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JOBA LONDON 

 
 

     

 オンライン講習会 
2021 JOBA 夏期講習会の特徴 

    ご自宅から双方向型クラス授業の受講が可能 

   小１～高校生までを対象とした幅広いコース設定 

 

  ★小２・小３：オプション講座と合わせ、楽しく実力アップ！ 

  ★小４～中２：達成度に合わせたクラスでの受講で効果的に学習！ 

  ★小６・中３受験生：１８日間の特訓授業で実力アップ！ 

  ★個別指導：個々に合わせたサポート授業で苦手を克服！   

 

 

 

 

 

          

 
 

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

 

夏 期 講 習 会 

2021 

 小１～小３コース      ： Page  ２ 

 小４～小５コース      ： Page  ４ 

 小６コース         ： Page  ６ 

 中１～中２コース      ： Page  ８ 

 中３コース         ： Page ９ 

 現地校サポート(個別指導)   ： Page１１ 

 算数・数学サポート(個別指導)： Page１１ 

 高校部       ： Page１２ 
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【実施コースと指導概要】  

標準２科     … 前期に学習した単元の定着を図り、発展問題に取り組みます。 

ハイレベル２科 … 応用問題に取り組み、受験コース進学のための基礎作りに取り組みます。 

オプション講座 … 科目学習を超えた学びの機会を提供します。２科コースに加えて受講できます。 

 

【実施期間】  

Ⅰ期  ：７月２４日(土)～７月２８日(水) ５日間  

 Ⅱ期 ：７月３０日(金)～８月２日(月)  ４日間 

Ⅳ期  ：８月２１日(土)～８月２４日(火) ４日間 

  

【実施期間詳細・時間割】 *時間は英国時間です。 

◇小１～小３ 国語・算数２科コース 時間割 

学 年 コース 実施期間 科目 時 間 

小１ 標準２科 Ⅰ期 国語・算数 9：00～11：20 

小２ 標準２科 Ⅰ期 国語・算数 9：00～11：20 

小３ 
標準２科 Ⅰ期 国語・算数 12：30～14：50 

ハイレベル２科 Ⅱ期・Ⅳ期 国語・算数 9：00～11：20 ※小 3 標準 2科に加えての受講もできます 

*各クラス定員人数がございます。お申し込みが定員を超える場合は追加クラスの開講する場合もありますが、上記と異

なる時間帯でのご案内や、キャンセル待ちとなる場合もございます。予めご了承ください。 

*国語と算数の授業の間に 20 分の休憩があります。 

◇小２～小３ オプション講座 時間割 

学 年 講 座 実施期間 時間 

小２ 
作文講座     Ⅱ期 

① 9：00～9：50 

② 10：20～11：10 

日本語であそぼう Ⅳ期 10：20～11：10 

小３ 

ハイレベル国語 ※ハイレベル２科と同内容。標準２科に追加しての受講もできます。 Ⅱ期・Ⅳ期 9：00～10：00 

ハイレベル算数 ※ハイレベル２科と同内容。標準２科に追加しての受講もできます。 Ⅱ期・Ⅳ期 10：20～11：20 

日本語であそぼう Ⅱ期 12:30～13:20 

作文講座     Ⅳ期 
① 12:30～13:20 

② 13:40～14:30 

理科の実験   ※英国在住の方のみ Ⅳ期 13:40～14:40 

*Ⅱ期、Ⅳ期の授業内容は異なります。一方のみの受講も可能です。 

 

小１～小３コース 
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【学習内容】                 

◇小１～小３ 国語・算数２科コース 学習内容 

学年 コース 算  数 国  語 

小１ 標準 

前期に学習した重要単元の復習をはじめ、算

数パズルや発展問題にも取り組みます。ま

た、現地校との進度の差異を考慮し、かけ算

九九などの概念を先取りして学習します。 

前期に学習したひらがな、拗音、促音、長音、カ

タカナ、「て・に・を・は」などの復習をはじめ、

文章読解や文づくりにも取り組みます。また、漢

字を先取りして学習します。 

小２ 標準 

前期に学習した重要単元であるたし算、ひき

算、大きな数、時こくと時間、長さ、水のか

さ、九九の復習をし、定着をはかります。ま

た、発展問題にも取り組みます。 

前期に学習した漢字の復習をし、定着をはかりま

す。また、語句や説明文、物語文の読解に取り組

みます。 

小３ 標準 

前期に学習した重要単元であるかけ算の筆

算、わり算、大きな数、時こくと時間、長さ

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。 

前期に学習した漢字の復習をし、定着をはかりま

す。また、語句や説明文、物語文の読解に取り組

みます。 

小３ ハイレベル 

既習単元の発展問題や、受験算数で重要とな

る概念を学習します。算数の応用問題にチャ

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。 

Ⅱ期：かけ算文章題、円と球、時刻と時間 

Ⅳ期：わり算文章題、表とグラフ、条件整理

と推理など 

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。 

 

 

◇小２～小３ オプション講座 学習内容 

学年 講座 内容 

小２ 日本語であそぼう 
読み聞かせやなぞなぞなどの言葉遊びを通して、語彙を増やします。また、短文づくりを

通して文の構成を学習します。 

小２ 

小３ 
作文講座 

言葉集めや短文作りを通して、文作りの基礎を学習します。また、作文用紙を使い、授業

内で作文を書いていきます。 

小３ ハイレベル国語/算数 上記の国語・算数コースをご参照ください。 

小３ 日本語であそぼう 
詩や俳句を作ったり、擬態語・擬声語を使った四コマ漫画づくりに取り組みます。また、

ことわざや慣用句にも触れ、日本語の知識をあそびを通して伸ばしていきます。 

小３ 理科の実験 

身近にあるものを使い、ご家庭でできる実験を行います。実験を通して、身の回りにある

ものを科学的な視点で考えていきます。実験では水分を使いますので、お手持ちの端末に

かからないようご注意ください。※実験に必要な材料をお送りするため、英国内在住の生

徒のみ対象とさせていただきます。 
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【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養います。 

 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。 

【実施期間】  

  Ⅰ期  ：７月２４日(土)～７月２８日(水) ５日間  

  Ⅱ期 ：７月３０日(金)～８月２日(月)  ４日間 

  Ⅲ期 ：８月１６日(月)～８月１９日(木) ４日間 

  Ⅳ期  ：８月２１日(土)～８月２５日(水) ５日間  

 

【小４～小５ 実施期間詳細・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 

学 

年 
コース 実施期間 教 科・時 間 

小４ 

標準２科 Ⅰ期・Ⅳ期 国語 9:00～10:10 算数 10:30～11:40 ＊＊＊＊＊＊ 

標準３科 Ⅰ期・Ⅳ期 国語 9:00～10:10 算数 10:30～11:40 英語 12:00～13:10 

受験２科 

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

受験３科 

A・B・C 
Ⅰ期・Ⅳ期 国語 9:00～10:10 算数 10:30～11:40 英語 12:00～13:10 

オプション 

Ⅰ期またはⅣ期 
作文基礎 14:00～15:10 *事前予約必要。P5 の「予約方法」の欄をご覧ください。 

（Ⅰ期とⅣ期の学習内容は同じになります。） 

Ⅰ期・Ⅳ期 英検対策（２級）   15:30～16:40 

Ⅱ期・Ⅲ期 
受験社会 9:00～

10:10 
受験理科 10:30～11:40 ＊＊＊＊＊＊ 

小５ 

標準２科 Ⅰ期・Ⅳ期 算数 12:00～13:10 国語 14:00～15:10 ＊＊＊＊＊＊ 

標準３科 Ⅰ期・Ⅳ期 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 
Ⅰ期・Ⅳ期 算数 12:00～13:10 国語 14:00～15:10 ＊＊＊＊＊＊ 

受験３科 

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

オプション 

Ⅰ期またはⅣ期 
作文基礎 15:30～16:40  *事前予約必要。P6 の「予約方法」の欄をご覧ください。 

（Ⅰ期とⅣ期の学習内容は同じになります。） 

Ⅰ期・Ⅳ期 英検対策（準１級／２級）   15:30～16:40 

Ⅰ期・Ⅳ期 受験算数演習 15:30～16:40 

小４ 

小５ 
オプション 

Ⅱ期・Ⅲ期 
地理基礎 12:00～

13:10（対象：小４、

小５） 

歴史基礎 14:00～15:10

（対象：小５） 
＊＊＊＊＊＊ 

Ⅰ期～Ⅳ期 
＜個別指導＞算数サポート、現地校サポート                          

*事前予約が必要です。詳しくは p11 をご覧ください。 
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【小４～小５ 学習内容】 

オプション 期間 学習内容 

小４ 

受験理科 
Ⅱ期 光の進み方、磁石の性質、空気や水の力 

Ⅲ期 太陽の動き、月の動き、星座の動き 

受験社会 
Ⅱ期 日本の気候と地形（寒さのきびしい地域の特色、一年中あたたかい地域の特色 など） 

Ⅲ期 日本の気候と地形（雨の少ない地域の特色、盆地のようす、日本の災害・防災 など） 

英検対策 
（２級） 

Ⅰ期 合格に必要な語彙、長文の中の穴埋め問題、内容一致問題の選択肢の選び方を学びます。 

Ⅳ期 英作文の予想問題を用い、主張を支える理由の書き方、具体例の説明の仕方を学びます。 

小５ 

受験算数演習 
Ⅰ期 夏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。 

（Ⅰ期とⅣ期の学習内容は異なります。） Ⅳ期 

英検対策 
（準１級／２級） 

Ⅰ期 合格に必要な語彙、長文の中の穴埋め問題、内容一致問題の選択肢の選び方を学びます。 

Ⅳ期 英作文の予想問題を用い、主張を支える理由の書き方、具体例の説明の仕方を学びます。 

小４ 

小５ 
作文基礎 

Ⅰ期 与えられた課題について、経験したこと、感じたこと、考えたことなどを、文章に 

する練習をします。（Ⅰ期とⅣ期の学習内容は同じになります。） Ⅳ期 

小４ 

小５ 
地理基礎 

Ⅱ期 日本の地形、気候、文化、人口問題 など 

Ⅲ期 日本の食糧生産（農林水産業）、日本の工業生産と交通、情報、環境 

小５ 

小６ 
歴史基礎 

Ⅱ期 人類のあけぼの、旧石器時代、縄文時代、弥生時代、飛鳥時代、奈良時代、平安時代 

Ⅲ期 鎌倉時代、室町時代、戦国時代、安土桃山時代 

 ＊算数サポートおよび現地校サポートは、個々に合わせたカリキュラムを組んで授業を行います。詳しくは、p11 をご覧ください。 

【予約方法（作文基礎）】  

＜作文基礎 電話予約受付＞ 

   ６月１０日（木）・１１日（金）  １０：００～１４：００ 

  *定員に達し次第、締め切ります。 

    *６月１２日以降のご予約は、メール(request@joba-london.co.uk)、または平日 10:00～14:00 にお電話にて 

お問い合わせください。 

コース 期間 国 語 算 数 英 語 

小４ 

標準 

Ⅰ期 長文読解、漢字・語句 
角、垂直と平行、四角形、折れ線グラフ、

植木算、方陣算 

動詞、未来、助動詞、 

名詞・冠詞、代名詞 

Ⅳ期 長文読解、詩、文法 
計算のきまり、整理のしかた、変わり方、

簡単な割合、消去算、推理・試行 

形容詞・副詞、比較、 

基本文型、受動態 

小４ 

受験 

Ⅰ期 
長文読解、漢字、 

かなづかい 

三角形の角・面積、いろいろな四角形、 

間の数を考える問題、周期を考える問題 

動詞、未来、助動詞、 

名詞・冠詞、代名詞 

Ⅳ期 
長文読解、漢字、 

韻文のまとめ 

約数、倍数、一方におきかえて解く問題、

等差数列、立方体と直方体の性質 

形容詞・副詞、比較、 

基本文型、受動態 

小５ 

標準 

Ⅰ期 長文読解、漢字・語句 
体積・容積、合同、三角形と四角形の角、 

和差算、差集め算、過不足算 
文型、時制、完了形、進行形 

Ⅳ期 長文読解、詩、文法 
倍数と約数、分数のたし算・ひき算、 

単位量あたり       
助動詞、受動態、不定詞 

小５ 

受験 

Ⅰ期 
長文演習、漢字、    

六書と部首 

(発展演習) 場合の数、数に関する問題、

速さ、容器と水量 
文型、時制、完了形、進行形 

Ⅳ期 長文演習、漢字、ことわざ 
（新単元）比と比の性質            

（発展演習）旅人算とグラフ 
助動詞、受動態、不定詞 
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【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。 

  小学受験基礎 … 基礎的な入試問題を課す帰国枠入試に対応したコースです。 

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

  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。 

    ※ 受験Ａ／Ｂ／Ｃの説明はｐ7をご覧ください。 

 

 【実施期間】  

Ⅰ期  ：７月２４日(土)～７月２８日(水) ５日間  

  Ⅱ期 ：７月３０日(金)～８月２日(月)  ４日間 

  Ⅲ期 ：８月１６日(月)～８月１９日(木) ４日間 

  Ⅳ期  ：８月２１日(土)～８月２５日(水) ５日間  

【小６ 指導方法・実施期間詳細・時間割】 

  ◇ 受験コースは各教科で達成度別のクラスになります。 

  ◇ 科目ごとに、受験／受験基礎／標準を選んで受講できます。（標準コースはⅠ・Ⅳ期のみ。） 

 ◇ 標準３科コースの英語は、受験３科コースの英語と同じです。 

◆小６ Ⅰ期・Ⅳ期 時間割 *時間は英国時間です。 

 

◆小６ Ⅱ期・Ⅲ期 時間割 

 

小６ 標準コース・受験コース 

学 年 コース 実施期間 教 科・時 間 

小６ 

標準２科 Ⅰ期・Ⅳ期 算数 9:00～10:10 国語 10:30～11:40 ＊＊＊＊＊＊ 

標準３科 Ⅰ期・Ⅳ期 算数 9:00～10:10 国語 10:30～11:40 英語 14:00～15:10 

受験基礎２科 Ⅰ期・Ⅳ期 算数 9:00～10:10 国語 10:30～11:40 ＊＊＊＊＊＊ 

受験基礎３科 Ⅰ期・Ⅳ期 算数 9:00～10:10 国語 10:30～11:40 英語 14:00～15:10 

受験２科 Ⅰ期・Ⅳ期 算数 9:00～10:10 国語 10:30～11:40 ＊＊＊＊＊＊ 

受験３科 Ⅰ期・Ⅳ期 算数 9:00～10:10 国語 10:30～11:40 英語 14:00～15:10 

オプション 

Ⅰ期またはⅣ期 作文基礎 15:30～16:40 *事前予約必要。P7 の「予約方法」をご覧ください。

（Ⅰ期とⅣ期の学習内容は同じになります。） 

Ⅰ期・Ⅳ期 受験算数演習   12:00～13:10 

Ⅰ期・Ⅳ期 英検対策（１級／準１級／２級）   15:30～16:40 

Ⅰ期～Ⅳ期 
＜個別指導＞算数サポート、現地校サポート                          

*事前予約が必要です。詳しくは p11 をご覧ください。 

学 年 コース 実施期間 教 科・時 間 

小６ 

受験２科 Ⅱ期・Ⅲ期 国語 10:30～11:40 算数 12:00～13:10 ＊＊＊＊＊＊ 

受験３科 Ⅱ期・Ⅲ期 英語 9:00～10:10 国語 10:30～11:40 算数 12:00～13:10 

受験基礎２科 Ⅱ期・Ⅲ期 国語 10:30～11:40 算数 12:00～13:10 ＊＊＊＊＊＊ 

受験基礎３科 Ⅱ期・Ⅲ期 英語 9:00～10:10 国語 10:30～11:40 算数 12:00～13:10 

オプション 
Ⅱ期・Ⅲ期 

日本語作文※ 

14:00～15:10 

英語作文①※

14:00～15:10 

受験算数演習

15:30～16:40 

英語作文②※    

15:30～16:40 

Ⅱ期・Ⅲ期  歴史基礎 14:00～15:10 
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＊標準クラスはⅠ・Ⅳ期のみ開講のため、受験３科Ｂ／ＣのⅡ・Ⅲ期は２科のみの受講になります。Ⅱ・Ⅲ期に標準    

 クラスの代わりに受験基礎の国語または算数を受講することもできます。 

＊オプションの英語作文①と②の内容は同じです。 

＊オプションのⅡ期とⅢ期の内容は異なります。 

＊オプションのⅡ期とⅢ期で科目を変えて受講することもできます。 

 ＜選択例＞ Ⅱ期：英語作文①、受験算数演習 Ⅲ期：日本語作文、受験算数演習 

※日本語作文と英語作文は、事前の予約が必要です。 

 【予約方法（作文基礎・日本語作文・英語作文）】  

  ＜作文基礎・日本語作文・英語作文 電話予約受付＞ 

  ６月１０日（木）、１１日（金）  １０：００～１４：００ 

  *定員に達し次第、締め切ります。 

    *６月１２日以降のご予約は、メール(request@joba-london.co.uk)、または平日 10:00～14:00 にお電話にて 

 お問い合わせください。 

 

 

【学習内容】 

◇小６ Ⅰ期・Ⅳ期 学習内容  
コース 期間 国 語 算 数 英 語 

小６ 

標準 

Ⅰ期 長文読解、漢字・語句 
比、比例・反比例といろいろなグラフ、 

拡大図と縮図 
正誤問題、長文、詩、語彙 

Ⅳ期 長文読解、詩、文法 分数と速さ・割合、立体図形、場合の数 正誤問題、長文、詩、語彙 

小６ 

受験 

Ⅰ期 長文読解、漢字、語句 数と規則性（２）、速さ（１） 正誤問題、長文、詩、語彙 

Ⅳ期     長文読解、漢字、語句 立体図形（２）、平面図形（３）、速さ（２） 正誤問題、長文、詩、語彙 

小６ 
受験基礎 

Ⅰ期 長文読解、語句 立体図形 正誤問題、長文、詩、語彙 

Ⅳ期 長文読解、語句 
図形、単位量と速さ、 

数の性質や規則性の利用 
正誤問題、長文、詩、語彙 

オプション 期間 学習内容 

作文基礎 
Ⅰ期  与えられた課題について、経験したこと、感じたこと、考えたことなどを、文章に 

する練習をします。（Ⅰ期とⅣ期の学習内容は同じになります。） Ⅳ期 

受験算数演習 
Ⅰ期 夏期講習会の学習内容に合わせて、入試問題レベルの演習を行います。        

（Ⅰ期とⅣ期の学習内容は異なります。） Ⅳ期 

英検対策 
（１級／準１級／２級） 

Ⅰ期 合格に必要な語彙、長文の中の穴埋め問題、内容一致問題の選択肢の選び方を学びます。 

Ⅳ期 英作文の予想問題を用い、主張を支える理由の書き方、具体例の説明の仕方を学びます。 

◇小６ Ⅱ期・Ⅲ期 学習内容  
コース 期間 国 語 算 数 英 語 

小６ 

受験 

Ⅱ期 長文読解、詩、文法 文章題（２）、数と規則性（３） 正誤問題、長文、詩、語彙 

Ⅲ期 長文読解、詩、文法 平面図形（２）、変化とグラフ 正誤問題、長文、詩、語彙 

小６ 
受験基礎 

Ⅱ期 長文読解、語句 場合の数・規則性・論理 正誤問題、長文、詩、語彙 

Ⅲ期     長文読解、語句 数に関する問題、数量関係、図形 正誤問題、長文、詩、語彙 

オプション 期間 学 習 内 容 

小６ 

受験算数演習 

Ⅱ期 夏期講習会の学習内容に合わせて、入試問題レベルの演習を行います。        

（Ⅱ期とⅢ期の学習内容は異なります。） Ⅲ期 

小６ 
日本語作文 

Ⅱ期 参加生の受験校に合わせた過去問を使い、要旨が明快で論理的な作文の書き方を学びます。 

（Ⅱ期とⅢ期の学習内容は異なります。） Ⅲ期 

小６ 
英語作文 

Ⅱ期 物語文、意見文の課題において、合格作文を書くための発想力と表現力を養成します。 

Ⅲ期 渋谷学園渋谷や広尾学園の入試問題を用い、詩の解釈方法と記述解答の書き方を学びます。 

歴史基礎 
Ⅱ期 人類のあけぼの、旧石器時代、縄文時代、弥生時代、飛鳥時代、奈良時代、平安時代 

Ⅲ期 鎌倉時代、室町時代、戦国時代、安土桃山時代 
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【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。 

 【実施期間】  

Ⅰ期  ：７月２４日(土)～７月２８日(水) ５日間  

  Ⅱ期 ：７月３０日(金)～８月２日(月)  ４日間 

  Ⅲ期 ：８月１６日(月)～８月１９日(木) ４日間 

  Ⅳ期  ：８月２１日(土)～８月２５日(水) ５日間  

【中１～中２ 実施期間詳細・時間割】 *時間は英国時間です。 

 

【学習内容】 

◇中１～中２ 受験コース 学習内容               
コース 期間 国 語 数 学 英 語 

中１ 
Ⅰ期 

長文読解、古文、用言、 

語句、漢字 
一次方程式 ＊＊＊＊＊＊ 

Ⅳ期 
長文読解、古文、用言、 

語句、漢字 
座標、比例・反比例 ＊＊＊＊＊＊ 

中２ 
Ⅰ期 

長文読解、古文、 

語句、漢字 
図形の基本性質、 

三角形の合同 
命令文・感嘆文、疑問詞／付加疑問

文、文型、接続詞、比較、 

Ⅳ期 
長文読解、古文、 

語句、漢字 
平行四辺形、関数と図形 比較、受動態、前置詞、完了形 

 

◇中１～中２ オプション 学習内容 

講 座 名 期間 学 習 内 容 

中２数学演習 
Ⅰ期 図形の基本性質、三角形の合同（授業進度に合わせ、基本の確認および発展演習をします） 

Ⅳ期 平行四辺形、関数と図形（授業進度に合わせ、基本の確認および発展演習をします） 

英検対策 
（１級／準１級／２級） 

Ⅰ期 合格に必要な語彙の強化、長文の中の穴埋め問題、内容一致問題の選択肢の選び方 

Ⅳ期 英作文の予想問題を用い、主張を支える理由の書き方、具体例の説明の仕方を学びます 

中学歴史 
Ⅱ期 古代までの日本（日本の国の形成、飛鳥・奈良時代、平安時代） 

Ⅲ期 中世～近世の日本（鎌倉時代、室町時代、安土桃山時代） 

中学地理 
Ⅱ期 世界と日本の地域構成、世界各地の人々の生活と環境 

Ⅲ期 世界の諸地域（アジア、ヨーロッパ、アフリカ、南北アメリカ、オセアニア） 

＊数学サポートおよび現地校サポートは、個々に合わせたカリキュラムを組んで授業を行います。詳しくは、p11 をご覧ください。 

中１～中２ 受験コース 

学 年 コース 実施期間 教 科・時 間 

中１ 受験２科 Ⅰ期・Ⅳ期 数学 9:00～10:10 国語 10:30～11:40 ＊＊＊＊＊＊ 

中２ 

受験２科 Ⅰ期・Ⅳ期 数学 10:30～11:40 国語 12:00～13:10 ＊＊＊＊＊＊ 

受験３科 Ⅰ期・Ⅳ期 英語 9:00～10:10 数学 10:30～11:40 国語 12:00～13:10 

オプション Ⅰ期・Ⅳ期 数学演習      14:00～15:10 

中１ 

中２ 
オプション 

Ⅰ期・Ⅳ期 英検対策（１級／準１級／２級）   15:30～16:40 

Ⅱ期・Ⅲ期 中学歴史 9:00～10:10 中学地理 10:30～11:40 ＊＊＊＊＊＊ 

Ⅰ期～Ⅳ期 
＜個別指導＞数学サポート、現地校サポート                          

*事前予約が必要です。詳しくは p11 をご覧ください。 
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【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。 

【実施期間】  

Ⅰ期  ：７月２４日(土)～７月２８日(水) ５日間  

  Ⅱ期 ：７月３０日(金)～８月２日(月)  ４日間 

  Ⅲ期 ：８月１６日(月)～８月１９日(木) ４日間 

  Ⅳ期  ：８月２１日(土)～８月２５日(水) ５日間 

【中３ 指導方法・実施期間詳細・時間割】 

◇ 国語、数学、英語のいずれの教科も達成度別にクラス分けをします。 

  ◇  英語は、難関・発展の２クラスに分けて授業を行います。それぞれの対象は以下の通りです。 

難関：英検準１級相当またはそれ以上の英語力がある生徒 

発展：英検２級相当の英語力がある生徒 

    *発展クラスは、英検２級レベルに達していない場合も参加が可能です。  

 ◇ 数学は、この夏期講習会もって中３の学習範囲をすべて終了させます。国語と英語は、入試問題に 

   合わせた実践的な学習をこの夏期講習会より開始します。 

 

◆中３ Ⅰ期・Ⅳ期 時間割 *時間は英国時間です。 

＊オプションⅠ期の数学演習と英語演習は同時間に行います。どちらかを選んで受講してください。 

Ⅰ期を英語演習、Ⅳ期を数学演習など分けて受講することも可能です。 

 

◆中３ Ⅱ期・Ⅲ期 時間割 *時間は英国時間です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

中３ 受験コース 

学 年 コース 実施期間 教 科・時 間 

中３ 

受験３科 Ⅰ期・Ⅳ期 国語 9:00～10:10 数学 10:30～11:40 英語 12:00～13:10 

オプション 

Ⅰ期・Ⅳ期 数学発展演習  14:00～15:10 

Ⅰ期 英語演習  14:00～15:10 

Ⅰ期・Ⅳ期 英検対策（１級／準１級／２級）   15:30～16:40 

学 年 コース 実施期間 教 科・時 間 

中３ 

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

オプション 

Ⅱ期・Ⅲ期 
① 9:00～10:10 

*実施講座は次ページの別表をご覧ください。 

② 10:30～11:40 

*実施講座は次ページの別表をご覧ください。 

Ⅰ期～Ⅳ期 
＜個別指導＞数学サポート、現地校サポート                          

*事前予約が必要です。詳しくは p11 をご覧ください。 
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《Ⅱ期・Ⅲ期のオプション実施講座》 

 

 

 

 

 

 

 

＊日本語作文は①と②の時間帯の内容は同じです。 

＊オプションのⅡ期とⅢ期の内容は異なります。 

＊オプションの選択授業はⅡ期とⅢ期で科目を変えて受講することもできます。 

 ＜選択例＞ Ⅱ期：英語過去問演習、英語作文 Ⅲ期：数学演習(標準)、日本語作文 

＊日本語作文と英語作文は、事前の予約が必要です。 

 【予約方法（日本語作文・英語作文）】  
  事前に事務局までお電話にてご予約ください。 

＜中３日本語クラス・英語クラス 電話予約受付＞ 

   ６月１０日（木）、１１日（金）  １０：００～１４：００ 

  *定員に達し次第、締め切ります。 

    *６月１２日以降のご予約は、メール(request@joba-london.co.uk)、または平日 10:00～14:00 にお電話にて 

 お問い合わせください。 

【中３ 学習カリキュラム】               

コース 期間 国 語 数 学 英 語 難関 / 発展 

中３ 

Ⅰ期 入試長文問題、語句 円の性質、円と相似 
（難） 構文、正誤問題、長文、語彙 

（発）文法応用、長文読解、語彙 

Ⅱ期 古文 三平方の定理 平面 
（難）構文、正誤問題、長文、語彙 

（発）文法応用、長文読解、語彙 

Ⅲ期 古文 三平方の定理 空間 
（難）構文、正誤問題、長文、語彙 

（発）文法応用、長文読解、語彙 

Ⅳ期 入試長文問題、文法 座標平面上の図形、図形総合 
（難）構文、正誤問題、長文、語彙 

（発）文法応用、長文読解、語彙 

オプション 期間 学習内容 

数学発展演習 

Ⅰ期 難関校の入試問題（代数範囲）にチャレンジします。 

Ⅱ期 
「場合の数・確率」、「整数」の問題演習に取り組みます。演習とその解説を通して、基本の定

着と応用力の養成を図ります。 

Ⅲ期 
「線分比と面積比」、「円の応用」の発展問題演習に取り組みます。演習とその解説を通して、

難問に対応できる力を養います。 

Ⅳ期 難関校の入試問題（幾何範囲）にチャレンジします。 

数学標準演習 

Ⅱ期 
「場合の数・確率」、「整数」の問題演習に取り組みます。演習とその解説を通して、基本の定

着と応用力の養成を図ります。 

Ⅲ期 
「線分比と面積比」、「円と相似」、「円と三平方の定理」の問題演習に取り組みます。演習とそ

の解説を通して、基本の定着と応用力の養成を図ります。 

英語演習 Ⅰ期 文法分野の弱点補強、過去問演習による文法知識の定着 

英語過去問演習 
Ⅱ期 早稲田・慶応の付属校など、難関校の過去問に取り組みます。              

（Ⅱ期とⅢ期の学習内容は異なります。） Ⅲ期 

英検対策 
（１級／準１級／２級） 

Ⅰ期 合格に必要な語彙の強化、長文の中の穴埋め問題、内容一致問題の選択肢の選び方 

Ⅳ期 英作文の予想問題を用い、主張を支える理由の書き方、具体例の説明の仕方を学びます 

日本語作文（要予約） 
Ⅱ期 参加生の受験校に合わせた過去問を使い、要旨が明快で論理的な作文の書き方を学びます。

（Ⅱ期とⅢ期の学習内容は異なります。） Ⅲ期 

英語作文（要予約） 
Ⅱ期 参加生の受験校に合わせた過去問を使い、作文の構成の仕方を学びます。 

（Ⅱ期とⅢ期の学習内容は異なります。） Ⅲ期 

＊数学サポートおよび現地校サポートは、個々に合わせたカリキュラムを組んで授業を行います。詳しくは、p11 をご覧ください。 

 

 

実施期間/時間 ①9：00～10：10 ②10：30～11：40 

Ⅱ期・Ⅲ期 

日本語作文 日本語作文 

数学標準演習 数学発展演習 

英語過去問演習 英語作文 
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【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。 

 

【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、帰国枠入試、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 

 

【実施期間】  

Ⅰ期  ：７月２４日(土)～７月２８日(水) ５日間  

  Ⅱ期 ：７月３０日(金)～８月２日(月)  ４日間 

  Ⅲ期 ：８月１６日(月)～８月１９日(木) ４日間 

   Ⅳ期  ：８月２１日(土)～８月２５日(水) ５日間 

 

【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 

 

【予約方法（現地校サポート）】  

  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。 

＜サポートクラス 電話予約受付＞ 

   ６月１０日（木）、１１日（金）  １０：００～１４：００ 

  *定員に達し次第、締め切ります。 

    *6 月 12 日以降のご予約は、メール(request@joba-london.co.uk)、または平日 10:00～14:00 にお電話にて 

お問い合わせください。 

 

 

【指導概要】 

◇小４～中学生を対象に、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。 

 

【実施期間】  

Ⅰ期  ：７月２４日(土)～７月２８日(水) ５日間  

  Ⅱ期 ：７月３０日(金)～８月２日(月)  ４日間 

  Ⅲ期 ：８月１６日(月)～８月１９日(木) ４日間 

   Ⅳ期  ：８月２１日(土)～８月２５日(水) ５日間 

 

 

 

現地校サポートコース（個別指導）                        

算数・数学サポート（個別指導）                        
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【指導時間】 *時間は英国時間です。 

  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 

 

【予約方法（算数・数学サポート）】  

  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。 

＜サポートクラス 電話予約受付＞ 

   ６月１０日（木）、１１日（金）  １０：００～１４：００ 

  *定員に達し次第、締め切ります。 

    *6 月 12 日以降のご予約は、メール(request@joba-london.co.uk)、または平日 10:00～14:00 にお電話にて 

お問い合わせください。 

 

   ＊高校生を対象にした講座ですが、中学生で受講を希望する場合にはご相談ください。 

 【指導概要】 

    ◇ 高校 1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。 

【実施期間】 

Ⅳ期 ：８月２１日(土)～８月２５日(水) ５日間 

 

 【指導内容】  

 ●TOEIC/TOEFL リーディング・単語特訓（9：00～10：10） 

  ◇帰国枠・AO 入試で提出を求められる TOEIC・TOEFL の得点を伸ばすための特訓講座です。TOEIC・ 

   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。 

 

   ◇TOEIC/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。今年の夏は、人文・社会科学分野からは経済学と人類学を、自然科学分野からは工

学・医学・化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。 

 

◇今年の夏に取り上げる文法単元は、理解が不十分な様子がよく見られ、ライティングでも 

 誤って書くことが多い「形容詞」と「副詞」です。 

高校生 特別単科コース         
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◆ お申し込み・お問合せ先 ◆ 
 

お申し込みから授業開始まで                  

お申し込み 

  別紙のお申込書を JOBA ロンドン校事務局まで e-mail でお送りください。 

 締め切り：7 月 2 日（金） 

*現地校サポート、算数・数学サポート、作文については、申込書提出前に予約をしてください。  

*締め切りを過ぎてのお申し込みについては、事務局までお問い合わせください。 

 

テキスト配布 

  ロンドン近郊にお住まいの方は、以下の地区でテキストを受け取ることができます。 

  配布地区 ： Finchley ／ Acton ／ Wimbledon 

  配布日  ： 7 月 11 日（日） 

  *教材を受け取られましたら、正しい教材がすべてそろっているかをご確認ください。。 

Zoom リンクの送信 

  各期の授業開始 2 日前に、授業担当の教師より Zoom のリンクをお送りします。 

  *授業開始前日までに Zoom のリンク先が届かない場合には、joba.uk@jolnet.com にご連絡ください。 

なお、迷惑メールボックスもご確認くださるようお願いいたします。 

授業当日 

  授業時間前に、各教師から送られた Zoom リンクにアクセスし、ミーティングルームに入室してくだ 

  さい。 


