
公 開 テ ス ト 
海外・帰国⼦⼥センター試験 

ロンドン地区試験⽇程 

⼩ 3〜中 3 

こんなお⼦さまに最適です︕ 
帰国⼦⼥枠を使った受験を考えている 

今後の学習課題を⾒つけたい 

7 ⽉ 2 ⽇（⼟） 

2022 年度 第１回 

JOBA 公開テストは、37 年にわたり、海外⼦⼥の学⼒を測る試験として  
多くの⽣徒・保護者の皆さまに⽀持されてまいりました。成績表では、受験学
年のほか、⼩学５年⽣(受験)、中学１・２年⽣についても、現段階での志
望校の合格判定を⾏います。その他の学年では、単元ごとの学習理解度
を、成績表を通じてお伝えします。受験校決定の判断基準や、お⼦さまの学
習状況を確認する材料として、ぜひこの機会をご利⽤ください。 

塾⽣兄弟 受験料無料 

※本科コース⽣は申し込み不要です 
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◆ 試験概要 ◆ 

●対象● ＜⼀般⽣・塾⽣兄弟・サポートコース⽣＞ 
⼩学 3 年⽣〜中学 3 年⽣ 

  ＊塾⽣は通常のセンター試験の⽇時で実施します。詳細は⽉例通信をご覧ください。 
         
●実施⽇・実施会場● 
  ７⽉２⽇（⼟）  Online 受験／Acton 教室／Wimbledon 教室 
        ＊Online 受験は指定の時間に、Zoom の画⾯上での試験監督の下受験いただきます。 
  ＊教室住所は 3 ページをご覧ください。 
 
●実施科⽬・実施時間● 

学年・コース 試験科⽬ Online 受験 Acton 教室 Wimbledon 教室 
⼩ 3 標準 国・算 14:20〜16:10 14:50〜16:40 12:40〜14:30 
⼩ 4 標準 国・算 14:20〜16:10 12:40〜14:30 12:40〜14:30 
⼩ 4 受験 国・算 14:20〜16:10 12:40〜14:30 12:40〜14:30 

⼩ 5 標準 
国・算 14:20〜16:10 12:40〜14:30 12:40〜14:30 

国・算・英 14:20〜17:10 ※11:20〜14:30 ※11:20〜14:30 

⼩ 5 受験 
国・算 14:20〜16:10 12:40〜14:30 12:40〜14:30 

国・算・英 14:20〜17:10 ※11:20〜14:30 ※11:20〜14:30 

⼩ 6 標準 
国・算 14:20〜16:10 14:20〜16:10 12:40〜14:30 

国・算・英 14:20〜17:10 14:20〜17:10 ※11:20〜14:30 

⼩ 6 受験 
国・算 14:20〜16:10 14:20〜16:10 12:40〜14:30 

国・算・英 14:20〜17:10 14:20〜17:10 ※11:20〜14:30 
中 1 受験 国・数・英 14:20〜17:10 14:20〜17:10 14:10〜17:00 
中 2 受験 国・数・英 14:20〜17:10 14:20〜17:10 14:10〜17:00 
中 3 受験 国・数・英 14:20〜17:10 14:20〜17:10 ※11:20〜14:30 

※12:10〜12:40 は昼休みとなります。 

 
●申込⽅法● 

以下の URL より必要事項をご記⼊のうえ、お申込みください。 
https://forms.gle/oSTPLNLNNu2VcRi68 
 
締切 ６⽉２６⽇（⽇） 

 
＊受験⽅法の詳細は、６⽉２９⽇（⽔）にメールにてご案内いたします。 
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●費⽤● 

受験者区分 受験料 
塾⽣兄弟・サポートコース⽣ 無料 

⼀般⽣ ⼩学⽣ 
２教科  ￡３０ 
３教科  ￡３５ 

⼀般⽣ 中学⽣ ￡３５ 

＊⼀般⽣の⽅へは、お申し込みから数⽇後に、受験料の⽀払い⽅法をメールでご案内します。 

＊９⽉から⼊塾された⽅には、今回の受験料を返⾦します。 

 
  

◆ 出題範囲 ◆ 

 
小学部

漢字の読み書き かけ算・わり算の計算 　時こくと時間

物語文 説明文 大きな数　　　　　　　　　　　　表とグラフ

ていねいなことば たし算とひき算とその利用 　円と球

音読みと訓読み 　送りがな

漢字の読み書き 計算　　　　　　　　　　　　大きな数

説明文・物語文読解 整数のわり算と文章題

修飾語 角の大きさ　　　　　データの整理　　　　　

言葉のしらべ方 小数の大きさ・小数のたし算・ひき算

漢字の読み書き 計算　　　 　　小数のかけ算とわり算

説明文・物語文読解 通分と約分　　　整数の性質

画数　　　二字熟語 三角形と四角形の角度　　　面積と体積

主語・述語　　　文の組み立て

漢字の読み書き 計算　　　　　　比

説明文読解 分数のかけ算・わり算　　　　分数の利用

熟語の組み立て　　　　対義語 単位量あたりの大きさ　　対称な形

仮名づかい

文学的文章の読解　説明的文章の読解 計算　　　　　　　　　　　　一行問題　

対義語　　敬語　　ことわざ 周期を考える問題　　　　約数　　倍数

漢字の読み書き 等差数列

文学的文章の読解 計算　　 　　　　　　　　 　場合の数　　　　一行問題 読解問題（４００語程度）

説明的文章の読解 円の回転・転がり移転　　　速さとグラフ 文法に関する総合問題

外来語　　ことわざ　　敬語　　対義語 水量の変化 旅人算とグラフ 動詞の語形変化　同義語を問う問題

漢字の読み書き いろいろな旅人算 空所補充問題（文法・語い）

文学的文章の読解　説明的文章の読解 計算総合　　　　　　　　　一行問題 長文読解

ことばのきまり 文章題　　　　　　　　　　 変化とグラフ 語彙

漢字の読み書き 数と規則性　　　　　　　　立体図形 文法

平面図形

中学部

文学的文章　説明的文章 正負の数（計算・応用） be動詞の文

漢字の読み書き 文字と式（計算・応用） 一般動詞の文（1人称・2人称）

語句　　　文法 いろいろな小問（小学生範囲） 複数形　　形容詞

方程式

文学的文章　説明的文章　古文 式の計算　　いろいろな小問 不定詞を含む構文　　　命令文

漢字の読み書き 連立方程式　　１次関数 感嘆文　助動詞

語句：四字熟語 発音　　アクセント

文法：体言・用言

文学的文章　説明的文章　古文 展開・因数分解　　平方根 間接疑問文　　　付加疑問・否定疑問

漢字 (中学復習問題）　 ２次方程式　　　　　２次関数 話法の転換　比較　現在完了

語句総合 確率　　　　　　　　　いろいろな小問 関係代名詞　受動態　発音

文法総合

算数

小４　　　　　　

受験コース

英語

中１

国語

小３

小４　　　　　　　　

標準コース

小５　　　　　　　　

標準コース

小６　　　　　　　　

標準コース

小６　　　　　　

受験コース

英語

中３

小５　　　　　　

受験コース

国語

中２

数学
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◆ お申し込みから志望校判定まで ◆ 

 
 申込⽅法 
  申し込みフォーム（https://forms.gle/oSTPLNLNNu2VcRi68）より必要事項をご記⼊ください。 

 締切：6 ⽉２６⽇（⽇） 
*⼩ 5・6 受験コース、中学⽣の受験者には、志望校記⼊⽤紙をお送りします。 
*受験⽅法の詳細は６⽉２９⽇（⽔）にメールでご案内します。 
 

 
テスト当⽇ 

  学年 ： ⼩３〜中 3  7 ⽉２⽇（⼟） 
  会場 ： Online 受験 ／ JOBA Acton 教室 ／ JOBA Wimbledon 教室 

*Online 受験の⽅は試験当⽇ 12:30 に試験をメールで送付します。試験開始までにプリントアウトをしてご
準備ください。 

 
 

テスト２〜３週間後 メールにて答案を返却します。 
 
 

テスト１か⽉後 
  コンピュータ判定による成績表の閲覧案内をします。 
  *⼩５・6 受験コース、中学⽣については、事前に提出いただいた志望校（第４志望まで）に 

基づいて合否判定をご覧いただけます。 
 

                               ◆ 各教室住所 ◆ 

●Acton 教室●     ●Wimbledon 教室●  

The Ellen Wilkinson for Girls           Raynes Park High School 
Queenʼs Drive, Acton, London Bushey Rd, London  
W3 0H SW20 0JL 

 
 JOBA International London  

    住所 : １F Lawford House, Albert Place, Finchley, London  N3 1QA 
     電話  :  020-8343-4332  メール : request@joba-london.co.uk 
    ホームページ :  https://joba-uk.jolnet.com 


