
こんな人はぜひ JOBA の冬期講習会へ！ 

○ これから本格的に受験勉強を始めたい。（小 4J，中 1・2）

○ 志望校対策をはじめたい。（小 4・5J，中 1・2） 

○ 正しい勉強法を確立させたい。（小 3・5，新中 1 準備） 

○ 得意科目を伸ばしつつ弱点を克服したい。（全学年） 

○ 受験前の追い込みをかけたい。（受験生） 

JOBA International Tianjin 

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  Email:joba.tj@jolnet.com 

 ○ 受験科目の総合力をアップしたい。（中学・高校受験コース） 



 
 
○ 全学年で，基礎力の補完を行いつつ，応用力の養成を行います。 

 ※ 授業は講習会教材を使用します。教材費は講習会費に含まれません。講習会不参加の方も自宅学習用に講習会教材

をご購入いただき，冬期課題とさせていただきます。教材費は 1 科目につき 150 元となります。 

○ ノートの使い方，復習の仕方など，効果的な学習方法を伝えます。 

○ 小 6・中 3 受験生には受験に向けた意識の向上を促し，入試に対応できる力を養います。 
 
 
 
前期必修…12/22（土）～26（水） 
後期必修…1/3（木）～6（日） 

受験コース特別…12/27（木）～28（金） 

 
 
 
 
 
 
 
※ 講習会会場は各日程ともオリンピック教室となります。 
 
 
 
小 3 総合 …算数の標準カリキュラムのほか，小 4 受験に向けた国語の授業も行います。 

小 5 グローバル，新中 1 …標準カリキュラムのほか，発展的な内容にも取り組みます。 

小学部受験（小 4・小 5） …帰国枠だけでなく，一般入試にも合格できる学力を育てます。 
 

学年 コース 科目 実施期間 開講時間 費用 

小 3 総合 国語・算数 後期 13:00～15:10 240RMB/日 
前期 10:00～13:20 360RMB/日 

小 4 受験 国語・算数 
特別・後期 10:00～12:10 240RMB/日 

グローバル 国/英・算数 前期 10:00～12:10 240RMB/日 
前期 16:50～20:20 360RMB/日 
特別 16:40～20:00 360RMB/日 

小 5 
受験 国語・算数 

後期 15:20～20:00 480RMB/日 

前期 14:30～17:50 360RMB/日 
新中 1 標準 算数・英/数 

後期 16:30～20:00 360RMB/日 

※前期は 13:20～14:30，特別タームは 12:10～13:00，後期は 12:10～13:00 の間は

昼休みとなります。各日程とも，昼食のご用意をお願いいたします。 

□小 3 総合   …後期 

□小 5 グローバル…前期 

□新中 1 準備 …前期・後期 

◇中 1 受験 …前期・特別・後期 

◇中 3 受験 …前期・特別・後期 

◇小 4 受験 …前期・特別・後期 

◇小 5 受験 …前期・特別・後期 

◇小 6 受験 …前期・特別 

◇中 2 受験 …前期・特別・後期 

＜小 3～新中 1 準備コース，小 4・小５受験コース＞ 

＜JOBA 天津校冬期講習会の目標＞ 

＜日 程＞ 



●小 3，小 5 グローバル，新中 1 準備 授業内容  

学年 期間 国語 算数 

小 3 後期 
漢字 語句 物語文 説明文など 

＜ジュニア新演習 冬期テキスト＞ 

長さ 重さ 分数 小数など 

＜ジュニア新演習 冬期テキスト＞ 

国語 算数 英語 

小 5 前期 
漢字 語句 

物語文 説明文 

＜標準新演習 冬期テキスト＞ 

小数の計算 分数など 

＜標準新演習 冬期テキスト＞ 

単語 be 動詞の文 

会話表現 

＜プリント＞ 

算数 数学 英語 

前期 
場合の数 

割合（売買・食塩水） 

＜標準新演習 冬期テキスト＞ 

正負の数の基本 

 

＜標準新演習 冬期テキスト＞ 

単語 be 動詞 

基本会話文 

＜中学入門 新中１テキスト＞ 

新中 1 

後期 

メートル法 速さ 

比例・反比例 

＜標準新演習 冬期テキスト＞ 

正負の数の発展 

文字と式など 

＜標準新演習 冬期テキスト＞ 

単語 be 動詞 

一般動詞 基本会話文 

＜中学入門 新中１テキスト＞ 

 

●小 4・小 5 受験 授業内容 

学年 期間 国語 算数 

前期 
説明文 文法の復習 ことわざなど 

＜中学受験新演習 冬期テキスト＞ 

約数と倍数 分数の計算 図形 

＜中学受験新演習 冬期テキスト＞ 

特別 
読解の特訓 記述問題の書き方など 

＜中学受験新演習 冬期テキスト＞ 

既習内容の重要問題演習・総合問題 

＜中学受験新演習 冬期テキスト＞ 
小 4 

受験 

後期 
物語文 総合問題 語句の確認 

＜中学受験新演習 冬期テキスト＞ 

図形 いろいろな文章題 計算 

＜中学受験新演習 冬期テキスト＞ 

前期 
説明文 文節の役割など 

＜中学受験新演習 冬期テキスト＞ 

数の性質・場合の数・規則性 文章題 

＜中学受験新演習 冬期テキスト＞ 

特別 
読解の特訓 記述問題の書き方など 

＜中学受験新演習 冬期テキスト＞ 

既習内容の重要問題演習・総合問題 

＜中学受験新演習 冬期テキスト＞ 
小 5 

受験 

後期 
物語文 総合問題 助詞・助動詞など 

＜中学受験新演習 冬期テキスト＞ 

比 図形 

＜中学受験新演習 冬期テキスト＞ 
※授業は講習会教材を使用します。教材費は講習会費に含まれません。講習会不参加の方

も自宅学習用に講習会教材をご購入いただき，冬期課題とさせていただきます。教材費

は 1 科目につき 150 元となります。 

 



 
 
 
前期・特別タームを通して，国語・算数の集中特訓を行います。 
国語・算数ともに受験校に特化した授業を行い，受験前の知識確認を行いつつ，レベルア

ップを目指します。 
前期ではお昼の時間から様々な学校の過去問を使用し，実践的な力を伸ばしていきます。

演習→（解説）授業のサイクルでその日のうちに疑問を解消します。 
また，特別タームでは入試直前対策として朝の時間に過去問演習時間を設けました。受験

校のレベルにあわせた過去問を解くことで，試験本番での時間の使い方を練習できます。

午後は昼休み後に 1 時間の自習時間をはさみ，ここで過去問の解き直しを行います。後半

の授業時間では入試前最後の総点検をしていきます。 
 
前期必修…12/22（土）～26（水）    受験コース特別…12/27（木）～28（金） 
 
コース 科目 実施期間 時間 費用 

前期 13:30～20:20 360RMB/日 
受験 国語・算数・演習 

特別 10:00～20:00 480RMB/日 
※ 前期については軽食用の時間を，特別タームについては昼食の時間を設けてあります。 
※ 過去問演習の時間を含みます。 
 

授業内容 

受験校頻出分野の問題演習 入試直前総まとめ 
算数 

＜使用教材：中学受験新演習 冬期テキスト＞ 

読解問題の総復習 語句の確認 
国語 

＜使用教材：中学受験新演習 冬期テキスト＞ 

 
※授業は講習会教材を使用します。教材費は講習会費に含まれません。講習会不参加の方

も自宅学習用に講習会教材をご購入いただき，冬期課題とさせていただきます。教材費

は 1 科目につき 150 元となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜小６受験コース＞ 



 
 
 
難関国公私立入試にも対応できる実力を養成します。 
後期には英語・数学の基礎力を強化するため，日替わりで 1 コマ分の追加授業を行います。 
 
前期必修…12/22（土）～26（水）       受験コース特別…12/27（木）～28（金） 
後期必修…1/3（木）～6（日） 
 
学年 コース 科目 実施期間 時間 費用 

前期 10:00～13:20 360RMB/日 
特別 10:00～14:00 360RMB/日 中 1 受験 国語・数学・英語 

後期 10:00～15:10 480RMB/日 

前期 14:30～17:50 360RMB/日 

特別 13:00～16:20 360RMB/日 中 2 受験 国語・数学・英語 

後期 10:00～15:10 480RMB/日 

※ 中 1 特別タームおよび後期は 12:10～13:00 の間に 50 分間昼食休憩をはさみます。昼食を

ご用意ください。 
※ 中 2 後期は 12:10～13:00 の間に 50 分間の昼食休憩をはさみます。昼食をご用意ください。 
 
授業内容 
コース 期間 国語 数学 英語 

前期 
説明文・記述基礎 

＜冬期テキスト発展編＞ 

空間図形など 

＜冬期テキスト発展編＞ 

be 動詞 一般動詞の過去形 

＜冬期テキスト発展編＞ 

特別 
読解総合・古文 

＜冬期テキスト発展編＞ 

既習範囲の確認と利用 

＜冬期テキスト発展編＞ 

会話文読解 長文読解 

＜プリント＞ 
中 1 

受験 

後期 
物語文・記述発展 

＜冬期テキスト発展編＞ 

資料の活用など 

＜冬期テキスト発展編＞ 

過去進行形  

there is/are の文 

＜冬期テキスト発展編＞ 

前期 
説明文・記述発展 

＜冬期テキスト発展編＞ 

図形と関数 

＜冬期テキスト発展編＞ 

助動詞 不定詞 動名詞の復習など 

＜中 3 春期テキスト発展編＞ 

特別 
読解総合・古文発展 

＜冬期テキスト発展編＞ 

場合の数 

＜冬期テキスト発展編＞ 

難関高校入試レベルの文法 

読解問題対策 

＜プリント＞ 

中 2 

受験 

後期 
物語文・意見文など 

＜冬期テキスト発展編＞ 

式の展開など 

＜冬期テキスト発展編＞ 

受身形 現在完了 

＜中 3 春期テキスト発展編＞ 

※授業は講習会教材を使用します。教材費は講習会費に含まれません。講習会不参加の方も自宅学

習用に講習会教材をご購入いただき，冬期課題とさせていただきます。教材費は 1 科目につき

150 元となります。 
 

＜中 1・中 2 受験コース＞ 



 
 
 
前期・特別ターム，・後期を通し，難関国公私立高校入試に合格するための特訓を行います。 
特別タームでは過去問演習のための時間に加え，理社の必要な高校入試に向けて理社の授業も開講

いたします。 
後期では数学の時間を 2 コマ確保し，難関校への合格に向けて重要問題に取り組んでいきます。 
 
前期必修…12/22（土）～26（水）    受験コース特別…12/27（木）～28（金） 
後期必修…1/3（木）～6（日） 
 
コース 科目 実施期間 時間 費用 

国語・数学・英語 前期 13:30～20:20 360RMB/日 
国語・数学・英語 10:00～17:40 360RMB/日 

理科・社会 
特別 

17:50～20:00 240RMB/日 
受験 

国語・数学・英語 後期 15:20～20:00 480RMB/日 

※ 前期については軽食用の時間を，特別タームについては昼食および休憩の時間を設けてありま

す。 
※ 前期および特別タームは過去問演習の時間をご用意しています。 
 
 
 

授業内容 

読解問題総合 古文読解（文法事項含む） 語句の確認 
国語 

＜使用教材：冬期テキスト発展編＞ 

高校入試全範囲の復習および問題演習 
数学 

＜使用教材：冬期テキスト発展編＞ 

英文法 読解 会話表現 英作文の総復習 入試問題演習 
英語 

＜使用教材：冬期テキスト発展編＞ 

高校入試重要問題のポイント学習 
理科 

＜使用教材：冬期 B テキスト＞ 

地理 歴史 公民の総復習および入試問題演習 
社会 

＜使用教材：冬期 B テキスト＞ 
※授業は講習会教材を使用します。教材費は講習会費に含まれません。講習会不参加の方も，通常

授業を受講されている科目につきましては自宅学習用に講習会教材をご購入いただき，冬期課題

とさせていただきます。教材費は 1 科目につき 150 元となります。 
 

＜中３受験コース＞ 



 
 

JOBA 天津校では，ふだん JOBA へ通塾されている方のご兄弟・姉妹およびご友人※1 が講習会へ

ご参加いただける場合に，講習会費用を割引※2 させていただくという制度をご用意しております。

日頃 JOBA へ通われていないお子様やご友人がいらっしゃいましたら，お誘いあわせの上ご参加

ください。 

※1…JOBA に通塾されているご友人は対象となりません。 

※2…以下のように講習会授業料を割引させていただきます。 

⇒兄弟姉妹の場合は 20%引き，ご友人関係の場合はそれぞれ 10%引きとなります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「冬期講習会申込書（別紙）」に必要事項をご記入の上，12 月 7 日（金）までにオリンピック教

室へご提出ください。 

※ 〆切日以後の講習会参加につきましては，教室までご相談ください。 

 

 

JOBA 生 

同時申し込み 
安いほうの受講費が 20%OFF 

JOBA 生の兄弟姉妹 

JOBA 生 JOBA 生（友人） 

同時申し込み 
割引の適用はありません 

＜JOBA 天津校の兄弟・友人割引制度＞ 

JOBA 生 

同時申し込み 
受講費がそれぞれ 10%OFF 

JOBA に通っていないお友達 

＜講習会へのお申し込み方法・〆切＞ 



 

１．[講習会出席について] 

  在籍生は講習会参加を必修としています。講習会での学習内容は，年間学習カリキュラムの

一部として含まれております。一時帰国・ご旅行等のご予定をお立ての際に，日程を調整して，

部分的にでもご出席いただき，学習計画に支障の出ないよう調整をお願いします。 

２．[部分受講について] 

   集団コースの授業は部分受講が可能です。一時帰国等で日程が合わない場合はご相談くださ

い。出席日数で受講費を調整いたします。 

３．[費用のお支払いについて] 

   JOBA 在籍生（兄弟姉妹を含む）は 1 月学費請求となります。 
４．[講習会欠席について] 

   ご欠席される場合にも講習会教材をご購入いただきます。自主学習後，講習会明け通常授業

初日に，各科目担当教師にご提出ください。教材費は 1 科目につき 150 元となります。 
５．[割引制度について] 

☞ 兄弟姉妹割引制度 

ご兄弟姉妹で講習会にお申し込みいただく場合，費用の安い方のお子さま分を 20％割引と

させていただきます。（JOBA 在籍生以外の方にも適用可能です。） 
☞ 友人割引制度 

新規のお友達と講習会に同時にお申し込みいただく場合，講習会費をそれぞれ 10％割引と

させていただきます。 
☞ 継続特典 

1 月入塾生（1 月 10 日までに入塾手続きを完了された方）は，通常 1600 元の入塾金を

800 元とさせていただきます。 
６．[送迎サービスについて] 

   ご希望の方は，タクシーにて送迎いたします。片道 20 元（教室との往復で 40 元）です。 お
住まいの場所により送迎できない，またはお迎えの時間変更をお願いする場合がございます。

予めご了承ください。 
７．[自習について] 

   講習期間中，講習会参加者のみ自習スペースを利用できます。休校期間中（12/29～1/2）

は，自習室の開放もございません。 

８．[3 学期通常授業について] 
   1 月通常授業は 1 月 7 日（月）から開始します。 

休校期間中（12/29～1/2）の連絡は E-mail（joba.tj@jolnet.com）にて受け付けており

ます。緊急の場合は JOBA 本部校（＋81-3-5754-2240）までお電話ください。 

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

JOBA 天津校 
九河国際村教室 ：天津市河東区衛国道 140 号 九河国際村内 
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 
TEL：022-2351-3072 ホームページ http://joba-tj.jolnet.com/ E-mail joba.tj@jolnet.com 
JOBA 海外校 北京校/天津校/上海浦東校/上海浦西校/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 ※本帰国される方にオススメです。 
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 

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

＜受講に関する諸規定＞ 



JOBA 天津校 ☎:2351-3072 E-mail: joba.tj@jolnet.com 

2018 JOBA 天津校 冬期講習会 申込書 
お申込日：2018 年   月   日  

                                    二重線内はすべてご記入ください。 

（フリガナ） （フリガナ） 

生徒氏名 (姓) (名) 

保護者氏名   

在籍学校名 
                  学校  日本学年       年 

住所 天津市    区 

℡ 自宅/携帯（どちらかをご記入ください） メールアドレス 

連絡先 
 ＠ 

 

☑【出席されるすべてのコースの□に をご記入ください。】 

小 3 標準コース □後期 

小５グローバル標準コース □前期 

新中 1 準備（現小 6）コース □前期／□後期 

小４受験コース □前期／□特別／□後期 

小５受験コース □前期／□特別／□後期 

小６受験コース □前期／□特別  

中１受験コース □前期／□特別／□後期 

中２受験コース □前期／□特別／□後期 

中３受験コース □前期／□特別／□後期  

 

【送迎タクシーの利用】 

※お住まいの公寓によっては送迎できない、送迎のお時間を調整させていただく場合がございます。 

□行きのみ利用／□帰りのみ利用／□往復利用 

曜日のご指定（                                     ） 

 

<ご要望・その他> 例 12/28 のみ欠席します、12/23 の Taxi 送りのみ不要です 

 

 

 

                              JOBA 記入欄   受領日   月   日                                  


