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◆春期講習会が始まりました 
日本人学校が春休みになり，JOBA 蘇州校では，き

ょう 3/12（火）から春期講習会が始まっています。 

1 学期のスタートダッシュに欠かせない内容を先取り

予習します。JOBA 生たちには春期講習会を受けて，

学校の始業式以降の学習において大いに有利だとい

う実感を持ってもらいたいと思います。 

や む を え ず ご 欠 席 と な っ た

JOBA 生には，講習で学習する項

目などをメールでお伝えしますの

で，まずご家庭で取り組んでみてく

ださい。自力ではわからなかった，

という問題などは春期講習会 C 日

程（※）や，通常授業が始まってからでも質問対応など

フォローを考えますので，ご安心ください。でも，とにか

く，まずは自分でやってみてくださいね。 

※春期講習会 C 日程 

4/8（月）から通常授業が始まりますが，蘇州日本人学校の

始業式が 4/11（木）ですので，それまでの 3 日間，つまり 4/8

（月）～10（水）を「春期講習会 C 日程」とし，正式ご入会者を

対象に自習・質問教室を開講いたします。時間は 10:30～

16:30 です。事前のお申し込みは不要です。バスのお迎えは

できませんが，長時間のフォローが可能ですので，ぜひたく

さんの生徒さんに参加していただきたいと考えております。 

日本人学校の予定がわかる前のヴァージョンのパンフレット

は「4/9までがC日程」となっていますが，始業式が4/11（木）

と判明しましたので，C 日程は正しくは「4/10 まで」です。 

それから，パンフレットには記載がありませんが，C 日

程期間中に中 3 の理科・社会を緊急開講します。詳細

は以下のとおりです。 

――――――――――――――――――― 

春期講習会 C 日程 中 3 理社 
日程… 4/8（月）～10（水）3 日間 
時間… 14:00～16:50 ※80 分×2 コマ 
費用… 1,200RMB 体験 A コースは半額 
お申し込み… JOBA までご連絡ください 

――――――――――――――――――― 

春休みの勉強は JOBA にお任せください！

◆生徒数ただいま 48 名 
JOBA 蘇州校が開校して，はや 2 週間がたちました。

この 2 週間に多くの方に体験授業や学力診断テストに

参加していただき，きょう（3/12）現在 48 名の方に正式

ご入会いただきました。春期講習会から受講していた

だく新しい生徒さんもいます。これからどんどん活気あ

る教室になっていきますよ！ 

JOBA 生 50 名でバリスタ導入。あと 2 名！ 

 

〈開校 2 週間。先生たちからのメッセージ！〉 

O・A 先生 

実は，先生はすごく緊張する性格です。初回の授業

の最初は，生徒のみんなも少し緊張していたのか，教

室全体がやや張り詰めた空気になっていましたね。で

もみんながすぐフレンドリーに受け入れてくれたため

（先生が図々しくみんなの中に入っていった…？），い

つもと変わらぬ授業ができた気がします。2 回目はまた

グググッと，みんなとの距離が近づいたような気もしまし

た。 

さて，宿題をやる前に復習をすると効果的だという話

を各学年でしましたが，実践してくれた人はいますか？ 

新中 3 は中 2 教材の周回復習に取り組んでほしいと希

望しましたが，着手してくれていますか？ 

先生はみんなに，英語を必ず得意科目になってもら

います。ともにがんばっていきましょう！ 

（これまでの蘇州での累計ラン距離…29 ㌖） 

I・H 先生 

みなさん，新しい塾には慣れたでしょうか？ WING

に比べて設備が数段グレードアップされたので，最初は

みんな，相当驚いていましたね！ 実は先生もそうでし

た。 

しかし，これだけいい環境が整っているのだから，も

うバリバリ勉強するしかないですね！ 

卒業式も間近になり，何人かの中 3 の先輩が挨拶に

来てくれました。先輩たちからは，「僕たちと後輩たちで

は待遇が違いすぎませんか？ 僕たちもこんなきれい

な塾で勉強したかったです。」と必ず言われてしまいま



す。 

これからは先輩たちからもうらやましがられる，この恵

まれた環境で，先生たちと一緒に楽しく激しく前向きに

学習していきましょう!! 

T・M 先生 

皆さんこんにちは。 

蘇州に来て早くも 2 週間が過ぎました。蘇州で生活

していて，これまでの中国生活（北京や天津）と大きく

違う点がありました。それは，雨が降ることです。このこ

とについては，また授業等でお話しできればと思いま

す。 

さて，国語の授業を受け持っていますが，ほとんどの

クラスの最初の授業で「国語は好きですか？ それとも

嫌いですか？」というような質問をしました。忖度するこ

となく，正直に嫌いと答えてくれたり，本当に好きだから

好きと答えてくれたりと様々な反応が見られました。 

その際にも言ったかもしれませんが，好きな人はそ

のままでいいです。嫌いな人は，無理して好きになろう

とはせずに，「嫌いではない」くらいにまでなってくれれば

ありがたいですね。 

そのための手助けは，授業内外でたくさんしていき

たいと思います。 

わからないことが出てきたら，質問をしてくださいね。 

 

◆JOBA 蘇州校の兄弟割引制度 
ご存知でしたか？ JOBA 蘇州校にはお得な兄弟割

引の制度があります。以下にご紹介します。 

◇ 兄弟・姉妹は入会金無料 
◇ 2 人目は授業料が 10％割引 
◇ 3 人目は授業料が 50％割引 
◇ 諸雑費は 1 人分だけ 

ぜひ兄弟割引制度をご利用ください。図書カードが

もらえる紹介キャンペーンは，兄弟・姉妹を紹介した場

合も適用されますよ！ 

 

◆新地中心のエレベーター 
新地中心のエレベーターが，平日 19:00 以降と土曜

17:00 以降は保安（＝ガードマン）にカードキーをかざし

てもらわないと使用できないことがわかりました。 

施設側には協力をお願いしていますので，スムーズ

に対処してくれると期待しています。また JOBA 生全員

分の「エレベーターお願いカード」を 4 月通常授業までに

作成・配布しますので，上記時間のエレベーター使用

の際には保安の方に提示するようお願いします。 

 

◆テスト成績優秀者 
3/2（土）に実施した無料学力 CT における成績優秀

者を発表します。 

今後，月例テスト等で得点 8 割以上を達成した

JOBA 生を蘇州校通信紙面に掲載します。 

〈無料学力 CT 成績優秀者 3/2 実施〉 

小 4 標準コース O・S さん 国語 

小 6 標準コース G・N さん 国語 

中 1 受験コース T・R くん 英語 

中 1 受験コース N・Y くん 英語 

中 2 受験コース Y・N さん 英語 

中 2 受験コース Y・A さん 英語・国語 

※ 学年は旧学年表記，コースは JOBAセンター試験

のコース名です。 

4 月の月例テスト予定！ 

新中 3 のみ，変則的です。気をつけてください。 

◇新小 4～新中 2…4/13（土）の実施です。 

中学受験コース…10:30～12:20（2科）／14:00（4科） 

※4 科生は 30 分の昼食休憩をはさみます。 

高校進学準備コース…10:30～12:20 

高校受験コース…14:00～16:20 

◇新中 3…2 日に分けて実施します。 

英数国…4/11（木）19:00～21:10 

理社…4/13（土）15:00～16:10 

 

JOBA蘇州校  住所 新地中心906室  電話 6729-3352 

e メール… joba.suzhou@jolnet.com    ホームページ… https://joba-suzhou.jolnet.com/ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

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 新百合ケ丘校 ガーディアンシップセンター 


