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iBT夏期講習会

 
6月22日～8月8日

TORONTOのお友達と


世界中のみんなが


オンラインで


つながります。
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今年は、カナダ・トロント校の授業だけでなく、

アメリカ・ニューヨーク校や、

ダラス校の先生たちの授業も

うけられます。

世界中から、enaの先生に会おう。

夏期休校　7/12～7/25

後期授業開始　　　8/11

◇◇◇ごあいさつ◇◇◇

　日ごろiBTの授業を受講のみなさま、夏期講習の受講をお考えのみなさまへ

　こんにちは。enaiBTです。今年は世界中で予想外のことが起こり、今までとは異なる
生活を送られていることと思います。夏休みのお勉強が有意義なものになるように、そし
て、日本ご帰国後も、ストレスなくお勉強を継続できるように、精一杯サポートしてまい
ります。
　今年は、急なご帰国の方や、帰国が延びた方もいらっしゃるかと思います。進路につい
てご心配な点がございましたら、いつでもご相談ください。

学年・科目に

よって、開講

時間や曜日が

異なりますの

で、ご注意く

ださい。

日曜日は

お休みです。



小４ 時間 受講日

国語（60分） 11：50～12：50 6/23～8/8【7/4休み】（全28日）

算数（60分） 13：10～14：10 6/22～8/8（全30日）

小５ 時間 受講日

算数（60分） 15：40～16：40 6/23～8/8【7/4休み】（全28日）

国語（60分） 17：00～18：00 6/22～8/8（全30日）

◇小４◇

◇小５◇

◇◇◇小学部　時間割◇◇◇

国語（担当　阿部　ニューヨークハリソン校）
通常の授業では文章読解が中心ですが、夏期講習ではいつもお家で自学する漢字や語句
などの暗記するところも毎日みんなとがんばります。毎日みんなと楽しく国語を読んで話す、最高の夏にしよう。

算数（担当　信政　カナダトロント校）
２月から本格的にお勉強が始まり、毎日こなすだけでいっぱいだった人もいるかもしれません。
しっかり定着させるいい機会です。毎日あるので、じっくりがんばれます。

すべて米国東部時間です。各科目で開講日が異なります。ご注意ください。

国語（担当　高橋　ニューヨークハリソン校）
来年の今頃は過去問を解いているころです。この夏、国語の知識を蓄えましょう。楽しい文学作品も読み解いていきます。前期
の授業を受講した人も、そうでない人も、ぜひ受講してください。

算数（担当　赤松　カナダ　トロント校）
前期で学習した内容は中学受験算数の根幹です。
算数を受験で使える武器とできるかどうかは、５年生の内容にかかっています。
解法を理解したうえで、自力で解ける問題をひとつでも多く増やしましょう。

◇料金◇

一日60分×７日　＄231
教材費　なし
夏期講習一名のお申込みにつき、諸費＄10（他の科目を受講しても二重にかかりません）



小６ 時間 受講日

国語（90分） 9：30～11：00 6/23～8/8【7/4休み】（全28日）

算数（90分） 11：20～12：50 6/22～8/8（全30日）

英語（90分） 13：00～14：30 6/22～8/8（全30日）

◇小６◇

継続は力なり

英語（担当　赤松　カナダ　トロント校）
英検２級レベルからネイティブレベルの英語力まで幅広く対応できるよう、夏の１か月かけて総合演習に取り組み
ます。
反復演習による文法知識の定着に加え、読解力や語彙力も並行して伸ばせる授業を行います。
算数のように「なぜこの答えになるのか」ということに注目し、カンではなく論理やルールに基づいて問題が解け
る力をつけるため、一緒に頑張りましょう。

◇受験生のみなさんへ◇
今年は現地校やインター、日本人学校に実際に通えずに数か月を過ごした人も多いのではないでしょう
か。そんな中でも、iBTの授業はいつも通り行います。今までの受験生と同じ量を、同じだけ。世界でが
んばる子の味方です。

◇料金◇
一日90分＄49.50、180分＄99、270分＄148.50
教材費　なし
夏期講習一名のお申込みにつき、諸費＄10（他の科目を受講しても二重にかかりません）

国語（担当　阿部　ニューヨークハリソン校）
過去問演習をします。国語を使わない受験をする人も、必ず力になる過去問演習です。
洗足、白百合、攻玉社、市川などの過去問を使います。

算数（担当　信政　カナダ　トロント校）
「今からでも間に合う！」中学入試。前半で小5小6総復習を行い、苦手単元を克服！後半は徹底的に過去問演習を
行い、志望校合格を目指します。算数力アップでもう一段上位校を狙いましょう。

すべて米国東部時間です。各科目で開講日が異なります。ご注意ください。



一か月じっくりコース

中１ 時間 受講日

数学（60分） 11：50～12：50 6/23～8/8【7/4休み】（全28日）

国語（60分） 13：10～14：10 6/23～8/8【7/4休み】（全28日）

中２ 時間 受講日

国語（60分） 15：40～16：40 6/23～8/8【7/4休み】（全28日）

数学（60分） 17：00～18：00 6/22～8/8（全30日）

◇中１◇　☆一か月じっくりコース☆

◇中２◇　☆一か月じっくりコース☆

すべて米国東部時間です。各科目で開講日が異なります。ご注意ください。

◇◇◇中学部（中１・２生）　時間割①◇◇◇

国語（担当　高橋　ニューヨークハリソン校）
夏期講習のテキストを使い、じっくりと文章題を読み解いたあとは、文学作品にふれます。いつもは週に１回の授
業が、夏期講習は毎日です。普段の授業とは異なり60分という短い時間ですから、集中力も続きます。

数学（担当　伊藤　ニューヨークハリソン校）
中学生になって新しく学んだことをしっかり復習し、身に着け、実力をつける夏にしましょう。
７月からは、復習だけでなく、後期の予習も行います。一歩リードのチャンス。がんばりましょう。

国語（担当　阿部　ニューヨークハリソン校）
夏休みの一か月、毎日国語を勉強できる絶好の機会です。夏休みだからこそ、古文も学びましょう。
歴史的仮名遣い、係り結びなどの知識から、一般常識としての枕草子の読解まで。

数学（担当　信政　カナダ　トロント校）
受験学年中三はあっという間に来てしまいます。この夏はしっかり復習し、実力をつけましょう。後半は過去問演
習も行います。

◇料金◇

一日60分×７日　＄231
教材費　なし
夏期講習一名のお申込みにつき、諸費＄10（他の科目を受講しても二重にかかりません）



☆　夏期講習の途中で、本帰国や一時帰国の予定がある方へおすすめします。

短期集中コース

中１ 時間 受講日

国語（80分） 19：10～20：30 6/29～7/11【土曜日休み】（全10日）

数学（80分） 20：40～22：00 6/29～7/11【土曜日休み】（全10日）

中２ 時間 受講日

国語（80分） 19：10～20：30 6/29～7/11【土曜日休み】（全10日）

数学（80分） 20：40～22：00 6/29～7/11【土曜日休み】（全10日）

◇中１◇　☆10日間短期集中コース☆

◇中２◇　☆10日間短期集中コース☆

◇料金◇

一日80分＄44、160分＄88
教材費　なし
夏期講習一名のお申込みにつき、諸費＄10（他の科目を受講しても二重にかかりません）

すべて米国東部時間です。各科目で開講日が異なります。ご注意ください。

数学（担当　加藤　ダラス校）
短期集中コースでは、文字式、連立方程式の解き方と応用文章題、一次関数と文章題を中心に学習し、図形・三角
形の証明も学習予定です。

国語（担当　仁井田　ダラス校）
文学的文章・説明的文章の読解問題を中心に、漢字検定4級レベルの漢字や文法などの知識事項も含めた総合的な学
習を毎日行います。短期集中なので一日一日のボリュームは多くなります。頑張りましょう。

数学（担当　加藤　ダラス校）
短期集中コースでは、正負の数の計算、文字式、方程式の解き方応用文章題、比例反比例の問題を復習いたします
。

国語（担当　仁井田　ダラス校）
短期集中コースでは、読解問題以外にも漢字検定3～4級レベルの漢字や語句・文法の問題も扱い、総合的に学習を
進めます。文法の単元では、苦手な人が多い品詞の分類に特化し、8月以降の授業に繋いでいきます。

◇◇◇中学部（中１・２生）　時間割②◇◇◇



中３ 時間 受講日

英語（90分） 11：00～12：30 6/22～8/8（全30日）

国語（90分） 13：10～14：40 6/23～8/8【7/4休み】（全28日）

数学（90分） 15：00～16：30 6/22～8/8（全30日）

数学（90分） 15：00～16：30 6/23～8/8【7/4休み】（全28日）

☆　トロント校開講のクラスは、30日間、ニューヨーク校開講のクラスは、28日間です。

◇受講内容◇

☆　お申し込み後、急な本帰国が決まった場合は柔軟に対応いたします。ご相談ください。

☆　過去問の使用日、使用学校名は、お申し込み後にお知らせいたします。

☆　数学は、どちらか片方のクラスの受講となります。

☆　トロント校、ニューヨーク校で開講日が異なりますので、ご注意ください。

一日180分＄99/270分＄148.50
教材費　なし
夏期講習一名のお申込みにつき、諸費＄10（他の科目を受講しても二重にかかりません）

すべて米国東部時間です。各科目で開講日が異なります。ご注意ください。

数学（担当　奈木　ニューヨークハリソン校/信政　カナダ　トロント校）
数学は二クラスに分かれます。申し込み時にご相談ください。
「今からでも間に合う！」高校入試。前半で中2中３総復習を行い、苦手単元を克服！後半は徹底的に過去問演習を行い、志望校合格を
目指します。数学力アップでもう一段上位校を狙いましょう。

英語（担当　赤松　カナダ　トロント校）
帰国生にとって難易度がそう高くない英語の試験は、過去問などの反復演習で知識や解き方を定着させることによって、安定して高得点
の狙える教科となります。
ただ、日常生活で使う英語と「受験英語」にはギャップがあり、日本語での文法用語を理解し、試験の出題形式に慣れることが受験英語
では何より大切です。
英語に苦手意識を感じている人も、そうでない人も、本番の試験で満点をとれる力をつけることを目標に、１か月頑張りましょう。

◇◇◇中学部（中３生）　時間割◇◇◇

国語（担当　阿部　ニューヨークハリソン校）
過去問を使用しながら、時間内に解く訓練をします。一つ一つ納得しながら進みましょう。
使用する過去問は、青学、早慶、筑付など。難しい問題でも、みんなと一緒にやれば、毎日がんばれます。
最高に勉強したと言える夏に。

◇料金◇



◇時間割◇ ◇米国東部時間◇　各科目で開講日が異なります。ご注意ください。

科目 時間 受講日

ENGLISH① 11：20～12：20 6/23～8/8【7/4休み】（全28日）

ENGLSIH② 15：00～16：00 6/23～8/8【7/4休み】（全28日）

◇対象学年と受講内容◇

科目 時間 受講日

ENGLISH③ 13：00～14：00 6/23～8/8【7/4休み】（全28日）

◇対象学年と受講内容◇

科目 時間 受講日

英検準１級 9：40～10：40 6/22～8/8（全30日）

◇対象学年と受講内容◇

☆　お申し込み後、急な本帰国が決まった場合は柔軟に対応いたします。ご相談ください。

◇◇◇無学年生　時間割◇◇◇

一日60分×７日　＄231
教材費　なし
夏期講習一名のお申込みにつき、諸費＄10（他の科目を受講しても二重にかかりません）

◇料金◇

対象学年・小学校４～６年生、滞在歴１年半以上
（担当　マシュー　ニューヨークハリソン校）
ネイティブ英語の英会話クラスです。毎日ニュースをえらんで、それについて読み、意見を発表しあいます。
一方通行の会話ではないところが醍醐味です。日ごろ、英語を話さなくなったかも、と思う小学生のみなさんへおすすめ
のクラスです。一クラスの定員は６名です。①と②は同じ内容なので、参加可能な時間帯を選んでください。
☆数日単位の申し込みも可能です。

対象学年・中学校１～２年生、滞在歴２年以上
（担当　マシュー　ニューヨークハリソン校）
ネイティブ英語の英会話クラスです。毎日ニュースをえらんで、それについて読み、意見を発表しあいます。
夏休みの間、サマーキャンプがなくなって、英語をもっと話したいというみなさんへおすすめのクラスです。
☆数日単位の申し込みも可能です。

対象学年・２級をもっている生徒
（担当　赤松　カナダトロント校）
日本語で英検を学びたい生徒向けです。英検準１級の合格に向けて、語彙力をつけ、エッセイ対策も行いましょう。一人
で勉強するよりも、断然効率のよいお勉強ができます。
☆数日単位の申し込みも可能です。


