
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 新百合ヶ丘校 

TEL：044-322-0002 

FAX：044-322-0019 

E-Mail：jobajyuku@jolnet.com  

海外・帰国子女教育専門機関 

海外・帰国生だけの講習だから 

安心、わかる、伸びる、受かる！ 

JOBA帰国生特化型スクール 

新百合ヶ丘校 

春期講習 

 

2 

0 

1 

8 

年 

度 



2018年度 JOBA新百合ヶ丘校 春期講習 講習生用 

 2 

 

JOBA新百合ヶ丘校 春期 スケジュール 
 

3月 22日 木 通常授業  4月 1日 日 春期講習特別企画 

3月 23日 金 通常授業  4月 2日 月 

《 春期講習 後期 》 3月 24日 土 通常授業  4月 3日 火 

3月 25日 日 通常授業  4月 4日 水 

3月 26日 月 通常授業  4月 5日 木 休校 

3月 27日 火 3月通常授業終了  4月 6日 金 個別面談（休講） 

3月 28日 水 休校  4月 7日 土 個別面談（休講） 

3月 29日 木 

《 春期講習 前期 》 

 4月 8日 日 4月通常授業開始 

3月 30日 金  4月 9日 月 通常授業 

3月 31日 土  4月 10日 火 通常授業 
 

コース表    目的に応じたコースを選べます！ 
 

 中学入試対策コース 
 

学年 指導形態 指導科目 ページ 

新小学 4年生～新小学 6年生 個別指導 国語・算数・英語・作文 など P3 

新小学 6年生 受験 B クラス指導 国語／算数／英語 P3～P4 
 

 高校入試対策コース 
 

学年 指導形態 指導科目 ページ 

新中学 1年生～新中学 3年生 個別指導 国語・数学・英語・作文 など P5 
 

 英語力維持・伸張コース 
 

学年 指導形態 指導科目 ページ 

新小学 1年生～新中学 2年生 個別指導 英語 P5 
 

 国内学校適応コース ／ 私立内部進学コース 
 

学年 指導形態 指導科目 ページ 

新小学 1年生～新高校 3年生 個別指導 国語･算数・数学･英語 など P5 
 

 

 慶應 NY学院対策コース 
 

学年 指導形態 指導科目 ページ 

新中学 2年生～新中学 3年生 個別指導 国語･数学・英語･作文 など P5 

 

春期講習特別企画   4月 1日（日） 
 

《作文・面接オリエンテーション》 
＜帰国枠受験での作文・面接のポイントがわかります！＞ 

 

作文・面接試験を受ける際の心構えや注意事項を中心にレク

チャーいたします。作文は最新の出題傾向も踏まえつつ、どの

ような内容を文章に取り入れるべきか、みなさんにも考えてもら

いながら進めていきます。面接は、面接時のマナーや、個人面

接・グループ面接・英語面接の概要、回答のポイントなどの対策

をご説明いたします。 
 

■対象 ： 新小学 6年生・新中学 3年生 

■時間 ： 11：30～12：30 

■場所 ： JOBA新百合ヶ丘校 

 

《海外・帰国生のための進学説明会》 
＜帰国生の最近の受験動向についてご説明します！＞ 

 

帰国生の受験で注意すべき点、最近の帰国生受験の状況な

ど、保護者の皆様が知っておくべき情報や疑問に思われている

点などを詳しくご説明いたします。今年度の入試結果（出願者

数・受験者数・合格者数などの最新データ）をもとにご説明いた

しますので、今後の進路決定や学習の指針としてぜひお役立て

ください。 
 

■対象 ： 保護者および生徒 

■時間 ： 《中学入試》 10：00～11：10 

《高校入試》 13：00～14：10 

■場所 ： 《中学入試》 JOBA新百合ヶ丘校 

《高校入試》 JOBAたまプラーザ校 

《個別進路面談》 
＜各ご家庭のご相談内容についてお答えします！＞ 

 春から夏にかけての学習計画の立て方、志望校の絞り方、ご

入会後の受講プランなどなど、各ご家庭のご相談内容にお答えし

ます。 

 

■対象 ： 保護者（生徒同伴可） 

■日程 ： 4月 6日、4月 7日 

■時間 ： 10：00～16：50（6枠） 

※1家庭につき 50分程度 
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中学入試対策コース 
 

 

 新小学 4年生～新小学 6年生 ／ 個別指導 
 

■指導形態 ： 個別指導（教師 1名対生徒 2名の個別指導） 

■科 目 ： 国語・算数・英語・作文（日本語・英語）･英検対策 など 

■カリキュラム ： ご相談の上、決定いたします。 

■期 間 ： ＜前期＞ 3月 29日（木）～3月 31日（土）   ＜後期＞ 4月 2日（月）～4月 4日（水） 

■費 用 ： P6 をご参照ください。 

 

 受講パターン    ※下記のパターン以外にも一人ひとりの学習状況や目的に応じたプランをご用意いたします。 

「勉強の習慣を 

つけたい」  

○《個別指導》 1時限 ： 「英語」 1時限で文法事項の整理を！ 

○《個別指導》 2時限 ： 「国語」「算数」 各 1時限で日本の勉強に慣れることから！ 

○《個別指導》 3時限 ： 「国語」「算数」「英語」 各 1時限で各科目の学習習慣作りを！ 

「受験勉強を 

始めたい」  

○《個別指導》 2時限 ： 「英語」 2時限で得意な英語をさらにブラッシュアップ！ 

○《個別指導》 4時限 ： 「国語」「算数」 各 2時間で遅れがちな科目のフォローアップ！ 

○《個別指導》 6時限 ： 「国語」「算数」「英語」 各 2時間で受験勉強の基礎からスタート！ 
 
 
 
 
 
 

 新小学 6年生 受験 B  ／ クラス指導 
 

■コース名 ： 国語 B ／ 算数 B ／ 英語 B 

■対象となる中学校 ： かえつ有明 H ・公文国際学園（帰国） ・攻玉社（国算 / 英） ・学習院 ・学習院女子 ・神奈川大学附属 

渋谷教育学園幕張 ・頌栄女子学院 ・湘南白百合学園 A / B ・逗子開成 ・洗足学園 A / B ･高輪 

東京都市大学付属（A / B） ・広尾学園（AG / SG） ・三田国際学園 など 

 
 

■期 間 ： 3月 29日（木）～4月 4日（水） ＜全 6日間＞  ※4月 1日（日）は休講 

■費 用 ： P6 をご参照ください。 

■備 考 ※英語 Bは英検 2級～準 1級程度の英語力が必要となります。 

 ※日本語作文・Essayの対策をご希望の場合は個別指導を併用してください。 

 ※以下の難関校と同レベルの対策をご希望の場合は、個別指導を併用してください。 
 海城（算数） ・渋谷教育学園渋谷（国算 / 英） ・渋谷教育学園幕張（英） ・聖光学院（国算 / 算英） 

慶應義塾湘南藤沢（国算英） ・洗足学園 A ・広尾学園（英） など 

■時間割・カリキュラム ： 下記をご参照ください。 
 

時間割 科目  科目 カリキュラム 

 9：00～10：00 英語 B  英語 B 文法（受動態）・長文読解 

10：10～11：10 英語 B  算数 B 立体図形・数と規則性・速さ 

11：20～12：20 算数 B  国語 B 文学的文章読解・説明的文章読解・漢字・語句 

13：00～14：00 算数 B    

14：10～15：10 国語 B    

15：20～16：20 国語 B    

 

■使用教材 

◎ 新小学 6年生 

 科目 教材名 

 国語 B 中学受験新演習 春期講習テキスト 小 6 

 

算数 B 

四谷大塚 予習シリーズ 6年上 

 四谷大塚 基礎力完成問題集 6年上 

 下剋上算数 基礎編 

 

英語 B 

Understanding & Using English Grammar 

 Testing Your Grammar 

 Concepts & Comments 

 ※科目によっては適宜プリントを配布いたします。 
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受講パターン    ※下記のパターン以外にも一人ひとりの学習状況や目的に応じたプランをご用意いたします。 

《入試科目 ： 英語》 志望校群 受講パターン 

攻玉社 ･洗足学園（A方式） など 《クラス指導》 英語 B ＋ 《個別指導》 英文法 1時限 

かえつ有明 ・渋谷教育学園渋谷 ･渋谷教育学園幕張 
《クラス指導》 英語 B ＋ 《個別指導》 Essay1時限 

頌栄女子学院 ・広尾学園 ・三田国際学園 など 

大妻中野 ・かえつ有明 A 《個別指導》 英語 2時限 

《入試科目 ： 国語・算数》 志望校群 受講パターン 

青山学院横浜英和 ・共立女子 ・高輪 ・桐蔭学園 ・桐光学園 
《個別指導》 国語 1時限 ＋ 算数 2時限 

東京都市大学等々力 ・日本女子大学附属 など 

海城（B方式） ・攻玉社 ・逗子開成 ・聖光学院 など 《クラス指導》 国語 B＋算数 B ＋ 《個別指導》 算数 1時限 

東京都市大学付属 B ・法政大学第二 など 
《クラス指導》 国語 B＋算数 B 

または 《個別指導》 国語 2時限 ＋ 算数 2時限 

学習院 ・学習院女子 ・渋谷教育学園渋谷 ･立教池袋 《クラス指導》 国語 B＋算数 B＋ 《個別指導》 作文 1時限 

または 《個別指導》 国語 1時限 ＋ 算数 2時限 ＋ 作文 1時限 立教女学院 ・横浜雙葉 など 

《入試科目 ： 英語・算数》 志望校群 受講パターン 

田園調布学園 ・東京都市大学等々力 ・東京女学館 

桐蔭学園 ・桐光学園 など 
《個別指導》 算数 2時限 ＋ 英語 1時限 

逗子開成 ・東京都市大学付属 A など 《クラス指導》 算数 B＋英語 B 

海城（C方式） ・聖光学院 など 《クラス指導》 算数 B＋英語 B ＋ 《個別指導》 算数 1時限 

《入試科目 ： 英語・国語》 志望校群 受講パターン 

実践女子学園 ・桐光学園 など 《個別指導》 英語 1時限＋国語 1時限 

公文国際学園（帰国） など 《クラス指導》 英語 B ＋ 《個別指導》 Essay 1時限 

《入試科目 ： 国語・算数・英語》 志望校群 受講パターン 

洗足学園（B方式） ・東京都市大学付属 など 《クラス指導》 国語 B＋算数 B＋英語 B 

慶應義塾湘南藤沢 など 《クラス指導》 国語 B＋算数 B＋英語 B ＋ 《個別指導》 算数 1時限 

※上記は受講の一例です。上記以外の受講も可能になりますので、ご相談ください。 

 

 

 
 

高校入試対策コース 
 

 

 新中学 1年生～新中学 3年生 ／ 個別指導 
 

■指導形態 ： 個別指導（教師 1名対生徒 2名の個別指導） 

■科 目 ： 国語・数学・英語・作文（日本語・英語）･英検対策・TOEIC対策・TOEFL対策 など 

■カリキュラム ： ご相談の上、決定いたします。 

■期 間 ： ＜前期＞ 3月 29日（木）～3月 31日（土）   ＜後期＞ 4月 2日（月）～4月 4日（水） 

■費 用 ： P6 をご参照ください。 

 受講パターン    ※下記のパターン以外にも一人ひとりの学習状況や目的に応じたプランをご用意いたします。 

「勉強の習慣をつけたい」  

○《個別指導》 1時限 ： 「英語」 1時限で文法事項の整理を！ 

○《個別指導》 2時限 ： 「数学」 2時限で日本式の勉強に慣れることから！ 

○《個別指導》 3時限 ： 「国語」「数学」「英語」 各 1時限で各科目の学習習慣作りを！ 

「受験勉強を始めたい」  

○《個別指導》 2時限 ： 「英語」 2時限で得意な英語をさらにブラッシュアップ！ 

○《個別指導》 4時限 ： 「国語」「数学」 各 2時間で遅れがちな科目のフォローアップ！ 

○《個別指導》 6時限 ： 「国語」「数学」「英語」 各 2時間で受験勉強の基礎からスタート！ 
 

 

 

 

 新中学 3年生 慶應義塾湘南藤沢対策 ／ クラス指導 （たまプラーザ校にて実施） 
 

■対象高校 ： 慶應義塾湘南藤沢・慶應義塾・慶應義塾志木･慶應義塾女子･早稲田大学系属早稲田実業･早稲田大学高等学院 

 ： 早稲田大学本庄高等学院･東京学芸大学附属 など 

■設置科目 ： 国語・数学・英語 

 ※受講条件として、英検準 1級（TOEFL：iBT 79点以上、TOEIC 730点以上）レベルの英語力が必要となります。 

 ※原則として、科目ごとの受講は出来ません。国語・数学のみの受講を希望される場合はご相談ください。 

■期 間 ： 3月 29日（木）～4月 4日（水） ＜全 6日間＞  ※4月 1日（日）は休講 

■時 間 ： 9：00～17：30 （全 7時間） 

※費用等の詳細はたまプラーザ校のパンフレットにてご確認ください。 
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英語力維持・伸張コース 
春期講習期間は、日本人講師による指導で「読解力」「エッセイ・ライティングにおける文法」の強化を目的とした学習を行います。海外在

住の期間が長ければ長いほど、話し言葉（コミュニケーション）だけの英語力になりがちです。ただ語彙を増やすだけではなく、書き言葉で用

いる文法事項や慣用表現を強化しながら、英語を体系的に理解できるように指導していきます。 

 新小学 1年生～新中学 2年生 ／ 個別指導 
 

■指導形態 ： 個別指導（教師 1名対生徒 2名の個別指導） 

■科 目 ： 英語 

■カリキュラム ： ご相談の上、決定いたします。 

■期 間 ： ＜前期＞ 3月 29日（木）～3月 31日（土）   ＜後期＞ 4月 2日（月）～4月 4日（水） 

■費 用 ： P6 をご参照ください。 

 受講パターン    ※下記のパターン以外にも一人ひとりの学習状況や目的に応じたプランをご用意いたします。 
 
 

 

「英検を取得したい」  
○《個別指導》 2時限 ： 「語彙」「長文読解」 各 1時限で 1次試験対策を！ 

○《個別指導》 3時限 ： 「語彙」 2時限と「長文読解問題」 1時限で 1次試験対策を！ 

「書く力を / 読む力を 

身につけたい」  

○《個別指導》 1時限 ： Sentencesから Independent Paragraphsへの書き方を！ 

○《個別指導》 1時限 ： Short Storyから始めて、本を読む習慣を！ 

○《個別指導》 2時限 ： 「書き方」「読み方」 各 1時限で学習の習慣作りを！ 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

国内学校適応コース 
 

 新小学 1年生～新中学 3年生 ／ 個別指導 
 

日本の学習内容を補完・強化するためのコースです。「わかる」から「できる」になるまで丁寧に指導します。基本科目である「国語・算数／

数学」から「英語」のレベルアップまで、「知識」＋「思考」のバランスのとれた授業で、効果的な補完・強化を行います。 

■指導形態 ： 個別指導（教師 1名対生徒 2名の個別指導） 

■科 目 ： 国語・算数/数学・英語 

■カリキュラム ： ご相談の上、決定いたします。 

■期 間 ： ＜前期＞ 3月 29日（木）～3月 31日（土）   ＜後期＞ 4月 2日（月）～4月 4日（水） 

■費 用 ： P6 をご参照ください。 
 
 
 
 
 

私立内部進学コース 
 

 新中学 1年生～新高校 3年生 ／ 個別指導 
 

編入試験や入試後の私立中学・高校の学習内容を補完するためのコースです。未習単元・分野の補講や既習単元・分野の定着を基礎か

ら丁寧に指導します。基本科目である「国語・数学」から「英語」のレベルアップまで、「知識」＋「思考」のバランスのとれた授業で、効果的な

補完・強化を行います。 

■指導形態 ： 個別指導（教師 1名対生徒 2名の個別指導） 

■科 目 ： 国語・数学・英語 

■カリキュラム ： ご相談の上、決定いたします。 

■期 間 ： ＜前期＞ 3月 29日（木）～3月 31日（土）   ＜後期＞ 4月 2日（月）～4月 4日（水） 

■費 用 ： P6 をご参照ください。 
 
 
 
 
 

慶應 NY 学院対策コース 
 

 新中学 2年生～新中学 3年生 ／ 個別指導 

特殊な受験形態をとる、慶應 NY 学院受験の専用プログラムです。国語・数学・英語の学科試験対策はもちろん、作文対策など、慶應

NY受験を知り尽くした教師が、カリキュラムを作成いたします。 

■指導形態 ： 個別指導（教師 1名対生徒 2名の個別指導） 

■科 目 ： 国語・数学・英語・作文（日本語・英語） など 

■カリキュラム ： ご相談の上、決定いたします。 

■期 間 ： ＜前期＞ 3月 29日（木）～3月 31日（土）   ＜後期＞ 4月 2日（月）～4月 4日（水） 

■費 用 ： P6 をご参照ください。 
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費用 （すべて税込料金となります） 
 

 講習費（授業料） 

 クラス指導 ： 中学入試対策コース ＜6日間＞ 

コース A会員料金 B会員料金 一般料金 

新小学 6年生 受験 B 

英語 23,280円 24,480円 25,920円 

国語 23,280円 24,480円 25,920円 

算数 23,280円 24,480円 25,920円 

※諸事情により全日程出席できない場合は費用を調整いたしますので、お申込用紙にその旨ご記入ください。 

 個別指導 ： ／1時限（60分） 

コース 科目など A会員 B会員 一般 

全コース 国・算・数・英・作文（日・英） など 3,880円 4,090円 4,320円 
 

JOBAの会員は以下のようになっています。 

・A会員＝JOBA法人会員、JOBA 海外校在籍生、JG校（通信指導）在籍生、過去に JOBAの講習や通信教育プログラムを受講した方 

・B会員＝JOL登録会員 

 

 教材費 

講習の教材費は、別途実費をご請求させていただきます。クラス指導で使用する教材はこちらで指定したものをご購入いただくことになり

ます。費用は以下の通りです。 

◎ 新小学 6年生 

科目 教材名 費用 

国語 B 中学受験新演習 春期講習テキスト 小 6 800円 

算数 B 

四谷大塚 予習シリーズ 6年上 2,400円 

四谷大塚 基礎力完成問題集 6年上 1,900円 

下剋上算数 基礎編  

英語 B 

Understanding & Using English Grammar 1,800円 

Testing Your Grammar 4,400円 

Concepts & Comments 3,600円 

※クラス指導の教材は部分出席される場合でもご購入くださいますようお願いいたします。 

※下剋上算数は市販教材のため、ご家庭でご購入のうえご持参ください。 

◎ 個別指導の場合は「個別学習プラン」にて教材をご提案いたします。 
 

 

 

 

 アクセス 
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お申し込み方法 
 
 
 

 お申し込み手続き 
 

① 「申込書 A」と「申込書 B」をご提出ください。 《 FAX： 044-322-0019  E-mail： jobajyuku@jolnet.com 》 

※ 申し込みのための書類は、下記の JOBAのサイトよりダウンロードできます。 

 http://joba-jp.jolnet.com/shinyurigaoka/spring/ 
② 「学力診断テスト」（海外・帰国子女センター試験）を受講していただきます。 

  《 クラス指導をご希望の場合 》 

    基準点を満たしている場合は、クラス指導のお申し込みをお引き受けいたします。 

    基準点を満たしていない場合は、「個別指導」で受講をお引き受けいたします。 

  《 個別指導をご希望の場合 》 

    「学力診断テスト」の結果をもとに、「個別学習プラン」を作成するとともに、時間割をご提案いたします。 

    「個別学習プラン」および「時間割」を承認していただきましたら、お申し込み内容を確定といたします。 

③ 請求書に従い、銀行振り込みでお支払いください。 

※ 送金人名は、生徒名でお願いいたします。 

※ 銀行振り込み手数料は、申込者のご負担となります。送金の際は銀行手数料が発生いたしますので、ご注意ください。 
 

 

 講習の変更手続き 
 

申し込み内容の変更は、JOBA新百合ヶ丘校までご連絡があったもののみ受け付けます。 

・キャンセルを伴う変更 

費用の取り扱いは、下記の「キャンセル規定」に従います。再発行されました請求書に従い、お振り込みください。 

・追加を伴う変更 

後日、追加受講分の請求書を送付いたしますので、指定された期日までに追加費用をお振り込みください。 
 

 講習のキャンセル規定 
 

以下のキャンセル料をお支払いいただきます。 

 キャンセル料 ※ 日数の計算に土日祝祭日は含みません。 

※ 「受講初日」とはキャンセルされる日程の最初の日になります。 

※ 左記キャンセル規定以外での返金はいたしかねますのでご了承ください。 

※ 返金は、2018年 5月末日までに銀行口座へお振り込みいたします。 

受講初日の 10日前まで 0% 

受講初日の 5日前まで 50% 

その他 100% 
 

 

 個別指導お申し込み時の注意事項 （全コース共通） 

◎ 個別指導設置枠について 

 国語（作文含む） 算数・数学 英語（Essay含む） 

 9：00～10：00 2枠 4枠 2枠 

10：10～11：10 2枠 4枠 2枠 

11：20～12：20 2枠 2枠 4枠 

13：00～14：00 2枠 2枠 2枠 

14：10～15：10  4枠 2枠 

15：20～16：20  4枠 2枠 

16：30～17：30 2枠 4枠 2枠 

※1枠につき 1名の受講が可能になります。 

※「在籍生」の時間割組を優先いたしますので、お申し込み時に設置枠が埋まっている場合もございます。あらかじめご了承ください。 

※お申し込み順に時間割組をいたしますので、個別指導をご希望の場合はお早目にお申し込みください。 

◎ 担当講師について 

上記設置枠の授業は全て JOBA の専任講師が授業をお引き受けいたします。原則として毎日同じ講師が授業を担当いたしますが、

時間割によっては日によって講師が変更となる場合もございます。途中で講師が変更になる場合は時間割をご提案する段階でご連絡

いたします。 

なお、お申し込み状況によって設置枠を増設する場合は、提携先の派遣会社から講師を手配することとなります。あらかじめご承知

おきください。 

http://joba-jp.jolnet.com/shinyurigaoka/spring/
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 JOBA新百合ヶ丘校 
 

所在地 ： 

川崎市麻生区万福寺 1-11-25 

LANAI GARDEN SHINYURI WEST1F 

最寄り駅 ： 

小田急小田原線 「新百合ヶ丘」駅下車 徒歩 3分 

TEL ： 044-322-0002 

FAX ： 044-322-0019 

Mail ： jobajyuku@jolnet.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰国子女・海外子女の受験、教育情報サイト 

www.jolnet.com/ 
 

JOBA のグローバルネットワークが世界中で安心のサポート！ 

JOBA INTERNATIONAL NETWORK 
BEIJING LONDON SHANGHAI TIANJIN SEOUL KAWASAKI YOKOHAMA TOKYO 

AMSTERDAM BANGKOK BRUSSELS DETROIT DAILIAN DUSSELDORF FRANKFURT 

HO CHI MINH HONG KONG IRVINE JAKARTA LOS ANGELES MILANO MUNICH 

NEW JERSEY NEW YORK OHIO PARIS SINGAPORE KUALA LUMPUR 

ご帰国の後は、 JOBA帰国生特化型スクールへ 

◆JOBA新百合ヶ丘校      川崎市麻生区万福寺 1-11-25 1F TEL：044-322-0002 

◆JOBA洗足池校 東京都大田区上池台 3-39-9 TEL：03-5754-2240 

◆JOBAたまプラーザ校 横浜市青葉区美しが丘 5-1-1 3F-B TEL：045-909-1070 

 

 


