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   今月のごあいさつ 

今年もあと半月を切ってしまい、時の流れの早

さを実感しております。年も明けぬうちに氷点下

に突入するという経験は当方も初めてでして、防

寒について本格的に考え始めている今日この頃で

す。 
先月号で「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」と書いた数日

後に、39度の高熱を出して寝込んでしまいました。

ただ、栄養と睡眠とを十分とって一日で治すこと

ができたあたり、やはり休息は大切なのだなと改

めて感じました。 
日本にいた時、風邪の治療のためにかかった病

院で、このようなことを言われたことがあります。 

 
「風邪を治す

．．
ことは、世界中どこの病院に行っ

．．．．．．．．．．．

てもできません
．．．．．．．

。 
風邪の症状を抑える

．．．．．．
ことはできますが、症状

を抑えながら無理に働くことは、風邪が治る
．．

の

を遅らせてしまいます。ですから、当医院では

いわゆる『風邪薬』は処方いたしません」 

 
結局その時は、インフルエンザの検査費（イン

フルエンザは風邪とはまた別の話なので投薬でし

っかり根治しましょう、とのことでした）と診察

料だけ取られて病院を後にしました。 
実際、可能ならばそれが理想的なのだろうなと

思った記憶があります。熱は当然下がりませんが、

「かえって熱で風邪の菌を退治した方が良い」と

も言われました。そして、風邪が治らないまま症

状だけ抑えて学校に行ってしまったら、風邪を移

して他の人に迷惑をかけてしまうでしょう。 
とはいえ、その時は仕事の関係でそう悠長に言

っていられる時期でもありませんでしたので、 

 
 
 
 
 
 
 

別の病院で「症状を抑える薬」を処方してもらい

ましたが。 
そして、勉強に切羽詰まっている小中学生も、

風邪をひいてしまった際は同様のことで悩むこと

でしょう。受験が控えている等、やむにやまれぬ

状況は小中学校の生徒も起こり得ます。 
ただ、いわゆる「風邪薬」というものは市販の

ものも含めてあくまで「症状を抑える」ためのも

ので、「治す」ためのものではなく、「治っていな

いのを誤魔化す」ためのものであるという認識く

らいは持っているべきなのかもしれません。その

上で、「今、薬を飲んでまで無理をするべき局面な

のか」というのを選択するべきなのでしょう。 
もちろん、風邪をひかないのが最善であるのは

言うまでもありません。体を冷やさず、しっかり

睡眠をとりましょう。 

１月の授業について 

2020 年 1 月度の授業は、1 月 6 日（月）～23
日（木）で実施いたします。 

1 月 6 日の授業について 
1 月 6 日は始業式で早帰りとなりますが、イン

ター生の関係等にて通常通りの授業とさせていた

だきます。送迎は、ご自宅へのお迎えとなります。

ご確認の程よろしくお願いいたします。 

春節休校 1 月 24 日～2 月 2 日 
1 月 24 日～2 月 2 日は春節により JOBA 天津

校は完全休校となります。上記期間中は、下記ま

でご連絡ください。 
【メール】joba.tj@jolnet.com 

【連絡先】+81-3-5754-2240（JOBA 日本本部） 

なお、メール対応は上記期間以後となります。

ご承知おきください。 

 



【2 月からの新学年授業について】 

JOBA では帰国生入試への先取り学習として、2
月より新学年での授業が開始いたします。つきま

しては現在下記コースにて授業にお越しいただい

ている生徒さんは、1 月 10 日（金）までに新学年

の希望コースをお伝えください。 
○小３e トレ生 

→小４受験 国・算 

○小４受験コース生 

→グローバル標準コース 国・算・英 

→小５受験 国・算 オプション理・社 

○小５受験コース生 

→グローバル標準コース 国・算・英 

→小６受験 国・算 オプション理・社 
なお、時間割に関しては来年度も大幅な変更はご

ざいません。 

  １月のテストについて 

1 月のアタックテスト・統一模試は以下の日程

で行います。 

1/11（土）アタックテスト（小学生 J クラス） 

集合：12:50 

国語 13:00～13:40  

算数 13:50～14:30 

理社   14:40～15:10 

1/12（日）統一模試（中 1・2）  

集合：12:00 

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も掲

示してあります。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。 
 

 

   ２月のテストについて 

2020 年 2 月はアタックテスト・統一模試を行

いません。希望者による CT のみとなります。 

【Mr.T の英語コラム】 

最近オリンピック教室でも、廊下の BGM がマ

ライアキャリー、WHAM!、そしてバンドエイド

など 80 年代音楽満載で英語音楽、映画漬けだっ

た中学校時代を懐かしく思い出してます。 
皆さんも好きな曲を一曲選んで、歌詞カードと

ともにリスニングを鍛え英語に親しみましょう。 

Question: Which lyrics are correct? 
1. Santa Clause is coming to town. 
2. Santa Clause is coming tonight. 
(T は中 3 で初めて気づきました) 
先月のハロウィーンに続き、今月はアンナ先生

のクリスマス特別授業が 20 日に行われます。生

徒の皆さん、是非クリスマスファッションの赤い

服を着て授業を楽しんでくださいね。クリスマス

の歴史、クリスマスカードの書き方、海外のクリ

スマスの祝い方を楽しく学びましょう。 

Maybe you can get a special present 
from Santa Clause ? 
話は変わって第 3 回英検が来月末に行われます。 
年末までに必ず、 
１．単語は反復練習を繰り返ししっかり覚えこむ。 

２．日々英語の音楽、映画を 10 分聴く（観る） 

３．準 2 級以上は、1 日 1 題長文に取り組む 

を目標に頑張ってください。 

Good luck and have a nice 冬期講習！ 

【Qiu 老師の国語コラム】 

12 月 2 日に今年のユーキャン流行語・新語大賞

が「ONE TEAM」に決定しました。これを機に、

歴代流行語・新語大賞を右に並べてみました。お

子さんと一緒にご覧になってください。 
数年前のものですら既に懐かしいかもしれませ

ん。2000 年以前は親世代しかわからない死語も

多い一方、「リベンジ」「究極」等、今では当たり

前に使われているものもあります。最近の語で今

後も使われるものはあるでしょうか。楽しみです。 



流行語・新語大賞　一覧　2000～ 流行語・新語大賞　一覧　1984～1999

2019年 ONE TEAM ラグビーW杯日本代表 雑草魂 上原浩治

2018年 そだねー カーリング女子日本代表 ブッチホン 小渕恵三

忖度 稲本ミノル リベンジ 松坂大輔

インスタ映え CanCam it girl ハマの大魔神 佐々木主浩

2016年 神ってる 緒方孝市、鈴木誠也 凡人･軍人･変人 田中真紀子

爆買い 羅怡文（ラオックス社長） だっちゅーの パイレーツ

トリプルスリー 柳田悠岐、山田哲人 1997年 失楽園(する) 渡辺淳一、黒木瞳

ダメよ～ダメダメ 日本エレキテル連合 自分で自分をほめたい 有森裕子

集団的自衛権 (受賞者不明・辞退) 友愛、排除の論理 鳩山由紀夫

今でしょ！ 林修 メークドラマ 長嶋茂雄

お･も･て･な･し 滝川クリステル 無党派 青島幸男

じぇじぇじぇ 宮藤官九郎、能年玲奈 NOMO 野茂英雄

倍返し 堺雅人、『半沢直樹』チーム がんばろうKOBE 仰木彬

2012年 ワイルドだろぉ スギちゃん すったもんだがありました 宮沢りえ（宝酒造CM)

2011年 なでしこジャパン 小倉純二 イチロー(効果) イチロー

2010年 ゲゲゲの～ 武良布枝（『ゲゲゲの女房』） 同情するならカネをくれ 安達祐実（家なき子）

2009年 政権交代 鳩山由紀夫 1993年 Jリーグ 川淵三郎

アラフォー 天海祐希

グ～！ エドはるみ

(宮崎を)どげんかせんといかん 東国原英夫 1991年 …じゃあ～りませんか チャーリー浜

ハミカミ王子 石川遼 ※91年からは新語大賞と流行語大賞が統合されて年間大賞のみとなりました。

イナバウアー 荒川静香 1990年 <新語>ファジィ 三上遵太郎

品格 藤原正彦（『国家の品格』） <流行語>ちびまる子ちゃん(現象) トーマス･リード

小泉劇場 武部勤ほか 1989年 <新語>セクシャル･ハラスメント 河本和子

想定内(外) 堀江貴文 堀田かつひこ、土井たか子

2004年 チョー気持ちいい 北島康介

毒まんじゅう 野中広務 1988年 <新語>ペレストロイカ ソロビエフ･ニコラエビッチ

なんでだろう～ テツandトモ 若尾文子（『武田信玄』）

マニフェスト 北川正恭

タマちゃん 佐々木裕司、黒住祐子 1987年 <新語>マルサ 伊丹十三、宮本信子

W杯(中津江村) 坂本休（村長） <流行語>懲りない○○ 安部譲二

1986年 <新語>究極 雁屋哲（美味しんぼ）

<流行語>新人類 清原和博、工藤公康、渡辺久信

1985年 <新語>分衆 近藤道生

<流行語>イッキ！イッキ！ 慶応義塾大学体育会代表

1984年 <新語>オシンドローム ジェーン･コンドン

おっはー 慎吾ママ <流行語>まるきん まるび 渡辺和博

IT革命 木下斉

きんさんぎんさん

1996年

1995年

1994年

2014年

<流行語>オバタリアン
オバタリアン旋風

<流行語>今宵はここまでに
(いたしとうござりまする)

「うれしいような、かなしいような」
「はだかのおつきあい」

1992年

2000年

1999年

1998年

2005年

2003年

2015年

2002年

2017年

2013年

2008年

2007年

2006年

2001年

小泉語録
（米百俵、聖域なき改革、
恐れず怯まず捉われず、
骨太の方針、ワイドショー内閣、
改革の「痛み」）

小泉純一郎

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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。 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  1/6 1月① 7 1月① 8 1月① 9 1月① 10 1月① 11 1月① 12

職場体験 職場体験

13 1月② 14 1月② 15 1月② 16 1月② 17 1月② 18 1月② 19

20 1月③ 21 1月③ 22 1月③ 23 1月③ 24 25 26

2019年度最終日 JOBA休校日 JOBA休校日 JOBA休校日

27 28 29 30 31  2/1 2

JOBA休校日 JOBA休校日 JOBA休校日 JOBA休校日 JOBA休校日

3 2月① 4 2月① 5 2月① 6 2月① 7 2月① 8 2月① 9

※新しい学年クラスとなります。曜日・時間帯の確認をよろしくお願いします。

10 2月② 11 2月② 12 2月② 13 2月② 14 2月② 15 2月② 16
漢検

※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。

JOBA休校日 JOBA休校日

天津校
新年度授業
開始

アタック
テスト

英検１次

春節休み
1/24～2/2

統一模試

成人の日 TJS中１・２
実力テスト

TJS始業式
JOBA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

星期六
土曜日

Saturday

星期天
日曜日
Sunday
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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
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


