
   

 

保護者各位 

教室説明会・帰国枠入試説明会 

            体験授業、特別講座のお知らせ      ２０１８年１２月 

 

  JOBAでは、２月からの新学年度開始に伴い、以下の日程において教室説明会、体験授業、特別講座

を行います。参加をご希望の際は、別紙申し込み欄に必要事項をご記入の上、e-mail、郵送で事務局ま

でお送りください。e-mailまたはホームページの「お問い合わせはこちらから」より、同内容をご記入

の上ご送付いただくこともできます。２月からの各コース実施曜日・時間・費用など詳細につきまして

は、同封のコース案内をご参照ください。 

 

■Ｆｉｎｃｈｌｅｙ平日教室（対象：小１～中３生） 

Ｆｉｎｃｈｌｅｙ平日コースの特徴 

  ◇ジュニアコース（小１～小３）では、主に現地校に通う生徒を対象に、国語と算数の指導を通して 

   「学習姿勢」、「日本語力」、「考える力」を養います。 

  ◇小学部（小４～小６）では、国語・算数については、標準コースのほかに受験コースを設け、また、 

   理科・社会のクラスを設けています。なお、理科・社会は標準コースでも受講することができます。 

◇小学部（小４～小６）では、算数を受験コース、国語を標準コースで受講できる受験Bコース、国語を受

験コース、算数を標準コースで受講できる受験Cコースを開講します。受験B/Cコースにより、より多様

な受験パターンに対応が可能となります。 

  ◇小５生・小６生を対象に、帰国枠中学受験に対応した中学受験英語のクラスを設けています。 

   このクラスは、標準コース、受験コースに関わらず受講することができます。 

  ◇小中学部では、社会的な問題に関する知識を培うこと、またディベートやスピーチを通して発表力を 

   養うことを目的に、毎月授業以外の枠で「特別授業」を行っています。 

  ◇全学年を通して、年に６回、それぞれ異なった課題を設け、作文指導を行っています。 

  ◇長年にわたる進路指導の経験をもとに、保護者面談、面接練習、願書添削をはじめ、各生徒の志望校に

合わせたきめ細かな指導を行っています。 

◇国語を苦手とする生徒および日本語を学びたい生徒を対象に、個別指導形式の「日本語・国語サポート

コース」を設けています。 

◇現地校の学習内容をサポートすることを目的とした「現地校サポートコース」を設けています。 

 ◇オンラインによる以下のクラスを設けていて、オプションとして受講することができます。 

  「小４～小６理科・社会」「中３生対象 渋幕・SFC対策英語」 

 その他、オンラインのみの中１国語・数学、中２国語・数学の授業も行っています。 

 また、日本語学習者向けの日本語GCSE準備講座、日本語検定N４講座も行っています。 

 

 

 

 

 

 



【コース・教室説明会】 

 以下の各説明会では、教室運営の特徴や指導方針、年間スケジュールをお伝えするとともに、帰国枠入

試の概要などについてお話します。 

   ○新小４コース説明会（塾生保護者対象） 

    １月１６日（水）、１７日（木）７：１０～７：５０ 

  ＊標準コースと受験コースの違いについてお話します。 

○新小５コース説明会（塾生保護者対象） 

    １月１８日（金）８：３０～９：００ 

  ＊標準コースと受験コースの違いについてお話します。 

○ジュニアコース説明会（新小２・３ 一般生保護者対象） 

    １月１０日（木） １１：００～１１：３０ 

  ○ジュニアコース説明会（新小１ 一般生保護者対象） 

    ２月 ６日（水） ７：００～７：２０ 

○小学部コースならびに帰国枠入試説明会（新小４～小６ 一般生保護者対象） 

    １月１０日（木） １１：４０～１２：４０ 

○中学部コースならびに帰国枠入試説明会（新中１～中３ 一般生保護者対象） 

    １月１０日（木）  １：１０～ ２：１０ 

 

 【各コース判定テスト】 

    以下の日程で、入塾希望者を対象に、コース判定テストを行います。お子様の入塾をご希望の際は、 

  できるだけ受験くださるようお願いいたします。ご入塾後の指導の参考にさせていただきます。また、 

  小４～小６の受験コースにつきましては、コース選択の判定材料の１つとさせていただきます。 

   ○ 現小３～現小６  実施日 １月１１日（金） ５：００～６：５０ （国語、算数） 

   ○ 現中１～現中２   実施日 １月１０日（木）  ５：３０～８：２０   (国語、数学、英語) 

       ＊実施学年は、現在の学年で表記しています。以下は、新学年表記になりますのでご注意ください。 

 

 【体験授業】 

   以下の日程にて体験授業および準備講座を実施します。教室やクラスの雰囲気などを知っていた 

  だくためにも、ぜひご参加ください。なお、小学生受験コースをご希望の方は、お子様により適し 

  たコースをご提案するため、事前にコース判定テストを受験していただきます。（結果次第で、標 

  準コースをお勧めすることもございます。） 

 

○体験授業実施日、実施時間  

 ＊授業担当教師は、２月以降の担当と異なることがありますので、ご了承ください。 

【新小１標準】 ※新規お申込の場合は、ウェイティングになる場合があります。 

   新小学１年生を対象に、以下の日程で、新小１準備講座(体験)を行います。 

２月 ６日（水）  新小１準備講座（ことばの教室、国語、算数） ４：２０～７：００ 

 ２月１３日（水）  新小１準備講座（ことばの教室、国語、算数） ４：２０～７：００ 

 

 

 



 

    低学年を対象としたジュニアコースでは、次のことを目標に授業を行っています。 

     １、確かな日本語の力を身につける。 

       ・読書好きにする。 

       ・コミュケーション力を養う。 

       ・表現の機会を設ける。 

     ２、学習姿勢を身につける。 

       ・あいさつをする。姿勢を正して授業を受ける。 

       ・しっかりと書く・消す。左手は机の上に置く。定規を使う。色鉛筆を使う。 

       ・勉強したものを整理整頓する。 

     ３、考える力を身につける。 

       ・時間をかけて考えることに慣れさせる。 

     ・自分で解決していく方法を教える。 

 

【新小２標準（現小１）】 ※新規お申込の場合は、ウェイティングになる場合があります。 

２月 ６日（水）、７日（木） 体験授業（国・算）  ４：１０～７：００ 

 

【新小３標準（現小２）】 ※新規お申込の場合は、ウェイティングになる場合があります。 

２月 ６日（水）、７日（木） 体験授業（国・算）  ４：１０～７：００ 

 

 ※ジュニアコースの体験授業は、定員の関係上、お問い合わせを頂いた順にこちらからご案内 

  いたします。 

 

【新小４標準（現小３）】 

   １月１１日（金）  コース判定テスト  ５：００～６：５０  

   ２月 １日（金）  体験授業（国・算） ４：１５～６：４０ 

           

 

  【新小４受験（現小３）】 

   １月１１日（金）  コース判定テスト  ５：００～６：５０ 

１月１６日（水）  準備講座（国・算） ４：１０～７：００ 

             新小４コース説明会 ７：１０～７：５０ 

１月１７日（木）  準備講座（国・算） ４：１０～７：００  

             新小４コース説明会 ７：１０～７：５０ 

 

 【新小５標準（現小４）】 

  １月１１日（金） 体験授業（国・算）  ４：１５～６：４０ 

１月１１日（金） コース判定テスト   ６：５０～８：４０ 

   １月１８日（金） 準備講座（英語）   ７：２０～８：２０ 

            新小５コース説明会  ８：３０～９：００ 

   



  【新小５受験（現小４）】 

   １月１１日（金） 体験授業（国・算）  ４：１５～６：４０ 

１月１１日（金） コース判定テスト   ６：５０～８：４０ 

   １月１８日（金） 準備講座（英語）   ７：２０～８：２０ 

            新小５コース説明会  ８：３０～９：００ 

 

【新小６標準（現小５）】 

 １月 ８日（火） 体験授業（英語）   ４：３０～５：４０ 

            体験授業（国・算）  ５：５０～８：３０ 

            受験説明会      ８：４０～９：１０ 

１月１１日（金） コース判定テスト   ５：００～７：５０ 

 

  【新小６受験（現小５）】 

 １月 ８日（火） 体験授業（英語）   ４：３０～５：４０ 

            体験授業（国・算）  ５：５０～８：３０ 

            受験説明会      ８：４０～９：１０ 

 １月１１日（金） コース判定テスト   ５：００～７：５０  

   ＊入塾希望者には、個別面談を実施します。 

 

 【新中１（現小６）】 

 １月１１日（金） コース判定テスト   ５：００～７：５０  

   １月２２日（火） 準備講座（英・国・数）４：３０～８：３０ 

 

 【新中２（現中１）】 

  １月 ７日（月） 体験授業（国・数・英）５：２０～９：３０ 

   １月１０日（木） コース判定テスト   ５：３０～８：２０ 

    ＊数学は１月より中２内容になります。 

 

  【新中３（現中２）】 

   １月 ７日（月） 体験授業（国・数・英） ５：２０～９：３０ 

１月１０日（木） コース判定テスト ５：３０～８：２０ 

１月１４日（月） 受験説明会       ８：４０～９：１０ 

    ＊数学は１月より中３内容になります。 

＊入塾希望者には、個別面談を実施します。 

 

   【現地校サポート】 

   ２月 ４日（月） 体験授業   ４：２０～８：１０内  １コマ６０分授業 

   ２月 ５日（火） 体験授業   ４：３０～８：３０内  １コマ６０分授業 

   ２月 ６日（水） 体験授業   ４：２０～８：１０内  １コマ６０分授業 

   ２月 ８日（金） 体験授業   ４：３０～８：３０内  １コマ６０分授業 

   ＊各クラスには定員があります（最大６名）。お電話にて空き状況を確認ください。 



  【オンラインコース】 

    グーグル・クロームを通してオンライン上の教室にアクセスすることで、自宅にいながら普通 

   の教室と変わらない雰囲気の  中で学習することができます。オンライン授業では、教師がオ 

   ンライン上の白板を使って説明をする一方で、生徒もこの白板に答えを書き込むなど、双方向的 

   な授業を行っています。オンラインコースでは、以下の授業を行っています。 

    小４～小６受験コース 国語・算数・理科・社会 

    小５～小６      中学受験対策英語 

    中１～中２受験コース 国語・数学 

    中３         渋幕・SFC対策英語講座（塾生のみを対象にしたオプション講座） 

    日本語コース     日本語GCSE準備講座、日本語検定N４講座 

     

    以上の講座は、２月４日（月）～２８日（木）において体験いただくことができます。 

    ただし、中学受験対策英語のみの受講、また渋幕・SFC対策英語講座のみの受講はできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆教室説明会、体験授業ほかへのお申し込み 

 

申し込み欄に必要事項をご記入の上、下記までご郵送、FAXまたはスキャンの上e-mail添付、あるいはホ

ームページの「お問い合わせはこちらから」より、お問い合わせ内容欄にご希望内容をご記入の上送付

いただいても結構です。ご質問やご相談がありましたら、お電話にてお気軽にご連絡ください。 

 

送付先住所：JOBA International London  

        1F LAWFORD HOUSE, Albert Place, Finchley London N3 1QA 

            TEL:020-8343-4332 

e-mail   : joba.uk@jolnet.com  （件名：教室説明会、体験授業申込み） 

 送付先FAX ：020-8343-4359 

 URL      : http://joba-uk.jolnet.com 

                     キリトリ 

２０１９年 新年度 

JOBA Finchley教室（平日） 教室説明会 体験授業 申し込み          月  日記入 

 

保護者 

ご氏名 

 

 

参加を希望される説明会に✔をしてください。 

□ジュニアコース説明会 

□小学部コースならびに帰国枠入試説明会 

□中学部コースならびに帰国枠入試説明会 

ご住所  

 

Tel: 

e-mail: 
以下右欄には、希望される体験授業の学年・コース、参加希望日

また受講希望内容を明記ください。 

 例 新小５受験コース  

   １月１１日コース判定テスト、１月１１日国算、 

１月１８日英語 

 

 

＊特別講座、体験授業を希望する場合には、以下を記入ください。 

1 お子様氏名     

                           性別 

 

 新学年      通学校名 

 

２ お子様氏名            

                          性別 

 

 新学年      通学校名 

 


