
JOBA INTERNATIONAL BEIJING 

北京校通信 
12 月号 
 
★今月のごあいさつ★ 
 皆さんこんにちは，英語・国語・社会担当の中村です。
日に日に最低気温が下がり，北京の冬の到来を感じさせ
る気候となってきました。北京で過ごす冬も 5 回目とな
り，乗り切り方も我ながらだいぶ板についてきた私です
が，1 年目の冬は，私の出身地・東京の冬との余りの違
いに毎日あたふたとしていたものでした。 
 さて今年はというと今のところ川が凍ることもなく，
どうやらまだ冬本番ではないようです。日本では暖冬と
いう話もあり，年々変化していく気候がやや気がかりで
はありますが，もうすぐ来るであろう冬の本番に向けて
覚悟を固めたいと思います。 
 さて，冬への備えと言えば忘れてはならないのが，“健
康”ですね。冬は，1 年のうちで最も風邪や体調不良での
お休みが増える時期です。 
 まずは，予防の王道，「マスクの着用」です。ご存知
の方も多いと思いますが，マスクはのどや鼻の乾燥・冷
えを防いでくれ，これが風邪防止には大いに役立ちます。
長期間の舞台を務める舞台俳優
の中には，屋外だけでなく，室
内や寝るときにまでマスクをつ
けてのどを保護する，という人
もいるほどです。 
 次は防寒です。JOBA でも，
「1 年中半そで短パン!!」という生徒が毎年 1 人はいま
す。もちろん，本人がぜんぜん平気で風邪もひかない，
ということであれば，とても健康的で良いことです。た
だ，やせ我慢をして体調を崩し，学校や JOBA をお休み
することになってしまっては，元も子もありません。大
丈夫，と思っても重ね着をするなどして，無理だけはし
ないようにしましょう。 
 最後は規則正しい生活です。学校がある日は自然と早
起きになると思いますが，それにあわせて早寝はできて
いますか？また，ご飯は規則正しく食べていますか？睡
眠は翌日に備えて脳を休めるために，食事は脳や体を動
かし，成長させるエネルギーを作るために必須です。こ

れらがきちんと取れていれば，通常の体内環境が良くな
り，多少体調を崩しても，回復しやすくなります。 
 受験に絡めて言うと，第 1 志望校のテストは，たいて
い午前中に行われます。9:00 前後からテスト開始，とい
うことが多いようです。さらに，昼食後の午後には面接
や午後入試が控えている場合もあります。現在の自分の
午前中の様子，昼食後の様子を思い浮かべてみましょう。
授業は集中して聞いていますか？昼食後，おなかいっぱ
いで必要以上に眠くなってはいませんか？それができ
ていない場合は，どこかで生活習慣が乱れているのかも
しれません。 
 生活習慣は，一度乱れてしまうと直すのには長い時間
が必要です。勉強に追われる受験生になってから，では
なかなかうまくいきません。少しでもマズイと思ったら，
今，はじめましょう。(受験生の皆さんは，もちろん大丈
夫ですよね!?) 
 冬は日本と中国の違いを感じる良いチャンスでもあ
ります。健康に気をつけて，長い冬を元気に乗り切りま
しょう。 
★北京校恒例クリスマスパーティー★ 
 毎 年 恒 例 と な り ま し た
JOBA クリスマスパーティー
を今年も開催いたします。今
年も例年に負けない企画が目
白押しです。みんなでケーキ
を作ったり，ゲームをしたり，
普段勉強をがんばっている分，クリスマスパーティーで
はみんなで思い切り楽しみましょう。 
 日時：12/16(日)14:00～17:00 
 場所：中日交流中心 4 階調理室 
    ※JOBA のある建物です 
 費用：70 元※別途プレゼント交換用のプレゼント 
        をご持参ださい 
 お申し込み方法：別途配布しております申込用紙を参

加費と一緒にご提出ください。 
 お申し込み期限：12/8(土)※定員 50 名 
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★グローバル小学生コースが始まります★ 
 英語が小学校での必修教科になった今，小学生のうち

から英語の力を伸ばすことが必須になりました。今後は，

重要科目として国語・算数・英語の 3 科目の勉強が必要

になってきます。 

 JOBA 北京校の「グローバル小学生コース」では，掛

け算の九九のように，英語の基本を徹底的に反復学習し

ていきます。以下来年度 2 月・3 月の時間割を記載記載

いたします。ご確認のほどお願いいたします。 

  【2 月 3 月の時間割】 

グローバル小学生コース(現高校受験準備コース) 

コース 開講日 時間 開始日 

新小 5G 

(現小 4) 
金(算・国・英) 15:10～18:00 2/15(金)

新小 6G 

(現小 5) 

月(国・算) 

金(英・算) 
15:10～17:00 2/11(月)

その他のコース 

コース 開講日 時間 開始日 

新小 3 

(現小 2) 
水(算・国) 15:10～17:00 2/14(木)

新小 4J 

(現小 3) 

月(国・算) 

木(国・算) 
15:10～17:00 2/11(月)

新小 5J 

(現小 4) 

火(国・算) 

金(理・社) 

金(国・算) 

17:10～20:00 

15:10～17:00 

17:10～20:00 

2/12(火)

新小 6J 

(現小 5) 

水(国・算) 

土(理・社) 

土(国・算) 

17:10～20:00 

11:00～13:50 

14:00～17:00 

2/13(水)

新中 1 

(現小 6) 

月(英・数) 

木(国・数) 
15:10～17:00 2/11(月)

新中 2 

(現中 1) 

月(国・英) 

木(数・数) 
17:10～20:00 2/11(月)

新中 3A 

(現中 2) 

月(英・数) 

木(英・国) 

土(数・国) 

17:10～20:00 2/11(月)

新中 3B 

(現中 2) 

月(数・国) 

木(英・国) 

土(数・英) 

17:10～20:00 

 
2/11(月)

英検 2 級 火 17:10～20:00 2/12(火)

英検準 2 級 土 11:00～13:50 2/2(土) 

※授業料等詳細は改めてお知らせをお配りいたします。 

★日本漢字能力検定開催のお知らせ★ 
 2018 年度第 3 回の漢字能力検定(漢検)を 2019 年 1 月

12 日(土)に行います。漢検に合格すれば入試や就活に有

利になるだけでなく，語彙が豊富になり，コミュニケー

ション能力を養うことができます。また，語彙を増やす

ことによって他教科の問題理解や答案作成能力を向上

させることもできます。皆さんの積極的なご参加をお待

ちしております。詳しい費用等は別途配りしております

お知らせをご覧いただくか，北京校までお問い合わせく

ださい。 

 試験日：2019 年 1 月 12 日(土) 

 お申し込み期限：2018 年 12 月 1 日(土) 

 会場：JOBA 北京校(中日青年交流中心 6 階) 

★センター試験解説会を行いました★ 

 11 月 17 日(土)センター試験を受験した後，中学 2 年

生・3 年生対象に解説会を行いました。 

 今回は，上海より英語の講師として大神田先生を招い

ての解説会になりました。熱のこもった授業に引き込ま

れて，生徒達も熱心に受講していました。 

 次回は，大神田先生を招き 12 月 30 日・31 日の正月

特訓に特別講座を設けます。授業内で広報しますので，

是非ご参加ください。 
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★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。 

★今後の予定★ 
 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

生の皆さんへお申込書のご提出をお願いいしており

ます。 

12/3(月)～7(金) 日本人学校個別面談期間 

 この期間中は日本人学校生の皆さんのお迎えに変

更がございます。前半(15:10 授業開始)のクラスの方は

学校から直接 JOBA のバスにご乗車いただき，授業時

間まで自習をしていただきます。 

後半(17:10 授業開始)のクラスの方は，授業時間にあわ

せご自宅へお迎えに上がります。 

12/8(土) 12 月海外帰国子女センター試験 

  上記日程で 12 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。12 月は公開試験です。受験学年

以外でも，中 1・中 2・小 5J の皆さんは志望校判定が

出ます。また，中 1・中 2 の皆さんは試験後解説会が

あります。ぜひご参加ください。

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 3：11:00～13:50 

  ※小 3・小 4J・小 6J は 12:50 まで 

  小 5J・小 5H・小 6H・中 1・中 2：14:00～15:50 

  ※英語受験者は 16:50 まで 

 (解説会)17:10～20:00 

  対象：中 1・中 2※中 3 は通常授業内で行います。 

 (場所)JOBA6 階教室 

※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 発のいずれかをご利用いただくか，

ご家庭でのお迎えをお願いいたします。 

12/16(日) JOBA クリスマスパーティー 

 毎年恒例となりました。クリスマスパーティーを今

年も開催いたします。詳しくは同通信内「クリスマス

パーティーのお知らせ」をご覧ください。 

12/24(月)～28(金)冬期講習会必修ターム 

 このターム中は JOBA のカリキュラムに従い，新規

単元を進めてまいります。お申し込みは 11 月 30 日(金)

までとなります。対象のクラスの皆さんにおかれまし

ては，ご参加のほどお願い申し上げます。 

12/30(土)・31(日) 冬期講習会受験生特訓 

 受験生の皆さんは特別特訓タームがございます。 
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★10 月度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。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 1 A・K さん   英 

 中 2 F・S くん   数・理 

 中 2 T・T くん   数・英・理 

 中 2 T・S くん   英・社・理 

 中 3 K・Y くん   数・英・理 

★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 HM さん  国語・算数 

小 3 NM さん  国語・算数 

小 3 SK くん  国語 

小 3 SA さん  国語・算数 

小 3 IY さん  国語・算数 

小 3 HA くん  国語・算数 

小 3 YS くん  国語・算数 

小 4 SR くん  国語 

小 4 HA くん  国語・算数 

小 4 HH くん  算数 

小 4 HT くん  国語 

小 5 OT さん  算数 

小 6 RY くん  国語 

小 6 YY さん  国語 

小 6 TY さん  算数 

小 6 MS さん  国語 

小 6 TA さん  国語 

小 6 KR さん  国語 

小 6 HS さん  算数 

小 6 TN くん  国語 

中 1 AK さん  英語 

中 2 FS くん  数学 

中 3 NK さん  国語 

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 


