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◆きょうから 4 月授業スタート 
ここ数日の蘇州は，春を跳び越え一気に夏が訪れた

かのような暑さですね。ご父母のみなさまはいかがお過

ごしでしょうか。 

さて，日本人学校の始業

式 ・ 入 学 式 よ り 一 足 早 く ，

JOBA 蘇州校の 4 月通常授

業はきょう 4/8（月）から開始し

ました。春，子どもたちには，

それぞれ新しい学年に進級

したことで，学習面でも高いモチベーションで臨んでく

れることが期待できます。わたしたち教師陣も，パワー

全開で指導してまいります。 

★4 月授業… 4/8（月）～28（日） ※「B 月」です 
 

これから新規開講するコースをご紹介します。 

 

１ 小 4 高校進学準備コース 

開校当初は，小学 4 年生のコースは中学受験コース

だけでしたが，新たに非受験コース（高校進学準備

コース）も開講します。週に 1 回の通塾で，国語と算

数を学習します。 

★曜日と時間： 金曜 17:00～18:50 
科目： 算国 2 科   
授業料： 860 RMB（A 月）／645 RMB（B 月） 
教材費： 360 RMB（年間） 
兄弟割引制度もございます。 

 

２ 英語 自習・質問教室 

正式な「コース」ではありませ

んが，お知らせします。大神

田先生が毎週月曜の 19:00

より前の時間に，中学生を対

象にした英語の自習サポート

を行い，質問対応もします。英語を得意科目にしまし

ょう！ 

★曜日と時間： 月曜 19:00 まで 
授業料： かかりません 
授業内で指名された人は必ず参加しましょう。 

３ ご要望の多い英検対策講座を開講します。6 月の

第 1 回検定で 1 次試験を突破するための講座です。

対象級は準 2 級を予定しています。 

★英検準 2 級合格講座（仮称） 
曜日・時間など開講日は調整中です。 
詳細が決まり次第，お知らせいたします。 

 

 

受験生 ゲーム禁止令 
新小 6・新中 3 のみなさん，JOBA 蘇州校では，

受験生は，第一志望校に合格するまでゲーム禁

止というルールを施行します。 

志望校に合格するためには，特に学習面にお

いて，やらなければならないことがたくさんあります。

学習の大敵となるゲームは段ボールか何かに封

印してしまい，しっかり勉強に打ち込んでください。

ご父母のみなさま，ご協力お願いします。 

「マンガはいいですよね」「テレビは OK ですか」

のような質問はしないでくださいね！ 

 

 

◆微信支付（We Chat Pay） 

不具合のため，ご迷惑をおかけしました 

3 月にご請求書をお送りした際にお知らせした微信

支付（We Chat Pay）の管理システムに技術的なミスが

あり，ご入金いただけた方と，そうでない方がいらっしゃ

いました。みなさまにはご迷惑をおかけするとともに，た

いへんご心配をおかけしてしまいました。申し訳ござい

ませんでした。 

4/8（月）現在，新しい QR コードでのご入金が可能に

なっております。 

★微信支付…手順がわからない方はご連絡ください 
 

 

◆4 月新規生を受け付けています 

この 4 月に蘇州に来られたご家庭や，進級にあわせ

て塾通いをお考えの方などを対象に，新規入会お申し



込みを随時受け付けております。 

はじめての 1 週間は体験ができますので，まわりに該

当する方がいらっしゃいましたらご紹介ください。 

 

ただいま紹介キャンペーン（友人紹介 GO！GO！

キャンペーン）を実施しています。体験申込書の「紹介

者欄」にご記入いただいた方に図書カード 1,000 円分

をプレゼントします（兄弟・姉妹も OK です）。体験生 1

名につき，紹介者 1 名となります。 

★はじめての方は 1 週間の無料体験が受けられます 
 

転塾キャンペーンも行います。他の塾から JOBA に

移られる方は，教材を JOBAのものと無償で交換します

（使用済みで構いません）。 

キャンペーン期限：5/18（土）まで 
 

なお，指導クオリティの維持向上のため，受験生であ

る中学 3 年生のコースにおいては，新規入会（体験生）

の受け入れを 5/13（月）～の週をもって停止させていた

だきます。予めご了承ください。 

 

 

◆4 月スケジュールについて 

3/12（火）に全ご家庭に一斉でお送りした「上半期ス

ケジュール」にも記載してありますが，いくつか変則的

なスケジュールになる日がございます。下記ご確認くだ

さい。 
 

4 月月例テスト 

★4 月月例テスト（中 3 以外）… 4/13（土） 
小学生 算国… 10:30～12:20 
小学生 理社… 12:50～14:00 
中 1・中 2 英数国… 14:00～16:20 

★4 月月例テスト（中 3）… 4/11（木），13（土） 
英数国… 4/11（木）19:00～21:10 
理社… 4/13（土）15:00～16:20 

月例テストは，在籍生の方には

必ず受験していただきます。授業

を受けていない科目も受験してく

ださい。 

都合により既定の実施日・時間

に受験できない場合は JOBA ま

でお早めにご連絡ください。自宅受験や振替受験を調

整・設定しお知らせします。 
 

日本人学校の土曜登校 
 

4 月は，土曜日が 2 週にわたって日本人学校の登校

日にあたります。このような場合，JOBA は土曜を休校と

させていただきます。授業は翌日の日曜日に振り替え

させていただきます。時間は特に指定のない場合は土

曜授業と同じ時間に実施します。 

★4/20（土）JOBA 休校→4/21（日）に振替授業 
★4/27（土）JOBA 休校→4/28（日）に振替授業 

 

労働節期間の JOBA 
 

労働節を含む週は，JOBA は通常授業を行いません。

小学生は 1 週間お休みとさせていただきます。中学生

については，5 月初めの宿泊学習・修学旅行（日本人

学校）の休講分を下記日程で振り替えます。 

★4/29（月）～5/4（土）…通常授業はありません 
ただし 4/29（月），30（火）は中学生の振替授業を 
行います。時間は 15:20～17:30 に変更します。 

 

JOBA 蘇州校のスケジュールについて不明な点は，

お気軽にお問い合わせください。 

 

 

◆4 月誕生日の JOBA っ子 

誕生日おめでとうございます！ 

I・T くん   H・R さん 

K・S くん 

 

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 


