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こちらもチェック！　ena-kikoku.com
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ご案内
enaでは恒例となりました帰国生入試直前講習会を、2013年度も開講いたします。本講習会
の成果は、この講習会を受けて合格した先輩達の実績に裏付けられています。普段は海外で
教鞭をとり、帰国生指導経験の豊富な講師が日本に集結するスタイルは、enaならではとい
えるでしょう。我々が受験生一人一人に懇切丁寧に指導いたします。お任せください。

■対象
2013年度入試を受験する小6帰国生、中3帰国生

■期間
海城中学入試対策
12月26日（水）～1月6日（日）（全9日間）

聖光学院中学入試対策
12月26日（水）～1月11日（金）（全13日間）

帰国枠中学入試対策
12月26日（水）～1月31日（木）（全26日間）

高校入試対策
12月26日（水）～2月9日（土）（全38日間）

■講習会会場
ena国際部渋谷校
〒150-0031
東京都渋谷区桜丘町24-1
橋本ビル2F

ena三軒茶屋
〒154-0004
世田谷区太子堂2-15-1
野村三軒茶屋ビル4F

ena国際部あざみ野校
〒225-0011
横浜市青葉区あざみ野1-5-2
あざみ野リッセ2F

■お問い合わせ （カッコ内は国番号です。）
日本（渋谷） : (81) 03-3461-0511 / kokusaibu@ena.co.jp
日本（あざみ野）: (81) 045-482-4261 / ena-az@msn.com
北米 : (1)-203-869-0662 / enausa@msn.com
シンガポール : (65) 6732-0015 / ena-sg@msn.com
中国（香港）: (852) 2891-8531 / hongkong@ena-hk.net
中国（上海）(86) 21-6278-2207 / gubei@ena-china.net
イギリス : (44) 20-8343-0088 / info@enalondon.co.uk
ドイツ : (49) 211-570804 / duesseldorf@ena-europe.com
ベルギー : (32) 2-662-0422 / bruxelles@ena-europe.com
オランダ : (31) 20-441-1052 / amsterdam@ena-europe.com
タイ : (66) 2-712-8032 / ena-bkk@ena.co.jp

※講習期間、会場、担当講師は、後日変更される場合があります。

■担当講師
梅谷　泰弘　enaニューヨーク
松嶋　　哲　ena国際部渋谷校
高橋　清志　enaサンノゼ／サンフランシスコ
久保　祐二　ena香港
大岩　裕之　ena国際部
奈木　　剛　enaニューヨーク
田畑　　康　ena国際部あざみ野校
川波　透憲　ena国際部渋谷校 
加賀　龍介　ena国際部渋谷校
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海城・聖光学院中学　入試対策
DECEMBER
 日　  月　  火　  水　  木　  金　  土
   26 27 28 29
30 31 

JANUARY
 日　  月　  火　  水　  木　  金　  土
     １  ２　　３  ４      ５
 6  7　　 8  9      10 11  　　          

■会場
12月26日～1月6日　ena三軒茶屋
1月8日～11日　       ena国際部渋谷校

※1月8～11日の4日間は聖光学院対策に特化した講座となります。
※海城の帰国枠を算数・総合で受験する生徒も国語を受講していただきます。

■授業内容

聖光学院英語
聖光の英語は毎年傾向と難易度が変わります。それを踏まえ
て最後の調整を行いましょう。3教科のうち、唯一満点が取
れるかもしれない科目です。確実にとりましょう！

国語
講義は3点にしぼります。
1. 知識問題を広く、浅く。出そうな問題を一つでも多く見ておこう！
2. 是が非でも選択肢問題を当てる。正解の気配を感じ取れ！
3. 40～50字の記述問題で、しぶとく点数をかっさらう！

算数
講義では、計算も含め基礎から応用までの総仕上げを行います。
特に、速さ、図形（平面、立体）は絶対に必要な分野です。苦手意識があったり、いやな問題でも点数は取れ
るのです。満点をとる必要ありません。点数を取るべき問題を絶対に逃さず、合格ラインまでもっていきます。

海城総合
総合試験、といいますが、実質自由記述を含む国語の問題です。帰国生諸君は、自由記述問題ばかりに目を奪
われがちですが、指示語・要点読解に対応する「論理性」が基盤です。
しっかりしたロジックを磨きあげて、合格点を勝ち取ろう。

人数限定
！！

■タイムテーブル　（変更の可能性がございます）
  9:00 - 10:00（60分）　聖光学院英語
10:10 - 11:30（80分）   共通国語
11:40 - 13:00（80分）　共通算数
13:00 - 13:30（30分）　昼食
13:30 - 14:50（80分）   海城総合・面接　

赤　休日



帰国枠中学　入試対策
DECEMBER
 日　  月　  火　  水　  木　  金　  土
   26 27 28 29
30 31 

JANUARY
 日　  月　  火　  水　  木　  金　  土
     １  ２　　３  ４      ５
 6  7　　 8  9      10 11 12
13 14 15     16 17 18 19
20 21 22     23 24 25 26
27 28 29     30 31

※12月31日、1月2、3日はena国際部渋谷校、
   あざみ野校で正月特訓を行います。
　詳しくは校舎までお問い合わせください。

■授業内容

国語・算数
1月の後半から2月にかけて行われる帰国生入試（特に渋々、慶應湘南藤沢）の算数や国語の問題では、一般入
試と同じレベルの問題が出題されるケースが多く見られます。直前講習会では、基本的な内容を確認するととも
に、こういったハイレベルな問題にも対応できる力をつけることを目指します。

英語
英語の入試問題は、年々難しくなる傾向にあり、海外で習得した英語力だけでは十分に対応できなくなってい
るのが現状です。また、帰国生入試で問われる英語力はグラマー・ボキャブラリー・リーディング・リスニン
グ・ライティングと多岐にわたります。こういった帰国生入試に必要な力を短期間に効率よく習得していただき
ます。

英語エッセイ（ご希望により日本語も）
帰国生入試では、多くの学校がエッセイを試験科目に入れており、その出来は入試の結果に大きく影響してきま
す。直前講習では、エッセイを実際に書いてみると同時に、その書き方を基本から指導します。

面接対策
手薄になりがちな面接練習を集中的に行います。過去の質問例をもとに、準備と実習を繰り返します。直前の短
い期間で最も効果の出せる分野です。他の生徒の実習を見ることは非常に刺激的であり、また、とても参考に
なります。

◇12月26日～1月7日◇
  9:30 - 11:00　英語／国語／算数
11:10 - 12:40　英語／国語／算数
12:40 - 13:10　昼食
13:10 - 14:40　英語／国語／算数
※英語のレベルによりクラス分けが行われます。

◇1月9日～31日◇
  9:00 - 10:20　算数
10:30 - 11:50　国語
11:50 - 12:20　昼食
12:20 - 13:40　英語
13:50 - 14:50　面接対策
15:00 - 16:00　英語エッセイ

■会場
ena国際部渋谷校
ena国際部あざみ野校（正月特訓のみ）

赤　休日　青　正月特訓



高校入試対策
DECEMBER
 日　  月　  火　  水　  木　  金　  土
   26 27 28 29
30 31 

JANUARY
 日　  月　  火　  水　  木　  金　  土
     １  ２　　３  ４      ５
 6  7　　 8  9      10 11 12
13 14 15     16 17 18 19
20 21 22     23 24 25 26
27 28 29     30 31

FEBRUARY
 日　  月　  火　  水　  木　  金　  土
       　　            １　　２
 ３  ４　　５  ６      ７  ８  ９

※12月31日、1月2日はena国際部渋谷
校、あざみ野校で正月特訓を行います。

※１月下旬から2月初旬までenaあざみ野でも直前講習を
　行います。

　詳しくは各校舎までお問い合わせください。

◇12月26日～1月6日　ena三軒茶屋◇　　　　　　　　◇1月8日～2月9日　ena国際部渋谷校◇

3教科受験
  9:00 - 10:00　演習
10:00 - 11:00　演習解説
11:10 - 12:10　面接／作文
12:10 - 12:40　昼食
12:40 - 13:40　演習
13:50 - 14:50　演習解説
15:00 - 16:20　国語／英語
16:20 - 17:00　夕食／自習
17:00 - 18:20　英語／国語
18:30 - 19:50　数学／数学

12:40 - 13:40　数学演習
13:50 - 14:50　数学演習解説
15:00 - 16:20　英語
16:20 - 17:00　夕食／自習
17:00 - 18:20　国語／数学
18:30 - 19:50　数学／国語

5教科受験
  9:00 - 10:00　演習
10:00 - 11:00　演習解説
11:10 - 12:10　面接／作文
12:10 - 12:40　昼食
12:40 - 13:40　理科
13:50 - 14:50　社会
15:00 - 16:20　国語／英語
16:20 - 17:00　夕食／自習
17:00 - 18:20　英語／国語
18:30 - 19:50　数学／数学

■対象
◇3教科◇
青山学院、市川、学芸大学附属（帰国）、慶應系、
渋谷教育学園幕張、成蹊、中大系、早稲田系など

◇5教科◇
開成、筑波大学附属、筑波大学附属駒場、学芸大学
附属（一般）、都立、県立など

■クラス編成
国語、数学は志望校別もしくは演習の結果で2クラス
化を予定しております。試験本番直前ということもあ
り、生徒にとって最も効率のあがるクラスを提供い
たします。渋谷校での英語は渋幕・SFCコースと一般
受験コースの2クラスを予定しております。詳しい授
業内容は別紙をご覧ください。

■会場
ena三軒茶屋（12月26日～1月6日）
ena国際部渋谷校（正月特訓、1月8日～2月9日）
ena国際部あざみ野校（正月特訓、１月下旬～直前講習）

赤　休日　青　正月特訓



宿泊施設
今年度のena帰国生入試直前講習会では、昨年度に引き続き宿泊施設をご用意いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■期間
2012年12月25日（火）～2013年3月24日（日）

■対象
ena入試直前講習会に通う中学3年生

■通学校舎
ena国際部渋谷・ 国際部あざみ野 ・三軒茶屋

■宿泊場所（変更の可能性がございます。満室になり次第、別の宿泊場所を紹介します。）
男子　東急田園都市線　青葉台駅より徒歩10分
女子　東急多摩川線　沼部駅より徒歩5分

■料金
5040円

※朝・夕2食、水光熱費、居室内インターネット、布団リース料を含みます。
※日曜、祝祭日は休食となります。

◇詳しい情報はお近くの校舎、ena国際部email : ena-kokusaibu@msn.com Tel : (1)203-869-0662
　までお問い合わせください。

■昨年度の体験談
どうしてもお子様とご一緒に帰国できない保護者の皆さま
 
今回息子が約１ヶ月寮にお世話になりました。人生のほとんどを海外で過ごしてきたこともありはじめは本当
に心配でしたが、とてもよい環境で受験を迎えさせていただき感謝いたしております。
 
最寄り駅までの道は坂が多いのですが、勉強ばかりで運動不足の受験生にはぴったりだと思いました。寮長さ
ん、寮母さんがいろいろと気を配ってくださるので安心です。男の子さんをお持ちの方が絶対不安な「朝ちゃん
と起きられるかしら？」ということも、お友達と協力して起こしあったり、受験日など（もちろん普段の日で
も）絶対起きてもらわないと！という日はお願いしておけば部屋を開けてたたき起こしていただくことができ
ます。
受験が始まってから私も遅れて一時帰国致しましたが、息子はそのまま寮にいて待ち合わせをして受験校に付き
添いました。仮住まいで外食続きになるより朝晩バランスのよいお食事を出していただけますし、面接の日には
スーツのネクタイを寮母さんに直していただいたそうで身だしなみもきちんとして現れました。
 
先輩母として、寮生活は絶対おすすめです。



合格実績

2012年度高校入試直前講習会
参加者52名

桐蔭学園高    22名 
慶應義塾湘南藤沢高   17名
国際基督教大高    17名
東京学芸大附属高   9名
早稲田本庄高    9名 
渋谷教育学園幕張高   8名
青山学院高等部    8名
慶應義塾志木高    6名
慶應義塾女子高    6名
市川高     6名
早稲田実業高    5名
慶應義塾高    4名
中央大杉並高    3名
早稲田高等学院    2名
成蹊高     2名
筑波大附属高    2名
都立日比谷高    2名
桐朋女子高    2名
栄東高     2名
鎌倉学園高    2名
開成高     1名
東大寺学園高    1名
西大和学園高    1名
都立西高    1名
茨城県立土浦第一高   1名
西武学園文理高    1名
同志社国際高    1名
江戸川取手高    1名
都立国立高    1名
都立国際高    1名
都立三田高    1名
都立戸山高    1名
埼玉県立浦和高    1名
桐朋高     1名
茗渓学園高    1名
土浦日大高    1名

他多数！

2012年度中学入試直前講習会
参加者28名

渋谷教育学園幕張中  7名 
海城中    6名
渋谷教育学園渋谷中  5名
慶應義塾湘南藤沢中  4名
攻玉社中   4名
聖光学院中   3名
頌栄女子学院中   3名
洗足学園中   3名
学習院中   3名
公文国際学園中   3名
かえつ有明中   3名
桐蔭学園中等部   2名
白百合学園中   1名
立教池袋中   1名
富士見丘中   1名
立教女子学院中   1名
都立白鷗中   1名
東京学芸大学附属国際中 1名



2012年度　体験談
■Aさん■
世界中から来てる人たちに会えるので楽しいです。
先生方もみんな最後の追い込みで全力でやってくださいます。
授業は本当に面白くてためになります。毎日すごく楽しかったです。
自習中は苦手な教科だけずーっとやることも可能です。大体みんな数学をやってました。
演習をしたあとはランキングを貼り出すので、切磋琢磨できたり、友達が受験に受かったという朗報を聞くと
自分もやる気がでます。
受験前はみんな不安だと思いますが、塾に行けば友達に毎日会えるし、先生方も激励してくださるので、精神面
でも落ち着きます。
直前講習、行くべきだと思います！！
（都立日比谷、東京学芸大附属、慶應女子、国際基督教大高、栄東合格）

■Bさん■
受験が近づいてきてるにも関わらず模試などの成績が上がらずあせってる人、安心しなさい！
直前講習でメチャメチャ伸びるから！授業中は本番に向けたアドバイスを沢山くれ、過去の問題を中心としたパ
ケットなどをやっていく感じ。
でもやっぱり演習！これは参った！毎日数学と国語を交互にやる感じ。これがまあ壁に点数貼られるし、クラ
ス分けされるし、怖い！でもこれで周りを倒そうとして燃えるのは確か。
自習中には、できなかった問題を終わらせたり先生に質問したりできる。
この直前講習に行けば絶対受かる！
（東京学芸大附属、慶應義塾志木、早稲田本庄、桐朋、桐蔭合格）

■Cさん■
先生から貰ったパケットや、授業でやった事、演習をちゃんと復習して覚えろって言われた事はちゃんとやっ
といた方がいいでしょう！じゃなきゃ、後悔します。
先生達は質問をされるのが大好きです。たくさん聞いてあげて下さい。
(早稲田本庄、青学、桐朋女子合格）


