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JOBA INTERNATIONAL BEIJING 

北京校通信 
2019 年 2・3 月特別号〜2 月下旬から 3 月上旬のスケジュール〜 
今月のご挨拶 

街は春節の名残を残し、街にも提灯？のような飾

りがまだ目につきます。去年から春節の風物詩の爆

竹が禁止とのことで、少し寂しい気もしますが、 
なんでも大気汚染に気を配ってい 
るとのことです。そう言われると 
確かに街の空気も去年より少しき 
れいになった気がします。悠久の 
歴史の街・北京も、現代化と環境保全の狭間でせめ

ぎあっていると感じる今日この頃でした。保護者の

皆さまは如何お過ごしでしょうか。 

ＪＯＢＡの自習室で勉強習慣を身につけ

よう！！ 
【勉強の習慣は環境で作られます】 

小学校低学年までは、計算練習や漢字練習もしつ

つ心身の健全な発達を図る、つまりよく学びよく遊

ぶことが大事といえます。この時期に思い切り泣い

たり笑ったり、体を動かしておくことで、その後の

人生の節目で試練に耐える器が作られるからです。 
 そして小学校 3・4 年生～中学生にかけては、勉強

の環境を整えてあげることが大事になってきます。

なかなか自分から勉強しようという気にはなれない

としても、環境を整えてあげることで自然と机に向

かわせ、「勉強の習慣を身につける」ように誘導する

必要があるからです。 
特に中学生以降は、自分から主体的に取り組める

かどうかで大きな差がつきます。もちろん周りが本

格的に勉強を始めたことで焦り、自分から勉強する

ようになることもあります。しかし、「焦ってはいる

けれどもなかなか手がつけられない」状態になって

しまうことも多いのです。 
小学生～中学生の在籍生の保護者の皆さまにおか

れましては、ぜひ、お子さまを JOBA の自習教室に

お連れください。JOBA 北京校では、職員室のレイ

アウトを変更し、より多くの生徒がスタッフの目の

届く場所で自習できる体制を整えました。授業の合

間にスタッフが声をかけてまいり 
ますので、1 時間勉して 10 分休む 
というリズムが自然と身に付くと 
ともに、スタッフに疑問点を質問 
していただけますので、大きな学習効果が期待でき

ます。 

春期講習会のお知らせ 
2019 年度春期講習会を下記の日程で実施いたし

ます。勉強にフライングなしと私は生徒によく言っ

ていますが、４月から「やる気」のスイッチを入れ

るのではなく、この春休みからスタートしてこそ、

差をつけられます。 

この 1 年間に学んだことの疑問点 
を解消し、次の学年の予習をする 
のは、この春期講習会が最適です。 
多くの方にご参加いただければと 
思います。 
＜申込締切日＞ 
JOBA 生の方は 3/4（月）までにお申し込みください。 
＜日程＞ 
 A 日程 3 月 18 日（月）～3 月 23 日（土） 

B 日程 3 月 25 日（月）～3 月 27 日（水） 
 C 日程 4 月 8 日（月）～4 月 10 日（水） 
＜開講学年＞ 
【グローバル新小 5】 

C 日程/9:30～12:20    
【グローバル新小 6】 

Ａ日程/9:30～12:20 
【中学受験新小 4 国算】 

ＡC 日程/9:30～12:20  
【中学受験新小 4 理社】 

ＡC 日程/13:00～13:50  
※理科・社会を隔日で交互に授業します。 

【中学受験新小 5 国算必修】 
ＡC 日程/14:00～17:00 
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【中学受験新小 5 国算特別】 
Ｂ日程 
→基礎 9:30～12:20 
→応用 14:00～17:00 
※基礎・応用いずれかをお選びください。 

【中学受験新小 5 理社】 
ＡＢC 日程/13:00～13:50  
※理科・社会を隔日で交互に授業します。 

【中学受験新小 6 国算必修】 
ＡC 日程/14:00～17:00 

【中学受験新小 6 国算特別】 
Ｂ日程 
→基礎 9:30～12:20 
→応用 14:00～17:00 
※基礎・応用いずれかをお選びください。 

【中学受験新小 4 国算インタークラス】 
ＡＢC 日程/17:00～20:00 
※（3/19・21・23・26・4/8・10 の開講） 

【中学受験新小 5 国算インタークラス】 
ＡＢC 日程/17:00～20:00 
※（3/19・21・23・26・4/8・10 の開講） 

【中学受験新小 6 国算インタークラス】 
ＡＢC 日程/17:00～20:00 
※（3/18・20・22・25・27・4/9 の開講）  

【新中学 1 年】 
ＡC 日程/9:30～12:20 

【新中学 2 年】 
ＡＢC 日程/13:00～15:50 

【新中学 2 年インタークラス】 
ＡＢC 日程/13:00～15:50 
※（3/18・20・22・25・27・4/9 の開講） 

【新中学 3 年】 
ＡＢC 日程/16:10～20:00 

4 月からの時間割の変更のお知らせ 
4 月から日本時間の下校時刻が変わることにとも

ないまして、JOBA 北京校でお配りしている新年度

パンフレットの 4 月以降の時間割に変更がございま

す。詳しくは、以下をご確認ください。 
＜4 月 11 日（木）以降の時間割＞ 
【新小 1】…水曜日 15:10～17:00 
【新小 2】…水曜日 15:10～17:00 
【新小 3】…水曜日 15:10～17:00 
【新小 4 受験コース国算】…火曜日 16:10～18:00 

金曜日 16:10～18:00 
【新小 4 受験コース理社】…土曜日 11:00～12:50 
【新小 5 受験コース国算】…月曜日 17:10～20:30 

木曜日 17:10～20:30 
【新小 5 受験コース理社】…土曜日 11:00～12:50 

【新小 5 グローバルコース】…火曜日 16:10～18:00 
金曜日 16:10～18:00 

【新小 6 受験コース国算】…水曜日 17:10～20:00 
金曜日 18:10～21:00 
土曜日 14:50～17:40 

【新小 6 グローバルコース】…火曜日 16:10～18:00 
金曜日 16:10～18:00 

【新中 1 国数英】…月曜日 17:10～20:30 
           木曜日 17:10～20:30 
【新中 2 国数英】…月曜日 17:10～20:30 
           木曜日 17:10～20:30 
【新中 3 国数英】…火曜日 18:10～21:00 

水曜日 17:10～20:00 
土曜日 17:50～20:40 

3 月 13～15 日のお迎えにつきまして 
3 月 13 日(水)～15 日(金)は日本人学校が早帰りに

なります。この期間に JOBA 北京校の授業がある在

籍生の方はいったんご自宅にお帰りください。改め

て JOBA 北京校のお迎えのバスがご自宅にお迎えに

上がります。お迎えの時間につきましては、改めて

お知らせいたしますので、今しばらくお待ちくださ

い。 
※3/14(木)の新中 1 クラスの授業は、日本人学校の謝

恩会と時間が重なるため、休講となります。 

3 月のテスト実施につきまして  
3 月 16 日(土)に JOBA センター試験・アタックテ

ストを実施いたします。 
＜試験時間＞ 
【新小 4 受験（現小 3）・新小 5 受験（現小 4）】 

11:00～12:50（お送り 13:50 発） 
※アタックテストの実施になります。 

【新小 6 受験（現小 5）・新小 5 グローバル（現小 4） 
 新小 6 グローバル（現小 5）】 
 14:00～15:50（お送り 16:50 発） 
 ※英語受験者は 16:50 まで 

※上記のいずれのクラスもセンター試験の実施に

なります。 

【新中 1（現小 6）・新中 2（現中 1）・新中 3（現中 2）】 
 14:00～16:50 
 ※上記のいずれのクラスもセンター試験の実施に

なります。 

   


