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JOBA INTERNATIONAL BEIJING 

北京校通信 
2019 年 4 月号〜4 月のスケジュール〜 
今月のご挨拶 

今回は勉強の「質」について書かせていただこう

と思います。 
勉強の習慣が身につくことで勉強の「量」が確保

されるとして、次のステップは勉強の「質」を上げ

ることになります。ですが、「質」とは具体的にどう

いうことでしょうか。一言でいえば、「効率の良い努

力」ということになります。以下「マラソン」を例

にしてご説明いたします。 
マラソン選手は「42．195 ㎞」を走るわけですが、

「とにかく頑張ろう」「集中して走りきろう」といっ

た考えだけで長い距離を走っているのでしょうか。

そうではありません。「最初の 1 ㎞は○○分で」「5
㎞までは□□分で…」といった具合に、ラップタイ

ム（目標時間）を設定して走っているはずです。そ

の積み重ねの先に「42．195 ㎞」の完走があるわけ

です。いきなり「42．195 ㎞」と言われると気が遠

くなる距離ですが、時間と距離の目標を少しずつ刻

んで設定し、順次クリアしていくことで、精神的な

負担も軽くなります。 
これは勉強にも応用できます。 
大事なことは、必ず勉強の 
「題材（単元）」と「時間」 
の両方を設定することです 
（マラソンの「距離」と「時間」に対応します）。「と

にかくテキストの△ページから□ページまでやる」

といったように「題材（単元）だけを目標に設定し

たり、「○時から☆時まで勉強する」というように「時

間」だけを目標に設定したりすると、どうしても間

延びした時間が発生し、勉強の効率が落ちている可

能性があります。 
1 日の自習の時間、1 回の自習の時間の中でも、勉

強の「題材（単元）」と「時間」の両方を細かく設定

することが大事です。これはテスト本番、入試本番

での時間配分の練習にもなります。自分で考え、「そ

の日勉強する題材」「目標時間」を設定することが、

「効率の良い努力」、すなわち勉強の「質」を上げる

ことにつながるのです。 
JOBA 北京校のスタッフは、教室に自習に来た生

徒に声をかけ、その日に勉強する「題材」と「時間」

の使い方を考えるよう伝えてまいります。 

4 月からの時間割のお知らせ 

4 月からの時間割は、下記の通りになります。お間

違えの無いようにお越しください。 
＜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 で理社を受講される場合は、土曜日は

13:50～14:40～18:40 での授業となります。 
【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 
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4 月以降のバスのお迎えにつきまして 
4 月以降のバスのご送迎につきまして、日本人学

校から直接 JOBA の教室にお越しいただくクラス・

ご自宅にお迎えに上がるクラスの区別についてお知

らせいたします。ご自宅にお迎えに上がる時間につ

きましては、改めてご連絡差し上げます。また、学

校が早帰りになる場合などは、別途ご連絡致します。 
＜ご自宅にお迎えに上がるクラス＞ 

※18:10 開始のクラス、木曜日・土曜日のクラス 
・ 火曜日 18:10～中 3 
・ 木曜日 17:10～中 1/中 2/小 5 受験 
・ 金曜日 18:10～小 6 受験 
・ 土曜日 11:00～小 4 理社/小 5 理社 
・ 土曜日 13:50～小 6 理社/14:50～小 6 国算 
・ 土曜日 17:50～中 3 
＜学校から教室にお越しいただくクラス＞ 

※木曜日以外の 15:10、16:10、17:10 開始のクラス 
・ 月曜日 17:10～中 1/中 2/小 5 受験 
・ 火曜日 16:10～グローバル小 5/グローバル小 6 
・ 火曜日 16:10～小 4 受験 
・ 水曜日 15:10～小 1/小 2/小 3 
・ 金曜日 16:10～グローバル小 5/グローバル小 6 
・ 金曜日 16:10～小 4 受験 

4 月のテスト実施につきまして  
4 月 20 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。 
※土曜日に新小 4 理社・新小 5 理社を受講されて

いる方は、4/20 日は 11:00～12:50 で理社の授業

に参加していただいた後、14:00～17:00 でアタ

ックテストの 4 科を受験していただきます。 
【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。 
※ 希望者は統一模試を実施致します。 

(3 科 240 元、5 科 300 元) 

 スケジュール 
 3/28（木）～4/7（日）春休み休校 
  期間中は教師も全員一時帰国いたします。緊急

のご連絡等は下記連絡先までお願いいたします。 
   TEL：+81-3+5754-2240（JOBA 日本本部） 
   E-mail：joba.chi@jolnet.com 
  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。 
 4/11（木）～通常授業開始 
  4 月 11 日より 4 月度授業を開講いたします。日

本人学校が早帰りの日などは，バスをご利用の方

はご自宅まで JOBA のバスがお迎えに参ります。

時間が決まり次第，お迎えのお時間をメールにて

お知らせいたします。  
 4/11（木）・4/12（金）ご自宅にお迎え 
  4 月 11 日(木)・12 日(金)は学校が早帰りになる

ため、普段学校から直接教室に来ているクラスに

ついても、ご自宅にお迎えにあがります。お迎え

の時間につきましては、改めてメールにてご連絡

差し上げます。 
 
 4/15（月）～4/26（金）ご父母面談 
  学年が変わって初めての長期休みがありました。

期間中のお子様の学習の様子はいかがでしたでし

ょうか。お気づきの点やお悩みなど，お気軽にご

相談ください。 
  また，学校見学に行かれた方もいらっしゃるか

と存じます。志望校についてもご相談ください。 
 お申し込みはメールにて承ります。 
＜時間＞ 

 a. 10:30~11:10/ b. 11:20~12:00/ c.13:00~13:40 
＜お申し込み方法＞ 
メールにて、下記必要事項をご記入の上北京校まで

ご連絡ください。 
・宛先：joba.chi@jolnet.com 
・件名：4 月面談申込 
・必要事項：お子様氏名/ご希望日程（第 3 希望まで

お書きください。）/ご相談内容 
 4/28（日）～5/5（日）労働節休校 
  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。 
   TEL：+81-3+5754-2240（JOBA 日本本部） 
   E-mail：joba.chi@jolnet.com 
  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。  

 

 


