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JOBA INTERNATIONAL BEIJING 

北京校通信 
2019 年 11 月号〜11 月のスケジュール〜 
今月のご挨拶 

2019 年も早くも 11 月に入ろうとしています。

少年老い易く学成り難し。自分は今年何をしてきた

のか…。少しずつ積み重なったのは体重だけではな

いか…。秋の夜長に沈思黙考することも多い今日こ

の頃です。今日は世間では「ハロウィン」の日とい

うことで、「トリックオアトリート」の声が教室内で

も聞かれました。私もこの日に備え 
てお菓子など「そのうち」用意して 
おこう、と考えていたもののうっ 
かり用意せずじまいとなり、「この笑顔で 
充分ではないかな」「常識の範囲でどうぞトリックし

てください」と苦しい弁明に終始する日となりまし

た。保護者の皆さまはいかがお過ごしでしょうか。 

日本人学校期末テスト対策 開講 
日本人学校 2 学期期末テストが迫ってきました。

日本人学校中学部の皆さん，準備

はできていますか？ 
JOBA では，11 月 7 日（木）よ

り，恒例の『定期テスト対策』を

スタートします。 
期間中は通常授業のカリキュラムをいったんスト

ップし，学校のテスト範囲の総復習と問題演習中心

の授業として，『全科目 90 点以上獲得』を目指し

ます。 
これからの中学校生活，

ひいては高校受験をも左

右する，大切な大切な 2 学

期期末テスト。「やってお

けばよかった･･･」と後悔

しないために，万全の対策

で臨みましょう。 
○JOBA の 2 学期期末テスト対策ラインアップ○ 
＜英数国対策＞ 
中 1・中 2･･･月・木 17:10～20:30 

＜理社対策＞ 
中 1・中 2･･･11/7（木）、11/11（月）、11/14（木）、

11/18（月）の 16:00～17:00 で実施いたします。 
＜プリントマラソン＞ 
11/17（日）13:00～17:50 
試験範囲の最後の基礎固め！英国数理社、各科目 10
ページ超のプリントを解きまくります。基本の基本

はこれでバッチリ。 
＜一般生の方＞ 
 JOBA に通っていない方でも、「とことんフォロ

ー」「質問教室」含めて 500 元にて上記プログラムを

ご受講いただけます。お近くにご興味がおありの方

がいらっしゃいましたらぜひ JOBA までご相談くだ

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。 
＜冬期講習開講コース一覧＞ 

【小 4 受験科】国算…Ａ日程・Ｂ日程 
       理社…Ａ日程 
【小 5 受験科】国算…Ａ日程・Ｂ日程 

理社…Ａ日程・Ｂ日程 
【小 6 受験科】国算…Ａ日程・Ｂ日程 

理社…Ａ日程・Ｂ日程 
【グローバル小 5】国算英…Ｂ日程 
【グローバル小 6】国算英…Ｂ日程 
【中 1】国数英…Ａ日程 
【中 2】国数英…Ａ日程 
【中 3】国数英…Ａ日程・Ｂ日程 
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☆11 月の授業時間変更につきまして 
＜11月 23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 11 月

25 日(月)の 14:00～15:50 で振替えて実施します。 
☆11 月のテスト実施につきまして  

下記の日程で 11 月のテストを実施いたします。 
＜小 4 受験科/小 5 受験科＞ 
・テストの種類…アタックテスト 
・日時…11 月 9 日（土）11:00～12:50 
※土曜日に理社を受講している生徒は 11/9 は理社

を受講後 14:00～16:50でアタックテストの 4科を受

験していただきます。 
＜小 3/小 5・小 6 グローバル/小 6 受験/中 1∼中 3＞ 
・テストの種類…センター試験 
・日時…11 月 23 日（土）13:00～15:00/16:00 
※11 月 23 日は日本人学校の国際交流弁論大会のた

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。 
※小 6 受験科のセンター試験は 11 月 25 日(月)の週

の自習時間に生徒ごとに実施致します。 

☆統一模試のお知らせ 
統一模試（中学生対象）を 11 月 24 日（日）13:00
～16:00 で実施いたします(3 科 240 元/5 科 300 元)。
受験をご希望の方は 11/8までに下記までお知らせく

ださい。 
メール：TEL︓010-8451-1622  
E-mail︓joba.chi@jolnet.com 

☆首都圏模試のお知らせ 
首都圏模試（小 5・小 6 受験科対象）を 12 月 8 日

(日)13:00～16:00 で実施いたします(2 科・4 科とも

400 元)。受験をご希望の方は 11/15 までにメール

(joba.chi@jolnet.com）またはお電話（010-8451-1622）
にてお知らせください。 

☆ ご父母面談のお知らせ 

JOBA 北京校では、下記の期間に個人父母会を実

施いたします。 
私たちスタッフは、保護者の皆さまと二人三脚で、

お子さまの指導に当たらせていただきたいと考えて

おります。教室でのお子さまの様子をお話しさせて

いただき、ご家庭でのお子さまの様子をお聞かせい

ただくことで、お子さまの正確な姿・本当の気持ち

を知り、指導に役立てることができれば、と思って

おります。皆さまのお申し込みをお待ちしておりま

す。 
＜日程＞ 

11 月 12 日（火）～11 月 15 日（金） 
11 月 19 日（火）～11 月 22 日（金） 
＜時間＞ 

① 10:00～10:40 ②10:50～11:30 ③11:40～12:20 
＜お申込み方法＞ 

e メール（joba.chi@jolnet.com）にて下記内容をご記入の

うえお申込みください。 
・ お子さまのお名前、学年 
・ ご希望の日時（第三希望までお知らせください） 

☆「理科実験教室」のご報告 
JOBA 北京校では 10/27(日)に理科実験教室「スラ

イムを作ろう」を実施いたしました。「砂鉄スライム」

をネオジム磁石で変形させたり、シェービングクリ

ームを混ぜて不思議な手触りを楽しんだり…、と、

大変な盛り上がりでした！！ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
上記は理科実験での様子です。とても楽しそうです

ね！！ 
☆ 次回の理科実験は「ギターを作ろう」 

です︕︕ 
＜11 月 17 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 

 


