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   今月のごあいさつ 

12 月になり、これを書いている私も大陸の冬の

厳しさをかみしめているところです。日本以上に

寒く、日本以上に乾燥している気候です。当然、

風邪をひきやすい時期となっているのは重々承知

かと思います。 
そうは言われても、いくら体調管理に気を付け

ていても風邪をひく人ひかない人は出てくるもの

です。かく言う私も、天津に来る前はシーズン毎

に 1 回は必ず風邪をひく人でした。 
ただ、こちらに来てからは風邪をひくこともほ

とんどなく過ごしております。理由は複数考えら

れるのですが、一番の理由は、睡眠を十分に摂っ

ていることなのだろうと思います。日本で働いて

いた頃は通勤に多くの時間を費やしていた関係で

常に睡眠不足の状態でした。そのせいで、体の抵

抗力が弱かったのだろうと察せられます。 
免疫機能のはたらきに睡眠が深くかかわってお

り、いくらその他の面が十分でも睡眠を摂ってい

ないとすべてが台無しになってしまうということ。

これはすでに定説であり、頭ではわかっていたの

ですが、それを実感したのは今回が初めてです。 
受験生は現在まさに正念場です。もしかしたら

もう既にどこかの学校を受験したという人もいる

かもしれません。ラストスパートのために根を詰

めすぎて、睡眠時間を犠牲にする人もいるでしょ

う。ただ、睡眠時間だけは極力削らないでほしい

と私は思います。先ほどの免疫機能もそうですが、

自律神経の正常化や勉強の後の記憶活動など、睡

眠が果たしている役割は非常に大きいものがあり

ます。それを犠牲にして生命活動の根本が崩れて

しまっては元も子もありません。「急がば回れ」と

も言いますが、勉強の質を保つため、睡眠だけは

削らないでほしいと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
もちろん、これは受験生以外も同じです。夜中

にゲームやネットのため度を超えた夜更かしをし

ていないでしょうか。睡眠不足のために普段の学

校の授業で集中を欠いたりしてないでしょうか。

目安として、「遅くとも日付が変わる前には就寝す

る」ことを、私どもは強くお願いいたします。 

１２月の授業について 

2019 年 12 月度の授業は、12 月 2 日（月）～

20 日（金）で実施いたします。また、3 学期の開

始は 1 月 6 日（月）となります。 
一時帰国等であらかじめ欠席がお分かりの場合

は、事前に講師までお伝えいただきますようお願

いいたします。当日、あるいは事後のご連絡です

と、お月謝の調整ができませんので、必ず事前に

ご連絡頂きます旨重ねてお願い申し上げます。 

 

  １２月のテストについて 

12 月のアタックテスト・統一模試は以下の日程

で行います。 

12/8（日）アタックテスト（小 4～小 6J） 

集合：12:50 

国語 13:00～13:40  

算数 13:50～14:30 

理社   14:40～15:10 

12/15（日）統一模試（中 1・2）  

集合：12:20 

国語 12:10～12:50 

数学 13:00～13:40 

英語 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。 

 
【TJS 面談期間の授業について】 

TJS 面談期間中の JOBA 天津校の授業開始時

間・送迎は、以下のように予定しております。 
12/16（月）、12/19（木） 

→通常通り開始、学校迎えなし（自宅迎え） 

12/17（火）、12/18（水） 

→15:30 開始、学校迎えあり（通常通り） 
各授業の詳細な授業時間は後日改めてご案内し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【冬期講習のご案内】 

いよいよ 2019 年も年の瀬となりました。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。重ねてご連絡いたします。 
＜前期ターム＞  

12/21（土）～12/26（木） 

＜後期ターム＞  

1/3（金）～1/5（日）  

今回、現小 6 は新中 1 準備コースとして国数英

を勉強し、新学期に備えます。小 4J・5J では後

期タームに理社特訓をご用意しております。 
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。 

 
先月号でもお伝えしましたが、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

とることが可能です。ご相談ください。 

 

   １月のテストについて 

2020 年 1 月のアタックテスト・統一模試は 1
月 12 日（日）に行う予定です。冬期講習が明け

てすぐになりますが、講習の成果を出し切るつも

りで頑張りましょう。 
詳細な日程は来月号にてお知らせします。 

 

【Mr.T の英語コラム】 

先月末にハロウィーンがありました。アンナの

英会話の授業では生徒は魔女、悪魔、海賊など多

種多様なコスチュームで登場してくれました。ハ

ロウィーンの歴史も分かりましたね。 
一方、講師陣はいつものワイシャツ＋ネクタイ

姿でした。次回こそ、誰だか分からない変装をす

るべく今から準備したいと思います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Happy Halloween!  You know who we are? 

さて、12 日に英検二次試験の結果発表がありま

した。今回は、２次試験全員合格という素晴らしい

結果にて、第２回英検講座が終了いたしました。 

現在は、1 月末の第 3 回英語検定合格に向け、

数年先取りの単語特訓、新しい文法の確認、そし

て長文、リスニングと頑張っております。 
冬休みは講習会等集中して勉強する時でもあり

ますが、一方、年末年始など自分の時間が取れる

時間でもあります。この期間に、2 つの mission
を是非成功させてください。 
その１ 自分の気に入った映画（ライオンキングなど）を

字幕なしで見る。２回目は英語字幕を追って見る。 

 T は中学校で楽しんだ、80 年代の映画-“Top 



Gun” “Stand By Me”を再度観ようと思って

います。 
その２ ３級以上の生徒は、年賀状、クリスマスカード

を英文でおじいさん、おばあさん、ご両親、親しい友人、

先生方に書いてみる。 
もらった人は驚きつつ、喜ぶこと間違いなし、

ですね。 

Good Luck,everyone. 
Have a nice holiday! 
 

【Qiu 老師の国語コラム】 

「今月のごあいさつ」執筆中に、だいぶ前にや

っていた川端康成のドキュメンタリー番組のこと

を思い出しました。 
番組内で、彼は晩年に重度の不眠症に悩まされ

ていたことが明らかにされていました。不眠症の

理由は様々に推察されるところですが、ともかく

極度の睡眠不足によって彼は文章を書けなくなっ

たとのことです。 
睡眠不足は、ノーベル文学賞作家である川端康

成ほどの大作家の明晰な頭脳をも狂わせてしまう

のだな、ということを改めて感じたのでした。 
ところで、私も国語を主に教えているという職

業柄、読書に関してはよく訊かれます。結論から

言うと、国語力の増進のためには活字の本を極力

読んでほしいと私は考えています。国語は「どれ

だけ言葉を知っているか」を試す教科です。当た

り前ですが、言葉を知らければ文章は読めません

し、点数にも結び付きません。もちろん、「読み方・

答え方のルール（読解法）」がわかっていないと知

識も宝の持ち腐れになってしまいますが、読解法

を理解していても言葉の知識がなければ文章はわ

かりません。 

 
 
 
 
 
 
 

もちろん、JOBA の授業内でいわゆる「読み方」

を常日頃教えてはおりますが、「読み方」のごく基

本的なことをおさえているならば、あとは言葉の

知識をつけるのみです。そして、言葉の知識を得

る際に最も効率的なのが、読書なのです。読書を

通じて知らない言葉に数多く出会うことで、言葉

の知識は増えていくのです。 

学校や JOBA の教科書だけでは、受験のために

はまだまだ不足です。授業以外での読書も積極的

にしてもらいたいと思います。 
「知らない言葉」に触れることが言葉の知識の

蓄積につながる、そのことを考えると、いわゆる

漫画やライトノベルではやや不足しているとも言

えます。両者とも、今どきの子どもに読みにくさ

を感じさせないよう極力配慮したものですので、

「知らない言葉」に触れにくいのです。面白い面

白くない以前に、国語を教える者としてはぜひ活

字に触れてほしいところです。 

JOBA の本棚には、活字が苦手な人から本好き

の人まで幅広く対応した本が置いてあります。活

字が苦手な人は、星新一や河合隼雄などがおすす

めです。短いものからで良いので、日ごろからの

読書に努めてほしいと思います。冒頭に挙げた川

端康成はちょっと上級者向けかもしれません……

自信のある人は挑戦してみてください。年末年始

に帰国される方は、日本で新しい本に挑戦してみ

るのも良いかと思います。 

 

  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。現在、

JOBA 封筒が不足しております。再利用のため、

ご協力をよろしくお願いいたします。 
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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 
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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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