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JOBA INTERNATIONAL BEIJING 

北京校通信 
2018 年 6 月号 
今月のごあいさつ 
  街を歩く人の服装も軽やかになり，生徒たちも

半そで，短パンが増え，いよいよ夏らしくなって

きました。 

  中国ではまもなく端午節を迎えますね。日本で

は端午の節句は 5 月 5 日で子どもの日とされます

が，中国では旧暦の 5 月 5 日（今年は 6 月 16 日）

となります。 

  すでに街中のコンビニやスーパー，パン屋さん

など，あらゆる食料品店で，端午節のちまきが売

られています。初めてこれを食べたときのことは

忘れません。「甘い！」「果物（棗）が種ごと入っ

てる！」「砂糖かけるの！？」と，私が日本で慣れ

親しんだちまきとはほど遠い食べ物でした。 

  食べ物を食べて異文化交流，というのは人によ

っては難しいものですが，売られている食べ物を

「見て」異文化を学ぶというのは興味深いものが

あります。 

  以前入試に向けた面接練習で，小 6 の受験生に

日本と中国の違いをたずねたところ，「中国のコン

ビには日本のコンビニより，海外（欧米）製のお

菓子が多い。だから貿易が盛んなんだと思う。」と

答えてくれたことがありました。 

  真偽のほどはさておくとしても，「よく見ている

な」と感心させられたエピソードです。 

  欧米圏に比べると日本との違いが少ないと思わ

れがちな中国ですが，大きな違いが少ないからこ

そ，細かい違いに目がいきやすく，そこから国民

性の違いや，島国と大陸の違いなどに気がつきや

すいのかもしれません。 

  端午節のお休みの際には，家族でそんな違いに

ついて話してみると，お父様，お母様，お子様そ

れぞれで，意外な発見があるかもしれません。 

  保護者の皆様はいかがお過ごしでしょうか。 

日本人学校期末テスト対策 開講 
  2018 年度最初の，日本人学校定期テストが迫っ

てきました。日本人学校中学部の

皆さん，準備はできていますか？ 

  JOBA では，6 月 1 日（金）よ

り，恒例の『定期テスト対策強化期

間』をスタートします。 

  期間中は通常授業のカリキュ

ラムをいったんストップし，学校のテスト範囲の

総復習と問題演習中心の授業として，『全科目 90

点以上獲得』を目指します。 

これからの中学校生活，

ひいては高校受験も左右

する，大切な大切な最初の

定期テスト。「やっておけ

ばよかった･･･」と後悔し

ないために，万全の対策で

臨みましょう。 

○JOBA の 1 学期期末テスト対策ラインアップ○ 

① 英数国対策 

中 1・中 2･･･月・木 17:10～20:00 

中 3･･･水 17:10～20:00 土 14:00～20:00 

※通常受講していない科目も受講可能です。

（160 RMB / コマ） 

② 理社対策 

中 1・中 2・中 3･･･6/7（木） 15:10～17:00 

※通常受講していなくても受講可能です。 

（100 RMB / コマ） 

③ プリントマラソン 

6/10（日）14:00～18:00 

会場：JOBA 3 階大教室 

   （17:00 以降は 6F 教室） 

試験範囲の最後の基礎固め！英国数理社 各

科目 10 ページ超のプリントを解きまくります。

基本の基本はこれでバッチリ。 
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④ 直前科目対策 

中 1・中 2･･･6/14（木）13:00～16:00 

※中 3 理社受講者含む。 

中 3･･･6/13（水）17:10～20:00 

翌日の試験科目に特化した対策授業です。ご希

望の中 3 生は， 6/14（木）13:00～16:00 の対

策授業（200 RMB）もご受講いただけます。 

  また，①から④まで，全て JOBA に通っていな

い方でも 1 科目からご受講いただけます。 

  JOBA の授業にはじめて参加される場合には，

6/1（金）～6/7（木）の授業は無料でご参加いただ

けますので，お近くにご興味がおありの方がいら

っしゃいましたらぜひJOBAまでご相談ください。 

夏期講習会のご案内 
  夏期講習会の日程が決まりました!!今年は以下

の日程で開講いたします。 
必修ターム 

通常授業のテキストの内容と既習単元の復習

を行います。 
A 日程《7/23（月）～7/28（土）》 
B 日程《7/30（月）～8/1（水）》 
※7/29（日）は休校 

・開講学年 
 高校受験準備コース：小 5・小 6 
 中学受験コース：小 4・小 5・小 6 
 高校受験コース：中 1・中 2・中 3 

受験生特訓 DAY 
小 6・中 3 の受験生対象に，入試問題演習・解

説に特化した授業を行います。 
《8/2（木）》 

・開講学年 
 中学受験コース：小 6 

 高校受験コース：中 3 
特別ターム 

1 学期～必修タームで学習した内容の総復

習!!通常授業前のやり残しを一掃しましょう。 
《8/20（月）・21（火）》 

・開講学年 
 低学年総合コース：小 3 
 中学受験コース：小 4・小 5・小 6 
 高校受験コース：中 1・中 2・中 3 

【塾生申込〆切：7/7（土）】 

詳細につきましては，授業にてパンフレットを

配布いたします。お手数ではございますが，ご欠

席の場合も，確認のためにお申込書の提出をお願

いしております。ご確認いただきまして，お早め

に提出をお願いいたします。 

スケジュール 
 5/30（水）～6/1（金）5 月ご父母面談 

  面談枠にまだ若干の空きがございます。ご希

望の方はお早めにお申し込みください。 
時間 a. 10:30～11:10  b. 11:20～12:00 

  c. 13:00～13:40  d. 13:50～14:30 
＜お申し込み方法＞ 

宛先：joba.chi@jolnet.com 
 件名：5 月面談申込 
① お子様氏名 
② ご希望日程（第 3 希望まで） 
③ ご希望の担当，ご相談内容 

 6/2（土）日本人学校 授業参観 

  当日は日本人学校生の皆さんは学校の授業

参観の後，11:50 下校となります。 
  そのため，午前中に授業のある小 5 理社・小

6 理社・英検準 2 級対策を受講される日本人学

校生の皆さんは，午前中の前半授業を休講とし，

12:40～13:50 の後半授業のみ行います。 
  それ以外の生徒の皆さんは，通常通りご自宅

に JOBA バスがお迎えに参ります。 
  ご確認ください。 
  ・小 5J 理社･･･学校 PICK 授業 12:40～13:50 
  ･小 6J 理社･･･同上 
  ・英検準 2 級対策･･･同上 
  ・小 6J 国算，中 3 国数英･･･自宅 PICK 
  ※インター・現地校生は午前中の授業も通常

通り開講いたします。 
 6/3（日）海外帰国子女センター試験 

  対象：小 3～中 3 の塾生全員 
  毎月実施しております JOBA の月例テストで

す。これまでの学習の成果を確かめ，世界中で

試験を受けるライバル達と力比べができるチャ

ンスです。 
  施設側の都合により会場が 6 階教室となりま

す。それに伴い，試験時間が学年により異なり

ます。ご注意ください。 
詳細につきましては，併せて配布しておりま

す「スケジュールカレンダー」の裏面をご参照

ください。 
なお，当日ご予定があわない場合は，後日問

題をお渡しいたします。6/2（土）までにメール

かお電話にて JOBA までお知らせください。ご

家庭で試験を行い，答案を JOBA の教師にご提

出いただければ，成績判定が可能です。また，
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英検等で時間の調整が必要な場合は前日までに

JOBA までお知らせください。 

 6/4（月）日本人学校振り替え休日 

  日本人学校生でバスをご利用の皆さんは，全

員自宅まで JOBA バスがお迎えに参ります。 
  お迎えの時間につきましては，前週中にメー

ルにてお知らせいたしますので，ご確認いただ

きますようお願いいたします。 
 6/9（土）漢字検定（お申込済みの方のみ） 

  2018 年度の第 1 回漢字検定試験を行います。

受検生の皆さん，準備は整っていますか?全力で

試験に臨めるよう，あと少しの期間で準備をカ

ンペキに仕上げていきましょう。 
  集合：9:35 
  試験：9:45～10:45 
  場所：JOBA6F 教室 

 6/10（日）理科実験教室 第 1 弾 

【満員御礼】 
  好評により，現在お申し込みいただいている方

の人数が予定の 10 名を大幅に超えました。 

  期日前ではございますが，お申し込みを締め切

らせていただきます。 

  お申し込みいただいた方には，別途開催内容の

詳細等お知らせの予定です。 

  JOBA ではこれから第 2 弾以降も開催の予定で

すので，お楽しみに！ 

 6/16（土）～18（月）端午節休校 

   期間中は教師も全員出勤いたしません。緊急

のご連絡等は下記連絡先までお願いいたします。 
    E-mail：joba.chi@jolnet.com 
    TEL：+81-3-5754-2240（JOBA 日本本部） 
   期間中にいただきましたお問い合わせにつき

ましては，休暇明けのお返事となります。 
  恐れ入りますが予めご承知おきください。 

 6/27（水）～29（金）6 月ご父母面談 

  夏休み前最後の面談となります。日本人学校

では，1 学期期末テストの結果も出揃うころで

す。また，インター・現地校では学年の変わり

目を迎える方も多いことでしょう。 
  志望校選び，夏の勉強プランなど，皆様のご

相談におこたえいたします。 
時間 a. 10:30～11:10  b. 11:20～12:00 

  c. 13:00～13:40  d. 13:50～14:30 
＜お申し込み方法＞ 

宛先：joba.chi@jolnet.com 
 件名：6 月面談申込 

① お子様氏名 
② ご希望日程（第 3 希望まで） 
③ ご希望の担当，ご相談内容 

 ぜひご参加ください。 

JOBA 遠足を開催しました。 
  去る 5 月 13 日，JOBA 恒例の春の遠足を開催い

たしました。 

  前日まで PM2.5 の予報が 200

を超えており，開催が危ぶまれ

ていましたが，当日は風も吹き，

気持ちのいい晴天となりまし

た！ 

  行き先はアジア最大の人工

公園，朝陽公園です。到着した

ら早速，そんな広大さを生かし

た“朝陽公園宝探し”の始まりです。地図にある

ルートをたどりながら，チェックポイントにいる

先生たちからヒントをもらい，ポイントの高い宝

を探します。低学年の皆は先生たちの助けを借り

ながら，高学年の皆は自分たちで力を合わせて，

見事ゴール！ 

  ゴールしたらお昼ご飯が待っています。今年も

好運街の『百合亭』さんが，JOBA 遠足のためだけ

に，特製弁当を作ってくださいました。から揚げ

に魚に卵焼きにウインナー･･･彩り豊かなおかず

にお握り。大満足でしたね。 

  お昼ごはんのあとはス

イカ割り！「前前！」「違う

よ，右だよ！」「そっちは違

うよ！」「こっちこないで

ぇ！」と，大騒ぎです。熱

が入りすぎてとうとうスイ

カどころか棒の方までボロ

ボロになっていましたね。 

  デザートのスイカ（割ったのとは別）をしっか

りとお腹におさめたら，お小遣いで遊園地に行く

組と，“オカザキと春のシカ祭り”組に分かれます。

遊園地では，「まだ食べるのかい！？」と驚くほど

アイスやわたあめをほおばったり，ダッシュで絶

叫マシンにチャレンジし続けたり。お友達と一緒

に楽しむ遊園地は格別ですよね。 
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  最後に待って

いたのは，ドッジ

ボール。学年混合

縦割りチームで，

優勝商品をかけ

た総当り戦を行

いました。中には

ドッジボールにあまり馴染みがない人もいたよう

ですが，チームメイトで協力しながらがんばって

いましたね。 

  “朝陽公園宝探し”とドッジボール優勝チーム

の表彰をしたら，写真を撮って解散！！暑い中，

皆よく歩き，よく食べ，よく走り，よく叫びまし

たね。途中で先生たちのお手伝いをしてくれた高

学年の皆も本当にありがとう。助かりました。 

この遠足が，楽しい思い出になっていたらうれ

しいです。 

 

～SPECIAL THANKS～ 

佳宝事務所   先生，  先生 

お弁当 百合亭様 

ご協力いただき，ありがとうございました。 

5 月海外帰国⼦⼥センター試験優秀者 
5 月 6 日に実施しました，5 月度海外帰国子女セ

ンター試験の成績優秀者の皆さんです。 

80 点以上で氏名を掲載し，90 点以上の人は科目

名を   で囲っています。 

小 4 受験    さん   国語 

小 3 標準       さん 国語 

小 4 受験      さん  国語 

小 4 受験    くん   国語 

小 4 受験    くん   国語・算数 

小 6 受験      くん  国語 

小 6 受験      さん  国語 

中 1 受験       くん 数学 

中 1 受験      さん  英語 

中 2 受験      さん  国語 

中 2 受験      くん  英語 

中 3 受験      さん  数学 

中 3 受験      さん  国語 

中 3 受験      くん  国語・数学 

  今回名前が載らなかった皆さんは，次回は名前

が載るように，載った皆さんは，90 点以上，満点

のマークがつくように，6 月もがんばりましょう。 

HAPPY BIRTHDAY 
6 月に誕生日を迎える JOBA っ子たちです。 

HAPPY BIRTHDAY！生日快楽！ 

       くん  10 日 

       さん  13 日 

     さん   14 日 

     くん   14 日 

      くん   20 日 

       くん  23 日 

 

 

海外帰国⼦⼥教育専⾨機関 JOBA 北京校 
TEL： 8451-1622 受付時間：月・水・木・金 13:30～/火 14:30～/土 10:30～ 
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/上海浦⻄校/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 


