
 
 
 
 

 

JOBA LONDON 

春 期 講 習 会 
 

オンライン講習会 
2022 JOBA 春期講習会の特徴 

   

★ ご自宅から双方向型クラス授業の受講が可能 

   ★ 新小２～高校生までを対象とした幅広いコース設定 

   ★ オプションで算数・数学演習や作文講座の受講が可能 

   ★ 個別指導で個々に合わせたサポートが可能 
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新小２～小３ 標準コース           日程：４月２日（土）～４月６日（水） 

 

【実施コースと指導概要】  

標準２科コース  … 春休みまでの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。 

 

【時間割（新小２～小３）】 *時間は英国時間です。 

※各コースともに定員に達し次第、締め切ります。あらかじめご了承ください。 

※国語と算数の授業の間に 20 分間の休憩があります。 

 

【学習カリキュラム（新小２～小３）】                 

学年 クラス 算  数 国  語 

新小２ 標準 

繰り上がりのある２桁のたし算、繰り下

がりのある２桁のひき算の筆算や文章

題、表やグラフに関する問題などの復習

をし、定着を図ります。また、発展問題

にも取り組みます。 

物語文や説明文の読解問題に取り組

みます。また、１年生で学習した漢

字や語句の復習をし、定着を図りま

す。 

新小３ 標準 

かけ算、わり算、時間と時刻、図形など

の復習をし、定着を図ります。また、発

展問題にも取り組みます。 

物語文や説明文の読解問題に取り組

みます。また、２年生で学習した漢

字や語句の復習をし、定着を図りま

す。 
 

●オプション● 

学年 クラス 内   容 

新小２・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。 

 
  

学 年 コース 時 間 

新小２ 
標準２科 国語・算数  9：00～11：20 

オプション 作文講座  11：40～12：40 

新小３ 
標準２科 国語・算数  9：00～11：20 

オプション 作文講座  11：40～12：40 
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新小４～小５ 標準・受験コース          日程：４月２日（土）～４月６日（水） 

【コース紹介（新小４～５）】  

◆標準国語・算数…各学年の重要単元について、基本の定着と応用力の養成を目指します。 

◆受験国語・算数…四谷大塚のカリキュラムに沿い、帰国枠、一般中学受験対策の対策授業を行います。 

◆受験英語   …帰国枠中学入試の対策授業を行います。 

 

受講コースは、以下の中からご選択ください。 

〇標準コース２科   …標準算数・標準国語 

〇受験 A コース２科  …受験算数・受験国語 

〇受験 B コース２科  …受験算数・標準国語 

〇受験 C コース２科  …標準算数・受験国語 

*受験英語を追加する場合は３科となります。 

*上記コースに加えて、以下のオプション講座が受けられます。 

 

【時間割（新小４～５）】 *時間は英国時間です。 

※各コースともに定員に達し次第、締め切ります。あらかじめご了承ください。 

 

【学習カリキュラム（新小４～小６）】                 

学年 クラス 算数 国語 英  語 

新小４ 

標準 大きな数、わり算、いろいろな文章題 物語文、説明文、語句、漢字 
時制、不定詞、動名詞、

There is 構文、比較、 

接続詞、受動態 受験 
角の性質、和と差の問題、 

小数と単位、分数の性質 
説明文、物語文、語句、漢字 

新小５ 

標準 
小数のかけ算・わり算、 

いろいろな文章題 

物語、詩、説明文、語句、漢字、 

ことばのきまり 

受験英語 受験英語発展 

接続詞 

現在完了 

不定詞 

動名詞 

分詞 

分詞構文 
受験 

いろいろな差集め算、濃さ 

売買損益 

説明文、論説文、物語文、漢字、 

ことばのきまり 

 

学 年 コース 時  間 

新小４ 

全コース２科 国語  9：00～10：10 算数 10：30～11：40 ***** 

全コース３科 国語  9：00～10：10 算数 10：30～11：40 英語 12：00～13：10 

オプション 
作文基礎    14：00～15：10 

*事前予約が必要です。P3 の「予約方法」をご覧ください。 

新小５ 

全コース２科 ***** 算数 12：00～13：10 国語 14：00～15：10 

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

受験コース 

オプション 
受験算数発展演習    15：30～16：40 

オプション 
作文基礎   15：30～16：40 

*事前予約が必要です。 P3 の「予約方法」をご覧ください。 
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●オプション● 

学年 クラス 内   容 

新小４～５ 作文基礎 
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。 
*事前予約が必要です。以下の「予約方法」をご覧ください。 

新小５受験 算数発展演習 春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。 

 

【予約方法（作文基礎）】  

  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。 

＜作文基礎 電話予約受付＞ 

   ３月１０日（木）  １０：００～１４：３０ 

   ３月１１日（金）  １０：００～１４：３０ 

    *定員に達し次第、締め切ります。 

    *3 月 14 日以降のご予約は、メール、または平日 10:00～14:30 にお電話にてお問い合わせください。 

 

新小６ 標準・受験基礎・受験コース       日程：４月２日（土）～４月６日（水） 

【コース紹介（新小６）】  

◆標準国語・算数 …各学年の重要単元について、基本の定着と応用力の養成を目指します。 

◆受験基礎国語・算数  …基礎的な入試問題を課す帰国枠入試の対策授業を行います。 

◆受験国語・算数  …四谷大塚のカリキュラムに沿い、帰国枠、一般中学受験対策の対策授業を 

行います。 

◆受験英語    …帰国枠中学入試の対策授業を行います。 

 

受講コースは、以下の中からご選択ください。 

〇標準コース２科 …標準算数と標準国語を受講するコース 

〇受験 A/B/C/基礎 …国語・算数を、受験/受験基礎/標準を組み合わせて受講するコース。 

申込書に科目ごとの受講クラスをご記入ください。 

*受験英語を追加する場合は３科となります。 

*上記コースに加えて、以下のオプション講座が受けられます。 

 

【時間割 （新小６）】 *時間は英国時間です。 

 ※各コースともに定員になり次第締め切ります。あらかじめご了承ください。 

※国・算の受講クラス（受験/受験基礎/標準）を申込書にご記入ください。（国・算ともに標準の場合は標準コース） 

学 年 コース 時  間 

新小６ 

全コース２科 算数   9：00～10：10 国語   10:30～11:40 ***** 

全コース３科 算数   9：00～10：10 国語  10:30～11:40 英語 14:00～15:10 

オプション 作文基礎   15：30～16：40 
*事前予約が必要です。 P4 の「予約方法」をご覧ください。 

受験オプション 
受験算数発展演習 12：00～13：10 

英語作文   15：30～16：40 
*事前予約が必要です。 P4 の「予約方法」をご覧ください。 
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【学習カリキュラム（新小６）】                 

学年 クラス 算数 国語 英  語 

新小６ 

標準 
点対称・線対称、文字を用いた式 

分数の四則計算、いろいろな文章題 

物語、詩、説明文、語句、漢字、 

ことばのきまり 

記述式読解問題、 

表現技法 
受験基礎 比、拡大図と縮図 

説明文、小説文、随筆文、詩歌、 

語句、漢字 

受験 
条件整理・場合の数、立体図形 

数と規則性、速さ 

文学的文章、説明的文章、韻文、 

ことばのきまり、記述問題 

 

●オプション● 

学年 クラス 内   容 

新小６ 作文基礎 
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。 
*事前予約が必要です。以下の「予約方法」をご覧ください。 

新小６受験 算数発展演習 春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。 

新小６受験 英語作文 
意見文、物語文の基本的な書き方を学習し、合格答案のエッセンスを習得します。 

  *事前予約が必要です。以下の「予約方法」をご覧ください。 

 

【予約方法（作文基礎・英語作文）】  

   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。 

＜作文基礎・英語作文 電話予約受付＞ 

   ３月１０日（木）  １０：００～１４：３０ 

   ３月１１日（金）  １０：００～１４：３０ 

    *定員に達し次第、締め切ります。 

    *3 月 14 日以降のご予約は、メール、または平日 10:00～14:30 にお電話にてお問い合わせください。 
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新中１～中３ 受験コース           日程：４月２日（土）～４月６日（水） 

 

 国立・私立・公立高校の受験に対応する学力を養成します。 

 

【時間割（新中１～中３）】 *時間は英国時間です。 

 ※各コースともに定員に達し次第、締め切ります。あらかじめご了承ください。 

 

【カリキュラム（新中１～中３）】 

学年 コース 数  学 国  語 英  語 

新中１ 受験 正負の数、文字と式 
物語、詩歌、説明文、語句、漢字 

古文、言葉のきまり 
***** 

新中２ 受験 式の計算、連立方程式 
文学的文章、古文、説明的文章 

詩歌 

時制、助動詞、命令文、不定詞、 

動名詞、接続詞 

新中３ 受験 ２次方程式、整数の性質 詩・短歌・俳句 

A：TOEFL リーディング、正誤問題 

B：動名詞、分詞、関係詞、 

疑問文、仮定法、接続詞、前置詞 

  

 

 

 

 

  

学 年 コース 時   間 

新中１ 受験２科 数学  9：00～10：10 国語 10：30～11：40 *** 

新中２ 

受験２科 *** 数学 10：30～11：40 国語 12：00～13：10 

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

オプション 数学演習 14:00～15:10 

新中３ 

受験２科 *** 数学 10：30～11：40 国語 12：00～13：10 

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

オプション 

数学演習    14:00～15:10 

課題小論文   15:30～16:40 

*事前予約が必要です。 P6 の「予約方法」をご覧ください。 

※新中 3 受験 3 科 A・B では英語の授業内容が異なります。(国語・数学は同じ単元を学習します。) 

A では開成、早慶、渋谷幕張、広尾学園などの難関校入試に出題される、高校範囲の文法を学習します。 

B では中学 3 年生範囲の文法の定着を目指した問題演習をします。 

 A、B のクラスは、志望校により分かれます。ご不明な場合はご相談ください。 
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●オプション● 

学年 クラス 内   容 

新中２ 数学演習 式の計算および連立方程式の内容について、問題演習をします。 

新中３ 数学発展演習   展開・因数分解、平方根の入試問題演習をします。 

新中３ 課題小論文 

与えられた課題文について、内容を理解し自分の意見をまとめる練習をします。ま 

た、それをもとに段落構成を作り、小論文を書き上げます。 

*事前予約が必要です。以下の「予約方法」をご覧ください。 

 

【予約方法（課題小論文）】  

  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。 

＜課題小論文 電話予約受付＞ 

   ３月１０日（木）  １０：００～１４：３０ 

   ３月１１日（金）  １０：００～１４：３０ 

   *定員に達し次第、締め切ります。 

    *3 月 14 日以降のご予約は、メール、または平日 10:00～14:30 にお電話にてお問い合わせください。 
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【講座概要】 

    ◇ 新高１生から大学受験生まで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。 

  ＊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。 

 【指導内容】 *時間は英国時間です。 

◇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・IELTS と重なりますので、英検・IELTS の対策も兼ねられま

す。 

 

●TOEFL では、文学・言語学・歴史・などの人文科学分野、政治・法律・経済などの社会科学分野、化

学・地学・物理・生物などの自然科学分野から問題が出題されます。今春は、人文・社会科学分野から

は現代社会、歴史学、TOEFL によく出題される米国文化について、自然科学分野からは生物学・物理学

の問題を取り上げます。 

●授業では、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。 

 

●今年の春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「仮定法」と「比較」です。 

  

高校生 春期特別講座                     日程：４月２日（土）～４月６日（水） 
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【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。 

 

【指導時間】  *時間は英国時間です。 

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＞ 

   ３月１０日（木）  １１：００～１４：３０ 

   ３月１１日（金）  １１：００～１４：３０ 

   *定員に達し次第、締め切ります。 

   *3 月 14 日以降のご予約は、平日 10:00～14:30 にお電話にてお問い合わせください。 

   空きを確認してご予約いただく必要があるため、お電話でご予約ください。 

                       
 

【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学習状況にあわせた 

    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。（セカンダリー受験対策、GCSE 対策は、生徒１名  

    に対し教師１名の個人指導となり別料金での対応になります。お問い合わせください。） 

 

【指導例】 

 ◇ 現地校での授業に役立つ語彙および英語文法の強化 

  ◇ 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】  *時間は英国時間です。 

① 9：00～10：10 ②10：30～11：40 ③12：00～13：10 ④14：00～15：10 ⑤15：30～16：40 

 

【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＞ 

   ３月１０日（木）  １１：００～１４：３０ 

   ３月１１日（金）  １１：００～１４：３０ 

   *定員に達し次第、締め切ります。 

   *3 月 14 日以降のご予約は、平日 10:00～14:30 にお電話にてお問い合わせください。 

   空きを確認してご予約いただく必要があるため、お電話でご予約ください。 

算数・数学サポート（個別指導）             日程：４月２日（土）～４月６日（水）  

現地校サポート（個別指導）             日程：４月２日（土）～４月６日（水）  
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JOBA International London 事務局 
1F LAWFORD HOUSE, ALBERT PLACE, FINCHLEY, LONDON N3 1QA 

TEL 020-8343-4332 ／ e-mail: request＠joba-london.co.uk 

ホームページ: joba-uk.jolnet.com  

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ お申し込み・お問合せ先 ◆ 
 

 

 

 

ｐ 

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：3 月 16 日（水） 

*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 *テキスト購入が必要な講座を受講される方 

  対面授業に参加している塾生には、授業時に配布します。 

それ以外の方は、以下の地区での手渡しまたは郵送となります。 

   Acton 地区           

 … 3 月 26 日（土） 16：00～17：00  Ellen Wilkinson School for Girls 

   Wimbledon 地区 … 3 月 26 日（土） 16：00～17：00  Raynes Park High School 

   Finchley 地区  … 3 月 21 日（月）～3 月 25 日（金）の 10:00～16：00 JOBA Finchley 教室 

Zoom リンクの送信 

  授業開始 2 日前までに、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。 



 
 
 
 

 

JOBA LONDON 

春 期 講 習 会 
 

オンライン講習会 
2022 JOBA 春期講習会の特徴 

   

★ ご自宅から双方向型クラス授業の受講が可能 

   ★ 新小２～高校生までを対象とした幅広いコース設定 

   ★ オプションで算数・数学演習や作文講座の受講が可能 

   ★ 個別指導で個々に合わせたサポートが可能 

  

  

 

 

 

 

 
    

 
 
 
 
 

joba-uk.jolnet.com 
request@joba-london.co.uk  
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新小２～小３ 標準コース           日程：４月２日（土）～４月６日（水） 

 

【実施コースと指導概要】  

標準２科コース  … 春休みまでの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。 

 

【時間割（新小２～小３）】 *時間は英国時間です。 

※各コースともに定員に達し次第、締め切ります。あらかじめご了承ください。 

※国語と算数の授業の間に 20 分間の休憩があります。 

 

【学習カリキュラム（新小２～小３）】                 

学年 クラス 算  数 国  語 

新小２ 標準 

繰り上がりのある２桁のたし算、繰り下

がりのある２桁のひき算の筆算や文章

題、表やグラフに関する問題などの復習

をし、定着を図ります。また、発展問題

にも取り組みます。 

物語文や説明文の読解問題に取り組

みます。また、１年生で学習した漢

字や語句の復習をし、定着を図りま

す。 

新小３ 標準 

かけ算、わり算、時間と時刻、図形など

の復習をし、定着を図ります。また、発

展問題にも取り組みます。 

物語文や説明文の読解問題に取り組

みます。また、２年生で学習した漢

字や語句の復習をし、定着を図りま

す。 
 

●オプション● 

学年 クラス 内   容 

新小２・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。 

 
  

学 年 コース 時 間 

新小２ 
標準２科 国語・算数  9：00～11：20 

オプション 作文講座  11：40～12：40 

新小３ 
標準２科 国語・算数  9：00～11：20 

オプション 作文講座  11：40～12：40 
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新小４～小５ 標準・受験コース          日程：４月２日（土）～４月６日（水） 

【コース紹介（新小４～５）】  

◆標準国語・算数…各学年の重要単元について、基本の定着と応用力の養成を目指します。 

◆受験国語・算数…四谷大塚のカリキュラムに沿い、帰国枠、一般中学受験対策の対策授業を行います。 

◆受験英語   …帰国枠中学入試の対策授業を行います。 

 

受講コースは、以下の中からご選択ください。 

〇標準コース２科   …標準算数・標準国語 

〇受験 A コース２科  …受験算数・受験国語 

〇受験 B コース２科  …受験算数・標準国語 

〇受験 C コース２科  …標準算数・受験国語 

*受験英語を追加する場合は３科となります。 

*上記コースに加えて、以下のオプション講座が受けられます。 

 

【時間割（新小４～５）】 *時間は英国時間です。 

※各コースともに定員に達し次第、締め切ります。あらかじめご了承ください。 

 

【学習カリキュラム（新小４～小６）】                 

学年 クラス 算数 国語 英  語 

新小４ 

標準 大きな数、わり算、いろいろな文章題 物語文、説明文、語句、漢字 
時制、不定詞、動名詞、

There is 構文、比較、 

接続詞、受動態 受験 
角の性質、和と差の問題、 

小数と単位、分数の性質 
説明文、物語文、語句、漢字 

新小５ 

標準 
小数のかけ算・わり算、 

いろいろな文章題 

物語、詩、説明文、語句、漢字、 

ことばのきまり 

受験英語 受験英語発展 

接続詞 

現在完了 

不定詞 

動名詞 

分詞 

分詞構文 
受験 

いろいろな差集め算、濃さ 

売買損益 

説明文、論説文、物語文、漢字、 

ことばのきまり 

 

学 年 コース 時  間 

新小４ 

全コース２科 国語  9：00～10：10 算数 10：30～11：40 ***** 

全コース３科 国語  9：00～10：10 算数 10：30～11：40 英語 12：00～13：10 

オプション 
作文基礎    14：00～15：10 

*事前予約が必要です。P3 の「予約方法」をご覧ください。 

新小５ 

全コース２科 ***** 算数 12：00～13：10 国語 14：00～15：10 

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

受験コース 

オプション 
受験算数発展演習    15：30～16：40 

オプション 
作文基礎   15：30～16：40 

*事前予約が必要です。 P3 の「予約方法」をご覧ください。 
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●オプション● 

学年 クラス 内   容 

新小４～５ 作文基礎 
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。 
*事前予約が必要です。以下の「予約方法」をご覧ください。 

新小５受験 算数発展演習 春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。 

 

【予約方法（作文基礎）】  

  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。 

＜作文基礎 電話予約受付＞ 

   ３月１０日（木）  １０：００～１４：３０ 

   ３月１１日（金）  １０：００～１４：３０ 

    *定員に達し次第、締め切ります。 

    *3 月 14 日以降のご予約は、メール、または平日 10:00～14:30 にお電話にてお問い合わせください。 

 

新小６ 標準・受験基礎・受験コース       日程：４月２日（土）～４月６日（水） 

【コース紹介（新小６）】  

◆標準国語・算数 …各学年の重要単元について、基本の定着と応用力の養成を目指します。 

◆受験基礎国語・算数  …基礎的な入試問題を課す帰国枠入試の対策授業を行います。 

◆受験国語・算数  …四谷大塚のカリキュラムに沿い、帰国枠、一般中学受験対策の対策授業を 

行います。 

◆受験英語    …帰国枠中学入試の対策授業を行います。 

 

受講コースは、以下の中からご選択ください。 

〇標準コース２科 …標準算数と標準国語を受講するコース 

〇受験 A/B/C/基礎 …国語・算数を、受験/受験基礎/標準を組み合わせて受講するコース。 

申込書に科目ごとの受講クラスをご記入ください。 

*受験英語を追加する場合は３科となります。 

*上記コースに加えて、以下のオプション講座が受けられます。 

 

【時間割 （新小６）】 *時間は英国時間です。 

 ※各コースともに定員になり次第締め切ります。あらかじめご了承ください。 

※国・算の受講クラス（受験/受験基礎/標準）を申込書にご記入ください。（国・算ともに標準の場合は標準コース） 

学 年 コース 時  間 

新小６ 

全コース２科 算数   9：00～10：10 国語   10:30～11:40 ***** 

全コース３科 算数   9：00～10：10 国語  10:30～11:40 英語 14:00～15:10 

オプション 作文基礎   15：30～16：40 
*事前予約が必要です。 P4 の「予約方法」をご覧ください。 

受験オプション 
受験算数発展演習 12：00～13：10 

英語作文   15：30～16：40 
*事前予約が必要です。 P4 の「予約方法」をご覧ください。 
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【学習カリキュラム（新小６）】                 

学年 クラス 算数 国語 英  語 

新小６ 

標準 
点対称・線対称、文字を用いた式 

分数の四則計算、いろいろな文章題 

物語、詩、説明文、語句、漢字、 

ことばのきまり 

記述式読解問題、 

表現技法 
受験基礎 比、拡大図と縮図 

説明文、小説文、随筆文、詩歌、 

語句、漢字 

受験 
条件整理・場合の数、立体図形 

数と規則性、速さ 

文学的文章、説明的文章、韻文、 

ことばのきまり、記述問題 

 

●オプション● 

学年 クラス 内   容 

新小６ 作文基礎 
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。 
*事前予約が必要です。以下の「予約方法」をご覧ください。 

新小６受験 算数発展演習 春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。 

新小６受験 英語作文 
意見文、物語文の基本的な書き方を学習し、合格答案のエッセンスを習得します。 

  *事前予約が必要です。以下の「予約方法」をご覧ください。 

 

【予約方法（作文基礎・英語作文）】  

   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。 

＜作文基礎・英語作文 電話予約受付＞ 

   ３月１０日（木）  １０：００～１４：３０ 

   ３月１１日（金）  １０：００～１４：３０ 

    *定員に達し次第、締め切ります。 

    *3 月 14 日以降のご予約は、メール、または平日 10:00～14:30 にお電話にてお問い合わせください。 
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新中１～中３ 受験コース           日程：４月２日（土）～４月６日（水） 

 

 国立・私立・公立高校の受験に対応する学力を養成します。 

 

【時間割（新中１～中３）】 *時間は英国時間です。 

 ※各コースともに定員に達し次第、締め切ります。あらかじめご了承ください。 

 

【カリキュラム（新中１～中３）】 

学年 コース 数  学 国  語 英  語 

新中１ 受験 正負の数、文字と式 
物語、詩歌、説明文、語句、漢字 

古文、言葉のきまり 
***** 

新中２ 受験 式の計算、連立方程式 
文学的文章、古文、説明的文章 

詩歌 

時制、助動詞、命令文、不定詞、 

動名詞、接続詞 

新中３ 受験 ２次方程式、整数の性質 詩・短歌・俳句 

A：TOEFL リーディング、正誤問題 

B：動名詞、分詞、関係詞、 

疑問文、仮定法、接続詞、前置詞 

  

 

 

 

 

  

学 年 コース 時   間 

新中１ 受験２科 数学  9：00～10：10 国語 10：30～11：40 *** 

新中２ 

受験２科 *** 数学 10：30～11：40 国語 12：00～13：10 

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

オプション 数学演習 14:00～15:10 

新中３ 

受験２科 *** 数学 10：30～11：40 国語 12：00～13：10 

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

オプション 

数学演習    14:00～15:10 

課題小論文   15:30～16:40 

*事前予約が必要です。 P6 の「予約方法」をご覧ください。 

※新中 3 受験 3 科 A・B では英語の授業内容が異なります。(国語・数学は同じ単元を学習します。) 

A では開成、早慶、渋谷幕張、広尾学園などの難関校入試に出題される、高校範囲の文法を学習します。 

B では中学 3 年生範囲の文法の定着を目指した問題演習をします。 

 A、B のクラスは、志望校により分かれます。ご不明な場合はご相談ください。 
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●オプション● 

学年 クラス 内   容 

新中２ 数学演習 式の計算および連立方程式の内容について、問題演習をします。 

新中３ 数学発展演習   展開・因数分解、平方根の入試問題演習をします。 

新中３ 課題小論文 

与えられた課題文について、内容を理解し自分の意見をまとめる練習をします。ま 

た、それをもとに段落構成を作り、小論文を書き上げます。 

*事前予約が必要です。以下の「予約方法」をご覧ください。 

 

【予約方法（課題小論文）】  

  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。 

＜課題小論文 電話予約受付＞ 

   ３月１０日（木）  １０：００～１４：３０ 

   ３月１１日（金）  １０：００～１４：３０ 

   *定員に達し次第、締め切ります。 

    *3 月 14 日以降のご予約は、メール、または平日 10:00～14:30 にお電話にてお問い合わせください。 

 

                           



 

Page 7 

 

【講座概要】 

    ◇ 新高１生から大学受験生まで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。 

  ＊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。 

 【指導内容】 *時間は英国時間です。 

◇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・IELTS と重なりますので、英検・IELTS の対策も兼ねられま

す。 

 

●TOEFL では、文学・言語学・歴史・などの人文科学分野、政治・法律・経済などの社会科学分野、化

学・地学・物理・生物などの自然科学分野から問題が出題されます。今春は、人文・社会科学分野から

は現代社会、歴史学、TOEFL によく出題される米国文化について、自然科学分野からは生物学・物理学

の問題を取り上げます。 

●授業では、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。 

 

●今年の春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「仮定法」と「比較」です。 

  

高校生 春期特別講座                     日程：４月２日（土）～４月６日（水） 
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【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。 

 

【指導時間】  *時間は英国時間です。 

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＞ 

   ３月１０日（木）  １１：００～１４：３０ 

   ３月１１日（金）  １１：００～１４：３０ 

   *定員に達し次第、締め切ります。 

   *3 月 14 日以降のご予約は、平日 10:00～14:30 にお電話にてお問い合わせください。 

   空きを確認してご予約いただく必要があるため、お電話でご予約ください。 

                       
 

【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学習状況にあわせた 

    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。（セカンダリー受験対策、GCSE 対策は、生徒１名  

    に対し教師１名の個人指導となり別料金での対応になります。お問い合わせください。） 

 

【指導例】 

 ◇ 現地校での授業に役立つ語彙および英語文法の強化 

  ◇ 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】  *時間は英国時間です。 

① 9：00～10：10 ②10：30～11：40 ③12：00～13：10 ④14：00～15：10 ⑤15：30～16：40 

 

【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＞ 

   ３月１０日（木）  １１：００～１４：３０ 

   ３月１１日（金）  １１：００～１４：３０ 

   *定員に達し次第、締め切ります。 

   *3 月 14 日以降のご予約は、平日 10:00～14:30 にお電話にてお問い合わせください。 

   空きを確認してご予約いただく必要があるため、お電話でご予約ください。 

算数・数学サポート（個別指導）             日程：４月２日（土）～４月６日（水）  

現地校サポート（個別指導）             日程：４月２日（土）～４月６日（水）  
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JOBA International London 事務局 
1F LAWFORD HOUSE, ALBERT PLACE, FINCHLEY, LONDON N3 1QA 

TEL 020-8343-4332 ／ e-mail: request＠joba-london.co.uk 

ホームページ: joba-uk.jolnet.com  

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ お申し込み・お問合せ先 ◆ 
 

 

 

 

ｐ 

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：3 月 16 日（水） 

*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 *テキスト購入が必要な講座を受講される方 

  対面授業に参加している塾生には、授業時に配布します。 

それ以外の方は、以下の地区での手渡しまたは郵送となります。 

   Acton 地区           

 … 3 月 26 日（土） 16：00～17：00  Ellen Wilkinson School for Girls 

   Wimbledon 地区 … 3 月 26 日（土） 16：00～17：00  Raynes Park High School 

   Finchley 地区  … 3 月 21 日（月）～3 月 25 日（金）の 10:00～16：00 JOBA Finchley 教室 

Zoom リンクの送信 

  授業開始 2 日前までに、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。 


