ

さった佐藤純先生から送られたフィギュアです。

天津校、本部校ともに、JOBA 生を応援しており

ます。 

【Mr.T の英語コラム】 

10月21日に英検の第一次試験の発表がありま

した。合格して一安心した生徒、リベンジに燃え

る生徒等色々な姿がありました。 

今回は本番前日特訓“The Final Day”の

special pizza+秋山先生差し入れの特製チキン

のおかげか、なんと日本人学校最難関の 2 級では

小 5、中 1、中 2、中 3 が合格を勝ち取りました。

Nothing is impossible! 
次回の英検は 1 月 25 日（土）となります。今

から次の級に向けて勉強に取り組みましょう。 

“Time and tide wait for no man.” 

英検合格のカギは、以下の 3 点です。 
 
・単語力 
（単語が分からなければ文章は読めません！） 
・読解力 
（「誰がどうした」、主語、動詞の切れ目を確認しよう！） 

・聞く力 
（大まかに相手が何を言いたいかをつかむ練習を！） 

これら 3 つの力を日々意識して勉強に取り組ん

で行きましょう。 

英検講座は 11 月 2 日（土）から新規スタート

です。今からでも遅くありません。英検講座で合

格を勝ち取り、自分の英語力に自信を持ち、将来

誰にも負けない得意科目にしてしまいましょう。 

【Qiu 老師の国語コラム】 

去る10月22日は新天皇即位の儀の一つである

「即位礼正殿の儀」が行われました。日本国内は

今年のみ国民の休日となったとのことです。ただ、

22 日以降も即位関連の儀式はまだまだ続きます。 
ところで、11 月 23 日は勤労感謝の日という祝

日があることはご存じかと思います。もともとこ

の日は、天皇陛下がその年の収穫を神に感謝する

「新嘗祭」が行われる日で、「勤労感謝の日」とい

うのは戦後になってから新しく定められた呼称な

のです。そして、新天皇が即位した際のみ、新嘗

祭が行われる日にちの近くに「大嘗祭」という儀

式が特別に行われます。いずれも、古文の時代か

ら日本で行われ続けた儀式です。 
新天皇の即位に立ち会う機会は、人生に一度あ

るかないかだと思います。非常に貴重で歴史的な

瞬間だと思いますので、向こう一か月は即位関連

の儀式に注目してみるのもいいかもしれません。 

  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、エコの

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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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

星期六
土曜日
Saturday

星期天
日曜日
Sunday

英検二次

文化の日

中3
期末テスト

アタック
テスト

中3
期末テスト

中１・２
理社対策

プリント
マラソン

アタック
テスト
統一模試

中1・2
期末テスト

※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1・2
期末テスト
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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

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


