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◆JOBA 蘇州校 開校しました！ 

きょう 2/25（月），JOBA 蘇州校が正式に開校し，授

業が始まりました。ここ蘇州への開校が決まってからわ

ずか 2 か月足らずの準備期間での授業スタートです。

海外生・帰国子女だけを対象に教

育 サ ービ スを 続 けて きた 私た ち

JOBA が，ここ蘇州の日本人子女教

育をリードすべく，精一杯がんばりま

す。どうぞよろしくお願いします。 

以下，蘇州校開校スタッフごあいさつです。 

 

O・A 先生 

神奈川県出身 B 型  

趣味： ランニング（2 月は 100 ㌖走りました） 

蘇州で塾の先生をしていくことに，興奮がおさえられ

ぬ日々を過ごしてきました。これから全力でみなさんに

かかわっていきます。どうぞよろしくお願いします。英語

が専門ですが，いろいろな教科の質問にも対応します。

家庭学習等のアドバイスもお任せください。蘇州校校

長と，JOBA 中国 5 教室および韓国ソウル校の統括責

任者を兼任しています。家族とも上海に住んでおり，蘇

州には基本的に毎週月・火・水に滞在します。 

担当： 小 4 受験理社，小 6 受験社会，中 1～中 3 英語 

 

I・H 先生 

福岡県出身 O 型 

趣味： スポーツ観戦，カラオケを歌うこと 

ウイングから JOBA へと転籍となりました石田です。 

私は，ソフトバンクホークスとうまかっちゃん（福岡ロー

カルのインスタントラーメン）を愛する九州男児です。 

スポーツ観戦，特に格闘技を見るのが大好きです！ 

野球，サッカー，ゴルフ，相撲，ボクシング，それに大好

きなプロレスと多岐にわたってテレビ観戦しております。 

最近はスポーツ観戦しながらのお酒のせいでおなかの

方が心配になってきたので，私も大神田先生，堤先生

を見習ってウォーキングから運動を始めようかと考えて

いる今日この頃です。 

みなさん，JOBA でもよろしくおねがいします！ 

担当： 小 4～小 6 受験算数，小 5・小 6 受験理科，小 5，小 6 高

校進学準備算数，中 1～中 3 数学，中 3 理科 

 

T・M 先生登
と

 

奈良県出身 O 型 

趣味： ゴルフ（下手の横好き…かもしれませんね） 

私は中国に17年間住んでいました。ずっと，JOBA

の北京と天津の教室で国語を中心に授業を行ってきま

した。蘇州で授業をするために，2 年間日本で体力を

温存していました。皆さんと一緒に授業などで触れ合う

ことができるのを楽しみにしています。 

ゴルフは健康的なスポーツだと思っています（下手だ

から？）。自然の中を歩き回ることができるのですから。

蘇州でもゴルフも楽しめればと思っています。皆さん，

よろしくお願いいたします。 

担当： 小 4～小 6 受験国語，小 5 受験社会，中 1～中 3 国語，

中 3 社会 

 

以上，ベテラン（オジサン？）を揃えた開校スタッフで

蘇州校を運営してまいります。 

さて，開校キャンペーン第 3 弾のお

知らせです。限定の友人紹介キャン

ペーンやります！ 

 

JOBA 蘇州校 開校キャンペーン第 3 弾 

友人紹介 GO！GO！キャンペーン 

・ 正式入会された方（ご家庭）が，新規の体験生をご

紹介いただくと・・・， 

紹介 1 名につき図書カード 1,000 円分進呈！ 

・ 体験生の方が正式入会されると・・・， 

さらに図書カード 1,000 円分を追加進呈！ 

～今回キャンペーンは限定 5
GO！

5
GO！

枚で終了します～ 

※ 1 名の体験につき紹介者 1 名です。紹介者名は，

体験申込書にご記入いただきます。 

※ 兄弟姉妹の紹介も OK です。 

今夏の一時帰国で参考書や問題集，入試過去問な

どの購入にお役立てください。紹介よろしくお願いしま

す。



◆春期講習会のご案内 

2/25（月）の授業開始日から順次，春期講習会のパ

ンフレットの配布を開始しました。JOBA 蘇州校では，

蘇州日本人学校の春休みのうち下記の期間に春期講

習会を開講いたします。 

3 ターム制，全 14 日間の講習会です。 

 

A 日程 「長い春休みも無駄にしない！ 予習で

スタートダッシュ成功するぞ」ターム 

 3/12（火）～16（土）5 日間 

A 日程は 1 学期予

習範囲を進める必修

講習です。全てのコ

ースにおいて授業が

あります。 

B 日程 「ここががんばりどころ。受験に向けてた

くさん勉強しよう」ターム 

 3/18（月）～23（土）6 日間 

B 日程は「受験」がキーワードとなるコー

スで開講します（新小 4・5・6 中学受験

コース，新中 2・3 高校受験コース）。 

C 日程 「春休みボケ？を解消。学校始業式前の

ウォーミングアップ」ターム 

 4/8（月）～10（水）3 日間 

C 日程は正式入会

者のみ対象の自習・

質 問 教 室 で す 。

10:30～16:30の時間

帯で自由に参加でき

ます。 

 

※ 各コースの時間や費用等，詳細はパンフレットでご

確認ください。［体験 A コース，B コースから正式入

会された方は特別価格で受講していただけます。］ 

※ 申込書は次回授業時に配布予定です。こちらは欠

席される方もご提出いただきます。 

◆JOBA 蘇州校 3 月・4 月予定 

 

◆2/25（月）～3/2（土） 体験 A コース 

キャンペーン特典有効期限は 3/4（月）です。 

◆3/2（土） 無料学力診断テスト 

新小 5，新小 6，新中 1…10:30～12:30 算国 

新中 2，新中 3…14:00～17:00 英数国 

（新中 3 理社受講者は 15:00～18:00） 

◆3/3（日） 休校日 

◆3/4（月）～9（土） 体験 B コース 

キャンペーン特典有効期限は 3/11（月）です。 

3/5（火），6（水）には無料学力診断テスト受験者ご父

母を対象とした学習カウンセリングを実施します。 

◆3/10（日） 休校日 

◆3/11（月） 3 月通常授業最終日 

◆3/12（火）～16（土） 春期講習会 A 日程 

◆3/17（日） 休校日 

◆3/18（月）～23（土） 春期講習会 B 日程 

◆3/20（水）ごろ 4月学費・春期費用ご請求書の送付 

ご確認いただき，微信支付または現金でお支払いく

ださい。 

◆3/24（日）～4/7（日） 春休み休校 

休校期間中のご連絡はメールでお願いします。 

◆4/8（月） 4 月通常授業開始【変更あり】 

4/8（月）～10（水）の 10:30～16:30 は自習・質問教

室（在籍生対象の春期講習会 C 日程）です。 

4 月通常授業は 4/27（土）までです（B 月）。 

◆4/28（日）～5/5（日） 労働節休講期間 

この期間の通常授業はありません。4/29（月）・4/30

（火）に中学生の 5/6（月）・5/7（火）分の振替授業を

行います。また一部コースを対象に労働節特訓授業

を行う予定です。詳細は後日！ 

 

JOBA蘇州校  住所 新地中心906室  電話 6729-3352 

e メール… joba.suzhou@jolnet.uom    ホームページ… https://joba-suzhou.jolnet.uom/ 
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JOBA 中国   北京校 天津校 上海浦西校 上海浦東校 蘇州校 北京あおぞら幼稚園 天津あおぞら幼稚園 

JOBA 韓国   ソウル校 

JOBA 英国   ロンドン校 

JOBA 日本   本部校 グローバル校 洗足池校 たまプラーザ校 新百合丘校 ガーディアンシップセンター 


