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JOBA LONDON 

 
 

     

 オンライン講習会 
2020 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１～小３を対象とした特別講座を実施 

  ★小４～中２は科目ごとで達成度に合わせたクラスでの受講が可能 

  ★小６、中３の受験生を対象に１８日間かけた特訓授業を実施 

  ★個別指導で個々に合わせたサポートが可能 

  ★現地校サポート、日本語サポート、算数・数学サポート 

 

 

 

 

 

          

 
 

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

夏 期 講 習 会 

2020 

小１～小３コース： Page ２ 

小４～小５コース： Page ５ 

小６コース   ： Page ７ 

中１～中２コース： Page１０ 

中３コース  ： Page１２ 

現地校サポート ： Page１４ 

日本語サポート ： Page１４ 

高校部   ： Page１５ 
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小１～小３コース 

 

【実施コースと指導概要】  

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。 

特別講座    … １科目から受講いただける講座で、標準コースのカリキュラムを超えた学びの 

          機会を提供します。 

【実施期間】  

  Ⅰ期：７月２４日(金)～７月２８日(火) ５日間 

 Ⅱ期：７月３０日(木)～８月２日(日) ４日間 

 Ⅳ期：８月２０日(木)、２１日(金)、２４日(月)、２５日(火曜) ４日間 ※２２日(土)、２３日(日)は休講 

【実施期間詳細・時間割】  

◇小１～小３ 標準２科コース 時間割 

＊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も検討しておりますが、下記と異

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。 

 

◇小１～小３ 特別講座 時間割 

＊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。 

 

 

 

 

 

 

 

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 9：00～10：00（国語） 10：20～11：20（算数） 

小２ 標準２科 Ⅰ期 国語・算数 9：00～10：00（算数） 10：20～11：20（国語） 

小３ 標準２科 Ⅰ期 国語・算数 12：30～13：30（国語） 13：50～14：50（算数） 

学 年 講 座 実施期間 時間 

小１・小２ 日本語であそぼう Ⅱ期・Ⅳ期 9：00～9：50 

小１・小２ 算数アートであそぼう 立体編／平面編 Ⅱ期・Ⅳ期 10：10～11：00 

小３ 

ハイレベル国語 Ⅱ期・Ⅳ期 12：30～13：30 

ハイレベル算数 Ⅱ期・Ⅳ期 13：50～14：50 

日本語であそぼう Ⅱ期・Ⅳ期 10：10～11：00 

算数アートであそぼう Ⅳ期 9：00～9：50 

理科の実験 Ⅱ期 15：10～16：10 
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【学習内容】                 

◇小１～小３ 標準２科コース 学習内容 

 

 

◇小１～小３ 特別講座 学習内容 

学年 講座 Ⅱ期内容 Ⅳ期内容 

小１・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。 

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１・小

２ 

算数アートであ

そぼう 

立体編：立体の工作や、対称性を利用した

切り紙など、実際に手を動かして作品を作

りながら、空間認識力を育てます。 

※受講の際は、色鉛筆、紙、はさみ、のり

をご用意ください。授業で使用する用紙の

印刷を数枚お願いする場合がございます。 

平面編：迷路作り、パズル作り、タングラ

ムのアイデアを導入した図形お絵かきなど

を通して、図形認識力や、推理能力を育て

ます。 

※受講の際は、色鉛筆、紙、はさみ、のり

をご用意ください。授業で使用する用紙の

印刷を数枚お願いする場合がございます。 

  

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。 
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小３ ハイレベル国語 

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。 

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３ ハイレベル算数 

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。 

単元：かけ算文章題、円と球、時刻と時間

など 

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。 

単元：わり算文章題、表とグラフ、条件整

理と推理など 

小３ 
日本語であそぼ

う 

読み聞かせを行なったり、物語作り、擬態

語・擬声語を使った作文に取り組んでもら

ったりします。また、ことわざや慣用句に

も触れ、日本語の知識をおそびながら伸ば

していきます。 

読み聞かせを行なったり、詩や俳句を作っ

たり、擬態語・擬声語を使った四コマ漫画

づくりに取り組んでもらったりします。ま

た、ことわざや慣用句にも触れ、日本語の

知識をおそびながら伸ばしていきます。 

小３ 
算数アートであ

そぼう 
＊＊＊＊＊＊ 

コンパスや三角定規を使って描く絵、図形

パズル作り、幾何学立体の工作などに取り

組みます。図工として作品を作りながら、

立体把握、対称、数列、比などの算数の概

念を紹介します。 

受講の際は、コンパス、三角定規、紙、は

さみ、のり、色鉛筆をご用意ください。 

小３ 理科の実験 

身近にあるものを使い、ご家庭できる実験

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

のデバイスにかからないよう、ご注意くだ

さい。 

※別途実験材料費がかかります。 

＊＊＊＊＊＊ 
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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育てます。 

 小学部受験 B  … 受験算数と標準国語または受験基礎国語（小６のみ）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または受験基礎算数（小６にみ）を受講するコースです。 

 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６のみ） 

 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(金)～７月２８日(火) ５日間  

  Ⅱ期 ：７月３０日(木)～８月２日(日)  ４日間 

  Ⅲ期 ：８月１５日(土)～８月１８日(火) ４日間 

  Ⅳ期  ：８月２０日(木)～８月２５日(火) ５日間 ※８月２３日(日)は英検２次試験日のため休講 

 

 

【小４～小５ 実施期間詳細・時間割】 

 ＜算数サポート予約方法＞ 

request@joba-london.co.uk 宛に以下の内容をお送りいただき、予約が取れてから申込書をお出しください。 

①生徒氏名・学年、②期間、③時間帯、④コマ数、⑤算数サポート以外に受講するコース 

 

 

 

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 算数 9:00～10:10 国語 10:30～11:40 ＊＊＊＊＊＊ 

受験２科 

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

オプション 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 14:00～15:10 国語 15:30～16:40 ＊＊＊＊＊＊ 

標準３科 Ⅰ期・Ⅳ期 英語 12:30～13:40 算数 14:00～15:10 国語 15:30～16:40 

受験２科 

A・B・C 
Ⅰ期・Ⅳ期 算数 14:00～15:10 国語 15:30～16:40 ＊＊＊＊＊＊ 

受験３科 

A・B・C 
Ⅰ期・Ⅳ期 英語 12:30～13:40 算数 14:00～15:10 国語 15:30～16:40 

オプション Ⅱ期・Ⅲ期 受験社会 12:30～13:40 受験理科 14:00～15:10 ＊＊＊＊＊＊ 

小４ 

小５ 
オプション Ⅱ期・Ⅲ期 

地理基礎 12:30～13:40 歴史基礎 14:00～15:10 ＊＊＊＊＊＊ 

算数サポート(個別指導) ※要事前予約                         

①9:00～10:10 ②10:30～11:40 ③12:30～13:40 ④14:00～15:10 
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【小４～小５ 学習内容】 

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、垂直と平行と四角形、折れ線グラフ、

植木算、方陣算 
＊＊＊＊＊＊ 

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 
＊＊＊＊＊＊ 

小４ 

受験 

Ⅰ期 
長文読解、漢字、 

かなづかい 

正方形と長方形、大きな数とおよその数、

三角形の性質、周期算 
＊＊＊＊＊＊ 

Ⅳ期 
長文読解、漢字、 

韻文のまとめ 

立方体と直方体、等差数列、つるかめ算、

三角形・四角形の面積 
＊＊＊＊＊＊ 

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 
不定詞、動名詞、分詞 

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       
関係詞、接続詞、仮定法 

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 
不定詞、動名詞、分詞 

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 
関係詞、接続詞、仮定法 

 

オプション 実施期間 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） 

小５ 

受験理科 
Ⅱ期 天気の変化、月の満ち欠け、季節の星座と星の動き 

Ⅲ期 動物の誕生とふえ方、動物のからだとつくり 

受験社会 
Ⅱ期 日本の国土、日本の農林水産業、日本の食糧生産 など 

Ⅲ期 日本の工業、運輸と貿易、公害と環境問題 など 

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 

歴史基礎 
Ⅱ期 飛鳥時代、奈良時代、平安時代、鎌倉時代、室町時代、安土桃山時代 

Ⅲ期 江戸時代～近現代、政治外交史、社会経済史、文化史など  

 ＊算数サポート(個別指導) 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。 
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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育てます。 

 小学部受験 B  … 受験算数と標準国語または受験基礎国語（小６のみ）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または受験基礎算数（小６にみ）を受講するコースです。 

 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６のみ） 

 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(金)～７月２８日(火) ５日間  

  Ⅱ期 ：７月３０日(木)～８月２日(日)  ４日間 

  Ⅲ期 ：８月１５日(土)～８月１８日(火) ４日間 

  Ⅳ期  ：８月２０日(木)～８月２５日(火) ５日間 ※８月２３日(日)は英検２次試験日のため休講 

 

【小６ 指導方法・実施期間詳細・時間割】 

 ◇ 受験コースは国語、算数、英語のいずれの教科も達成度別にクラス分けをします。 

 ◇ 受験コースとは別に、基礎的な入試問題の完全習得を目標とした受験基礎コースを設けてい 

   ます。 

 ◇ 受験コースと受験基礎コースまたは標準コースを組み合わせて受講することもできます。 

   受験基礎コースと標準コースのどちらを組み合わせたら良いかはお電話にてご相談ください。 

   なお、受験コースと標準コースの組み合わせが可能なのは、Ⅰ期とⅣ期のみになります。 

 ◇ 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になります。 

 

◆小６ Ⅰ期・Ⅳ期 時間割 

＊オプションの受験算数演習は標準レベルと難関レベルに分けて行います。また英検準１級対策は同時間に行います。      

いずれかを選んで受講してください。 

 

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 10:30～11:40 国語 12:30～13:40 ＊＊＊＊＊＊ 

標準３科 Ⅰ期・Ⅳ期 算数 10:30～11:40 国語 12:30～13:40 英語 14:00～15:10 

受験  

基礎２科 
Ⅰ期・Ⅳ期 算数 10:30～11:40 国語 12:30～13:40 ＊＊＊＊＊＊ 

受験  

基礎３科 
Ⅰ期・Ⅳ期 算数 10:30～11:40 国語 12:30～13:40 英語 14:00～15:10 

受験２科 

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

受験３科 

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

オプション Ⅰ期・Ⅳ期 
受験算数演習（標準/難関）    

15:30～16:40 

英検準１級対策 

15:30～16:40 
＊＊＊＊＊＊ 
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◆小６ Ⅱ期・Ⅲ期 時間割 

＊受験２科・３科のＢおよび C は、受験基礎コースとの組み合わせのみで、標準コースとの組み合わせはありません。 

＊オプションの選択授業の国語、英語・作文は、①と②の時間帯の内容は同じです。 

＊オプションの選択授業の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：選択①受験算数(標準)＋選択②英語・作文 Ⅲ期：選択①算数(標準)＋選択②国語・作文 

＊オプションの選択授業は、受講者数の関係で、こちらで受講時間の調整をさせていただくことがあります。 

 ＜算数サポート予約方法＞ 

request@joba-london.co.uk 宛に以下の内容をお送りいただき、予約が取れてから申込書をお出しください。 

①生徒氏名・学年、②期間、③時間帯、④コマ数、⑤算数サポート以外に受講するコース 

 

【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 
難関英文法、語彙、読解 

Ⅳ期 長文読解、詩、文法 分数と速さ・割合、立体図形、場合の数 難関英文法、語彙、読解 

小６ 

受験 

Ⅰ期 長文読解、漢字、語句 数と規則性（２）、速さ（１） 難関英文法、語彙、読解 

Ⅳ期     長文読解、漢字、語句 平面図形（３）、速さ（２） 難関英文法、語彙、読解 

小６ 
受験基礎 

Ⅰ期 長文読解、語句 立体図形の問題・場合の数の問題 難関英文法、語彙、読解 

Ⅳ期 長文読解、語句 数に関する問題、数量関係 難関英文法、語彙、読解 

オプション 期間 学習内容 

小６ 

受験算数演習 

Ⅰ期 
標準 

「和と差」、「割合と比」に関する問題に取り組みます。問題演習とその解説を通し

て、基本～発展レベルの問題での得点力アップを図ります。 

難関 「場合の数」の範囲について、難関校レベルの問題にチャレンジします 

Ⅳ期 
標準 

「規則性」、「場合の数」の問題に取り組みます。問題演習とその解説を通して、 

基本～発展レベルの問題での得点力アップを図ります。 

難関 「速さ」の範囲について、難関校レベルの問題にチャレンジします 

英検準１級対策 
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。 

 

 

 

学 年 コース 実施期間 教 科・時 間 

小６ 

受験２科 

A・B・C 
Ⅱ期・Ⅲ期 国語 10:30～11:40 算数 12:30～13:40 ＊＊＊＊＊＊ 

受験３科 

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

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

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

オプション 

Ⅱ期・Ⅲ期 
選択授業①14:00～15:10 

受験算数(標準)／国語／英語・作文 

選択授業②15:30～16:40 

受験算数(難関)／国語／英語・作文 

Ⅱ期・Ⅲ期 
算数サポート(個別指導)※要事前予約 

①9:00～10:10 ④14:00～15:10 
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◇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） 英文法総まとめ、長文読解 

Ⅲ期 長文読解、詩、文法 平面図形（２）、変化とグラフ 英文法総まとめ、長文読解 

小６ 
受験基礎 

Ⅱ期 長文読解、語句 平面図形 英文法総まとめ、長文読解 

Ⅲ期     長文読解、語句 速さに関する問題 英文法総まとめ、長文読解 

オプション 期間 学 習 内 容 

小６ 

選択算数(標準) 

Ⅱ期 
「速さ」に関する問題に取り組みます。問題演習とその解説を通して、基本～発展レベルの

問題での得点力アップを図ります。 

Ⅲ期 「整数」の範囲について、難関校レベルの問題にチャレンジします 

小６ 

選択算数(難関) 

Ⅱ期 
「論理・推理」に関する問題に取り組みます。問題演習とその解説を通して、 

基本～発展レベルの問題での得点力アップを図ります。 

Ⅲ期 「規則性」の範囲について、難関校レベルの問題にチャレンジします 

小６ 
選択国語 

Ⅱ期  語彙特訓（ことわざ、故事成語、慣用句、付表の語、多義語） 

Ⅲ期  語彙特訓（類義語、対義語、熟語の組み立て、同音異字、同音異義、同訓異字） 

小６ 
選択英語・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。 

 ＊算数サポート(個別指導)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。 
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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(金)～７月２８日(火) ５日間  

    Ⅱ期 ：７月３０日(木)～８月２日(日)  ４日間 

  Ⅲ期 ：８月１５日(土)～８月１８日(火) ４日間 

  Ⅳ期  ：８月２０日(木)～８月２５日(火) ５日間 ※８月２３日（日）は英検２次試験日のため休講 

 

【中１～中２ 実施期間詳細・時間割】 

＊中２のオプション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期を数学演習、Ⅱ期を英語演習など分けて受講することは可能です。 

 ＜数学サポート予約方法＞ 

request@joba-london.co.uk 宛に以下の内容をお送りいただき、予約が取れてから申込書をお出しください。 

①生徒氏名・学年、②期間、③時間帯、④コマ数、⑤数学サポート以外に受講するコース 

 

【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 
一次方程式の計算と文章題の応用 

形容詞、副詞、命令文、一般動

詞、目的格、It の特別用法 

Ⅳ期 
長文読解、古文、用言、 

語句、漢字 
座標、比例・反比例 

疑問文、現在進行形、 

助動詞、過去形 

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 
There is～、名詞・冠詞、代名

詞、形容詞・副詞、前置詞 

Ⅳ期 
長文読解、古文、 

語句、漢字 
平行四辺形、関数と図形 

接続詞、文型、比較、 

受動態、発音・アクセント 

 

 

 

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 12:30～13:40 国語 14:00～15:10 ＊＊＊＊＊＊ 

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

中２ 

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

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

オプション Ⅰ期・Ⅳ期 
数学演習    

14:00～15:10 

英語演習    

14:00～15:10 
＊＊＊＊＊＊ 

中１ 

中２ 

オプション Ⅰ期・Ⅳ期 
英検準１級対策 

15:30～16:40 
＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊ 

オプション Ⅱ期・Ⅲ期 

中学歴史 9:00～10:10 中学地理 10:30～11:40 ＊＊＊＊＊＊ 

数学サポート(個別指導) ※要事前予約 

①9:00～10:10 ②10:30～11:40 ③12:30～13:40 ④14:00～15:10 
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◇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） 

中２英語演習 
Ⅰ期 時制、助動詞、不定詞、動名詞、文型などの重要単元の総復習と応用問題の演習 

Ⅳ期 受動態、比較表現、現在完了、接続詞、前置詞などの重要単元の総復習と応用問題の演習 

英検準１級対策 
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(個別指導)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。 
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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(金)～７月２８日(火) ５日間  

    Ⅱ期 ：７月３０日(木)～８月２日(日)  ４日間 

  Ⅲ期 ：８月１５日(土)～８月１８日(火) ４日間 

  Ⅳ期  ：８月２０日(木)～８月２５日(火) ５日間 ※８月２３日（日）は英検２次試験日のため休講 

【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、渋幕、慶応藤沢、早慶など難関校を目指す生徒を対象としたクラスをαクラスとし、 

   他の私立校や公立校を目標にする生徒を対象としたクラスをβクラスとしてクラス分けをします。 

 ◇ 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 

＊オプション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期を数学演習、Ⅳ期を英語演習など分けて受講することは可能です。 

◆中３ Ⅱ期・Ⅲ期 時間割 

＊オプションの選択授業の国語・作文、英語・作文は、①と②の時間帯の内容は同じです。 

＊オプションの選択授業の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：選択①数学(発展)＋選択②英語・作文 Ⅲ期：選択①数学(発展)＋選択②国語・作文 

＊オプションの選択授業は、受講者数の関係で、こちらで受講時間の調整をさせていただくことがあります。  

 ＜数学サポート予約方法＞ 

request@joba-london.co.uk 宛に以下の内容をお送りいただき、予約が取れてから申込書をお出しください。 

①生徒氏名・学年、②期間、③時間帯、④コマ数、⑤数学サポート以外に受講するコース 

 

 

 

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

オプション Ⅰ期・Ⅳ期 
数学演習    

14:00～15:10 

英語演習    

14:00～15:10 
＊＊＊＊＊＊ 

オプション Ⅰ期・Ⅳ期 
英検準１級対策 

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 12:30～13:40 数学 14:00～15:10 英語 15:30～16:40 

オプション 

Ⅱ期・Ⅲ期 選択授業① 9:00～10:10 

数学(標準)／国語・作文／英語・作文 

選択授業② 10:30～11:40 

数学(発展)／国語・作文／英語・作文 

Ⅱ期・Ⅲ期 
数学サポート(個別指導) ※要事前予約               

① 9:00～10:10 ②10:30～11:40 
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【中３ 学習カリキュラム】               

コース 期間 国 語 数 学 英 語 A / B 

中３ 

Ⅰ期 入試長文問題、語句 円の性質、円と相似 
 A 構文、正誤、長文、語彙 

 B 文法応用、長文読解、語彙 

Ⅱ期 古文 三平方の定理 平面  A 構文、正誤、長文、語彙 

Ⅲ期 古文 三平方の定理 空間  B 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 
 A 構文、正誤、長文、語彙 

 B 文法応用、長文読解、語彙 

オプション 期間 学習内容 

中３数学演習 
Ⅰ期 難関校の入試問題（代数範囲）にチャレンジします。 

Ⅳ期 難関校の入試問題（幾何範囲）にチャレンジします。 

中３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 

Ⅳ期 長文読解の過去問演習、語彙強化のための語源学習 

英検準１級対策 
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 

選択国語・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 

Ⅲ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 

選択数学(標準) 

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。 

選択数学(発展) 

Ⅱ期 
「場合の数・確率」、「整数」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。 

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。 

選択英語・作文 
Ⅱ期 参加生の受験校に合わせた過去問を使い、合格作文の書き方を伝授します。 

Ⅲ期 参加生の受験校に合わせた過去問を使い、合格作文の書き方を伝授します。 

＊数学サポート(個別指導)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。 
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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(金)～７月２８日(火) ５日間  

  Ⅱ期 ：７月３０日(木)～８月２日(日) ４日間 

  Ⅲ期 ：８月１５日(土）～８月１８日(火) ４日間 

  Ⅳ期  ：８月２０日(木)～８月２５日(火) ５日間 ※８月２３日(日)は英検２次試験日のため休講 

【指導時間】  

  全日程同様 （要 事前予約） 

   ①9:00～10:10 ②10:30～11:40 ③12:30～13:40 ④14:00～15:10 ⑤15:30～16:40 

【申込方法】  

申込前に事前予約が必要です。  

request@joba-london.co.uk 宛に以下の内容をお送りいただき、予約が取れてから申込書をお出しくだ

さい。 

① 生徒氏名・学年、②期間、③時間帯、④コマ数、⑤現地校サポート以外に受講するコース 

 

 

 

 

【指導概要】 

◇ 第二言語としての日本語習得を目指しているお子様や、日本の国語カリキュラムに追いつくこと 

  を目標にしているお子様を対象に指導を行います。 

  ◇  対象学年は小４～高校生。生徒２名に対し、教師１名がついて指導します。 

【指導例】 

 ◇ GCSE/A レベル 日本語対策 

  ◇ 日本の国語カリキュラムに合わせた指導 

【実施期間】  
  Ⅰ期 ：７月２４日(金)～７月２８日(火) ５日間 

  Ⅳ期  ：８月２０日(木)～８月２５日(火) ５日間 ※８月２３日(日)は英検２次試験日のため休講 

【指導時間】  

  全日程同様 （要 事前予約） 

    ①9:00～10:10 ②10:30～11:40 ③12:30～13:40 ④14:00～15:10 

【申込方法】  

申込前に事前予約が必要です。  

request@joba-london.co.uk 宛に以下の内容をお送りいただき、予約が取れてから申込書をお出しくだ

さい。 

① 生徒氏名・学年、②期間、③時間帯、④コマ数、⑤日本語サポート以外に受講するコース 
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＊お申込書は７月３日（金）までに事務局までメールにてお送りください。 

 

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  

 

  

 

【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。 

  ＊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。 

 【実施期間】 

Ⅳ期 ：８月２０日(木)～８月２５日(火) ５日間 ※８月２３日(日)は英検２次試験日のため休講 

 

 【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、社会科学分野からは社会学と経営学を、自然科学分野からは発達学・ 

物理学・生物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、多くの高校生がライティングで誤って書くことが多い「不定詞・ 

 原形不定詞・不定詞を用いた慣用表現」と「比較、比較を用いた慣用表現」です。 

 

 

◆ お申し込み・お問合せ先 ◆ 
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