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JOBA INTERNATIONAL BEIJING 

北京校通信 
2019 年 10 月号〜10 月のスケジュール〜 
今月のご挨拶 

日中は歩くと汗ばむような陽気になることも多

く、家を出てから「意外に暑い日になりそう」「でも

夜は寒くなりそう」と、上着を持って外出するべき

か迷う季節になりました。私は毎年この時期になる

とちょうどいい薄さの上着がないことで悩みます…。

保護者の皆さまはいかがお過ごしでしょうか。 
街は国慶節を控え、軍事パレ 

ードも予定されるなど、少しも 
のものしい雰囲気になってきま 
した。私たちが大きな時代のう 
ねりの中にいる、ということも否応なく実感されま

す。自分自身を強く律することで今という時代を生

きていきたいと願う今日このごろです。 

「新中 1 準備講座」開講のお知らせ 
グローバル小 6 コースは、11 月 1 日(金)の授業か

ら「新中 1 準備講座」となります。現在グローバル

小 6 コースに在籍されている生徒はそのまま「新中

1 準備講座」に合流して頂く形になります。「新中 1
準備講座」では、特に数学において中学 1 年生で習

う単元をいち早く学習し、中学校での定期テストで

高得点を取ることを目指します。お知り合いの方で

入塾をご検討されている方がいらっしゃいましたら、

11 月が区切りの良い時期となりますので、是非ご紹

介頂ければと思います。 

「インター/現地校国語」開講 
JOBA 北京校では、11 月から「インター/現地校国

語」を開講いたします。インターナショナルスクー

ルや現地校に通っている生徒を対象に、日本語力を

維持し、作文や小論文を書き上げる力を養います。

(ある程度日本語を話せることが授業にご参加され

る場合の前提となります) 
＜開講曜日＞毎週土曜日 9:00～10:30 
＜費用＞180 元/回 
※詳細はお問合せください。 

「2019 冬期講習会」のご案内 

JOBA 北京校では下記の日程で冬期講習会を実施

いたします。 
【Ａ日程】12/23（月）～12/28（土） 
【Ｂ日程】1/3（金）・1/4(土)・1/6（月） 
 一年の学習の総決算として苦手単元を克服するた

めの重要な講習会になりますので、ご予定など調整

いただき、皆さまご参加頂ければと思います。 

「プレ体験」実施中︕︕ 
「JOBA 北京校の授業は難しそうだから、うちの

子どもはついていけないのでは・・・」 
よくこのようなご相談をいただくことがあります。 
確かに JOBA 北京校では、高いレベルで生徒同士が

切磋琢磨し、より高い学習効果を生み出しています。 
しかし、年度の途中に体験授業を希望される場合

も、「プレ体験」制度により未習単元を消化してから 
体験授業を受けていただけますので、まったく心配

していただく必要はありません。入会をご検討中の

方がいらっしゃいましたら、是非、この「プレ体験」

をご紹介頂ければと思います。 
＜『プレ体験制度』とは＞ 
体験授業を受けていただく前に、生徒ごとに週に

2~4 日程度補習にくる曜日・時間を決め、個別に未

習単元・苦手単元を消化してから体験授業を受けて

いただく制度です。現在、１～3 週間程度を目安に

『プレ体験』を実施しております。 
※ プレ体験中は授業料は発生しません。 
※ プレ体験に参加することで「入会」になるという

わけではありません。その後の「体験授業」で改

めて入会をご検討いただければと思います。 
※「プレ体験」の曜日・時間などは時期によって異

なりますので、詳細はお問合せください。 
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プレ体験によって一人ひとりの苦手単元・未

習単元を個別に解消！勉強習慣も確立したう

えでクラスに合流して頂けます！ 
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☆10 月の授業時間変更につきまして 
以下に、10 月の授業時間変更の日程についてご連

絡いたします。 
＜10 月 12 日(土)＞…日本人学校 14:40 下校 
小 4 受験科理社・小 5 受験科理社の授業は休講と

なります(振替授業はありません)。 
小 6 受験科国算は 15:10～18:00 で実施します。 
その後、18:10～20:00 で理科の授業を実施します。 
中 3 は 18:10～21:00 で授業を実施します。 

＜10 月 16 日(水)＞…日本人学校 15:40 下校 
小 1～小 3 は 16:10～18:00 で授業を実施します。 
小 6・中 3 は 18:10～21:00 で授業を実施します。 

＜10月 18日(金)＞…日本人学校小 4以上 16:40下校 
小 4 受験科・小 5 グローバル・小 6 グローバルの

授業を 17:10～19:00 で実施します。 
小 6 受験科の授業を 17:10～20:00 で実施します。 

＜10 月 26 日(土)＞…日本人学校 11:50 下校 
小 4 受験科理社・小 5 受験科理社の授業を 10 月

28 日(月)の 14:00～15:50 で振替えて実施します。 
☆理科実験教室実施のお知らせ 

JOBA 北京校では 10/27(日)と 11/3(日)に理科実験

教室を開催します。ぜひ、お友だちもお誘いあわせ

のうえご参加下さい！ 
＜10 月 27 日(日)＞ 
「スライムを作ろう」 
・時間…10:30～12:00 
・場所…JOBA 北京校教室 
・対象…小 3 小 4 
・参加費用…無料 
・定員…20 人 
・お申込み方法…下記までお電話またはメールにて

お申込みください。 
TEL︓010-8451-1622  
E-mail︓joba.chi@jolnet.com 

＜10 月 27 日(日)＞ 
「ギターを作ろう」 
・時間…10:30～12:00 
・場所…JOBA 北京校教室 
・対象…小 5 小 6 
・参加費用…50 元（参加当日にお持ちください） 
・定員…10 人 
・お申込み方法…下記までお電話またはメールにて

お申込みください。 
TEL︓010-8451-1622  
E-mail︓joba.chi@jolnet.com 
 

☆10 月のテスト実施につきまして  
下記の日程で 10 月のテストを実施いたします。 

・10 月 26 日（土）…小学生の JOBA センター試験     

…中学生のセンター試験 
※10 月 26 日は日本人学校の授業参観のため、学校

から直接バスで教室にお越しいただき、13:00～
15:00/16:00 でテストを実施致します。 

※10 月はアタックテスト・統一模試はありません。 
※小 6 受験科のセンター試験は 10 月 21 日(月)の週

の自習時間に生徒ごとに実施致します。 
＜試験時間＞ 
【全学年】 
国算…13:00～15:00 
国数英…13:00～16:00 

☆愛知全県模試のお知らせ 
愛知全県模試を 10 月 27 日(日)13:00～15:00 で実

施いたします(国数英・300 元)。詳細はお問合せくだ

さい。 

☆「年末年始受験生特訓」のご案内 
12/30～1/1 で「受験生特訓『精神と時の部屋～１

日で 1 年分の密度の勉強～』」を実施いたします。受

験生は 1 月に入ってから力が伸びるものです。もち

ろん緊張もあるかと思いますが、それをうまく集中

力に変えることができれば、大変密度の濃い勉強が

できるでしょう。是非、この受験生特訓にご参加頂

ければと思います（詳細はまた改めてお知らせいた

します）。 

日本人学校中学部 2 学期中間テスト 
JOBA 在籍生の結果のご報告 

90 点以上の答案の取得率 58% 

という結果でした。 
今回も、ほとんどの JOBA 在籍生は 5 科のうち

半分以上の科目で 90 点以上の得点だった、とい

うことになります。 
また、前回に比べ、90 点以上の答案の取得率は

少し上がりました。勉強の習慣が身についてき

たようです。  
すぐに期末！この調子で頑張れ JOBA 生‼ 


