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JOBA LONDON 

 
 

     

 オンライン講習会 
2020 JOBA 冬期講習会の特徴 

   

★ご自宅から双方向型クラス授業の受講が可能 

   ★小２～高校生までを対象とした幅広いコース設定 

   ★小６、中３の受験生を対象に学校別対策授業を実施 

   ★個別指導で個々に合わせたサポートが可能 

   ★現地校サポート、日本語サポート 

 

 

 

 

 

          

 
 

joba-uk.jolnet.com 
request@joba-london.co.uk  

冬 期 講 習 会 

2020 

小２～小３コース ： Page ２ 

小４～小５コース ： Page ３ 

小６標準コース  ： Page ３ 

小６受験コース  ： Page ５ 

中１～中２コース ： Page ６ 

中３コース                ： Page ７ 

現地校サポート      ： Page ８ 

日本語サポート      ： Page ８ 

高校部                         ： Page ９ 
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小２～小３コース 

【実施期間】  

 １２月２２日（火）・２３日（水）、２７日（日）～２９日（火） ＊12/24（木）～12/26（土）は休講 

 

【実施コースと指導概要】  

標準２科コース       … 後期学習範囲の定着を図ります。また、発展問題に取り組み、 

応用力を養います。 

ハイレベル２科（小３のみ） … 既習単元の発展問題を中心に取り組みます。小４から 

受験コースをお考えのお子様を対象にしています。 

 

【実施期間詳細・時間割】  

◇小２～小３コース 時間割 *時間は英国時間です。 

＊各クラス定員人数がございます。予めご了承ください。 

＊各科目 60 分授業です。授業の間に 20 分の休憩があります。 

 

【学習内容】                 

◇小２～小３標準２科、小３ハイレベルコース 学習内容 

＊教材は 12 月 13 日(日)に各教室にて手渡しします(費用一覧参照)。受取が困難な場合は郵送します。 

 

 

 

 

 

学 年 コース 科目 時 間 

小２ 標準２科 国語・算数 9:00～11:20 

小３ 標準２科 国語・算数 9:00～11:20 

小３ ハイレベル２科 国語・算数 12:30～14:50 

学 年 コース 算  数 国  語 

小２ 標準 

後期に学習した重要単元であるかけ算、大き

な数、分数、三角形と四角形・はこの形、いろ

いろな数のもんだいなどの復習をし、定着をは

かります。また、発展問題にも取り組みます。  

物語文、説明文の読解問題に取り組みます。

また、後期授業で学習した漢字や語句の復習を

し、定着をはかります。 

小３ 標準 

後期に学習した重要単元である長さ・重さ、

分数・小数、かけ算・わり算、日数・曜日など

の復習をし、定着をはかります。また、和差算

などの特殊算の基礎にも取り組みます。 

物語文、説明文の読解問題に取り組みます。

また、後期授業で学習した漢字や語句の復習を

し、定着をはかります。 

小３ 
ハイ 

レベル 

発展問題を中心に、小３学習範囲の重要単元

をより深く理解することを目指します。小４か

ら受験コースを考えているお子様に適していま

す。 

物語や説明文の読解や、受験国語に重要な 言

語事項を学習します。難しめの文章読解 にチャ

レンジしたいお子様や、受験コース への進学を

目指すお子様に最適です。 
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【実施期間】  

 １２月２２日（火）・２３日（水）、２７日（日）～２９日（火） ＊12/24（木）～12/26（土）は休講 

 

【実施コースと指導概要】 

 小学部標準  … 標準カリキュラムのほか、発展的な内容にも取り組みます。 

 小学部受験Ａ … 帰国枠だけでなく一般中学入試にも合格できる学力を育てます。 

 小学部受験Ｂ  … 受験算数と標準国語を受講するコースです。  

 小学部受験Ｃ … 受験国語と標準算数を受講するコースです。 

 オプション   … 上記のコースに加えて受講することができます。 

 ＊中学受験を予定している小６生は、小６受験コースの欄をご覧ください。 

 

【小４～小５標準・受験 小６標準 時間割】*時間は英国時間です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小４～小５ 標準コース・受験コース 小６標準コース 

学 年 コース 教 科・時 間 

小４ 

標準２科 国語 9:00～10:10 算数 10:30～11:40 ＊＊＊＊＊＊ 

受験２科 

A・B・C 
国語 9:00～10:10 算数 10:30～11:40 ＊＊＊＊＊＊ 

小５ 

標準２科 算数 12:00～13:10 国語 14:00～15:10 ＊＊＊＊＊＊ 

標準３科 英語 10:30～11:40 算数 12:00～13:10 国語 14:00～15:10 

受験２科 

A・B・C 
算数 12:00～13:10 国語 14:00～15:10 ＊＊＊＊＊＊ 

受験３科 

A・B・C 
英語 10:30～11:40 算数 12:00～13:10 国語 14:00～15:10 

オプション 

受験算数演習 

（難関レベル） 

15:30～16:40 

＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊ 

小６ 標準２科 算数 9:00～10:10 国語 10:30～11:40 ＊＊＊＊＊＊ 
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【小４～小５標準・受験 小６標準 学習内容】 

＊教材は 12 月 13 日(日)に各教室にて手渡しします(費用一覧参照)。受取が困難な場合は郵送します。 

 

 

 

 

コース 科目 国 語 

小４ 

標準 

国語 

読解力の養成と小４範囲の語句のまとめ授業を行います。読解では物語文、説明文、詩歌

を扱い、文章の内容を読み取る力を養います。語句では、漢字の筆順、画数、部首、音訓読

みなど、小学４年生範囲の漢字の総まとめを行います。 

また、作文についても学習します。 

算数 

後期の重要単元の定着および応用力の養成を目標として授業を行います。主な学習単元は、

小数、分数、小数のかけ算・わり算、面積です。 
また、小テストを利用し、上記以外の単元についての確認も行います。 

小４ 

受験 

国語 

読解力の養成と小４範囲の語句のまとめ授業を行います。読解では、物語、随筆、説明文な

ど様々な種類の文章の読解問題を扱い、文章の内容を読み取る力を養います。語句では、漢字、

慣用句、ことわざなど、小学４年範囲の語句の総まとめを行います。また、文法についても学

習します。 

算数 

後期学習範囲の中でも苦手としやすい「方陣算」、「消去算」、「割合（１）」、「場合の数

（１）」を中心に、復習および発展学習を行います。そのほか、重要単元の発展演習を通し

て、既習範囲の定着を図ります。 

小５ 

標準 

国語 

読解力の養成と小５範囲の語句のまとめ授業を行います。読解では物語文、説明文、詩歌

を扱い、文章の内容を読み取る力を養います。語句では、漢字の筆順、画数、部首、音訓読

みなど、小学５年生範囲の漢字の総まとめを行います。また、作文、古典も学習します。 

算数 

後期の重要単元の定着を図るとともに応用力を養成します。学習単元は、速さ、割合、三

角形・四角形の面積です。上記単元の中でも特に重要な単元である割合では、難易度の高い

文章題を取り上げながら、理解を深めます。また、小テストを利用し、上記以外の単元につ

いての確認も行います。 

小５ 

受験 

国語 

読解力の養成と小５範囲の語句のまとめ授業を行います。読解では、物語、随筆、説明文な

ど様々な種類の文章の読解問題を扱い、文章の内容を読み取る力を養います。語句では、漢字、

熟語、慣用句、ことわざなど、小学５年範囲の語句の総まとめを行います。また、文法につい

ても学習します。 

算数 

ニュートン算や流水算・通過算など、後期の学習内容は難易度が高く、十分な復習が必要で

す。この講習会では、既習範囲を集中的に学習し定着を図ります。 
また、３つの量のつるかめ算など、和と差に関する応用問題についても学習します。 

英語 
 話法の転換、否定表現、特別表現に取り組み、様々な形態の文を学びます。また、名詞・

冠詞、形容詞・副詞、前置詞についての理解を深め、英文法の細部についても押さえます。 

算数演習 

（オプション） 
冬期講習会の学習内容に合わせて、難関レベルの問題演習を行います。 

小６ 

標準 

国語 

読解力の養成と小６範囲の語句のまとめ授業を行います。読解では物語文、説明文、詩歌

を扱い、文章の内容を読み取る力を養います。語句では、漢字の筆順、画数、部首、音訓読

みなど、小学６年生範囲で押さえておきたい漢字のまとめを行います。 

また、古典、作文について学習します。 

算数 

資料の活用のほか、中学数学でも重視される速さ・割合・比に関する文章題を中心に扱いま

す。基本概念の確認にとどまらず、特殊算の問題にも取り組み、方程式の考え方を身につくこ

とを目指しています。 
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【実施期間】  

 １２月２２日（火）～２４日（木）、２７日（日）～２９日（火）＊12/25（金）・12/26（土）は休講 

  ＊２４日（木）は、特別オプション講座もあります。 

【開講クラスと指導概要】 

●集団授業（６日間）● 

◇ 志望校別対策講座 … 出題傾向に合わせた演習と解説で、入試での得点力アップを図ります。 

＜開講クラス＞ 

算数 ： 聖光・海城対策算数、 慶応湘南藤沢・渋渋対策算数 

英語 ： 聖光学院・慶応湘南藤沢・渋渋対策英語 

国語 ： 難関校対策国語 

 

 

●個別指導（５日間/６日間）● *（ ）内は教師と生徒の割合です。 

 ◇ 英語個別指導（１：２）  … 受験校や学習状況に合わせ、個別に指導します。 

                  受験校に作文試験が含まれる場合には、作文指導も行います。 

                 （５日間 ※２４日は休講） 

 ◇ 算数個別指導（１：２）  … 過去問の質問受け付けなど、受験に向けた直前対策を個別に 

行います。（６日間） 

   

●特別オプション講座（２４日のみ）● *（ ）内は教師と生徒の割合です。 

◇ 個人面接指導（日本語/英語、１：１） 

… 入試本番を見据えた１対１の個人面接練習をします。 

◇ 日本語作文指導（１：４）  … 入試での作文試験に向け、個別に指導を行います。 

                （英語作文対策を希望の方は、英語個別指導を受講してください。） 

 

◆小６受験コース 集団授業（６日間） 

【時間割】 *時間は英国時間です。 

＊受験校・受験パターンに合わせ、組み合わせて選択してください。なお、単科での受講も可能です。 

  

小６ 受験コース 

学 年 
授業時間 

9:00～10:10 10:30～11:40 

小６ 

受験 

聖光・海城対策算数 聖光・渋渋・慶応湘南藤沢対策英語 

慶應湘南藤沢・渋渋対策算数 難関校対策国語 
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◆小６受験コース 個別指導（５日間/６日間）、特別オプション講座（２４日のみ） 

 *要 事前予約 

【指導時間】 

①9:00～10:10 ②10:30～11:40 ③12:00～13:10 ④14:00～15:10 ⑤15:30～16:40 

【実施講座および時間】 *（ ）内は教師と生徒の割合です。 

  英語個別指導（１：２）         ・・・①～⑤（12/22・23、27～29）    

算数個別指導（１：２）         ・・・①（12/22～24、27～29） 

  日本語個人面接指導（１：１） ・・・③～⑤内 各 30 分（24 日のみ）   

英語個人面接指導（１：１）  ・・・③～⑤内 各 30 分（24 日のみ） 

  日本語作文指導（１：４）   ・・・④（24 日のみ） 

【申込方法】  

個別指導および２４日実施の特別オプション講座は事前予約が必要です。  

ご希望の方は、事前に事務局までお電話にてご予約ください。 

   ＜電話予約受付開始＞ 

   １１月１７日（火）  １０：００～１４：００ 

     *定員に達し次第、締め切ります。 

 

 

【実施期間】  

  １２月２２日（火）・２３日（水）、２７日（日）～２９日（火） ＊12/24（木）～12/26（土）は休講 

 

【実施コースと指導概要】 

  中学部受験 … 難関国公私立高校入試にも対応できる実力を養います。 

 オプション  … 上記のコースに加えて受講することができます。 

 

【中１～中２ 実施期間詳細・時間割】*時間は英国時間です。 

 

  

中１～中２ 受験コース 

学 年 コース 教 科・時 間 

中１ 
受験２科 数学 14:00～15:10 国語 15:30～16:40 ＊＊＊＊＊＊ 

受験３科 英語 12:00～13:10 数学 14:00～15:10 国語 15:30～16:40 

中２ 

受験２科 国語 12:00～13:10 数学 14:00～15:10 ＊＊＊＊＊＊ 

受験３科 英語 10:30～11:40 国語 12:00～13:10 数学 14:00～15:10 

オプション 数学演習 15:30～16:40 ＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊ 
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◇中１～中２ 受験コース 学習内容               

 ＊教材は 12 月 13 日(日)に各教室にて手渡しします(費用一覧参照)。受取が困難な場合は郵送します。 

 

【実施期間】  

 １２月２２日（火）～２４日（木）、２７日（日）～２９日（火） ＊12/25（金）・12/26（土）は休講 

  ＊２４日（木）は、特別オプション講座もあります。 

【開講クラスと指導概要】 

◇ 志望校別対策講座 … 出題傾向に合わせた演習と解説で、入試での得点力アップを図ります。 

＜開講クラス＞ 

数学 ： 慶応湘南藤沢対策数学、難関校対策数学 

英語 ： 慶応湘南藤沢・渋幕対策英語、難関校対策英語 

国語 ： 難関校対策国語 

 

  

コース 科目 授業内容 

中１ 

国語 

読解力の養成と中１範囲の語句のまとめ授業を行います。読解では物語文、説明文、随

筆、詩歌など、さまざまなジャンルの文章を扱い、読解力を養います。語句では、漢字、熟

語など中１範囲の総復習を行います。また、文法、古典についても学習します。    

数学 

後期の重要単元「空間図形」について、空間の位置関係、立体と切断の関係、切断した体積、

立体のいろいろな見方、多面体の性質などを取り上げます。また新単元の「資料と活用」を基

本から応用まで扱います。あわせて、小テストを通し、計算、方程式、関数、平面図形などの

復習をし、中１既習範囲の定着を図ります。  

英語 

動詞の「時制」のまとめ、ならびに「助動詞」を取り扱います。正しい英文を作るには時

制を正確に表現しなくてはいけませんが、現地校生でも意外に正しく使えていないことがあ

ります。この講習会では、動詞の基本である時制の定着を図ります。また小テストを通し、

英検３級の英単語を復習します。 

中２ 

国語 

読解力の養成と中２範囲の語句のまとめ授業を行います。読解では物語文、説明文、随

筆、詩歌など、さまざまなジャンルの文章を扱い、読解力を養います。語句では、漢字、熟

語、慣用句、ことわざなど、中２範囲の総復習を行います。また、文法、古典についても学

習します。 

数学 

後期の重要単元「場合の数と確率」について、樹形図の書き方など数え方の基本をはじ

め、順列、組み合わせの数え方、特殊な数え方、確率の意味、確率の乗法定理、加法定理な

どを取り上げた授業をします。また小テストを通し、計算、連立方程式、一次関数、図形と

証明など、中２既習範囲の定着を図ります。 

英語 
新単元の「比較」を基本から応用まで取り扱います。また「形容詞」「副詞」を中心に、演習

を通して中２の学習範囲を総復習と、英検２級単語の復習を行います。  

数学演習 
（オプション） 

冬期講習会学習範囲の確認および発展演習をします。 

中３ 受験コース 
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●個別指導（５日間/６日間）● *（ ）内は教師と生徒の割合です。 

 ◇ 英語個別指導（１：２）  … 受験校や学習状況に合わせ、個別に指導します。 

                  受験校に作文試験が含まれる場合には、作文指導も行います。 

                 （５日間／２４日は休講） 

   

●特別オプション講座（２４日のみ）● *（ ）内は教師と生徒の割合です。 

◇ 個人面接指導（日本語/英語、１：１） 

… 入試本番を見据えた１対１の個人面接練習をします。 

◇ 日本語作文指導（１：４）  … 入試での作文試験に向け、個別に指導を行います。 

                （英語作文対策を希望の方は、英語個別指導を受講してください。） 

    

◆中３コース 集団授業（６日間） 

【時間割】*時間は英国時間です。 

 ＊受験校に合わせて、組み合わせて受講してください。なお、単科での受講も可能です。 

＊教材は 12 月 13 日(日)に各教室にて手渡しします(費用一覧参照)。受取が困難な場合は郵送します。 

◆中３コース 個別指導（５日間）、特別オプション講座（２４日のみ） *要 事前予約 

【指導時間】 

①9:00～10:10 ②10:30～11:40 ③12:00～13:10 ④14:00～15:10 ⑤15:30～16:40 

【実施講座および時間】 *（ ）内は教師と生徒の割合です。 

  英語個別指導（１：２）     ・・・①～⑤（12/22・23、27～29）    

  日本語個人面接指導（１：１） ・・・③～⑤内（各 30 分、24日のみ）  

英語個人面接指導（１：１）  ・・・③～⑤内（各 30 分、24日のみ） 

 日本語作文指導（１：４）   ・・・④（24日のみ） 

 

【申込方法】  

個別指導および２４日実施の特別オプション講座は事前予約が必要です。  

ご希望の方は、事前に事務局までお電話にてご予約ください。 

  ＜電話予約受付開始＞ 

   １１月１７日（火）  １０：００～１４：００ 

     *定員に達し次第、締め切ります。 

 

 

  

学 年 
授業時間 

9:00～10:10 10:30～11:40 12:00～13:10 

中３ 
慶応湘南藤沢・渋幕対策英語 慶応湘南藤沢対策数学 ＊＊＊＊＊＊ 

難関校対策英語 難関校対策数学 難関校対策国語 
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【実施期間】  
     １２月２２日（火）・２３日（水）、２７日（日）～２９日（火） ＊12/24（木）～12/26（土）は休講 

 

【指導概要】 

◇ 小４～高校生を対象に、現地校の勉強に積極的に取り組めるよう個々の必要にあわせた 

    指導をします。 

  ◇  生徒２名に対し教師１名がついて指導します。ただし、セカンダリー受験対策、GCSE 対策は、 

生徒１名に対し教師１名の個人指導のみとなります。 

 

【指導例】 

 ◇ 現地校での授業に役立つ語彙および算数の強化 

  ◇ セカンダリー入試対策 

  ◇ エッセイ対策（英検、セカンダリー入試） 

  ◇ 現地校の算数・数学、理科、歴史、地理などの弱点補強 

 

【指導時間】  

  全日程同様 （要 事前予約） 

①9:00～10:10 ②10:30～11:40 ③12:00～13:10 ④14:00～15:10 ⑤15:30～16:40 

 

【申込方法】  

現地校サポートは事前予約が必要です。  

ご希望の方は、事前に事務局までお電話にてご予約ください。 

＜電話予約受付開始＞ 

   １１月１８日（水）  １０：００～１４：００ 

     *定員に達し次第、締め切ります。 

 

 

 

 

【指導概要】 

◇ 第二言語としての日本語習得を目指しているお子様や、日本の国語カリキュラムに追いつくこと 

  を目標にしているお子様を対象に指導を行います。 

  ◇  対象学年は小４～高校生。生徒２名に対し、教師１名がついて指導します。 

【指導例】 

 ◇ GCSE/A レベル 日本語対策 

  ◇ 日本の国語カリキュラムに合わせた指導 

【実施期間】  
  １２月２２日（火）・２３日（水）、２７（日）～２９日（火） ＊12/24（木）～12/26（土）は休講 

 

【指導時間】  

  全日程同様 （要 事前予約） 

    ①9:00～10:10 ②10:30～11:40 ③12:30～13:40 ④14:00～15:10 

【申込方法】  

申込前に事前予約が必要です。  

request@joba-london.co.uk 宛に以下の内容をお送りいただき、予約が取れてから申込書をお出しくだ

さい。 

① 生徒氏名・学年、②時間帯、③コマ数 ④日本語サポート以外に受講するコース 

現地校サポート（個別指導）                        

日本語サポート（個別指導）                        



ｐ Page10 

＊お申込書は１２月４日（金）までに事務局までメールにてお送りください。 

 

JOBA International London 事務局 
1F LAWFORD HOUSE, ALBERT PLACE, FINCHLEY, LONDON N3 1QA 

TEL 020-8343-4332 ／ メール: request＠joba-london.co.uk 

ホームページ: joba-uk.jolnet.com  

 

【指導概要】 

    ◇ 高校受験をしない中学３年生から大学受験生を含む高校生を対象とした特別講座です。 

   ◇  ２講座を用意していますが、１講座のみの参加も可能です。 

  ＊中学生で受講を希望する場合にはご相談ください。 

 【実施期間】 

12/22（火）～12/23（水）、12/27（日）～12/29（火）    ＊12/24（木）～12/26（土）は休講 
 

 【指導内容】 

 

◇TOEFL リーディング・単語特訓（9：00～10：10） 

 

●帰国枠・総合型選抜（AO 入試）で提出を求められる TOEFL の得点を伸ばすための特訓講座です。TOEFL の

提出により当日の英語試験が免除される一般入試を受ける方も対象になります。 

 

●TOEFL で出題される単語・文章は、英検と重なりますので、英検の対策も兼ねられます。 

 

●TOEFL では、政治・歴史・法律などの社会科学分野と、化学・地学・物理などの自然科学分野から 

出題されます。今年の冬は、人文・社会科学分野からは文学と言語学を、自然科学分野からは環境問題・農

学・動物学の問題を取り上げます。 

 

●毎日、時間を計り問題を解くとともに、各分野で必要な単語と背景知識を習得します。 

     

 

◇TOEFL/英検ライティング・英文法特訓（10：30～11：40） 

 

●TOEFL/IELTS・英検・入試で出題されるライティング力と、ライティングに必要な文法力を上げるための

特訓講座です。TOEFL のライティングの配点は TOEFL 全体の 4 分の 1、英検 1 級・準 1 級・2 級のライティ

ングの配点は全体の 3 分の 1 を占めるため、ライティングの対策は重要です。 

 

●現地校やインターナショナルスクールで出されるエッセーの宿題や、大学出願時に提出するエッセーの

対策をしたい方、また、エッセーを正しい「書き言葉」で書くのを苦手とする方にもおすすめの講座です。 

 

●今年の冬に取り上げる文法単元は、多くの高校生が苦手とし、ライティングでも誤って書くことが多い

「関係代名詞・関係副詞」と「倒置」です。 

 

 

◆ お申し込み・お問合せ先 ◆ 
 

高校生 冬期特別講座                        


