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iBT

北米・南米・欧州エリア



◇ごあいさつ◇

◇ena◇
　1987年にニューヨーク校を開校して以来、enaが帰国生教育に携わること、30年。私た
ちは中学受験・高校受験・大学受験を考えるみなさまのサポートをして参りました。これか
らも海外という環境で、みなさまのお力になれるよう、努力して参ります。世界に広がるen
aのネットワークと、経験豊富な講師陣の連携を生かし、世界でがんばる子を応援し続けてゆ
きます。

◇enaiBT◇
きっかけはあるお母様の一言。

「今度転勤になりました。新しい赴任地の近くにはenaがありません。日本の受験勉強を助
けてくれるような学校もないし、先生もいません。春、夏、冬の講習にはホテルをとって参
加するつもりですが、平常の授業はなんとかならないでしょうか。できればenaの勉強を続
けたいのです。」彼らのサポートをするため、iBTを導入し早10年がたちました。今では北
米だけでなく、iBT生は南米、欧州、オセアニアに広がっています。

◇入学をご検討の保護者様へ◇
iBTの無料体験授業と個別カウンセリングをご利用ください。体験授業にて、iBTの授業が

どのようなものかを感じられます。カウンセリングでは、帰国後の受験、現在の家庭学習な
ど、ご相談に乗らせていただきます。近くに日本の塾がない、日本の勉強を教えてくれると
ころが何もないという環境にいらっしゃる方々のため、誠心誠意ご対応いたします。

◇iBTの授業◇
iBTの授業は、日本、海外のena各校舎の授業にオンラインで接続する、インクラス

◇ の集団授業です。挙手して質問、ホワイトボードを使ったリアルな授業にぜひご参加くださ
い。



☆時間はすべて米国東部時間で記載しています。お住まいの時差に合う授業をご受講ください。

◇小学３年生◇

国語＆算数 火曜日　17：00～18：30（休憩あり） （80分）

◇小学４年生◇

国語 金曜日　18：45～19：55 （70分）

算数 金曜日　17：20～18：30 （70分）

◇小学５年生◇

国語 月曜日　17：00～18：30 （90分）

算数 木曜日　17：00～18：30 （90分）

国語発展 土曜日　17：00～18：30 （90分）

算数発展 土曜日　15：15～16：45 （90分）

英語 金曜日　18：45～20：15 （90分）

◇小学６年生◇受験コース◇

国語 水曜日　17：00～18：30 （90分）

算数 月曜日　17：00～18：30 （90分）

国語発展 土曜日　13：30～15：00 （90分）

算数発展 土曜日　15：15～16：45 （90分）

英語 火曜日　18：45～20：15 （90分）

英語エッセイ 火曜日　20：30～21：30 （60分）

◇小学６年生◇進学コース◇

国語 木曜日　17：00～18：30 （90分）

算数 木曜日　18：45～20：15 （90分）

◇中学１年生◇

国語 月曜日　18：45～20：15 （90分）

数学 月曜日　20：30～22：00 （90分）

◇中学２年生◇

国語 金曜日　18：45～20：15 （90分）

数学 木曜日　18：45～20：15 （90分）

◇中学３年生◇

国語① 月曜日　18：45～20：15 （90分）

数学① 月曜日　17：00～18：30 （90分）

国語演習 土曜日　17：00～18：30 （90分）

数学演習 土曜日　18：45～20：15 （90分）

◇無学年◇

英検１級 金曜日　20：30～22：00 （90分）

英検準１級 火曜日　17：00～18：30 （90分）

英検２級 金曜日　18：45～20：15 （90分）

◇小学部・中学部◇（北米・南米エリア）

北米・南米・欧州エリアは、

日本時間

-17時間～-5時間
の範囲にお住まいの方が対象で、

北米、欧州のena講師が担当いた

します。

（お住まいの地域例）
アメリカ・カナダ・イギリス

ドイツ・ベルギー

（近くにenaがない場合）

ブラジル・メキシコ・チリ

ペルー・オーストリア・スイス

ポーランド・ポルトガル・スペイン

フランス・ルクセンブルク

イタリア・南アフリカ共和国

エジプト・ケニア・トルコ

☆ 時間割や設置科目については、時

差やデイライトセービングなどの関係

で、一部変更になる場合もございます

ので、予めご了承ください。



☆時間はすべて中央ヨーロッパ時間で記載しています。

お住まいの時差に合う授業をご受講ください。

◇小学５年生◇

国語 木曜日　20：00～21：30 （90分）

算数 木曜日　18：20～19：50 （90分）

◇小学６年生◇

国語 金曜日　20：00～21：30 （90分）

算数 土曜日　19：30～21：00 （90分）

◇中学１年生◇

国語 木曜日　18：20～19：50 （90分）

数学 火曜日　20：00～21：30 （90分）

◇中学２年生◇

国語 水曜日　18：20～19：50 （90分）

数学 金曜日　18：20～19：50 （90分）

◇中学３年生◇

国語① 火曜日　20：00～21：30 （90分）

数学① 月曜日　20：00～21：30 （90分）

国語演習 金曜日　18：20～19：50 （90分）

数学演習 金曜日　20：00～21：30 （90分）

◇無学年生◇

英検準１級 土曜日　19：30～21：00 （90分）

英検１級 土曜日　19：30～21：00 （90分）

◇小学部・中学部◇（欧州エリア）

北米・南米・欧州エリアは、

日本時間-17時間～-5時間
の範囲にお住まいの方が対象で、北米、欧州のena講師が担当いたします。

（お住まいの地域例）
アメリカ・カナダ・イギリス・ドイツ・ベルギー（近くにenaがない場合）・

ブラジル・メキシコ・チリ・ペルー・オーストリア・スイス・ポーランド・ポルトガル・

フランス・ルクセンブルク・イタリア・南アフリカ共和国・エジプト・ケニア

☆ 時間割や設置科目については、時

差やデイライトセービングなどの関係

で、一部変更になる場合もございます。

予めご了承ください。



小学５年生 ena帰国生模試

日程 4月1日 5月20日 6月24日 9月16日 11月11日

時間 国語・算数・英語　各50分

小学６年生 ena帰国生模試

日程 3月25日 5月6日 6月10日 7月8日 9月9日 10月21日 11月18日 12月16日

時間 国語・算数・英語　各50分

中学１年生 学力判定テスト

日程 3月12日 4月23日 5月21日 6月25日 7月9日 9月17日 10月22日 11月19日 12月17日

時間 国語・算数・英語　各40分

中学２年生 アドバンス模試

日程 4月8日 5月13日 6月10日 7月8日 8月26日 9月16日 10月14日 11月11日 12月9日

時間 国語・算数・英語　各50分

中学３年生 アドバンス模試

日程 4月8日 5月13日 6月10日 7月8日 8月26日 9月16日 10月14日 11月11日 12月9日

時間 国語・算数・英語　各50分

◇ 模試を受ける意義は、日々の学習の成果をはかることはもちろん世界中の生徒たちの中で

自分がどのくらいの位置にいるのかを確認する、絶好の機会となることです。日本国内と異なり、

海外では比べる機会が少ないため、自身の学力の程度が分かりません。受験学年になってから

焦らないためにも、早い段階から模試を受け、日々の学習に生かしましょう。

◇ 模試は自宅受験です。事前にenaから送られる問題と解答用紙を印刷し、時間を計って解き、

期限内にemailにてご提出いただきます。

◇ 小学生ena帰国生模試は、帰国枠中学入試の難易度や傾向に対応した模擬試験です。

国語・算数に英語を加えた３科目で自身の力を確認できます。

◇ 中学生の模試は、世界各地にいる帰国生はもちろん、日本国内の生徒も受験します。

高校受験へ向けた準備として、enaの中学生には全員受験していただいております。

enaiBTを卒業した生徒たちの進学先例（海外ena校舎、国内ena校舎は除く）

◇中学校

渋谷教育学園渋谷中学校 渋谷教育学園幕張中学校

慶應湘南藤沢中等部 成蹊中学校

海城中学校 広尾学園中学校

攻玉社中学校 洗足学園中学校

東京都市大付属中学校 頌栄女子学院中学校

お茶の水女子大学附属中学校 学習院女子中学校

◇高校 ◇大学

慶應義塾高等学校 早稲田大学高等学院 慶應大学

慶應湘南藤沢高等学校 同志社国際高等学校 早稲田大学

慶應義塾ニューヨーク学院高等部 中央大学杉並高等学校 成蹊大学

慶應女子高等学校 青山学院高等部 法政大学

国際基督教大学高等学校 西大和学園高校 青山学院大学

東京学芸大附属高校 桐光学園高等学校

◇2017年模試日程一覧◇


