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JOBA新百合ヶ丘校 冬期講習 スケジュール 
 

11月 25日（土）～12月 16日（土）：Pre冬期講習 

12月 16日 土 通常授業終了  12月 28日 木 冬期講習 

《前期日程》 12月 17日 日 休校  12月 29日 金 

12月 18日 月 休講 （入試直前講習は実施）  12月 30日 土 休講 （入試直前講習は実施） 

12月 19日 火 休講 （入試直前講習は実施）  12月 31日 日 休校 

12月 20日 水 休講 （入試直前講習は実施）  1月 1日 月 休校 

12月 21日 木 休講 （入試直前講習は実施）  1月 2日 火 休講 （入試直前講習は実施） 

12月 22日 金 休講  1月 3日 水 休講 （入試直前講習は実施） 

12月 23日 土 休講 （入試直前講習は実施）  1月 4日 木 

冬期講習 

《後期日程》 

12月 24日 日 休講 （入試直前講習は実施）  1月 5日 金 

12月 25日 月 休講  1月 6日 土 

12月 26日 火 冬期講習 

《前期日程》 

 1月 7日 日 

12月 27日 水  1月 8日 月 通常授業開始 （時間変更） 

 

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 期間 ページ 

小学 4年生 

個別指導 
国語・算数・英語・作文 

など 
前期日程・後期日程：各 4日間 

P.4 

小学 5年生 P.3 

クラス指導 国語･算数・英語 

 

 高校入試対策コース 
 

学年 指導形態 指導科目 期間 ページ 

中学 1年生～ 

中学 2年生 
個別指導 

国語・数学・英語・作文 

など 
前期日程・後期日程：各 4日間 P.4 

 

 国内学校適応コース 
 

学年 指導形態 指導科目 期間 ページ 

小学 1年生～ 

中学 3年生 
個別指導 

国語・算数・数学・英語 

など 
前期日程・後期日程：各 4日間 P.5 

 

 私立内部進学コース 
 

学年 指導形態 指導科目 期間 ページ 

中学 1年生～ 

高校 3年生 
個別指導 国語・数学・英語など 前期日程・後期日程：各 4日間 P.5 

 

 英語力維持・伸張コース 
 

学年 指導形態 指導科目 期間 ページ 

小学 2年生～ 

中学 2年生 
個別指導 英語 前期日程・後期日程：各 4日間 P.6 
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全コース ： 全学年対象  Pre冬期講習 
 

Pre 冬期講習では、一人ひとりの状況に応じた学習プランの相談やご提案をいたします。学習指導以外にも宿題のやり方やノ

ートの使い方、学習のペースなどのアドバイスも随時行いますので、入試対策がこれからという方や、滞在先での学習に不安を感

じている方も、まずは Pre冬期講習で学習の見直しを図りましょう！ 

 個別指導 

帰国後すぐに学習を始めたい方、冬期講習でクラス指導（小 5受験科）に合流したい方に！ 

■形態 ：  個別指導（教師 1名対生徒 2名） 

■科目 ：  国語・算数・英語・日本語作文・Essayなど 

■カリキュラム ： ご相談の上、決定いたします。 

■期間 ：  11月 25日（土）～12月 16日（土） ※1日単位でのお申し込みができます。  ※日曜日を除く 

■時間 ：  （月曜日～金曜日）  ① 13：00～14：00  ② 14：10～15：10  ③ 15：20～16：20  ④ 16：30～17：30 

※上記の期間と時間より、ご希望の日時をお選びください。 

■費用 ：  ＜A会員＞ 3,560円  ＜B 会員＞ 3,750 円  ＜一般＞ 3,960 円  ※1 コマ（60分）分の費用となります。  
 

中学入試対策コース ： 小学 5年生  冬期講習 
 

帰国枠入試形態に沿った効率的な学習方法を、帰国生専門の教師がじっくり指導していきます。なお、指導方針として、自学自習

できる力と意欲を培うことを中心にすえています。帰国枠入試の出題傾向やレベルに沿った内容の学習だけでなく、海外での生活

経験を持っている良きライバル達とともにがんばるからこそ、大きな学力の伸びが得られます。 

 クラス指導 

■期 間 ： （前期日程） 12月 26日（火）～29日（金） （後期日程） 1月 4日（木）～7日（日）  ＜全 8日間＞ 

■定 員 ： 16名 

■コース ： ＜1教科型＞ 英語  ＜2教科型＞ 国語・算数  ＜3教科型＞ 国語・算数・英語 

■時 間 ： （前期日程）  

＜1教科型＞ 14：10～15：10 ＜2教科型＞ 15：20～17：30 ＜3教科型＞ 14：10～17：30 

（後期日程） 

＜1教科型＞ 13：00～15：10 ＜2教科型＞ 15：20～17：30 ＜3教科型＞ 13：00～17：30 

            

■時間割およびカリキュラム ： 

（前期） 時 間 科 目  （後期） 時 間 科 目  

 14：10～15：10 英 語   13：00～14：00 英 語  

 15：20～16：20 国 語   14：10～15：10 英 語  

 16：30～17：30 算 数   15：20～16：20 国 語  

     16：30～17：30 算 数  
 

カリキュラム 前期 後期 

国 語 文学的文章・漢字のまとめ 論理的文章・語句のまとめ 

算 数 図形の移動 （1） 速さに関する問題（復習範囲） 

英 語 文法（時制・助動詞） 長文読解・文法（品詞の識別） 

■費 用 ： P.7をご参照ください。 

 個別指導 

■形 態 ： 教師 1名対生徒 2名までの個別指導 

■期 間 ： ＜前期日程＞ 12月 26日（火）～12月 29日（金）  ＜後期日程＞ 1月 4日（木）～7日（日） 

■時 間 ： 

  

■科 目 ： 国語・算数・英語（英検対策）・作文（日本語／Essay）など 

■カリキュラム ： ご相談の上、決定いたします。 

■費 用 ： P.7をご参照ください。 
 

 受講パターン例 ◇下記のパターン以外にも一人ひとりの学習状況にあったプランをご用意いたします。 
 

「本格的に英語入試の 
準備がしたい」 

 
1 コマ 「英語」1 コマ：問題演習を中心に英文法の徹底理解を！ 

2 コマ 「英語（文法）」「英語（読解）」各 1 コマ：入試準備の土台作りを！ 

「今冬から受験準備をしたい」 
「志望校がまだ決まらない」 

 

2 コマ 「国語」「算数」各 1 コマ：学習習慣の定着を！ 

3 コマ 
「国語」「算数」「英語」各 1 コマ or 「国語」1 コマ＋「算数」2 コマ 

：入試レベルの問題を扱い、入試科目の絞込みを！ 

「海外滞在中から受験算数の 
準備をしている」 

 《クラス指導》 で徹底演習！ 

 

※コマ数は 1日あたりの受講コマ数を表しています。 
 

19：00～10：00 10：10～11：10 11：20～12：20 13：00～14：00   

14：10～15：10 15：20～16：20 16：30～17：30    
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中学入試対策コース ： 小学 4年生  冬期講習 

 個別指導 

■形 態 ： 教師 1名対生徒 2名までの個別指導 

■期 間 ： ＜前期日程＞ 12月 26日（火）～12月 29日（金） 

    ＜後期日程＞ 1月 4日（木）～7日（日） 

■時 間 ： 

  

■科 目 ： 国語・算数・英語（英検対策）・作文（日本語／Essay）など 

■カリキュラム ： ご相談の上、決定いたします。 

■費 用 ： P.7 をご参照ください。 
 

 受講パターン例 ◇下記のパターン以外にも一人ひとりの学習状況にあったプランをご用意いたします。 
 

「英文法や英文読解の勉強を 

基礎から始めたい！」  

1 コマ 
「英語」1 コマ 

：英文のきまりである英文法を基礎から学習！ 

2 コマ 
「英語（文法）」1 コマ＋「英語（読解）」1 コマ 

：英文法、英文読解の基礎をしっかり補強！ 

「入試勉強を始めたい」 

「入試準備の遅れが心配」  

3 コマ 
「国語」「算数」「英語」各 1 コマ 

：学習の遅れをとり戻し、問題演習で定着を！ 

4 コマ 
「国語」「算数」「英語」各 1 コマ＋「苦手科目」1 コマ 

：入試準備の不安を解消！ 

「とにかく学習カリキュラムに 

追いつきたい！」  

3 コマ 
「国語」1 コマ＋「算数」2 コマ 

：既習範囲の徹底演習！ 

4 コマ 
「英語（文法）」「算数」各 2 コマ 

：差がつきやすい単元を定着するまで学習！ 

※コマ数は 1日あたりの受講コマ数を表しています。 

 

高校入試対策コース ： 中学 1年生･中学 2年生  冬期講習 

 個別指導 

■形 態 ： 教師 1名対生徒 2名までの個別指導 

■期 間 ： ＜前期日程＞ 12月 26日（火）～12月 29日（金） 

    ＜後期日程＞ 1月 4日（木）～7日（日） 

■時 間 ： 

  

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

■カリキュラム ： ご相談の上、決定いたします。 

■費 用 ： P.7 をご参照ください。 
 

 受講パターン例  ◇下記のパターン以外にも一人ひとりの学習状況にあったプランをご用意いたします。 
 

「現地校・インター校の勉強で 

時間のゆとりがなかった」  

2 コマ 
「国語」「数学」各 1 コマ 

：まずは日本の学習の流れを把握！ 

3 コマ 
「国語」「数学」「英語」各 1 コマ 

：つまずきやすい単元を中心に学習！ 

4 コマ 
「国語」「英語」各 1 コマ＋「数学」2 コマ 

：苦手な数学を中心に、遅れを取り戻したい！ 

「編入の対策をしたい！」 

「帰国後の授業ペースに 

追いつきたい！」 
 

1～4 コマ 
「国語」「数学」「日本語作文」「Essay」など編入試験科目より各 1 コマ 

：編入試験の単元までテンポよく学習！ 

3 コマ 
「国語」1 コマ＋「数学」2 コマ 

：遅れている学習のキャッチアップ＆先取り学習を！ 
 

※コマ数は 1日あたりの受講コマ数を表しています。

19：00～10：00 10：10～11：10 11：20～12：20 13：00～14：00   

14：10～15：10 15：20～16：20 16：30～17：30    

19：00～10：00 10：10～11：10 11：20～12：20 13：00～14：00   

14：10～15：10 15：20～16：20 16：30～17：30    
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国内学校適応コース ： 小学 1年生～中学 3年生  冬期講習 
 

 個別指導 

■形 態 ： 教師 1名対生徒 2名までの個別指導 

■期 間 ： ＜前期日程＞ 12月 26日（火）～12月 29日（金） 

    ＜後期日程＞ 1月 4日（木）～7日（日） 

■時 間 ： 

  

■科 目 ： 国語・算数・数学・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。 

■費 用 ： P.7 をご参照ください。 
 
 
 
 

 受講パターン例 ◇下記のパターン以外にも一人ひとりの学習状況にあったプランをご用意いたします。 
 

「冬までに学習した内容を 

復習したい」 

「未習単元の学習をしたい！」 
 

2 コマ 
＜小学生＞ 「国語」「算数」各 1 コマ 

：計算ルールや漢字の定着＆少し先の学習まで！ 

3 コマ 
＜中学生＞ 「国語」「英語」「数学」各 1 コマ 

：主要 3科目の単元を一通り確認し、問題演習で定着まで！ 

「受験準備ができるように 

基礎固めを急ぎたい！」  

3 コマ 
＜小学生＞ 「国語」1 コマ＋「算数」2 コマ 

：まずは学校内容の確認後、必要な計算のテクニックなどの受験準備！ 

4 コマ 
＜中学生＞ 「国語」「英語」各 1 コマ＋「数学」2 コマ 

：差のつきやすい数学の内容をいち早くキャッチアップ！  

※コマ数は 1日あたりの受講コマ数を表しています。 
 

私立内部進学コース ： 中学 1年生～高校 3年生  冬期講習 
 

 

 個別指導 

■形 態 ： 教師 1名対生徒 2名までの個別指導 

■期 間 ： ＜前期日程＞ 12月 26日（火）～12月 29日（金） 

    ＜後期日程＞ 1月 4日（木）～7日（日） 

■時 間 ： 

  

■科 目 ： 国語・数学・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。 

■費 用 ： P.7 をご参照ください。 
 
 
 
 

 受講パターン例  ◇下記のパターン以外にも一人ひとりの学習状況にあったプランをご用意いたします。 
 

「復学・編入先の学習内容に 

ついていけるかが心配」  

2 コマ 
「国語」「数学」各 1 コマ 

：学校からの課題のサポートと基礎を分かるまで徹底演習！ 

3 コマ 
「国語」「英語」「数学」各 1 コマ 

：主要 3科目の単元を一通り確認し、問題演習で定着まで！ 

3 コマ 
「数学」3 コマ 

：授業の内容が理解できるよう準備と学習の仕方を把握！ 

4 コマ 
「国語（古文）」「数学」各 2 コマ 

：授業の内容が理解できるまで基礎を徹底演習！ 

「内部進学のために 

評点を上げたい！」  

2 コマ 
「数学」2 コマ 

：授業の内容が理解できるまで基礎を徹底演習！ 

3 コマ 
「国語（古文）」「国語（現代文）」「数学」各 1 コマ 

：2学期までの単元を一通り確認し、問題演習で定着まで！ 

4 コマ 
「国語（古文）」「数学」各 2 コマ 

：授業の内容が理解できるまで基礎を徹底演習！ 

※コマ数は 1日あたりの受講コマ数を表しています。 

19：00～10：00 10：10～11：10 11：20～12：20 13：00～14：00   

14：10～15：10 15：20～16：20 16：30～17：30    

19：00～10：00 10：10～11：10 11：20～12：20 13：00～14：00   

14：10～15：10 15：20～16：20 16：30～17：30    
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英語力維持・伸張コース ： 小学 2年生～中学 2年生  冬期講習 
 

英検対策や文法の整理からエッセイ指導まで、普段時間がとれない弱点を補強したい方に最適です。 

短期間の集中した学習で、現在のスキルからもうワンステップ上の状態をキープしましょう！ 

 個別指導 

■形 態 ： 教師 1名対生徒 2名までの個別指導 

■期 間 ： ＜前期日程＞ 12月 26日（火）～12月 29日（金） 

    ＜後期日程＞ 1月 4日（木）～7日（日） 

■時 間 ： 

  

■科 目 ： 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。 

■費 用 ： P.7 をご参照ください。 
 

 

 受講パターン例 ◇下記のパターン以外にも一人ひとりの学習状況にあったプランをご用意いたします。 
 

「読み書きを向上させたい！」 

「今よりもっと 

表現の幅を増やしたい！」 
 

1 コマ 語彙の強化や文法の基本を通して、語学の基礎を習得！ 

2 コマ 「読む」「書く」力をまんべんなく強化！苦手になりやすい文法の強化も！ 

「英検・TOEIC 

TOEFL対策を徹底したい！」  

1 コマ 「総合演習」＋｢解説｣の集中対策で、SCORE UP を！ 

2 コマ 「苦手な単元（writing･語彙）」＋「総合演習」の集中対策で、徹底的な理解を！ 

「書く力を伸ばしたい！」 

「英語で作文を書きたい！」  

1 コマ Story Writingを中心に英文を書くことの習慣化！ 

2 コマ Essayの構成の仕方や多彩な英語表現の習得を！ 

※コマ数は 1日あたりの受講コマ数を表しています。 
 

2017年度入試 合格おめでとう !!  JOBA 

【中学校 （東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）】  
《共学校・別学校》 かえつ有明：33名  桐光学園：23名  東京都市大学等々力：18名  慶應義塾湘南藤沢：14名  三田国際学園：11名 

広尾学園：8名  成蹊：7名  東京学芸大学附属国際中等教育：6名  公文国際学園：6名  渋谷教育学園幕張：6名  桐蔭学園：6名 

渋谷教育学園渋谷：5名  市川：4名  法政大学第二：4名  横浜国立大学教育人間科学部附属横浜：3名  淑徳：3名 

開智日本橋学園：3名  お茶の水女子大学附属：2名  東京都立立川国際中等教育：2名  栄東：2名  宝仙学園理数インター：2名 

森村学園：2名  埼玉大学教育学部附属  千葉大学教育学部附属  郁文館  工学院大学附属  埼玉栄  自修館中等教育  淑徳 SC 

順天  成城学園  青稜  東海大学付属浦安  目白研心 

《男子校》 東京都市大学付属：27名  攻玉社：23名  学習院：10名  桐蔭学園中等教育：9名  海城：7名  立教池袋：5名 

聖学院：3名  逗子開成：2名  高輪：2名  立教新座 

《女子校》 頌栄女子学院：29名  大妻中野：15名  実践女子学園：13名  白百合学園：13名  洗足学園：13名  山脇学園：10名 

立教女学院：10名  東京女学館：7名  湘南白百合学園：6名  学習院女子：5名  共立女子：4名  聖心女子学院：4名  大妻：3名 

田園調布学園：3名  江戸川女子：2名  聖セシリア女子：2名  日本女子大学附属：2名  富士見丘：2名  青山学院横浜英和 

跡見学園  大妻多摩  神奈川学園  カリタス女子  鎌倉女学院  共立女子第二  国府台女子学院  相模女子大学  清泉女学院 

聖ヨゼフ学園  東洋英和女学院  トキワ松学園  普連土学園  文化学園大学杉並  横浜富士見丘学園  横浜雙葉    その他多数 

【高等学校（首都圏）】 
《共学校・別学校》 国際基督教大学：44名  桐蔭学園：27名  早稲田大学本庄高等学院：24名  慶應義塾湘南藤沢：17名 

中央大学杉並：15名  東京都立国際：13名  青山学院：12名  市川：10名  桐光学園：10名  栄東：7名  順天：7名 

東京学芸大学附属：5名  渋谷教育学園幕張：5名  宝仙学園理数インター：5名  三田国際学園：3名  東京都立竹早：2名 

かえつ有明：2名  関東国際：2名  國學院大學久我山：2名  青稜：2名  創価：2名  中央大学附属：2名  東邦大学付属東邦：2名 

獨協埼玉：2名  横浜創英：2名  早稲田大学系属早稲田実業：2名  筑波大学附属  神奈川県立新城  神奈川県立横浜国際 

埼玉県立大宮  千葉県立船橋  錦城  工学院大学附属  光明学園相模原  駒込  駒澤大学  埼玉栄  作新学院  実践学園 

芝浦工業大学柏  聖徳学園  昭和学院秀英  成蹊  専修大学松戸  帝京大学  東海大学付属浦安  二松学舎大学附属 

日本大学櫻丘  日本大学第三  日本大学第二  広尾学園  法政大学  法政大学第二  明治学院東村山  明治大学付属明治 

目白研心 

《男子校》 慶應義塾：11名  早稲田大学高等学院：4名  慶應義塾志木：3名  鎌倉学園：2名  聖学院：2名  筑波大学附属駒場  開成 

京華  巣鴨  本郷  立教新座 

《女子校》 江戸川女子：6名  富士見丘：5名  慶應義塾女子：3名  豊島岡女子学園：3名  法政大学女子：3名  桐朋女子：2名 

女子聖学院  女子美術大学付属  玉川聖学院  日本女子大学附属  文化学園大学杉並  文京学院大学女子        その他多数 

19：00～10：00 10：10～11：10 11：20～12：20 13：00～14：00   

14：10～15：10 15：20～16：20 16：30～17：30    
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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：（海外から）81-44-322-0019 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。 

 新百合ヶ丘校の直前講習 HPのアドレスを記載 

② 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新百合ヶ丘校まで届出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。再発行されました申込確認書（請求書）に従い、お振り込みください。 

●追加を伴う変更 

後日、申込確認書（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 3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% 
 

 欠席について 

○個別指導の場合 

  講習期間中に振替が可能な場合のみ振替授業を実施いたします。振替授業が出来なかった場合でも返金はいたしません。あらかじめ 

ご了承ください。 

○クラス指導の場合 

  振替授業・返金などの措置はございません。あらかじめご了承ください。 
 

 費用 （税込み費用となります） 
 

 クラス指導 ： 中学入試対策コース 小学 5年生 ＜各日程：4日間分＞ 

コース 
前期日程 後期日程 

A会員料金 B会員料金 一般料金 A会員料金 B会員料金 一般料金 

＜1教科型（英語）＞ 6,480円 6,800円 7,200円 12,960円 13,600円 14,400円 

＜2教科型（国算）＞ 12,960円 13,600円 14,400円 12,960円 13,600円 14,400円 

＜3教科型＞ 19,440円 20,400円 21,600円 25,920円 27,200円 28,800円 

 個別指導 ： 全コース 小学 1年生～高校 3年生 ＜各日程：4日間分＞ 

 
1日あたりの指導コマ数 

＜1 コマ指導＞ ＜2 コマ指導＞ ＜3 コマ指導＞ ＜4 コマ指導＞ ＜5 コマ指導＞ ＜6 コマ指導＞ 

A会員料金 14,240円 28,480円 42,720円 56,960円 71,200円 85,440円 

B会員料金 15,000円 30,000円 45,000円 60,000円 75,000円 90,000円 

一般料金 15,840円 31,680円 47,520円 63,360円 79,200円 95,040円 

 教材費 ：講習会の教材費は、別途実費を請求させていただきます。 

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の講習や通信教育プログラムを受講した方、JOBA INTERNATIONAL SCHOOL生、JG校生 

・B会員＝JOL登録会員、JOBA法人準会員、JOBA NAVI（提携塾）会員 

 

講習期間中のご連絡方法 

○お電話の場合 ： 8:30～9:00 および 18:40～20:00 

※9:00～18:40は留守番電話に設定しておりますので、メッセージをお残しください。授業終了後に 

 ご連絡いたします。 

○メールの場合 ： jobajyuku@jolnet.comにお送りください。授業終了後に回答いたします。 

mailto:jobajyuku@jolnet.com
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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 

アクセス ： 

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 

AMSTERDAM BANGKOK BRUSSELS DETROIT DAILIAN DUSSELDORF 
FRANKFURT GUANGZHOU HO CHI MINH HONG KONG IRVINE 

JAKARTA LOS ANGELES MILANO MUNICH NEW JERSEY 
NEW YORK OHIO PARIS PERTH SINGAPORE KUALA LUMPUR 

KAWASAKI YOKOHAMA TOKYO 

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

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

 

 


