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JOBA LONDON 小４～中３ 

 
 

     

     Acton 教室 

 短期集中授業で実力アップ！ 

 

◇小４～小５受験 Aコース        … Page  ２ 

◇中１～中２受験コース         … Page  ４ 

◇中３受験コース            … Page  ５ 

◇算数・数学サポート          … Page  ５ 

◇現地校サポート             … Page  ６ 

◇お申し込みから授業開始まで   … Page  ７ 
  

 

 

 

 

          

 
 

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

冬 期 講 習 会 

2022 

◇小１～小３： 

   ⇒ ジュニア教室の案内をご覧ください 

◇小４～小６標準/受験： 

   ⇒ オンライン教室の案内をご覧ください 

◇高校部：  

   ⇒ オンライン教室の案内をご覧ください 
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【コース紹介（小４～５）】  

 〇受験 Aコース  …受験算数・受験国語 

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

 *コースに加えて、オンラインでオプション講座が受けられます。 

 

 受験 A コース以外の以下のコースはオンライン講習会の案内書をご覧ください。 

 〇受験 Bコース   …受験算数・標準国語 

 〇受験 Cコース   …標準算数・受験国語 

  〇標準コース    …標準算数・標準国語 

 

【期間】  

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

＊小４受験Ａ・小５受験Ａコースで、２２日・２３日の授業に参加できない生徒には、 

 ２４日（土）に算数の補講を実施します。（オンライン授業） 

 

【時間割】*時間は英国時間です。 

※OL：ご自宅より OL での受講になります。 

 

 

  

小４～小５ 受験 A コース 

学 年 コース 教 科・時 間 

小４ 
受験 A コース

２科 
国語 10:00～11:10 算数 11:25～12:35 

（オプション 作文基礎） 

14:00～15:10 ※OL ※要予約 

小５ 

受験 A コース

２科 
＊＊＊＊＊＊ 国語 13:20～14:30 算数 14:45～15:55 

受験 A コース

３科 
英語 11:25～12:35 国語 13:20～14:30 算数 14:45～15:55 
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【学習内容】 

 

 

◆小４・５受験 算数補講 （２４日のみ／オンライン授業） 

 日本人学校生など２２日・２３日の授業に参加できない生徒を対象に算数の補講を行います。スム

ーズに２７日以降の学習内容に入るためにも、ぜひご利用ください。※ 通常授業と補講の担当教師は異なる場合があります。  

【小４・５受験算数補講 授業時間・内容】 *時間は英国時間です。 

 

 

  

コース 科目 授 業 内 容  

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４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 
後期重要単元「角柱と円柱」「一方にそろえて解く問題」「速さ」「平均」の復習、ならびに発展

問題演習を行います。 

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５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 
後期重要単元「仕事に関する問題」「水深の変化と比」「整数の分解と構成」「立方体・直方体の切

断」の復習ならびに発展問題演習を行います。また新単元「濃さと比」を行います。 

英語 
帰国枠中学入試に向け、英検準１級単語、長文演習、高校文法の発展（否定表現、特別な表現、

名詞、冠詞、代名詞）について学習します。 

小４ 
作文基礎 

（オプション） 

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。また５日間の講習を通

して課題作文を仕上げます。 ※ 要予約 020-8343-4332（Page6 参照） 

学 年 コース 時 間 内 容 

小４ 受験算数 12:00～13:10 「仕事に関する問題」「水深の変化と比」の復習および発展学習 

小５ 受験算数 9:00～10:10 新単元「濃さと比」（第 16 回） 
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【期間】  

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

【コースと指導概要】 

  中学部受験コース … 難関国公私立高校入試にも対応できる実力を養います。 

  

 

 ＊２２日・２３日の授業に参加できない生徒には、２４日（土）に数学の補講を実施します。 

  （オンライン授業） 

 

【時間割】*時間は英国時間です。 

 

【学習内容】 

               

◆中１・中２ 数学補講 （２４日のみ／オンライン授業） 

 日本人学校生など２２日・２３日の授業に参加できない生徒を対象に算数の補講を行います。スム

ーズに２７日以降の学習内容に入るためにも、ぜひご利用ください。※ 通常授業と補講の担当教師は異なる場合があります。  

 【中１・中２数学補講 授業時間・内容】 *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 10:00～11:10 国語 11:25～12:35 

中２ 受験２科 数学 13:20～14:30 国語 14:45～15:55 

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。  

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。 

学 年 科 目 時 間 内 容 

中１ 数学 14:00～15:10 資料の活用、いろいろな立体と見方 

中２ 数学 12:00～13:10 場合の数 
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【期間】 

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

  ＊２４日（土）はオンライン授業となり、特別オプション講座もあります。 

【中３入試直前対策講座】（６日間）＊12/24（土）はオンライン授業 

 受講生の受験校に合わせた過去問演習と解説を通して、入試での得点力アップを目指します。 

 

＊受験校に合わせ、科目を組み合わせて受講できます。 

＊数学の個別指導をご希望の場合は算数・数学サポート（Page5）を、英語の個別指導をご希望の場合は現地校サポート   

（Page6）をご覧ください。 

【特別オプション講座】（２４日のみ）要予約 ＊オンライン授業 

◇ 面接指導（日本語/英語、１：１）  … 入試本番を想定した１対１の個人面接練習をします。 

◇ 作文指導（日本語/英語、１：２）  … 入試での作文試験に向け、個別に指導を行います。 

実施時間帯：③12:00～13:10 ④14:00～15:10 ⑤15:30～16:40  *（ ）内は教師：生徒の割合です。 

   日本語個人面接指導（１：１） ・・・③～⑤内 各 30 分 

   英語個人面接指導（１：１）  ・・・③～④内 各 30 分 

   日本語作文指導（１：２）   ・・・④ 

   英語作文指導（１：２）    ・・・④、⑤ 

 

【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。 

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

【指導時間】 要予約 *時間は英国時間です。 

◆Acton 教室（対面） 

○ 13:20～14:30  

※生徒３名に対し教師１名がついて指導。 

◆オンライン 

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

   ※生徒２名に対し教師１名がついて指導。中学・高校入試過去問対策は、生徒１名に対し教師１名  

    の個人指導のみとなります。お問い合わせください。 

中３ 受験コース 

学 年 

授 業 時 間 （12/22、23、27～29 対面授業） 

10:00～11:10 11:25～12:35 13:20～14:30 

入試直前対策 国語 入試直前対策 数学 入試直前対策 英語 

学 年 

授 業 時 間 （12/24 オンライン授業） 

9:00～10:10 10:30～11:40 12:00～13:10 

入試直前対策 国語 入試直前対策 数学 入試直前対策 英語 

算数・数学サポート（個別指導） ※対面またはオンライン                       
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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。 

   

【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 

 

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

 

【指導時間】 要予約 *時間は英国時間です。 

◆Acton 教室（対面） 

① 10:00～11:10 ②14:45～15:55  

※生徒３名に対し教師１名がついて指導。 

◆オンライン 

② 9:00～10:10 ②10:30～11:40 ③12:00～13:10 ④14:00～15:10 ⑤15:30～16:40 

   ※生徒２名に対し教師１名がついて指導。中学・高校入試過去問対策、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。詳しくは、お問い合わせください。 

 

 

 

 

 

  事前予約が必要な講座をご希望の方は、事務局(020-8343-4332)にお電話にてご予約ください。 

 

   ●塾生先行予約開始日● １１月 １７日（木）   

    ▽１０：００～１４：００ 小６・中３受験生：現地校サポート、算数・数学サポート 

                          日本語作文、英語作文、日本語面接、英語面接 

 

    ▽１１：００～１４：００ 全学年：すべての要予約講座 

                 

 

   ●一般生予約開始日●  １１月２１日（月）   

    ▽１０：００～１４：００ 全学年：すべての要予約講座  

 

    *定員に達し次第、締め切ります。 

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

 

 

  

現地校サポート（個別指導） ※対面またはオンライン                       

 予約方法 
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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 ◆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

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：12 月 4 日（日） 

*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            … 12 月 10 日（土） 16：00～17：00  Ellen Wilkinson School for Girls 

   Wimbledon 地区    … 12 月 10 日（土） 16：00～17：00  Raynes Park High School 

   Finchley 地区         … 12 月 12 日以降  月～金 10:00～16:00 Finchley 教室/事務局       

  *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● 

 住所  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 

 駐車場 あり 


