
 

 

 

 

 

 

 

 東京校 小４～中３  

夏期プレ講習会 6/18（月）～7/13（金） 
前期本科授業 6/15（金）～7/19（木） 

上記の講座とは別日程・別内容で夏期講習会も開講します（後日別途案内予定）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年６月３日版 



ｅｎａ国際部東京校では、2018 年度も「①夏期プレ講習会」を開講いたします。 

また、今年度は海外からの一時帰国生にもｅｎａ国際部東京校の「②前期本科授業」を受講し

ていただけるようにいたします。先に日本に本帰国した生徒や同じく一時帰国中の生徒と切磋琢

磨して、思う存分受験勉強を満喫してください。世界中の生徒が一堂に会する場となれば幸いで

す。 

 

【① 夏期プレ講習会】 
対象：ｅｎａ学内生、ｅｎａ学外生、一時帰国生 

6 月１８日（月）～７月 13 日（金） 

 

【② 前期本科授業】 
対象：一時帰国中の学内生・学外生 

それ以外の場合は 2018 年度本科要項の内容を適用させていただきます。 

6 月１５日（金）～７月 1９日（木） 

 

① ②の期間中の開校時間帯 
月曜日 １３：１５～２２：００（７/１６は１３：３０～２２：００） 

火曜日 休校 

水曜日 １３：１５～２２：００（７/１８は１３：３０～２２：００） 

木曜日 １３：１５～２２：００（７/１９は１３：３０～２２：００） 

金曜日 １３：１５～２２：００（６/１５は１４：００～２２：００） 

土曜日  ９：００～１９：００ 

日曜日 １１：００～１９：００（６/２４、７/８、７/１５は９：００～１９：００） 

 

軽食や飲み物の持ち込みは可能ですが、原則としてごみは持ち帰ってください。また、座席によっては寒暖の

調整が難しいので着脱が容易なものをお持ちください。 

 

受講者は、上記の日時で自習スペースの利用が可能です。 



【① 夏期プレ講習会】 
 

6 月 18 日（月）～７月 13 日（金） 対象：ｅｎａ学内生、学外生、一時帰国生 
月曜日・・・6 月 18 日、6 月 25 日、7 月 2 日、7 月 9 日（４回） 

水曜日・・・6 月 20 日、6 月 27 日、7 月 4 日、7 月 11 日（４回） 

木曜日・・・6 月 21 日、6 月 28 日、7 月 5 日、7 月 12 日（４回） 

金曜日・・・6 月 22 日、6 月 29 日、7 月 6 日、7 月 13 日（４回） 

 

学年 科目 曜日（各４回 計８回） 時間帯（80 分） 授業料 １回 授業料８回合計 

小５ 国語 月曜日・木曜日 15:15～16:35 1,600 円 12,800 円 

小 5 算数 月曜日・木曜日 13:45～15:05 1,600 円 12,800 円 

小６ 国語 月曜日・木曜日 13:45～15:05 2,400 円 19,200 円 

小６ 算数 月曜日・木曜日 15:15～16:35 2,400 円 19,200 円 

中１ 国語 水曜日・金曜日 13:45～15:05 1,600 円 12,800 円 

中１ 数学 水曜日・金曜日 15:15～16:35 1,600 円 12,800 円 

中２ 国語 水曜日・金曜日 15:15～16:35 1,600 円 12,800 円 

中２ 数学 水曜日・金曜日 13:45～15:05 1,600 円 12,800 円 

中３ 国語 水曜日・金曜日 13:45～15:05 2,400 円 19,200 円 

中３ 数学 水曜日・金曜日 15:15～16:35 2,400 円 19,200 円 

◆学習内容（予定） 参加者のレベルに応じて変更させていただくこともあります。 

小５国語：物語、随筆、伝記・脚本、説明文、記録文、詩、漢字、熟語、ことば、文法 

小５算数：小数、三角形と四角形の性質と面積、体積と容積、約数と倍数、分数、単位量、速さ、規則性 

小６国語：物語、伝記・脚本、随筆、説明文、論説文、記録文、詩歌、漢字、熟語、文法、敬語、文学史 

小６算数：割合、比と比の応用、割合と比、平面図形、平面図形と比、立体図形、速さ、場合の数、規則性 

中１国語：漢字・語句、小説、論説文、詩、随筆、古典・短歌・俳句、文法 

中１数学：正負の数の意味・四則計算・応用、文字式の計算・利用、１次方程式の解法と文章題 

中２国語：漢字・語句、小説、論説文、詩・短歌・俳句、随筆、古典、文法 

中２数学：正負の数、文字式、１次方程式、比例・反比例、平面＆空間図形、式の計算、連立方程式、１次関数 

    →金曜日は「相似な図形」「中点連結定理」「メネラウスの定理・チェバの定理」「五心」を学習します。 

中３国語：漢字・語句、小説、論説文、詩、短歌・俳句、古典、随筆、文法 

中３数学：式の計算、方程式、関数、平行と合同、三角形と四角形、相似、関数と図形、展開、因数分解、平方

根、２次方程式 （場合によっては「２次関数」「相似」「円」「三平方の定理」を扱う予定です。） 

◎１科目、１日からのご参加も承ります（様々なご事情を考慮して１回完結型に近いペースで進めます）。 

算数・数学の受講をする前の目安  

小５・小６：整数・小数・分数の四則計算ができること 中１：正負の数・文字式が学習済みであること 

中２：基本的な連立方程式が解けること、中３：中１・中２数学を一通り学習していること 

 

◆料金（消費税別） 

上記の回数に応じた授業料に、講習諸費 2,000 円、学外生登録料 3,000 円を頂戴いたします。 



【② 前期本科授業】 
ｅｎａ国際部東京校に在籍する生徒（ほとんどは先に本帰国した生徒）と同じクラスの授業を受講していた

だくことができます。帰国枠受験や編入のための目安・指針・水準を肌で感じ取れる絶好の機会です。 

 

6 月１５日（金）～７月 1９日（木） 対象：一時帰国中の学内生・学外生 

学外生・・・ena のどの校舎にも１度も本科登録をしたことのない生徒 

一時帰国中ではない、または、学外生ではない場合には、2018 年度前期本科要項の内容を適用させていただきます。 

月曜日・・・6 月１８日、6 月２５日、7 月 2 日、7 月 9 日、７月１６日（５回） 

水曜日・・・6 月２０日、6 月２７日、7 月 4 日、7 月１１日、７月１８日（５回） 

木曜日・・・6 月２１日、6 月２８日、7 月 5 日、7 月１２日、７月１９日（５回） 

金曜日・・・６月１５日、6 月２２日、6 月２９日、7 月 6 日、7 月１３日（５回） 

土曜日・・・６月１６日、6 月２３日、６月３０日、７月 ７日、７月１４日（５回） 

日曜日・・・６月１７日、６月２４日、７月 １日、７月 ８日、７月１５日（５回） 

 

◎小４～小６生対象：国語・算数・英語 

学年 科目 曜日 時間帯（休憩含む） 授業料１回 授業料５回 

小４ 

国語 月曜日 17:00～18:30（ 90分） 1,800 円 9,000 円 

算数 木曜日 17:00～18:30（ 90分） 1,800 円 9,000 円 

受験英語 日曜日 13:10～14:40（ 90分） 2,700 円 13,500 円 

小５ 

国語 水曜日 17:00～19:10（120 分） 2,400 円 12,000 円 

算数 金曜日 17:00～19:10（120 分） 2,400 円 12,000 円 

基礎「算数演習」 日曜日 13:10～14:40（ 90分） 1,800 円 9,000 円 

受験英語 日曜日 13:10～14:40（ 90分） 2,700 円 13,500 円 

小６ 

国語（平日） 金曜日 17:00～19:10（120 分） 3,600 円 1８,000 円 

算数（平日） 水曜日 17:00～19:10（120 分） 3,600 円 1８,000 円 

国語（土曜） 土曜日 14:50～16:20（ 90分） 2,700 円 13,500 円 

算数（土曜） 土曜日 13:10～14:40（ 90分） 2,700 円 13,500 円 

基礎算数 土曜日 16:30～18:00（ 90分） 2,700 円 13,500 円 

基礎「算数演習」 日曜日 14:50～16:20（ 90分） 2,700 円 13,500 円 

ハイレベル「算数演習」 日曜日 16:30～18:00（ 90分） 2,700 円 13,500 円 

国語演習 木曜日 17:00～19:10（120 分） 3,600 円 18,000 円 

英語総合 土曜日  9:30～11:00（ 90分） 2,700 円 13,500 円 

英語エッセイ 土曜日 11:10～12:40（ 90分） 2,700 円 13,500 円 

広尾英語 木曜日 17:00～19:10（120 分） 3,600 円 18,000 円 

渋渋・渋幕英語 土曜日 13:10～16:20（180 分） 5,400 円 27,000 円 

・小４受験英語と小５受験英語は合同授業で、小５のレベルに合わせます。 

・小６の平日の国語/算数と土曜日の国語/算数は、各科目同内容です。小６基礎算数は小５受験算数の内容です。 

・小４～小６の国語/算数では「中学受験新演習」を使用します。小４国語/算数：第 17～20 回、小５国語：

第 5,10,15,20 回、小５算数：第 18～20 回、小６国語/算数：第 1７～20 回を進める予定です。中学受験新

演習 - EN教材オンラインストアで目次をご確認ください。 

・小５、６「算数演習」講座は、平日または土曜日の算数を受講していることを前提とします。 

http://www.en-onlinestore.jp/shop/c/c101004/
http://www.en-onlinestore.jp/shop/c/c101004/


◎小４～中３生対象：英検🄬講座 （その他の学年に関しましてはお問い合わせください） 

学年 級 曜日 時間帯 授業料１回（５回合計） 

全学年 

英検２級 水曜日 17:50～19:20（ 90分） 2,700 円（13,500 円） 

英検準１級 月曜日 17:40～19:20（100 分） 3,000 円（15,000 円） 

英検１級 水曜日 19:30～21:10（100 分） 3,000 円（15,000 円） 

・小学校低学年生や日本人学校生は２級まで、英語圏滞在年数が 2 年以上の生徒は準１級まで、渋渋中・渋幕

中・慶應義塾湘南藤沢高・渋谷幕張高志望者は１級まで取得しましょう。 

・２次試験対策・・・６月１８日（月）に１次試験の合格発表、７月１日（日）に準１級・1 級、８日（日）

に２級の２次試験ですので、受講者のニーズや合否状況に合わせて、２次試験対策を取り入れる可能性もござ

います。具体的には、２級：6/20,27,7/4（水）、準１級：6/18,25（月）、１級：6/20,27（水）です。 

 

英検に向けた学習は、帰国枠受験（英語）にとって非常に効果的です。 

 

◎中１～中３生対象：国語・数学・英語 

学年 科目 曜日 時間帯（休憩含む） 授業料１回（５回合計） 

中１・２ ELC７th&８th 日曜日 14:50～16:20（ 90分） 2,700 円（13,500 円） 

中２ 
国語 土曜日 11:10～12:40（ 90分） 1,800 円（ 9,000 円） 

数学 木曜日 19:30～21:15（100 分） 2,000 円（10,000 円） 

中３ 

国語（平日） 金曜日 19:30～21:15（100 分） 3,000 円（15,000 円） 

数学（平日） 月曜日 19:30～21:15（100 分） 3,000 円（15,000 円） 

国語（土曜） 土曜日 16:40～18:20（100 分） 3,000 円（15,000 円） 

数学（土曜） 土曜日 14:50～16:30（100 分） 3,000 円（15,000 円） 

一般英語  水曜日 19:30～21:15（100 分） 3,000 円（15,000 円） 

渋幕・SFC 英語 日曜日 16:30～18:00（ 90分） 2,700 円（13,500 円） 

 

・中２・中３国語・数学と中３一般英語では「新中学問題集（発展編）」を使用しています。 

6 月 15 日（金）～７月 19 日（木）の期間中の学習内容は以下の通りです（目安）。 

中２国語：形容詞、形容動詞、短歌、俳句、古文、説明文、漢検３級の漢字 

中２数学：連立方程式の利用（文章題）、１次関数 

中３国語：助動詞、助詞、短歌、俳句、古文、文章読解、論理的文章、漢検準２級の漢字 

中３数学：２次方程式の解き方、２次方程式の利用（文章題）、２次関数（、相似） 

中３一般英語：不定詞、動名詞、分詞、関係代名詞 

・ELC７th＆８th：英語圏の現地校７th～８th Grade（Year７～８）レベルの英語クラスです。英検準１級保

持者も満足できる内容です。 

・中３渋幕・SFC 英語：左記２校を志望していなくても、英検準１級以上のレベルで学習が可能です。 

・算数・数学の受講に際しての前提  

中１：１次方程式が解ける、中２：連立方程式が解ける、中３：展開、因数分解、平方根が学習済みであること。 

 

 

 

◆料金（消費税別） 

上記の回数に応じた授業料に、月額諸費各 3,500 円（6,7 月）、学外生登録料 3,000 円を頂戴いたします。 



模試・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５～中３生は、原則として参加してください。 

  

 

●帰国生学力判定模試（小5、小6対象：国算英 各５０分） 

ｅｎａの指導の根幹が、この「帰国生学力判定模試」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。帰国枠受験者のレベルに出題内容・レベルを合わせ、

また多くの帰国枠受験に必須の英語も試験科目に入っています。2001年度の開始以来、今では首都圏の帰国

枠中学受験生の約半数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・算数のみ、英語のみの参加も可能です。 

日時  

小５：３／２５（日）、５／２０（日）、６／２４（日）９：３０～１２：２０ 

 小６：３／２５（日）、４／２９（日）、６／１０（日）、７／８（日）９：３０～１１：２０ 

各回、前日の土曜日の受験も承ります。時間帯は日曜日と同じです。 

    

●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  

２／１８（日）、３／２５（日）、４／２２（日）、５／２７（日）、６／２４（日）、７／１５（日） 

１０：１０～１２：３０、１３：１０～１５：３０ ←いずれかをお選びください。 

５／２７（日）は志望校合格判定を全学年実施します。 

   

 

●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・西大和・早稲田・慶應・青山学院・中大杉並・明大明治などの志望者は積極的に参加してください。 

日時  

４／８（日）、５／１３（日）、６／１０（日）、７／８（日） １３：１０～１６：００ 

 

【模試費（消費税別）ｅｎａ国際部東京校に来校して受ける場合】 

模試名 学年 科目 
学内生 

前期残り一括 

学内生非一括 

（１回ごと申込） 

講習生 

学外生 

帰国生模試 小５・小６ 国語・算数・英語 3,500 円   4,000 円 4,500 円 

学力判定テスト 中１～中３ 国語・数学・英語 無料 無料 無料（講習生限定） 

アドバンス模試 中２・中３ 国語・数学・英語 3,500 円 5,000 円 8,000 円 

３月度、５月度、６月度の小５帰国生模試、３月度の小６帰国生模試は無料です。 

◆海外にいながらにしても、帰国生模試・学力判定テストは受けられますのでお問い合わせくだ

さい。（小５帰国：無料、小６帰国 6,500 円、中１～３学判 6,500 円） 



時間割（早見表） 
 

授業によって時間帯が多少異なりますので、前のページを参考にしてください。 

 

平日 月 水 木 金 土日 土 日 

１３：４５ 

～１５：０５ 

小６国語 

小５算数 

中１国語 

中２数学 

中３国語 

小６国語 

小５算数 

中１国語 

中２数学 

中３国語 

９：３０ 

～１１：００ 

小６ 

英語総合 

 

１５：１５ 

～１６：３５ 

小６算数 

小５国語 

中１数学 

中２国語 

中３数学 

小６算数 

小５国語 

中１数学 

中２国語 

中３数学 

１１：１０ 

～１２：４０ 

小６ 

英語エッセイ 

中２国語 

 

１７：００ 

～１９：２０ 

（授業による） 

英検準１A 

小４国語 

小６算数 

小５国語 

英検２級 

小６広尾英語 

小４算数 

小６国語演習 

小５算数 

小 6 国語 

１３：１０ 

～１４：４０ 

小６ 

渋渋/渋幕英語総合 

小６算数 

小５ 

基礎算数演習 

小４・５ 

受験英語 

１９：３０ 

～２１：１５ 

（授業による） 

中３数学 中３英語 

英検１級 A 

 

中２数学 中３国語 １４：５０ 

～１６：２０

（授業による） 

小６ 

渋渋/渋幕エッセイ 

小６国語 

中３数学 

小６ 

基礎算数演習 

中１・２ 

7-8th英語 

     １６：３０ 

～１８：００

（授業による） 

中３国語 

小６基礎算数 

小６ハイレベル

算数演習 

中３ 

渋幕 SFC 英語 

 

黄色の部分は、①夏期プレ講習会です。 

 →6/18（月）～7/13（金） 

それ以外の部分は、②前期本科授業（一時帰国中の学内生・学外生）です。 

 →6/15（金）～7/19（木） 

 

お申し込み方法 

 申込書の両面に必要事項をご記入のうえ、メールまたは Fax（連絡先は次ページに掲載してい

ます）にてご送信ください。また、お手元にあれば、直近の成績表（日系の塾の模擬試験）を添

えてください。成績表がない場合には、可能な限りｅｎａの模試をお受けください。お支払いに

関しましては、後日請求書をメールにて送らせていただきます



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 

 

・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（タクシー 4 分） 

 

ｅｎａ東京校 １期生 合格実績 
【高校受験】 

かえつ有明高等学校・・・・・・・・・・１名 

工学院大学附属高等学校・特待・・・・・１名 

広尾学園高等学校・・・・・・・・・・・１名 

法政大学国際高等学校・・・・・・・・・１名 

 

【中学受験】 

市川学園市川中学校・・・・・・・・・・３名  開智日本橋学園中学校・・・・・・・・１名 

慶應義塾湘南藤沢中等部・・・・・・・・２名  攻玉社中学校・・・・・・・・・・・・１名 

栄東中学校・・・・・・・・・・・・・・１名  渋谷教育学園渋谷中学校・・・・・・・３名 

渋谷教育学園幕張中学校・・・・・・・・２名  頌栄女子学院中学校・・・・・・・・・２名 

白百合学園中学校・・・・・・・・・・・１名  成城学園中学校・・・・・・・・・・・１名 

洗足学園中学校・・・・・・・・・・・・１名  東京都市大学附属中学校(Ⅱ類)・・・・１名 

都立白鷗附属中学校・・・・・・・・・・２名  広尾学園中学校(ＡＧ・特待含む)・・・２名 

山脇学園中学校・・・・・・・・・・・・１名  三田国際学園中学校・・・・・・・・・３名 

 

mailto:tokyo@enakokusaibu.com


 


