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★今月のごあいさつ★ 

こんにちは，理系担当の佐藤です。今年の 4 月 16 日に北

京へ来て，あっという間に半年が経ちました。 

私は 1 年に 3 つ新しいことをすると決めているのですが，今

年はそのうちの 1 つがジョギングになりました。5 月の JOBA 遠

足で朝陽公園を知り，それ以来朝陽公園を週 4，5 日走って

います。今まで漫然と走っていたのですが，先日上海からいら

っしゃった O 先生からアプリを紹介していただいて，毎回走った

距離（コース）とタイムが分かるようになりました。走るコースは

いつも同じなので，タイム

を意識して日々走ってい

るのですが，私は昨日の

自分に負けるのが嫌なの

で前回のタイムを下回ら

ないように，途中でチェッ

クポイントを 3 か所作って

タイムを見るようにしてい

ます。 

さて，生徒の皆さんも様々な目標（勉強の目標）を持って

いると思います。意識してほしいのは自分が勉強していること

の数値化です。目標を達成するためにはどの程度の時間・分

量が必要なのかの把握（学校の先生・お父さんお母さん・

JOBA の先生に聞いてください），そのためには1 か月・1週間

でどれだけする必要があるのか，そして 1 日にどの程度進める

必要があるのかをしっかり認識するようにしましょう。 

「昨日の自分に負けないために！」そして「しっかり成果を

上げるために」JOBA 職員一同，皆さんを応援します。 
★冬期講習会詳細★ 

 今年度の冬期講習会の詳細が確定いたしました。hi 必修

タームではJOBAのカリキュラムに従い，単元を進めてまいりま

す。対象の塾生の皆様におかれましては，一時帰国等の日

程を調整いただきましてご参加のほどお願いいたします。 

お申し込み期限は 11 月 30 日（金）です。別途お渡しして

おります。「冬期講習会パンフレット」に同封されてありますお

申込書をご記入の上，JOBA までご提出ください。 

【日程】必修ターム：12/24（月）～28（金）， 

          1/4（金）5（土）7（月） 

   年末年始特訓：12/30（日）31（月），1/3（木） 

【開講クラス】 

クラス 日程 時間 

小 3 必修ターム 
9:30～12:20 
（国・算・英） 

小 4 受験 必修ターム 

9:30～12:20 
（国・算・算） 

13:00～14:50 
（理・社） 

小 5 受験 必修ターム 

13:00～16:50 
（国・算・算） 

17:20～19:10 
（理・社） 

小 6 受験 
必修ターム 

年末年始特訓 
完全個別 

新中 1 

※現小 6 
必修ターム 

9:30～12:20 
（国・数・英） 

中 1 必修ターム 
17:20～20:10 
（国・数・英） 

中 2 必修ターム 
17:20～20:10 
（国・数・英） 

中 3 
必修ターム 

年末年始特訓 
完全個別 

★日本人学校期末テスト対策授業★ 

  11 月 13 日（火）14 日（水）は日本人学校で 2 学期期

末テストが行われます。それに伴い JOBA では通常のカリ

キュラムをいったんとめ，定期テスト対策授業を行います。 
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JOBA では先日行った中間テスト対策より，JOBA の

教師陣が定期テスト本番の問題を予測し作った，イミテー

ションテストを新たに設けました。JOBA では，より塾生の皆

様が定期テストで得点を獲得できるサポートができるよう，

今後一層対策授業を充

実させてまいります。ぜひ

JOBA の定期テスト対

策を十分にご利用くださ

い。 

～JOBA 定期テスト対

策授業～ 

  ①イミテーションテスト 

   JOBA の教師が学校の教材・ノートを参考に定期テス

トの問題を予想して作成した定期テストのプレテストです。

本番と同じ時間配分と構成を意識し，塾生の皆様に定

期テスト本番に近い感覚で予行練習していただけます。

また，出題されやすい問題を軸に作成していますので，

本番前に自分ができていないところ，覚えられていないと

ころを発見することができます。 

  日時：中 1・中 2 11/10（土）10:00～15:30 

    中 3 11/11（日）13:00～18:00 

  費用：（塾生）無料（外部生）200RMB 

  ※費用はプリントマラソン費用を含みます 

  ②プリントマラソン 

   各教科の基礎問題を中心としたプリントです。プリントの

総量は 100 ページ以上に上ります。基礎が中心の問題

なので，テスト前の最終確認にご利用いただけます。ま

た，教師も監督しますので，わからない箇所があれば疑

問をなくしてから本番に臨めます。 

  日時：中 1・中 2 11/10（土）16:00～20:00 

     中 3 11/8（木）17:00～20:00 

  ③3 回完結理社対策 

   受講者全員が 80 点以上をとれるように設計された講座

です。中間テストでは JOBA 生平均が，理社ともに学

校平均＋10 点を達成しました。 

  開催日時：10/25（木）・11/1（木）・8（木） 

       15:10～17:00 
  受講料：1 日 200RMB 

  ④自習室開放 

   家では集中できない・・・という方のため自習室を開放い

たします。土曜日・日曜日は教師も監督しますので，学

校の授業の疑問・質問も解決いたします。 

  開放時間：月～金 15:10～20:00 

       土 10:00～20:00 

       日 10:00～18:00 

  ⑤直前対策授業 

   最終の最後まで油断しません。期末テスト 2 日目の教

科の仕上げを行います。 

  日時：11/13（火）12:30～15:50 

  費用：300RMB 

～2 学期中間テストの振り返り～ 

前回の中間テストでも，JOBA 生の皆はがんばってくれまし

た。 

★☆★中間テスト JOBA 生結果（一部）★☆★ 

・1 学期期末テストと比べて， 

  5 教科総合点が 20 点以上 UP↑↑ 

・JOBA 生平均－学校平均 10 点以上↑↑ 

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ 

JOBA では，知識の確認だけでなく，

出題傾向も踏まえた問題練習で，皆

さんの得点アップを徹底サポートいたし

ます。 

★ネイティブの講師による 

    子供英会話 in 北京 開講★ 

9 月より小学生を対象にしたキッズイングリッシュコースが

開講しております。ネイティブスピーカーの先生による少人

数英会話コースです。学年を問わずご参加いただけます。

ぜひ一度体験レッスンにご参加ください。 

～お友達紹介キャンペーンも開催中～ 
JOBA では，お友達紹介キャンペーンを実施しておりま

す。お誘いいただいたお友達が体験授業に参加していただ

くと，図書カードを 1000 円分プレゼントいたします。その後

ご入塾していただくと，さらに 1000 円分プレゼントさせてい

ただきます。是非お友達をお誘いの上，ご通塾ください。 

★11 月以降の予定★ 
11/3（土） 日本人学校全校参観日 
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 この日はお昼まで日本人学校の授業がありますため，時

間割を変更いたします。以下ご確認ください。 

 対象:小 5 受験理社 

 変更点：理社の 2 コマ目より開講 

   ※日本人学校より JOBA のバスにご乗車ください 
 11/4（日）首都圏模試（小学 6 年生対象） 
  小学部受験 6 年生を対象とした模試を行います。 

  時間：14:00～16:10 

  場所：JOBA6 階教室 
 11/5（月）日本人学校振替休日 
  この日は普段自宅までのバスをご利用の皆様はご自宅ま

でお迎えに上がります。 
11/8（木）プリントマラソン（中学部 3 年生） 

  時間：17:00～20:00 

  場所：JOBA6 階教室 

  ※14:40 下校にあわせた学校へのお迎えバスと，ご自宅ま

でのお送りバスをご用意いたします。 
11/10（土）イミテーションテスト・プリントマラソン（中学部 1・

2 年生） 

 時間：10:00～15:30 イミテーションテスト 

    16:00～20:00 プリントマラソン 

 場所：JOBA6 階教室 

 ※イミテーションテストの時間帯で 40 分の昼食休憩がご

ざいます。 

※10:00 にあわせたお迎えバスと，20:00 のお送りバスを

ご用意いたします。途中参加・退室の方はお手数で

すがご家庭での送迎をお願いいたします。 
11/11（日）イミテーションテスト（中学部 3 年生） 
 時間：13:00～18:00 

 場所：JOBA6 階教室 

 ※日曜日の実施につき送迎はございません。大変お手

数ですがご家庭での送迎をお願いいたします。 
11/13（火） 期末テスト当日対策授業 

 この日は期末テストの当日対策授業を行います。期末テ

スト 2 日目の教科の最終確認を行います。お申し込みいた

だいている生徒の皆様は学校より直接 JOBA のバスにご乗

車ください。 

 時間：12:30～15:50 

11/17（土） 11 月海外帰国子女センター試験 

  上記日程で 11 月センター試験をとり行います。以下各ク

ラスごとの試験時間を記載させていただきます。ご確認くだ

さい。また，上記日程でご都合が

悪い 方がい ら っ しゃ い ま し たら

JOBA までご相談ください。試験

問題を予めお渡しする等対応さ

せていただきます。 

 （試験時間） 

  小 3・小 4J・小 6J・中 1・中 3：11:00～13:50 
  ※小 3・小 4J・小 6J は 12:50 まで 

  小 5J・小 5H・小 6H・中 2：14:00～15:50 

  ※英語受験者は 16:50 まで 
 （場所） 
  JOBA6 階教室 
  ※送迎につきまして 

・通常バスをご利用しているお子様はお迎えバスがござ

います。 

・帰りのバスについては，授業の都合上，13:50 発・

17:00 発・20:00 発のバスのいずれかをご利用いただくか，

ご家庭でのお迎えをおねがいいたします。 

11/18（日）第 4 回理科実験教室 
 第 4 回となります今回は「手づくりカイロをつくろう」です。お

申し込み期限は 11 月 17 日（土）です。皆様ぜひご参加く

ださい。 

 時間：16:00～17:00 

 場所：JOBA6 階教室 
11/25（日） 11 月統一模試 

上記日程で統一模試をとり行います。 

日時：11 月 25（日）14:00～17:00（5 科） 

          14:00～16:00（3 科） 
場所：JOBA6 階教室 

 11/30（金） 冬期講習会お申し込み期限 

  今年度の冬期講習会のお申し込み期限は 11 月 30 日

（金）です。JOBA では出欠にかかわらず，すべての塾生の

皆様へお申込書のご提出をお願いいしております。 

★統一模試成績優秀者★ 

 北京校では 7 月より新たに統一模試を実施しております。
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ここでは毎月の統一模試で優秀な成績を残した皆さんを発

表します。 

 80 点以上で氏名掲載，90 点以上は科目を・  で囲んで

あります。 

 中 2 FS くん   国・英・理 

 中 2 KY くん   理 

 中 2 TS くん   国・英・社・理 

 中 3 NK さん   数・英 

 中 3 KY くん   数・理 

今後の日程：（11 月）11/25（日） 

 対象：中学生 

 場所：JOBA6 階教室 

 お申し込み方法：メールまたは電話 

 

★10 月センター試験（CT）成績優秀者★ 

10 月度海外帰国子女センター試験（CT）の成績優秀

者の皆さんです。80 点以上で氏名掲載，90 点以上は科

目名を・  で囲んであります。 

小 3 H・M さん  算数 

小 3 S・K くん  国語・算数 

小 3 S・A さん  国語・算数 

小 3 I・Y さん   国語・算数 

小 3 H・A くん  国語・算数 

小 3 Y・S くん  国語・算数 

小 4 N・S さん  国語 

小 4 H・A くん  国語・算数 

小 4 H・H くん  国語 

小 5 Y・Y くん  算数 

小 5 O・S くん  算数 

小 5 O・T さん  算数 

小 5 K・Y くん  算数 

小 5 I・K くん   国語 

小 6 T・N くん  国語 

中 1 N・S くん  数学 

中 3 N・K さん  数学 

今回は，残念ながら掲載されなかった皆さんも，次号に

は掲載されるよう，一生懸命勉強していきましょう。そのた

めにまずはセンター試験の解きなおしをしましょう。次同じ問

題を解いたら 100 点が取れるように練習しましょう。解説授

業や解説を読んでもわからないところがあれば，必ず先生

に質問 

し，疑問をなくしてから次へ進みましょう。 

 

 

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～ 
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 


