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◇国語・算数２科コース…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。 

 

【実施期間・時間割】 

 Ⅱ期 ：７月３０日(土)～８月２日(火) ４日間  

          *時間は英国時間です。 

学年 コース 期間 教室・時間 

小１ 標準２科 国語・算数 
Ⅱ期  

（４日間） 

オンライン教室      9：00～11：20 

Finchley 教室（対面）   10：00～12：10 

*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。 

*オンライン授業では、国語と算数の授業の間に 20 分の休憩があります。 

*対面授業では、国語と算数の授業の間に 10 分の休憩があります。 

  

【学習内容】                 

 

 

  

小１ コース 

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。 
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◇標準２科コース…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。 

◇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・時間割】 

Ⅰ期  ：７月２４日(日)～７月２８日(木) ５日間  

          *時間は英国時間です。 

学年 コース 期間 教室・時間 

小２ 標準２科 国語・算数 
Ⅰ期   

（５日間） 

オンライン教室      9：00～11：20 

Finchley 教室（対面）   9：30～11：40 

学年 オプション 期間 教室・時間 

小２ ＋作文教室 
Ⅰ期   

（５日間） 

オンライン教室      11：40～12：30 

Finchley 教室（対面）   12：30～13：20 

*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。 

*オンライン授業では、国語と算数の授業の間に 20 分の休憩があります。 

*対面授業では、国語と算数の授業の間に 10 分の休憩があります。 

※Finchley 教室（対面）で作文教室を追加してご受講の方は、お弁当をご持参ください。 

 

【学習内容】  

学年 コース 算数 国語 

小２ 標準２科 

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。 

学年 オプション 内容 

小２ 作文教室 
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２ コース 
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◇標準２科コース…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科コース…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・時間割】 

 Ⅰ期  ：７月２４日(日)～７月２８日(木) ５日間  

 Ⅱ期 ：７月３０日(土)～８月２日(火)  ４日間  

 Ⅳ期  ：８月２０日(土)～８月２４日(水) ５日間 ※ 標準国語・算数 

     ８月２０日(土)～８月２３日(火) ４日間 ※ ハイレベル国語・算数 

          *時間は英国時間です。 

*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。 

*オンライン授業では、国語と算数の授業の間に 20 分の休憩があります。 

小３ コース 

学年 コース 期間 教室・時間 

小３ 

標準２科  
Ⅰ期（５日間） 

 オンライン教室 9：00～11：20 

 Finchley 教室(対面) 13：50～16：00 

Ⅳ期（５日間）  Acton 教室(対面) 10：00～12：10 

ハイレベル２科 ターム① 

※標準２科に加えての受講も可能 
Ⅱ期（４日間） 

 オンライン教室 9：00～11：20 

 Finchley 教室(対面) 13：00～15：10 

ハイレベル２科 ターム② 

※標準２科に加えての受講も可能 

Ⅳ期（４日間） 

※8/20～8/23 

 オンライン教室 9：00～11：20 

 Acton 教室(対面) 13：00～15：10 

学年 オプション 期間 教室・時間 

小３ 

＋ハイレベル国語 ターム① 

※ハイレベル２科国語と同内容。標準２科に追加しての受講も可能 
Ⅱ期（４日間） 

オンライン教室 10：20～11：20 

Finchley 教室(対面) 14：10～15：10 

＋ハイレベル国語 ターム② 

※ハイレベル２科国語と同内容。標準２科に追加しての受講も可能 

Ⅳ期（４日間） 

※8/20～8/23 

オンライン教室 10：20～11：20 

Acton 教室(対面) 14：10～15：10 

＋ハイレベル算数 ターム① 

※ハイレベル２科算数と同内容。標準２科に追加しての受講も可能 
Ⅱ期（４日間） 

オンライン教室 9：00～10：00 

Finchley 教室(対面) 13：00～14：00 

＋ハイレベル算数 ターム② 

※ハイレベル２科算数と同内容。標準２科に追加しての受講も可能 

Ⅳ期（４日間） 

※8/20～8/23 

オンライン 9：00～10：00 

Acton 教室(対面) 13：00～14：00 

＋作文教室 Ⅰ期（５日間） 
オンライン 13：00～13：50 

Finchley 教室(対面) 12：30～13：20 
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*対面授業では、国語と算数の授業の間に 10 分の休憩があります。 

*ハイレベル国語・算数の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。 

*Finchley 教室（対面）で作文教室を追加してご受講の方は、お弁当をご持参ください。 

*Acton 教室（対面）で、標準２科コースに追加してハイレベル国語・算数をご受講の方は、お弁当をご持参ください。 

 

 

【学習内容】                 

学年 コース 算数 国語 

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、

資料の整理 

Ⅳ期：わり算文章題、平面図形、立体図形、

分数 

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。 

学年 オプション 内容 

小３ ＋作文教室 
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。 

 

 

  



 

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 ◆ 
 

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 4 日（月） 

*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           

 … 7 月 9 日（土） 16：00～17：00  Ellen Wilkinson School for Girls 

   Wimbledon 地区 … 7 月 9 日（土） 16：00～17：00  Raynes Park High School 

   Finchley 地区  … 7 月 11 日（月）～7 月 15 日（金）の 10:00～16：00 JOBA Finchley 教室   

  *受け取りに来られない方には郵送でお送りします。（送料を追加してお支払いください。） 

 オンライン授業の接続案内 

 オンライン授業の接続案内は、各期の授業開始 2 日前までに、授業担当の教師よりお送りします。 

 *接続案内は迷惑メールとして届くことがあります。授業開始前日までに授業の接続案内が届かない 

  場合には、joba.uk@jolnet.com にご連絡ください。 

 Acton 教室へのアクセス 

   ●The Ellen Wilkinson School for Girls● 

Queen's Drive, Acton, London, W3 0HW   

Rosla および Fの校舎 

地下鉄 Piccadilly Line North Ealing 駅より徒歩３分 

 Finchley 教室へのアクセス 

  ●JOBA ロンドン校 Finchley 教室/事務局● 

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

地下鉄 Northern Line Finchley Central 駅より徒歩３分 

各バス停より徒歩２分 


