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JOBA INTERNATIONAL BEIJING 

北京校通信 
1月号 
 
★ 今月のごあいさつ★ 
皆さんこんにちは。師走の頃どうお過ごしでしょうか。

2017 年も残りわずかとなってまいりました。今年の漢字

などとニュースで聞くと，年の瀬であることを改めて実

感します。 

皆さんにとって 2017 年はどのような年でしたか。楽し

かったこと，つらかったこと，いろいろなことがあった

と思います。しかし，総じてみると素晴らしい 1 年だっ

たのではないでしょうか。また，来る 2018 年も皆さんと

ってよい 1年になるようにしていきましょう。 

さて，では来年のために今すべきことは何でしょうか。

皆さんに是非してほしいことは，今年の振り返りです。具

体的には，①今年できたこと②今年できなかったことについ

て考えてみてください。2017 年のはじめに皆さんはそれ

ぞれ今年の目標を立てたことだと思います。それに対し

て，実際に達成できたことと，達成できなかったことを

整理しましょう。その次は，それぞれについてなぜ達成

できたのか，なぜ達成できなかったのかを考えていきま

しょう。うまくいったことにも，うまくいかなかったこ

とにも必ず原因があります。それを理解し，来年の目標

を立てていけば，来年はどのようにすればもっと目標に

対してうまく動いていけるかわかるはずです。そうして

いくことで，2018 年も皆さんにとって有意義な年になっ

ていくでしょう。是非やってみてください。 

世間は年の瀬ですが，受験生たちは今まさに頑張って

います。受験シーズン中は，合格速報を北京校通信のあ

いさつの場を借りて掲載したいと思います。 

★合格速報★ 

【中学受験】 

大妻中野中学校   2 名 

大妻多摩中学校   1 名 

学習院中等科   1 名 

実践女子学園   2 名 

自修館中等教育学校  1 名 

立命館宇治中学校  1 名 

 

【高校入試】 

桐蔭学園高校      1 名 

同志社国際高等学校     1 名 

立命館宇治高等学校     1 名 

早稲田渋谷シンガポール校   1 名 

まだまだ受験シーズンは続きます。頑張れ受験生！ 

★ 【重要】新年度説明会開催★ 

北京校では 2018 年 2 月より，新学年での授業を開始

いたします。それに先立ちまして，下記日程で新年度

説明会および個別面談を開催させていただきます。保

護者の皆様におかれましては，ご予定の調整をしてい

ただき，ご参加いただくようお願いいたします。 

【新年度説明会】 

○低学年総合コース説明会○ 

日時:1/10（水）11:00～12:00 

対象:現小 1・現小 2生の保護者の方 

内容:コース概要説明・各科目からの説明 

○小学生コース説明会○ 

日時:1/14（日）14:00～15:30 

対象:現小 3～小 5生の保護者の方 

内容:受験（中受・高受）を見据えた学習について・ 

コース概要説明 

○中学生コース説明会○ 

日時:1/14（日）16:00～17:30 

対象:現小 6～中 2生の保護者 

内容:受験（高受）を見据えた学習について・ 

コース概要説明 

○新年度コース面談○ 

日時:1/15（月）～19（金） 

対象：現塾生，新記入塾をご検討の方 

※お時間，お申し込み方法に関しましては，次ページ

★スケジュール★にございます。新年度コース面談を

ご覧ください。 
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★新中学 1年生準備講座開講中★ 
  北京校では新中 1 生準備講座を開講しております。来

年 4 月からはじまる中学生の勉強にスタートダッシュを

切れるよう，数学では「正負の数」を，英語はアルファ

ベットや英語の基礎などを中心に授業を進めています。

受験を終えた皆さんの参加や，お友達との参加も大歓迎

です。JOBA でしっかり予習をして，他の新中 1生に大き

な差をつけましょう。 

【コース概要】 

・1月まで 

毎週月・金 15:10～17:00 英・数（月）/国・算（金） 

※現在の小 6標準コースの時間帯での開講です。 

・2月以降 

毎週月・木 17:10～20:00 国語・数学・英語 

毎週木   15:10～17:00 理科・社会 

 

★スケジュール★ 
年末年始休校 12/30（土）～1/3（水） 

北京校は上記期間中完全休校となります。教員も出勤

いたしませんので，お問い合わせは下記連絡先までお願

いします。 

電話: 03-5754-2240（JOBA 本部校） 
E-mail: joba.chi@jolnet.com（北京校代表アドレス） 
1 月度海外帰国子女センター試験 1/14（日） 

 対象:小 3～小 6H（小 6J はございません） 

中 1～中 2（中 3はございません） 

時間:13:50 集合 

【小学部】14:00～15:50 

【中学部】14:00～16:50 

場所:JOBA3 階大教室 

1月センター試験はJOBAにおける現学年での最後のテ

ストです。最後に自己最高点を取れるように頑張りまし

ょう。 

新年度コース面談 1/15（月）～19（金） 

新年度コース面談を上記の日程で実施いたします。 

北京校では，2 月より新学年の授業をひと足早く開始い

たします。それぞれが新しい学年での授業となり，とく

に現小 5 受験と中 2 受験の生徒の方はいよいよ受験学年

となります。そこで，新コースについての質問や，新学

年での学習方法をはじめ，受験校選びなど，なんでもご

相談ください。 

保護者の皆様におかれましては，ご予定を調整してい

ただき，ぜひご参加ください。 

お申し込み方法:メールにてお申し込みください。 

E-mail:joba.chi@jolnet.com 

件名:面談申し込み 

①お子様の氏名・学年 

②ご希望の日時（第 3希望までお書きください） 

【月・水・木・金】 

（a）10:30～11:10    （b）11:20～12:00 

（c）13:00～13:40    （d）13:50～14:30 

【火】 

（a）13:00～13:40    （b）13:50～14:30 

（c）15:00～15:40    （d）15:50～16:30 

③ご希望の担当 

④ご相談内容 

※上記日程でご予定が合わない場合は，ご連絡ください。 

 第 3 回漢字能力検定試験 1/27（土） 

  上記の日程で第 3 回漢字能力検定試験を行います。日

本人学校では当日授業参観がありますため，日本医人学

校の皆さんは学校まで JOBA のバスがお迎えに参ります。

なお，お帰りの手配はご家庭でお願いいたします。 

 

★ JOBA のお友達紹介キャンペーン★ 
  JOBAではお友達を紹介していただいた方に図書カード

をプレゼントしています。紹介いただいた方が体験授業

にご参加されると 1 枚。その後ご入塾されるとさらに 1

枚プレゼントさせていただきます。北京校ではひと足早

く来年の 2 月より新学年での授業がはじまります。この

機会に是非お友達をお誘いのうえご通塾ください 
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★JSA だより★ 

JSA プログラム④ 

 こんにちは。EGG の伊藤です。 

先月，先々月と「海外高校生日本語スピーチコンテスト」で披

露された高校生たちのスピーチを紹介しました。今月はスピーチ

後の愛媛県での交流プログラムの様子をお伝えします。 

 愛媛県開催が 3 回目となる今年は今治市にお邪魔しました。期

間は 7 月 28 日から 8 月 1 日まで，29 日のコンテストを入れて全

部で 5日間の日程で行われました。          

28 日は 11 月号で軽く紹介しましたが，県知事訪問や砥部焼の

絵付け体験をしました。コンテスト終了後は，それぞれホームス

テイ先のご家庭で一晩過ごし，日本の家の生活を束の間楽しみま

した。 

 30 日は毎年恒例のしまなみ海道サイクリングからスタートで

す。スタッフの私たちは前日からしまなみ海道脇の施設に宿泊し

ていたので，朝は贅沢にしまなみ海道を眺めながら朝食をいただ

きました。時間になるとホストファミリーに連れられ海外高校生

たちが再集合。一緒にサイクリングをしてくれる現地の高校生も

合流し，さっそく一つ目の島「大島」に向かって出発しました。 

 ちなみに今回私は熱中症対策として，濡らして振ると冷たくな

るタオルを首に巻き，同じく振ると冷たくなる日焼け対策のアー

ムカバーをするという万全な装備で臨みました。タオルももちろ

んよかったのですが，予想以上に効力を発揮したのがアームカバ

ーです。 

自転車で走るとその風でカバーが冷やされ腕がスースー気持ちよ

くておすすめです！ 

さて，今回で 3回目のしまなみ海道サイクリングでしたが，今

の所すべて晴れています。ちょっと暑いのが大変ですが，瀬戸内

海の爽やかな風を受けて広々とした景色の中を走るのは本当に気

持ちがよいです。到着した所でいただく新鮮な海の幸たっぷりの

お昼ご飯も，一緒に走った仲間と食べるとより一層おいしく感じ

られます。また，今までは昼食後はすぐ今治市の方へ戻っていた

のですが，今回は大島で「急流体験」をしました。サイクリング

で通ってきた来島海峡の急潮を間近で味わうという貴重な体験で

した。 

 その後また自転車で今治市側へ戻り，次は「タオル美術館」へ。

今治といえば「今治タオル」ですよね。館内には巨大なタオルの

タペストリーみたいなものがあったり，色とりどりのタオルがず

らーっと並んでいたりと，なかなか見ごたえのある展示でした。

タオルの製造過程も見られるようになっており，海外高校生たち

は一つ一つ食い入るように見ていました。そしてお土産に「今治

タオル」もいただきました！ 

 翌 31 日は前日の大島同様，瀬戸内海に位置する大三島まで行き，

そこの高校生たちに大三島歴史探訪として，大山祇神社を案内し

ていただきました。私は体調不良のスタッフを病院に連れていっ

ており，それには参加できなかったのですが，最初現地の高校に

着いた時，歓迎式で全校生徒による「全校応援」というのを見せ

てもらいました。全部で 100 人いないくらいの生徒数でしたが，

全員の声が体育館いっぱいに響きわたり，その迫力には圧倒され

ました。まさに青春という感じです。きっと卒業してからみんな

で声を出し合ったことを懐かしく思い出すんだろうなと微笑まし

くもありました。大山祇神社の見学をしながらたくさん交流もで

きたようで，お昼に合流した頃には高校生たちはすっかり仲良く

なっていました。 

午後には造船所見学で巨大な船の製造現場を見せていただき

（これもすごい迫力でした！），その足で道後温泉へ行きました。

近くの宿で浴衣を借り，みんなで歴史ある温泉につかり，そのま

ま温泉街で買い物を楽しみました。 

夜は会席料理を食べたのですが，やっぱり毎年高校生たちの中

ではファミレスの料理の方が人気。でもせっかくのおいしい料理

なので，スタッフが食べ方や名前の由来など教えながらいただき

ました。 

1 日，愛媛プログラムの最終日には松山市へ移動です。愛媛大

学を訪問し，大学紹介の他，学生たちが準備した日本文化体験で

点前を教えてもらったり，折り紙や習字をしたりしました。 

午後には毎年恒例の俳句体験。松山は俳句の町としても有名で，

現地高校の俳句部の生徒さんやボランティアで参加してくれた高

校生たちと一緒に夏の俳句を作りました。 

 夕方の松山空港には初日に砥部焼絵付け体験をさせていただい

た高校の生徒さんが焼き上がった砥部焼を持ってきてくれました。

愛媛県の皆さんに見送られ，一路東京へ。たくさんのお土産と思

い出を抱え，宿泊先に到着する頃にはみんなへとへと。翌日から

の東京のプログラムに備え早めに就寝しました。 

2017 年 JSA の動画が配信されました 

http://www.egg-or.jp/jsa/ 
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★ JOBA クリスマス会実施報告★ 
12 月 10 日（日）は北京校のクリスマス会でした。こ

こではその様子を報告したいと思います。 

 今年のクリスマス会は中日交流中心の 4 階にある調

理室をお借りして開催させていただきました。 

 会場は助っ人で参加してくれた中 1 生がきれいに飾

りつけをしてくれました。 

 さて，開会したらまずは，北京校イベント初となる

クリスマスキャンドルづくりがはじまります。キャン

ドルの色は自分で決められるので，皆さん真剣にどの

ような色にするか考えていました。 

 

キャンドルづくりの次はクリスマスケーキのデコレー

ションです。今年もフレーバープロミスさんにケーキ

を作っていただき，みんなで好き好きにデコレーショ

ンしていきました。豪快な盛り付けや，かわいらしい

盛り付け，班ごとに素晴らしいケーキが出来上がりま

した。 

 ケーキを食べた後は軽食タイムです。こちらも去年

に続き引き続き百合亭さんにご用意していただきまし

た。 

 軽食の次はお待ちかねビンゴ大会です。今年も豪華

な賞品があり，みんなで大盛り上がりでした。 

 最後にみんなで持ち寄ったプレゼントを交換して，

今年のクリスマス会も無事に終了しました。参加して

くださった皆さん。助っ人の中 1 生皆さん。そして，

おいしいケーキや料理を用意していくださった，フレ

ーバープロミスさんと百合亭さん。本当にありがとう

ございました。 

★センター試験成績優秀者★ 
【12 月センター試験】 

  小 3H F・M さん  国語 

  小 3H K・T くん  国語 

  小 3H Y・H くん  国語 

  小 3H N・S さん  国語 

  小 3H A・Y くん  国語 

  小 4J F・K くん  算数 

  小 5J T・Y くん  算・国・理・社 

  小 5J R・Y くん  国語 

  小 5J F・K くん  国語 

  小 5J T・Y さん  国語 

  小 5J K・K くん  算数・国語 

  小 6J K・Y さん  算数・国語 

  中 1J S・Y さん  数学・英語 

  中 1J F・S くん  数学 

  中 1J M・Y くん  国語 

  中 1J I・H くん  数学 

  中 2J F・K くん  英語 

  中 2J A・Y さん  数学 

  中 2J N・K さん  国語・英語 

  中 2J M・N さん  国語 

  中 2J N・T くん  国語 

 

★HAPPY BIRTHDAY★ 
1 月に誕生日を迎える JOBAっ子です。 

HAPPY BIRTHDAY！生日快楽！ 

 

K・Y さん   1 月 3 日 

S・Y さん   1 月 4 日 

K・N さん   1 月 11 日 

H・K くん   1 月 12 日 

F・S さん   1 月 21 日 

K・Y くん   1 月 22 日 

N・T くん   1 月 28 日 

O・M さん  1 月 31 日 

 

海外・帰国子女教育専門機関 JOBA 北京校 
電話:8451-1622 受付時間:月・水・木・金 13:30～/火 15:30～/土 12:30～ 
※授業時間中はお電話に対応できかねます。予めご了承ください。 
所在地 : 中日青年交流中心 607 【21 世紀飯店敷地内】 
E-mail: joba.chi@jolnet.com 
JOBA 海外直営校 : 北京校/天津校/上海浦西校/上海浦東校/ロンドン校/ソウル校 
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/シドニー他 
帰国生特化型スクール（日本国内校）:洗足池校（東京都大田区）/たまプラーザ校（神奈川県横浜市）/新百合ヶ丘校（神奈川県川崎市） 

HPもごらんください 


