
 

   
 

 

 
 

    2019 年９月２日（月）～2020 年１月２９日（水） 

 

 

 

 

 

 
 

本帰国した皆さんも国内のインター校に通う皆さんもぜひどうぞ。 

2019 年７月３０日版要項 

 

2019 年度 

後期本科要項 
小３～高１ 

               

 

 

           

 

 

 

 

２０１８年２月４日～２０１８年７月１９日 

 

 

 

 

 

 小 
ネイティブ講師の 

英語講座開講 

 

   

 国際部東京校 
 

 

 

 

 



ごあいさつ 
 

私どもｅｎａ国際部は「帰国子女のための塾」として、３０年以上にわたり受験指導に尽力し

てまいりました。この間、国際部（渋谷校、あざみ野校、東京校）で指導を受けた帰国子女は数

千名に及びます。 

 これまでの豊富な受験指導の経験を活かし、より幅広いニーズにお応えするため、ｅｎａ国際

部東京校を開校しました。ｅｎａ国際部東京校では、帰国子女の受験対策として万全の英語各種

講座、および算数・数学・国語の講座をご用意しております。また、授業以外に補習時間や自習

時間を設け、様々なタイプの受験に対応できる体制を整えております。 

 今年度３年目を迎えるｅｎａ国際部東京校は、ひとりひとりに寄り添う塾、ひとりひとりの夢

を叶える塾として、これからも帰国子女を全力でサポートいたします。 

 

コックピットサポートシステム 

生徒証(磁気カード)を校舎受付のカードリーダーに当てることで、お子様の入室・退出のお知

らせが、保護者様の登録メールアドレスに自動的に届きます。 

 

ｅｎａに着いたら、ピッ！ 

家に帰る前に、ピッ！ 

 

 

 

 

 

 

 

【ご理解とご協力をお願いします】 
 

★コピー：ｅｎａ国際部東京校では、授業で使用する教材・宿題で必要な教材以外のコ

ピーはいたしません。コンビニや印刷所をご利用ください。 

★過去問題の配布：ｅｎａ国際部東京校では、授業・宿題で使用する以外の過去問題や

解答の配布や販売はいたしません。受験予定校に問い合わせてご入手ください。 

★過去問題の採点：授業や宿題以外で自主的に取り組んだ過去問題の採点・質問・添削

の依頼に関しましては、すぐには対応できませんのでご了承ください。また、受講して

いない科目の過去問題採点や添削のご依頼はご遠慮ください。 

★宿題：原則として授業内で宿題の点検をしますが、小学生の場合には、「取り組んで

あること」を保護者様が現物でご確認のうえ、塾に送り出してください。範囲の明確な

小テストも同様です。 

★各種お申し込み：テスト、面談、講習会のお申し込みや、変更届のご提出などは、ご

案内している通りに、かつ、期限内にお願いいたします。 

★欠席時：変更届をご提出していない場合のご欠席に関しましては、やむを得ない場合

を除き、事前にご連絡をお願いいたします。なお、授業の振替はございません。 

★自習室：やるべきことと費やす時間の目安を決めて、積極的に利用してください。 

 



後期時間割＆講座の概要 
学年 科目 曜日 時間帯（休憩含む） 授業分数／週 

全学年 

（小３～） 

英検２級 水曜日 １７：２５～１９：１０ １００分 

英検準１級 月曜日 １７：２５～１９：１０ １００分 

英検準１級 R＆F 土曜日 １６：４０～１８：２０ １００分（条件付き無料） 

英検１級 水曜日 １９：３０～２１：１５ １００分 

★各月２回以上英検準１級の授業を受講する場合、その月の英検準１級R＆Fの授業料を無料といたします。 

全学年 年３回の英検に果敢に挑戦して、英語力の底上げをしましょう！ 

○英検１級  

英語そのものの難しさ、英語で書かれた内容の難しさを踏まえて、分かりやすく解きほぐしな

がら授業を進めます。合格率約１０％の最高峰の試験ですが、渋渋中・渋幕中高・慶應義塾湘南

藤沢高志望者は早めに取得しましょう。そして、受験生でなくても、英語圏からの帰国生であれ

ば何としても近いうちに英検１級を取得できるように備えましょう。中高受験終了者も歓迎！ 

 

〇英検準１級  

英語重視の帰国枠入試では、英検準１級に合格する力が必要です。特に、広尾学園中、市川学

園中、三田国際中、青山学院高、ICU高志望者には必須の級と言えます。２級までは「なんな

く」合格する生徒もいますが、準１級の攻略には時間のかかる場合が多いようです。継続的な努

力と根性とｅｎａの授業で準１級の語彙・長文読解・ライティングは攻略可能です。なお、この

講座を月に２回以上受講している場合には、土曜日の英検準１級R＆Fに無料で参加できます。 

 

〇英検２級  

２級の単語・熟語・文法には帰国枠入試に出題される基本事項が満載です。また、中途半端な

点数で合格すると、準１級に挑戦する際に、苦労や勘違いのもとになります。２級では「満点近

くとれての合格（特に、単語、熟語、文法、長文読解で）」を目指すのがベストです。ぎりぎり

で合格した生徒やListeningに頼って合格した生徒には学び直しをおすすめします。 
 

上記の３講座では、１次試験終了直後～１次試験合格発表直前の期間は、２次試験対策に切り替えます。１次試験合

格発表直後～２次試験直前までの期間は、受講者の様子とニーズを考慮して１次、２次試験対策を組み合わせます。 

 

〇英検準１級R＆F（10/12,19,26,11/2は２次試験対策です） 

 単語、熟語、長文読解に照準を定めた「特訓」を行います。帰国生にとってこの分野こそがヘ

ルプの必要なところであり、自分を律して取り組むべきところでもあります。原則として、英検

に精通した日本人スタッフが担当します。リスニング、ライティング対策は実施しません。この

授業を単独で受講する場合の月額授業料は10,800円（税別）です。 

 

 

英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。 

このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。 

【英検本会場 6/2：１次、6/30,7/7：２次、10/6：１次、11/3,11/10：２次、1/26：１次、2/23,3/1：２次】 



学年 科目 曜日 時間帯（休憩含む） 授業分数／週 

小４ 

国語 金曜日 １７：００～１８：３５ ９０分 

算数 水曜日 １７：００～１８：３５ ９０分 

受験英語 日曜日 １３：１０～１４：４０ ９０分 

受験英文法【日本語で授業】 日曜日 １４：５０～１６：２０ ９０分 

小５ 

国語 月曜日 １７：００～１９：１０ １２０分 

算数 木曜日 １７：００～１９：１０ １２０分 

算数 R＆F（算数受講者限定） 日曜日小５模試のない日 １１：１０～１２：４０ ９０分（無料） 

受験英語 日曜日 １３：１０～１４：４０ ９０分 

受験英文法【日本語で授業】 日曜日 １４：５０～１６：２０ ９０分 

★使用教材（平日の国語・算数） 『中学受験新演習』の下、『計算日記』の下、『漢字日記』の下 

 

小4国算英 中学受験の入り口は小４です。授業→宿題→小テストのサイクルを確立させます。 

○国語 中学受験のための基礎力を養成します。具体的には、語彙力・読解力・記述力の基礎を鍛えてい

きます。漢字テストや音読練習も実施予定です。授業に向かう姿勢や学習態度・習慣にも気を配ります。 

○算数 小４は「受験に向けた学習が本格化する小５」への橋渡しとなる学年で、計算・文章題・図形・

特殊算の導入が盛りだくさんです。全単元で中学受験算数のスタートです。楽しく学びます。 

〇受験英語 英語圏での「生活英語」ではなく、「入試で点をとること」を見据えて、単語・文法・長

文・ライティングなど英語力全般の強化を図ります。年３回の英検を利用したステップアップもおすすめ

します。小５と同一クラスで、レベルは小５に合わせます。次年度も同じ教材を使用予定です。 

〇受験英文法 帰国生・インター校生の多くが英文法を苦手としています。そもそも英文法を学習したこ

とのない生徒もいます。しかしながら、入試では正しい英文法に基づく正しい英語が重視されます。それ

を踏まえて、英文法・語法の演習と解説を入念に進めていきます。日本人教師が日本語で授業を行いま

す。効率の良い英語力アップのためには日本語での指導にも慣れる必要があると考えています。 

 

小5国算英 後期４回の帰国生模試をペースメーカーに、逞しい受験生になっていきます。 

○国語 基本～標準レベルの問題を扱い、物語文・説明文・随筆文などの文章を「理解して」読めるよう

にしつつ、読解問題に挑戦します。習得に時間のかかる知識事項（漢字・語句・文法）も繰り返し学習し

ます。特に、範囲のある漢字テストにきちんと取り組む習慣を身につけます。 

○算数 帰国枠入試算数の標準レベルに合わせて単元学習を進めます。数の性質・速さ（旅人算、通過

算、時計算）・差集め算・角すいと円すい・合同と相似・比の性質＆利用・対称と折り返し・図形上の点

の移動・比例と反比例など、中学受験に向けた最重要単元が目白押しです。 

〇算数 R＆F 小５受験算数の内容を週１日だけで定着させるのは至難の業ですから、Ｒ＆Ｆで、演習・

復習を繰り返します。前の週までに学んだことを、「わかる」から「できる」へ、そして「すらすらでき

る」に変えていきます。基本問題を重視します。小５帰国生模試の実施日は、Ｒ＆Ｆはお休みです。 

○受験英語 英語圏での「生活英語」ではなく、「入試で点をとること」を見据えて、単語・文法・長

文・Writingなど英語力全般を強化します。年３回の英検を利用したステップアップもおすすめします。 

〇受験英文法 帰国生・インター校生の多くが英文法を苦手としています。そもそも英文法を学習したこ

とのない生徒もいます。しかしながら、入試では正しい英文法に基づく正しい英語が重視されます。それ

を踏まえて、英文法・語法の演習と解説を入念に進めていきます。日本人教師が日本語で授業を行いま

す。効率の良い英語力アップのためには日本語での指導にも慣れる必要があると考えています。 

帰国生模試は原則として、毎回受験してください。 



学年 科目 曜日 時間帯（休憩含む） 授業分数／週 

小６ 

国語 水曜日 １７：００～１９：１０ １２０分 

算数 金曜日 １７：００～１９：１０ １２０分 

算数 R＆F（金曜算数受講者限定） 金曜日 １９：３０～２０：３０ ６０分（無料） 

Math（広尾・三田）+漢字・語句 金曜日 １９：３０～２１：００ ９０分 

特訓国語 土曜日 １４：５０～１６：２０ ９０分 

特訓算数（標準） 土曜日 １３：１０～１４：４０ ９０分 

特訓算数（基礎） 土曜日 １６：４０～１８：１０ ９０分 

特訓算数（ハイレベル） 土曜日 １６：３０～１８：２０ １１０分（授業料 90分扱い） 

日本語作文・面接 水曜日 １９：３０～２１：００ ９０分（条件付き無料） 

日本語作文 日曜日 １３：１０～１４：４０ ９０分（条件付き無料） 

★使用教材（平日の国語・算数） 『中学受験新演習』の下、『計算日記』の下、『漢字日記』の下 

★国語、算数、特訓国語、特訓算数、Mathのいずれか２つ以上を受講している場合には、日本語作文・面接（水曜日）、日本語

作文（日曜日）の講座を無料で受講できます。両講座に参加できます。 

★小６算数Ｒ＆Ｆは小６算数（金曜日）受講者のみ参加可能で、無料とさせていただきます。 

小6国算 各科目週２回（単元別総復習＋入試演習・解説）で合格に向けた力を養成します。 

○国語 漢字・語句・知識問題で高得点をとる習慣をつけて、語彙力増強に励みます。また、制限時間・記

述・深さなども意識し、説明文・物語文・随筆文・論説文の読解に取り組みます。 

○算数及び R＆F 受験レベルの算数を 10単元に分け、クラス別に問題を精選し、後期中に２周します。受験

前の最後の単元学習です。「誰もが落とせない問題」「勝負を分ける問題」を中心に学習します。 

〇Math（広尾・三田）+漢字・語句 特に広尾学園の対策をします。英語の教材も日本語の教材も両方使用し

ます。授業は日本人教師が日本語で行います。算数 B（金曜日）や特訓算数（基礎）のレベルですので、組み

合わせて受講してください。最後の約 10分間で漢字・語句の対策もします。 

〇特訓国語 制限時間内に本番に近い雰囲気で入試問題に取り組み、集中力の発揮の仕方を体感して学び、解

く順番を調整・確認します。直後の解説授業で、学力を高め、「経験」を得点力に直結させます。 

〇特訓算数 戦略的な入試演習と効果的な解説授業を行います。ハイレベル（海城、市川（１月）、広尾（AG

以外）、都市大（グローバル）、渋渋（作文）、立教新座、ＳＦＣ、栄東）、標準（市川、東邦、洗足Ａ、都

市大、攻玉社）、基礎（学習院、学習院女子、立教池袋、立教女学院、白百合、共立女子、大妻、広尾、三田

国際、成蹊、開智日本橋）を開講します。レベル別に２講座受講も可能です。 

〇日本語作文 新規開講です。入試に向けて作文の書き方を学び、実際に作文を書き、その指導もします。日

本語作文の授業では、こちらからの課題をきちんとこなしたうえであれば、生徒自身が書いてきた志望校の過

去問題の答案を見させていただきます（添削や口頭で指導します）。 

〇日本語作文・面接 中学入試では、作文も面接も回数を重ねるごとに上達します。毎週両方対策します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

帰国生模試は原則として、毎回受験してください。 

小６の皆さんへ 保護者様へ 

帰国枠入試は 11月から始まります。迷っている時間や余計なことに取り組む時間はありません。 

国語（水）・算数（金）＋特訓国語・算数（土） 

が基本的な受講パターンとお考えください。 

受験直前まで、科目を絞らない、志望校を下げない、自分の勉強に走らないことが大原則です。 

 



学年 科目 曜日 時間帯（休憩含む） 授業分数／週 

小６ 

英語総合 土曜日  ９：３０～１１：００ ９０分 

英語エッセイ 土曜日 １１：１０～１２：４０ ９０分 

特訓英語 木曜日 １７：００～１９：１０ １２０分 

英語Ｒ＆Ｆ（面接） 木曜日 １９：３０～２１：００ ９０分（条件付き無料） 

受験英文法【日本語で授業】 日曜日 １４：５０～１６：２０ ９０分 

広尾・三田英語 木曜日 １７：００～１９：１０ １２０分 

渋渋・渋幕英語総合 土曜日 １３：１０～１４：４０ ９０分 

渋渋・渋幕英語エッセイ 土曜日 １４：５０～１６：２０ ９０分 

★小６英語 R＆F（面接）：小６で英語を２講座（週 180 分）以上受講している場合は無料です。 

 

小6英 中学受験突破に向けた英語力に磨きをかけます。中学受験合格の一点突破です。 

○英語総合・エッセイ 中学受験に必要な語彙力・文法の知識の習得、スピーディーな読解力を

養成します。合格の鍵となるエッセイでは、fiction 型も non-fiction 型も練習を重ねます。開智

日本橋、かえつ有明、東邦、市川、共立女子、頌栄、大妻、都市大、海城、白百合、成蹊、攻玉

社、聖光、洗足、SFC などの志望者が対象です。後期は過去問題もたっぷり扱います。 

〇特訓英語 毎週過去問題（渋渋、渋幕、広尾、三田国際以外からこちらが選んで）を扱いま

す。英検講座や土曜日の英語講座で、単語・熟語・文法・エッセイライティングなどある程度受

験英語のパート練習を継続していることを前提とします。入試での得点力に直結する講座です。 

〇英語 R&F（面接） 英語総合、英語エッセイ、英語特訓、学校別講座の授業内では実施できな

い「個人面接・集団討論」などの対策を行います。重要な練習の機会を有効に利用しましょう。 

〇受験英文法 帰国生・インター校生の多くが英文法を苦手としています。そもそも英文法を学習したこ

とのない生徒もいます。しかしながら、入試では正しい英文法に基づく正しい英語が重視されます。それ

を踏まえて、英文法・語法の演習と解説を入念に進めていきます。日本人教師が日本語で授業を行いま

す。効率の良い英語力アップのためには日本語での指導にも慣れる必要があると考えています。 

○広尾・三田英語 英検準１級以上のレベルを前提に、記述もエッセイも、広尾・三田対策を行

います。１期生も２期生もこのコースから複数の合格者が出ています。さらに磨きをかけます。 

○渋渋・渋幕英語総合・エッセイ 全分野にわたって高度な英語力が要求されます。最低限で英

検準１級レベル、標準で英検１級レベルが必要です。渋谷系の単語・文法・長文対策を徹底しま

す。また、内容の深くて濃いエッセイを正しく高度な英語で書けるように練習します。実力派ネ

イティブ講師が、過去問題を用いて渾身の指導をします。 

→渋渋・渋幕クラスには授業料無料（9～12月）の特待制度があります。詳細はお問い合わせください。 

 

 

 

 
 

帰国生模試は原則として、毎回受験してください。 

小６の皆さんへ 保護者様へ 

 後期本科授業は、冬期講習会開講まで１６週間しかありません。 

 英語圏にいるわけではありませんから、効率的な学習と「絶対量」が必要です。 

 １０月の英検にも挑戦しつつ、受験用の英語や学校別対策で英語力を鍛えましょう。 

 渋渋・渋幕合格には英検１級、市川・広尾・三田国際合格には英検準１級が必須の級と

言えますから、志望者は１０月までは英検に果敢に挑戦してください。 



学年 科目 曜日 時間帯（休憩含む） 授業分数／週 

中１ 
数学（ｅｎａ卒業生：中高一貫） 日曜日 １６：４０～１８：２０ ６0 分授業+40 分補講 

英語（ELC7th） 土曜日 １６：４０～１８：１０ ９０分 

中２ 

国語 月曜日 １９：３０～２１：１５ １００分 

数学 木曜日 １９：３０～２１：１５ １００分 

数学（ｅｎａ卒業生：中高一貫） 日曜日 １６：４０～１８：２０ ６0 分授業+40 分補講 

中２～高１ 英語（ELC8～10th） 日曜日 １４：５０～１６：２０ ９０分 

★使用教材（国数）『新中学問題集（発展編）』、『昇級式漢字トレーニング』 

★中１数学・中２数学（ｅｎａ卒業生：中高一貫）は補講時間を含むため、変更届は適用できません。 

ただし、卒業生以外で通っている場合には、月額授業料は週100分で計算し、変更届も適用可能です。 

中１ 数学も英語もここからが始まりです。学年上位を目指しましょう！ 

〇数学（ｅｎａ卒業生・中高一貫）  

中高一貫校では、中１の後半になると、学校ごとに数学の進み方やスピードに大きく差が出始

めますので、後期は、ミニクラスでの個別指導に切り替えます。中学校で使用中の教材を持って

来てください。進度を確認しながら全体で学習すること、個々に学習することを決めて、柔軟か

つ臨機応変に指導します。中２と同クラスで定員は10名です。質問し放題です。 

〇英語（ELC7th） 

単語・熟語・文法・長文読解・エッセイなど英語の総合力を維持・伸長させるためのクラスで

す。英検準１級以上の力（またはそれについてくる意志と覚悟）が必要です。週に１回様々な中

学校の帰国生が集まり、刺激的な場になるはずです。 

 

中２ 卒業生は学年上位を、受験生は早い段階から難関校合格を見据えます。 

〇国語  

高校受験に向けて、漢字・文法・文章読解・短歌・俳句・古文等を学習し、国語力を底上げし

ます。中学校での「教科書国語」ではなく、「受験国語」のスタートを切り、国語のみでも難関

校まで狙える学力と成績を目指していきます。 

〇数学  

高校受験の出題範囲の60～70％は中２までの範囲です。中３になるとほぼ全員が頑張ります

ので、中２の学習状況が受験結果を左右することになります。後期は平面図形（三角形・四角

形）、場合の数、確率の学習を中心に進めます。 

〇数学（ｅｎａ卒業生・中高一貫）  

中学校で使用中の教材を持って来てください。進度を確認しながら全体で学習すること、個々

に学習することを決めて、柔軟かつ臨機応変に指導します。中１と同クラスで定員は10名です。 

 

中２～高１英 本帰国後の英語力維持と向上を狙った本格的な英語講座です。 

○英語（ELC 8～10th）  

英語圏現地校の 8～10th Grade（Year8～10）レベルの単語・熟語・文法・長文読解・エッ

セイなどを学習します。英検準１級以上の力があれば充実した時間になるはずです。ネイティブ講

師の高度でアカデミックな英語を渇望している生徒におすすめです。 

学力判定テストは原則として、毎回受験してください。 

高校受験を前提とする中２生はアドバンス模試も受けてください。 



学年 科目 曜日 時間帯（休憩含む） 授業分数／週 

中３ 

国語 水曜日 １９：３０～２１：３５ １２０分 

数学 木曜日 １９：３０～２１：３５ １２０分 

英語【文法中心】 月曜日 １９：３０～２１：３５ １２０分 

特訓国語 土曜日 １３：１０～１４：４０ １００分 

特訓数学  土曜日 １４：５０～１６：３０ １００分 

特訓英語 日曜日 １６：４０～１８：２０ １００分 

数学 R＆F（中３模試のない日） 日曜日 １４：５０～１６：３０ １００分（無料） 

渋幕・SFC 英語 日曜日 １６：４０～１８：２０ １００分 

中２～高１ 英語（ELC8～10th） 日曜日 １４：５０～１６：２０ ９０分 

★使用教材『昇級式漢字トレーニング』、『進級式英単語』、『新中学問題集発展編（英語）』 

★中３数学Ｒ＆Ｆは数学または特訓数学受講者のみ参加可能で、無料とさせていただきます。受講してい

ない場合には月額授業料（1 週間当たりの授業分数 50 分：8,100 円）がかかります。 

 

中3国数英 各科目週２回（単元別総復習＋入試演習・解説）で合格に向けた力を養成します。 

○国語 標準～難関レベルの入試問題を扱い、中学３年間の漢字・語句・知識事項の定着を図り、

難文化・記述化・長文化する読解問題にも備えます。国語単独でも勝てる状況を目指します。 

○数学 青山学院、早稲田本庄、SFC 高などの入試問題で、標準～難関レベルに到達させます。 

〇英語 単・熟語、文法の高度な学習をします。英検１級保持者にも確認事項が満載です。 

〇特訓国語・数学 標準～難関レベルの入試問題演習と解説授業で、得点力を UP させます。 

〇特訓英語 難関～最難関レベルの入試問題演習と解説授業で、得点力を UP させます。 

〇数学 R＆F アドバンス模試対象校の入試問題から「落とせない入試問題」を扱います。 

○渋幕・SFC英語 ２校の過去問題を扱い、対策をします。狙いを定めた授業です。 

 

学年 科目 曜日 時間帯（休憩含む） 授業分数／週 

高１ 
数学ⅠA（ｅｎａ卒業生） 日曜日 １３：００～１４：４０ ６0 分授業+40 分補講 

英語（ELC８～10th） 日曜日 １４：５０～１６：２０ ９０分 

★高１数学ⅠA（ｅｎａ卒業生）は補講時間を含むため、変更届は適用できません。ただし、卒業生以外で

通っている場合には、月額授業料は週100分で計算し、変更届も適用可能です。 

 

高１数学ⅠＡ 

〇数学ⅠＡ 高校の数学は難解なうえにどんどん先に進んでいきます。分からないまま、定着

しないままの状態が続く生徒も続出します。その状況を改善するための講座です。各高校の数学

の進度やテスト範囲を意識しながら、数学ⅠA を進め、1 月末までには全単元を終わらせます。

少人数制で、学校で学習中の内容をある程度は扱うこともできます。お気軽にご用命ください。 

 

高１英（中２～） 本帰国後の英語力維持と向上を狙った本格的な英語講座です。 

○英語（ELC 8～10th） 英語圏現地校の 8～10th Grade（Year8～10）レベルの単語・熟

語・文法・長文読解・エッセイなどを学習します。英検準１級以上の力があれば充実した時間にな

るはずです。 

 

各学年セット受講をおすすめしますが、単科受講も可能です。 



模擬試験・テスト 
模試・テストは「学力の健康診断」（到達度確認、弱点発見、進学指導参考資料）であり、目標設定のツ

ールとして毎日の学習の質を高めるものです。小４～中３生は、原則として毎回参加してください。 

  

 

 

 

 

●帰国生模試（小４、小5、小6対象：国算英 各５０分） 

ｅｎａの指導の根幹が、この「帰国生模試」です。この模試は、一般的な模試では対応できない帰国枠受験

の難易度・傾向を踏まえて作成されています。帰国枠入試のレベルに出題内容・レベルを合わせ、また、多く

の帰国枠入試に必須の英語も試験科目に入れています。2001年度の開始以来、今では首都圏の帰国枠中学受

験生の半数以上が関わるこの模試は、抜群の信頼性と実績を誇ります。この模試で、「海外にいる同級生」の

中での位置が分かりますし、日本の中学校が「帰国生」に要求する３科目の力も分かります。なお、国語・算

数２科、英語単科での参加も可能です。 

日時 土日のお好きな方（授業がある場合は授業のない曜日）で受けられます。申込時にお知らせください。 

小４：9/21（土）or9/22（日）、1/18（土）or1/19（日） 

小５：9/21（土）or9/22（日）、10/26（土）or10/27（日）、12/7（土）or12/8（日）、1/18（土）or1/19（日） 

小６：9/14（土）or9/15（日）、10/12（土）or10/13（日）、11/9（土）or11/10（日）、12/14（土）or12/15（日）  

時間帯は、国語９：３０～１０：２０、算数１０：３０～１１：２０、英語１１：３０～１２：２０です。 

 

●頌栄模試（小6対象：英８０分） 

日時 

９／２８（土）、９／２９（日） １１：００～１２：２０ ←ご都合の良い曜日をお選びください。 

１１／２（土）、１１／３（日） １１：００～１２：２０ ←ご都合の良い曜日をお選びください 

頌栄女子学院中入試に向けた予想問題（筆記試験）とも言える模試で、合格判定も実施します。 

   

●学力判定テスト（中1～中３対象：国数英 各４０分） 

日本・海外のｅｎａ生のほぼ全員が毎月受けているテストです。中3の後期は合格判定テストと名称が変わ

り、志望校の合格判定も行います。ｅｎａの毎回の授業もこのテストを意識して組み立てられています。 

日時 （前期とは異なり、中１数学も授業時間内ではなく、下記の時間帯で実施します） 

9/29（日）（中３は9/22）、10/27（日）、11/24（日）、12/22（日）（中３は12/15）、1/19（日） 

国１２：２０～１３：００ ←共通の実施時間帯が授業と重なってしまう場合に利用してください。 

数１３：１０～１３：５０、英１４：００～１４：４０、国１４：５０～１５：３０ ←共通の実施時間帯 

数１５：４０～１６：２０ ←共通の実施時間帯が授業と重なってしまう場合に利用してください。 

１０月と１２月の中３学判は、各50分の予定です（１３：００～１５：５０のみ）。 

 

●アドバンス模試（中2、中3対象：国数英 各５０分） 

難関高校受験のナビゲーターと呼ばれ、ハイレベルな問題で実力の確認に最適なテストです。国立大附属・

開成・早稲田・慶應・都立自校作成・栄東・青山学院・中大杉並などの志望者は積極的に参加してください 

日時 ９／１５（日）、１０／１３（日）、１１／１７（日）、１２／８（日）、１／１２（日） 

国１３：００～１３：５０、数１４：００～１４：５０、英１５：００～１５：５０ 

どの模試・テストも日時をずらしての受験はご遠慮ください。 

なお、小４・小５・小６の帰国生模試に関しましては、渋谷校・あざみ野校での実施時間

帯に合うようでしたら、弊社 HPからご確認のうえお申し込みください。 



201９年度後期費用 
 

 

 

●入学金 【入学金免除又は割引を 1/15 まで実施中（２月以降から通う場合には適用不可）】 

ご兄弟姉妹で１人目のご入学 ご兄弟姉妹で２人目のご入学 ご兄弟姉妹で３人目のご入学 

25,000 円 15,000 円 5,000 円 

ena 他校舎(国内・海外)に在籍している方、または在籍していた方からの、入学金は不要です。 

前に在籍していた校舎に「変更届」をご提出しているかご確認をお願いします。 

 

●月謝【授業料 + 諸費 + 模試費】に消費税がかかります。 

【授業料】週当たりの授業時間数によって授業料が算出されます。 

【諸費】ena 他校舎の授業との組み合わせは可能ですが、それぞれの校舎で授業料と諸費 

が算出されます。諸費は 3,500 円で、教材・通信・維持費などが含まれます。 

【模試費（ena 国際部東京校の学内生料金）】 

 

模試名 学年 科目 １回あたり 

帰国生模試 小４・小５・小６ 国語・算数・英語 4,000 円（学外生 4,500 円）  
学力判定テスト 中１・中２・中３ 国語・数学・英語 無料（学外生の受験は不可） 

頌栄模試 小６ 英語 4,500 円（学外生 5,000 円）  

アドバンス模試 中２・中３ 国語・数学・英語 5,000 円（学外生 8,000 円） 

小４帰国生模試は無料です。 

 

●受講に関する諸規定 

（１）２０１９年度の授業は、２０１９年２月４日より２０２０年１月２９日までです。 

（２）自然災害による休講あるいは授業の中断は、その振替ができない場合があります。 

（３）模擬試験・テストは原則として受験してください。 

（４）ご住所、電話番号、メールアドレスなどに変更があった場合は、変更届をご提出ください。 

（５）月謝を滞納された場合、出席停止とさせていただく場合があります。 

（６）入学手続書のご提出から８日以内に解約を書面（書式は問いません）にてお申し出た場合は

納入金を返還いたします。 

 

 以上、各点につきましてあらかじめご承諾いただきますようお願い申し上げます。 

 

ご入学の際には、 

入学手続書、本科履修申込書、個人別調査票の３つ 

を初回の授業開始前にご提出ください。 



●授業料【小４国算・小５国算・中１国数・中２国数・高１数】 

例１）小 5 国語（週 120 分）、小 5 算数（週 120 分）を受講する場合→「１週間当たりの授業分数 240 分」

の「1 か月の授業料 18,100 円」が適用されます。 

１週間当たりの授業分数 1 か月の授業料 １週間当たりの授業分数 1 か月の授業料 

９０分 8,100 円 １８０分 14,500 円 

１００分 9,000 円 ２００分 15,700 円 

１２０分 10,500 円 ２４０分 18,100 円 

１６０分 13,300 円 ３００分 21,500 円 

★小５算数Ｒ＆Ｆは小５算数受講者のみ参加可能で、無料とさせていただきます。 

●授業料【小６国算・中３国数】 

例２）小 6 国語（週 120 分）、小 6 算数（週 120 分）、小 6 特訓算数（週 90 分）、小 6 特訓国語（週 90

分）を受講する場合→「1 週間当たりの授業分数 420 分」の「1 か月の授業料 43,300 円」が適用されます。 

１週間当たりの

授業分数 

1 か月の 

授業料 

１週間当たりの

授業分数 

1 か月の 

授業料 

１週間当たりの

授業分数 

1 か月の 

授業料 

９０分 14,500 円 ２４０分 32,500 円 ３９０分 42,000 円 

１００分 16,100 円 ２７０分 35,500 円 ４２０分 43,300 円 

１２０分 19,000 円 ３００分 37,500 円 ４４０分 44,100 円 

１８０分 26,500 円 ３２０分 38,500 円 ４６０分 44,800 円 

２００分 28,500 円 ３３０分 39,000 円 ５１０分 46,300 円 

２１０分 29,500 円 ３４０分 39,500 円 ５６０分 47,800 円 

２２０分 30,500 円 ３６０分 40,500 円 ６００分 49,000 円 

★国語、算数、特訓国語、特訓算数、Mathのいずれか２つ以上を受講している場合には、日本語作文・面接（水曜日）、日本語

作文（日曜日）の講座を無料で受講できます。両講座に参加できます。 

★小６算数Ｒ＆Ｆは小６算数（金曜日）受講者のみ参加可能で、無料とさせていただきます。 

●授業料【全学年英語】 

例 3）小 6 英語総合（週 90 分）・エッセイ（週 90 分）、特訓（週 120 分）を受講する場合→「1週間当た

りの授業分数 300 分」の「1 か月の授業料 48,400 円」が適用されます。 

１週間当たりの

授業分数 

1 か月の 

授業料 

１週間当たりの

授業分数 

1 か月の 

授業料 

１週間当たりの

授業分数 

1 か月の 

授業料 

９０分 16,000 円 ２１０分 35,000 円 ３１０分 49,800 円 

１００分 17,700 円 ２２０分 36,500 円 ３７０分 57,800 円 

１２０分 21,000 円 ２７０分 44,000 円 ３９０分 60,400 円 

１８０分 30,500 円 ２８０分 45,500 円 ４００分 61,700 円 

１９０分 32,000 円 ２９０分 47,000 円 ４８０分 71,600 円 

２００分 33,500 円 ３００分 48,400 円 ４９０分 72,800 円 

★小６英語 R＆F（面接）：小６で英語を２講座以上受講している場合は無料です。 

★各月２回以上英検準１級の授業を受講する場合、その月の英検準１級R＆Fの授業料を無料といたします。 

★小４受験英語、小５受験英語：教材費３冊 5,100 円（税別）、小６英語総合：教材費１冊 2,800 円（税別） 

★中１英語（ELC７th）：教材費３冊 6,400 円（税別）、中２～高１英語（ELC8～10th）：教材費２冊 4,700 円（税別）を頂戴いたします。 

 



●各種費用のお支払い 

（１） 初回の納入金は、 

 

□入学金  

□初めの２回分の月謝（１０月入学であれば１０月分と１１月分） 

         【月謝・・・授業料・諸費・模試費 + 消費税】 

です。 

・クレジットカード、もしくは銀行振込みでのご納入をお願いいたします。 

・２回目（１０月入学であれば１１月）の変更届も必要があればご提出ください。 

変更届に関しましては、前月の１５日までであればこのタイミングでなくてもかまいません。 

・月の途中からのご入学の場合には授業料の調整を行います。 

 

（２） 通常のタイミングであれば、３回目以降の月謝（１０月入学であれば１２月）から、口座振

替(自動引き落とし)をさせていただきます。 

（３）校舎窓口にて、「預金口座振替依頼書」にご記入・ご捺印いただくため通帳かキャッシュ 

カードと、お届けの印鑑をお持ちください。 

（４）ｅｎａから追加でご購入される教材費などの費用は、書面ベースで確認書を交わし、翌月も 

しくは翌々月の月謝に加算させていただきます。保護者様が校舎窓口にお越しの場合は、クレ 

ジットカードをご利用いただけます。 

 

●「変更届」の規定 

（１）「変更届」を、前月 15 日までにご提出された場合に限り、該当月の①休学②退学③履修 

科目数の削減④テストのキャンセル を受け付けます。 

（２）変更届をご提出の前に、必ず担当講師または校長にご相談ください。 

（３）期日を過ぎて提出された変更届、記入漏れのある変更届、保護者様のご署名・印のない変 

更届は無効です。 

（３） 調整は、授業料のみで行われ、諸費・入学金については例外なく行われません。調整の場合 

は 500 円を手数料としていただきます。 

（５）ｅｎａ講師・スタッフへのお電話・メール・ＦＡＸのみ、または口頭のみでの変更連絡はト 

ラブルのもととなりますので受け付けかねます。 

（６）中１・中２数学及び高１数学には変更届は適用されません（補講時間を含むため）。ただし、

卒業生以外で通っている場合には、月額授業料は週 100 分で計算し、変更届も適用可能です。 

 

 

●期日までに「変更届」が提出されなかった場合 

（１）新年度開講月の２月を除き、調整のない「前月と同じ内容」のご請求をさせていただき 

ます。ただし、後期開講月の９月に関しては、原則として前期最終月である７月と同じ内容 

のご請求をさせていただきます。 

（２）前月よりも受講時間が増えた場合の差額は、翌月以降の月謝に加算させていただきます。 

 

 



国際部東京校後期カレンダー 

  ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 

1 木 夏期講習会 日 休校 火 休校 金  日   水 休校 

2 金 休校 月  水  土 頌栄 月   木 正月特訓 

3 土 夏期講習会 火 休校 木  日 頌栄 火 休校  金 正月特訓 

4 日 夏期講習会 水  金  月  水  土 冬期講習会 

5 月 夏期講習会 木  土  火 休校 木  日 冬期講習会 

6 火 夏期講習会 金  日  水  金  月 冬期講習会 

7 水 夏期講習会  土  月  木  土 ５帰 火 冬期講習会 

8 木 休校 日  火 休校 金   日 ５帰、アド 水 休校 

9 金 休校 月  水  土 ６帰  月  木  

10 土 休校 火 休校 木  日 ６帰 火 休校 金  

11 日 休校 水  金  月  水  土  

12 月 休校  木  土 ６帰 火 休校 木   日 アド 

13 火 休校 金  日 ６帰、アド 水  金   月  

14 水 夏期講習会 土 ６帰 月  木   土 ６帰  火 休校 

15 木 夏期講習会 日 6 帰、アド 火 休校 金    日 ６帰、中３学判 水   

16 金 夏期講習会 月  水  土   月   木  

17 土 夏期講習会  火 休校 木  日 アド 火 休校  金   

18 日 夏期講習会 水  金  月  水  土 ４帰、５帰  

19 月 休校 木  土  火 休校 木   日 ４帰、５帰、学判 

20 火 夏期講習会 金  日  水  金   月  

21 水 夏期講習会 土 ４帰、５帰 月  木   土   火 休校 

22 木 夏期講習会 日 ４帰、５帰、中３学判 火 休校 金   日 学判 水  

23 金 夏期講習会 月  水  土   月   木  

24 土 夏期講習会 火 休校 木  日 学判 火 休校 金  

25 日 休校 水 
 

金  月  水   土  

26 月 休校 木  土 ５帰 火 休校 木 冬期講習会  日  

27 火 休校 金  日 ５帰、学判 水   金 冬期講習会 月  

28 水 夏期総まとめ特訓 土 頌栄 月  木   土 冬期講習会  火 休校 

29 木 夏期総まとめ特訓 日 頌栄、中１，２学判 火 休校 金   日 冬期講習会  水  

30 金  休校 月  水  土   月 冬期講習会 木 休校 

31 土 休校   木     火 正月特訓 金 休校 

 

講習会期間中、本科授業はありません。2019 年度後期本科授業は１月で終了です。 

毎月 15 日は、翌月分の変更届のご提出期限です。 

 

４帰：小４帰国生模試、５帰：小５帰国生模試、６帰：小６帰国生模試、頌栄：小６頌栄模試 

学判・・・中１～中３学力判定テスト、アド・・・中２，３アドバンス模試 

 



ｅｎａ東京校 2019年度入試 合格実績 
【2019/07/26現在】 

【高校受験】 

江戸川女子高等学校(特待含)・・・・・４名 

かえつ有明高等学校・・・・・・・・・２名 

慶應義塾高等学校・・・・・・・・・・１名 

慶應義塾湘南藤沢高等部・・・・・・・２名 

慶應義塾女子高等学校・・・・・・・・１名 

国際基督教大学高等学校・・・・・・・４名 

栄東高等学校(東・医／特待含)・・・・２名 

成蹊高等学校・・・・・・・・・・・・１名 

中央大学杉並高等学校・・・・・・・・１名 

桐蔭学園高等学校・・・・・・・・・・１名 

東京学芸大学附属高等学校・・・・・・１名 

東京都立国際高等学校・・・・・・・・３名 

東京都立三田高等学校・・・・・・・・１名 

豊島岡女子学園高等学校・・・・・・・１名 

広尾学園高等学校・・・・・・・・・・１名 

法政大学国際高等学校・・・・・・・・１名 

宝仙学園高理数インター・・・・・・・２名 

立命館宇治高等学校・・・・・・・・・１名 

早稲田大学本庄高等学院・・・・・・・２名

【中学受験】 

跡見学園中学校・・・・・・・・・・・１名 

市川学園市川中学校・・・・・・・・・９名 

江戸川女子中学校・・・・・・・・・・６名 

お茶の水女子大学附属中学校・・・・・１名 

大妻中学校・・・・・・・・・・・・・３名 

大妻中野中学校(特待含)・・・・・・・９名 

海城中学校・・・・・・・・・・・・・２名 

開智日本橋学園中学校・・・・・・・１３名 

かえつ有明中学校(特待含)・・・・・３５名 

学習院女子中等科・・・・・・・・・・３名 

学習院中等科・・・・・・・・・・・・５名 

加藤学園暁秀中学校・・・・・・・・・１名 

共立女子中学校・・・・・・・・・・１０名 

慶應義塾湘南藤沢中等部・・・・・・・２名 

攻玉社中学校・・・・・・・・・・・・３名 

麹町学園女子中学校・・・・・・・・・１名 

栄東中学校(東大含)・・・・・・・・・５名 

渋谷教育学園幕張中学校・・・・・・・１名 

淑徳中学校・・・・・・・・・・・・・１名 

順天中学校・・・・・・・・・・・・・１名 

頌栄女子学院中学校・・・・・・・・・７名 

湘南白百合学園中学校・・・・・・・・１名 

昌平中学校・・・・・・・・・・・・・２名 

城北中学校・・・・・・・・・・・・・１名 

白百合学園中学校・・・・・・・・・・２名 

巣鴨中学校・・・・・・・・・・・・・１名 

成蹊中学校・・・・・・・・・・・・・３名 

聖光学院中学校・・・・・・・・・・・２名 

成城学園中学校・・・・・・・・・・・１名 

聖心女子学院中等科・・・・・・・・・１名 

聖徳大学附属女子中学校・・・・・・・１名 

洗足学園中学校・・・・・・・・・・・１名 

高輪中学校・・・・・・・・・・・・・２名 

田園調布学園中等部・・・・・・・・・１名 

桐蔭学園中等教育学校・・・・・・・・１名 

東京学芸大学附属国際中等教育学校・・２名 

東京女学館中学校・・・・・・・・・・２名 

東京都市大学等々力中学校・・・・・・１名 

東京都市大学付属中学校・・・・・・・７名 

東京都立白鷗高附属中学校・・・・・・３名 

東邦大学付属東邦中学校・・・・・・・５名 

広尾学園中学校・・・・・・・・・・１２名 

富士見丘中学校・・・・・・・・・・・１名 

文化学園大学杉並中学校・・・・・・・１名 

法政大学第二中学校・・・・・・・・・１名 

宝仙学園中理数インター(特待含)・・・２名 

三田国際学園中学校・・・・・・・・・５名 

三輪田学園中学校・・・・・・・・・・１名 

茗渓学園中学校・・・・・・・・・・・３名 

目黒日本大学中学校・・・・・・・・・１名 

八雲学園中学校・・・・・・・・・・・１名 

安田学園中学校(特待)・・・・・・・・１名 

山脇学園中学校・・・・・・・・・・・３名 

立教池袋中学校・・・・・・・・・・・６名

立教新座中学校・・・・・・・・・・・１名



国際部東京校へのアクセス 

 

■住所：〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 1-11-2 第 16 フジビル 6 階 

■電話  ：03-6264-9550 

■FAX  ：03-6264-9549 

■メール：tokyo@enakokusaibu.com 

 

 

 

 

学外生の保護者様へ 
ｅｎａをご検討の際は、「無料体験授業」をご検討ください。無料体験授業では、お子様

に校舎の雰囲気を直接感じ取ったり、授業の流れを確認したりしていただけます。学習相

談や進路相談などがございましたら、体験授業の前後でも対応させていただきます。 

なお、体験授業は弊社 HP よりお申し込みください。 

 

 

 

開校時間（火曜日は休校日）月水木 13:30～22:00、金 14:00～22:00、土日 11:00～19:00 

小４、小５、小６の帰国生模試実施日の土日は 9:00～19:00 です。 

 

 

※季節講習会の期間は、開校時間が異なります。その都度別途ご案内します。 

 

ホームページ http://www.ena-kikoku.com/school/  

ｅｎａ国際部東京校から校舎の様子、イベントのご案内、合格実績、講師のブログなどを頻繁に更新しています。 

 

 

・東京メトロ日比谷線 茅場町駅 3 番出口 徒歩 1 分 

・東京メトロ東西線 茅場町駅 3 番出口 徒歩 1 分 

・都営浅草線 日本橋駅 徒歩 5 分 

・東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩 7 分 

・JR 京葉線 八丁堀駅 徒歩 7 分 

・東京メトロ銀座線 日本橋駅 徒歩 8 分 

・JR 新幹線 東京駅日本橋口 徒歩 14 分／taxi 4 分 

 

 

mailto:tokyo@enakokusaibu.com
http://www.ena-kikoku.com/school/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                       

国際部東京校 


