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●JOBA ロンドン校 

TEL：020-8343-4332 
E-Mail：request @joba-london.co.uk 
URL：https://joba-uk.jolnet.com/ 

 
 

 
 

在英子女をサポートして 38年 
見せかけではない実力をつけます！ 
10年後を見据え伸ばす進学指導をします！ 
子供たちとのふれあいを大切にします！ 

 

海外・帰国子女教育専門機関 

JOBA International LONDON         

コース 案内
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38 年にわたり、海外生・帰国生を指導！ 
海外生の学習サポート、帰国生受験のことは 

私たち JOBA にお任せください。 

 
 

＜ JOBA の教育理念・指導方針 ＞ 

学習塾の使命は学力を伸ばし、入学試験を突破する力を養うことです。しかし、それを実現

していくためには、ただ単に学習指導をするだけでは不十分であると私たちは考えています。 

子どもたちの学力を向上させるためには、学力の根本となる「自発性・自主性」「集中力」

「注意力」「持続力・根気強さ」「目標設定力」を育てる必要があります。また、子供たちが受

験で成功するには、「自立心」「自信」「成功意欲」「誠実さ」「感謝する心」なども育む必要

があります。これらは、入学試験を突破するためだけでなく、子どもたちの将来にわたって必

要とされる力ですが、私たちは、子供たちの１０年後を見据えた指導を心掛けるようにしてい

ます。 

学習指導を通して上記のような力をつけることを目標にしても、授業が楽しくなければ生徒

はがんばることができません。まずは楽しい学習環境を創ることが何をおいても大切であると

私たちは考えています。また、生徒に夢や希望や目標がなければ大きな飛躍は期待できません。

社会の現状や未来について生徒に伝え、将来社会の中でどんな役割を担うべきかを考えさせる

ことも大切な使命だと考えています。    

海外生活を前向きに捉えさせ、生徒の様々なチャレンジを応援することも私たちの大切な役

目です。充実した海外生活は、入試の際の面接対策になるだけでなくその後の人生にも大いに

役立つからです。 

ＪＯＢＡロンドン校では、通常授業以外にも「ことばの教室」「わくわくにほんご講座」「特

別授業」「がんばろう会」「自主学習教室」「進学・進路講座」「個人面談」ほか様々な取り

組みを通して、上記のような力を身につけてもらえるよう工夫をしてきました。これからも、

どんなに時間がかかろうと、手間がかかろうと、見せかけの学力ではなく、人間に必要な根本

的な力を見つめ、それを育む指導を実践していきます。 

ＪＯＢＡロンドン校の設立は１９８６年のこと、私はその翌年に赴

任し、それ以来ずっとロンドンの子供たちの指導に携わってきまし

た。ロンドンでの生活も３０年以上になるわけですが、在英子女の

教育に興味が尽きることがありません。そして海外生・帰国生の未

来に大きな期待を抱き続けています。私たちの使命は生徒の学力を

伸ばすことです。ただし、海外で生活している利点を生かし、また

生徒一人一人の個性を生かしながら伸ばすことが大事です。大きな

可能性を秘めた海外生・帰国生を大切に育てたいと思っています。 

               JOBA ロンドン校 校長 木村 良徳 
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 「現地校サポートコース」についてはＰ９を、「日本語・国語サポートコース」、「算数・数学サポートコース」ついては P１０をご覧ください。 

 

○小学部ジュニアコース（小１～小３） 
  帰国後の学習に十分に対応できる基礎力と、高学年につながる基盤づくりを目指すコースです。国語・算数の学習では、

単元ごとの学習を通して深く考えることに取り組みます。海外で生活しながらも正しく文章が理解、表現できるよう、授業

前後の読み聞かせや「わくわくにほんご講座」という特別講座で、科目の学習だけでは身に着けるのがむずかしい日本の文

化や背景を学びます。また、日本の小学校で使用されている教科書を使っての音読会を行い、教科書の内容も補完します。

小学３年生は、学習カリキュラムに合わせ毎月の学習内容の確認と定着を目的にした「海外・帰国生センター試験」を自宅

または教室にて実施します。 
 

○小学部標準コース（小４～小６） 

  帰国後の学習に十分に対応できる基礎力と、中学での学習につながる基盤づくりを目指すコースです。国語、算数の２科

目に加え、帰国枠中学入試に対応した「中学受験英語」を受講することもできます。コース名称は「標準」ですが、学年が

上がるごとに学習内容は高度になり、毎月実施する「海外・帰国子女センター試験」では十分な点を取ることはむずかしく

なります。なお、標準コースの「海外・帰国生センター試験」において算数、国語ともに平均して８０点以上得点できる実

力が身につけば、高校受験の際に早慶レベルの学校の合格も十分に可能です。また、各教室ともにコース授業とは別に、Ｐ

ＩＳＡ（ＯＥＣＤの学習達成度調査）が求める能力、自ら問題を発見し解決する力や社会への関心を高めることを目的にし

た「特別授業」を実施しています。 
標準コースは、帰国枠中学入試で基礎力重視型の試験を課す学校を目指す生徒にも適しています。「中学受験英語」の受講

と合わせ、英語型の帰国枠中学入試に十分に対応することができます。中学受験をする生徒には、面接対策や進学指導など、

受験に関するサポートも行います。 
 

○小学部受験Ａ／Ｂ／Ｃコース（小４～小６） 受験基礎コース（小６） 

  小学部受験コースは、帰国枠中学入試に対応できる実力の養成を目標とし、国語・算数の２科目、または理科・社会を

加えた４科目を四谷大塚のカリキュラムに沿って学習するコースです。また、英語を試験科目に課す中学の受験対策に「中

学受験英語」を受講できます。国語・算数・英語はＪＯＢＡ独自の「海外・帰国子女センター試験」を実施し、学習内容の

定着を図ります。コース授業とは別に、面接試験でも重視される社会問題に関心を持たせることを目的とした「特別授業」

を実施しています。その他、面接対策、進学指導、情報提供はもちろん、受験に関する様々なサポートを受けられます。 
 受験校や個々の力に合わせ、最適なコースが選べるよう、科目ごとに受験／標準が選択できます。（受験 A：算数受験・国

語受験、受験 B：算数受験・国語標準、受験 C：算数標準・国語受験） 
 また、５年生まで標準コースにいた生徒が受験を目指せるよう、６年生を対象にした受験基礎コースを設けています。そ

の他、６年生の後期には、オプションとして、傾向が似た学校ごとの対策授業を受講することができます。 
 

○中学部受験コース（中１～中３） 

  基礎力の定着はもちろん、難関校の受験にも対応できる高度な応用力の養成を目指すコースです。国語・数学の２科目に

加え、英語は目標や実力に合わせたクラスを受講でき、また理科・社会の受講もできます。中１、中２の数学については、

高い数学力をもつ生徒を対象とした取り出しクラスがあります。また、中２、中３の国語については、基礎力の定着と作文

力向上に特化した国語基礎クラスを設けています。毎月実施の「海外・帰国生センター試験」は、中１から難関校の受験に

対応した問題が出題され、このカリキュラムに沿って学習を進めることで早い段階から志望校の対策に取り組めます。自主

的な学習を促す機会として「自主学習教室」、面接試験でも重視される社会問題に関心を促す「特別授業」、１ヶ月の学習の

総復習を目的とした「がんばろう会」などの学習サポートが受けられます。受験学年である中３生については、面接対策、

進学指導、情報提供はもちろん、受験に関する様々なサポートを受けられます。 
 
 

○オンライン授業 本科コース（小１～中３、高校部） 

  自宅にいながら教室での授業と変わらない雰囲気の中で学習することができます。JOBA のオンライン授業は、意見交換 

 や質疑応答を重視した双方向的な授業です。国語の授業では文章を画面上に表示し、キーワードへの線の引き方を実演しなが 

 ら読解のポイントを解説したり、理科・社会の授業では、映像を使ったビデオ学習を取り入れたりするなど、オンライン  

 授業ならではの効果的な授業が受けられます。また、インターネットを使った調べ学習も多く行うことで、探求して学ぶ姿  

 勢も身につけてもらうようにしています。通塾生と同様、「海外・帰国子女センター試験」を毎月受験し、学習内容の確認 

 と定着を図る一方で、その成績の推移をもとにした志望校選びや進路指導も受けられます。 

 

  小学部・中学部 本科コース内容 
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★平日教室（小４～中３） 

 

  ＊上記以外にもオンラインでのオプション講座があります。７ページをご覧ください。 

  ＊現地校サポートコースについては９ページを、日本語・国語サポートコース、算数・数学サポート（オプション）については１０ページをご覧ください。 

 

  Ａｃｔｏｎ教室 本科コース 

学　年 コース 科　目 曜　日 時　　間　　帯 月　謝 諸費(半期) 教材費

標準 国・算 金 １７：００ ～ １９：４０ £190 £250

受験２科A/B/C 国・算 金 １７：００ ～ １９：４０ 200 250

理・社 火（OL教室） １７：３０ ～ ２０：１０ ＋70 ＋70

中学受験英語 木（OL教室） １６：５０ ～ １８：００ ＋50 ＋50

標準 国・算 金 １７：００ ～ １９：４０ 200 250

受験２科A 国・算 火・金 １７：００ ～ １９：４０ 280 310

受験２科B/C 国・算 火・金 １７：００ ～ １９：４０内 240 280

理・社 月（OL教室） １７：２０ ～ ２０：２０ ＋80 ＋80

中学受験英語① 木（OL教室） １６：５０ ～ １８：００ ＋60 ＋60

中学受験英語②発展 木（OL教室） １８：２０ ～ １９：３０ ＋60 ＋60

中学受験英語③発展 土 １１：００ ～ １２：２０ ＋60 ＋60

標準 国・算 金 １７：００ ～ １９：４０ 210 250

受験２科A 国・算 火・金 １７：００ ～ １９：４０ 290 330

受験２科B/C 国・算 火・金 １７：００ ～ １９：４０内 250 300

中学受験英語① 水（OL教室） １７：００ ～ １８：１０ ＋70 ＋70

中学受験英語②発展 水（OL教室） １７：００ ～ １８：１０ ＋70 ＋70

英語 過去問対策 水（OL教室） １８：３０ ～ １９：４０ ＋70 ＋80

算数 難関校対策 木（OL教室） １７：２０ ～ １８：４０ ＋80 ＋80

受験２科 国・数 水 １７：００ ～ ２０：４０ 240 250

英 個別指導

理・社 火（OL教室） １７：３０ ～ ２０：１０ ＋80 ＋80

受験２科 国・数 水 １７：００ ～ ２０：４０ 250 250

国・数 水 １７：００ ～ ２０：４０

中２英語 金（OL教室） １７：００ ～ １８：１０

オプション 理・社 火（OL教室） １７：３０ ～ ２０：１０ ＋80 ＋80

受験２科 国・数 火・金 １７：００ ～ １９：４０ 300 330

国・数 火・金 １７：００ ～ １９：４０

中３英語 火・金 １９：５０ ～ ２１：００

オプション 渋幕対策 英語 水（OL教室） １７：００ ～ １８：１０ ＋70 ＋80

難関高受 英語 中級 水（OL教室） １８：３０ ～ １９：４０ ＋70 ＋70

難関高受 英語 上級 水（OL教室） １９：５０ ～ ２１：００ ＋70 ＋70

公民・時事問題 月（OL教室） １７：３０ ～ １８：４０ ＋50 ＋50

オプション

小　６

オプション

380 390

300 290

お問い合わせください

教材リス
トをご参
照くださ

い。

受験３科

小
　
学
　
生

オプション

受験３科

中　１

中　２

小４

オプション

小　５

中
　
学
　
生

中１～３ オプション

中　３
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★Ａｃｔｏｎ土曜教室（小１～中３）  

学　年 コース 科　目 曜　日 時　　間　　帯 月　謝 諸費(半期) 教材費

小　１ 標準 国・算 土 １０：４０ ～ １３：１０ £160 £150

小　２ 標準 国・算 土 １０：３０ ～ １３：２０ 170 150

小　３ 標準 国・算 土 １４：１０ ～ １７：００ 180 190

標準 国・算 土 １４：３０ ～ １７：１０ 190 250

受験２科A/B/C 国・算 土 １４：３０ ～ １７：１０ 200 250

理・社 火（OL教室） １７：３０ ～ ２０：１０ ＋70 ＋70

中学受験英語 木（OL教室） １６：５０ ～ １８：００ ＋50 ＋50

標準 国・算 土 １４：３０ ～ １７：１０ 200 250

受験２科A/B 国・算 土 １４：３０ ～ １７：２０ 220 250

受験２科C 国・算 土 １４：３０ ～ １７：１０ 210 250

理・社 月（OL教室） １７：２０ ～ ２０：２０ ＋80 ＋80

中学受験英語① 木（OL教室） １６：５０ ～ １８：００ ＋60 ＋60

中学受験英語②発展 木（OL教室） １８：２０ ～ １９：３０ ＋60 ＋60

中学受験英語③発展 土 １１：００ ～ １２：１０ ＋60 ＋60

標準 国・算 土 １１：００ ～ １４：１０ 220 250

受験２科A/B/C 国・算 土 １１：００ ～ １４：１０ 230 290

中学受験英語① 水（OL教室） １７：００ ～ １８：１０ ＋70 ＋70

中学受験英語②発展 水（OL教室） １７：００ ～ １８：１０ ＋70 ＋70

英語 過去問対策 水（OL教室） １８：３０ ～ １９：４０ ＋70 ＋80

算数 難関校対策 木（OL教室） １７：２０ ～ １８：４０ ＋80 ＋80

国・数 土 １１：００ ～ １４：１０ 220 250

英 個別指導

理・社 火（OL教室） １７：３０ ～ ２０：１０ ＋80 ＋80

国・数 土 １１：００ ～ １４：１０ 230 250

中２英語 金（OL教室） １７：００ ～ １８：１０ ＋50 ＋40

理・社 火（OL教室） １７：３０ ～ ２０：１０ ＋80 ＋80

国・数 土 １１：００ ～ １４：１０ 240 290

中３英語 水（OL教室） １８：３０ ～ １９：４０ ＋50 ＋50

渋幕対策 英語 水（OL教室） １７：００ ～ １８：１０ ＋70 ＋80

難関高受 英語 中級 水（OL教室） １８：３０ ～ １９：４０ ＋70 ＋70

難関高受 英語 上級 水（OL教室） １９：５０ ～ ２１：００ ＋70 ＋70

公民・時事問題 月（OL教室） １７：３０ ～ １８：４０ ＋50 ＋50

中　２

＊数学エクストラ（木 OL教室　19：00～20：20）：高い数学力を持つ生徒を対象にしたクラス　　　       
　対象者は、受験２科の数学に代えて受講できます。くわしくは、お問い合わせください。

＊国語基礎（月 OL教室 17：20～18：40）：受験2科の国語に代えて受講できます。

受験２科

オプション

中１～３ オプション

＊国語基礎（月 OL教室 19：00～20：20）：受験2科の国語に代えて受講できます。

オプション

中　３

＊国語基礎（火 OL教室 17：20～18：40）：受験2科の国語に代えて受講できます。

受験２科

中
　
学
　
生

教材リスト
をご参照
ください。

小
　
学
　
生

小　４

オプション

小　５

オプション

小　６

オプション

中　１

＊数学エクストラ（木 OL教室　17：20～18：40）：高い数学力を持つ生徒を対象にしたクラス　　　       
　対象者は、受験２科の数学に代えて受講できます。くわしくは、お問い合わせください。

オプション
お問い合わせください

受験２科

 

  ＊上記以外にもオンラインでのオプション講座があります。７ページをご覧ください。 

  ＊現地校サポートコースについては９ページを、日本語・国語サポートコース、算数・数学サポート（オプション）については１０ページをご覧ください。 
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学　年 コース 科　目 曜　日 時　　間　　帯 月　謝 諸費(半期) 教材費

小　１ 標準① 国・算 水 １６：２０ ～ １８：５０ £160 £150

標準① 国・算 水 １６：１０ ～ １９：００ 170 150

標準② 国・算 木 １６：１０ ～ １９：００ 170 150

標準① 国・算 水 １６：１０ ～ １９：００ 180 190

標準② 国・算 木 １６：１０ ～ １９：００ 180 190

標準 国・算 金ハイブリッド １７：００ ～ １９：４０ 190 250

受験２科A/B/C 国・算 金ハイブリッド １７：００ ～ １９：４０ 200 250

理・社 火（OL教室） １７：３０ ～ ２０：１０ ＋70 ＋70

中学受験英語 木（OL教室） １６：５０ ～ １８：００ ＋50 ＋50

標準 国・算 火ハイブリッド １７：００ ～ １９：４０ 200 250

火ハイブリッド １７：００ ～ １９：４０

金オンライン １７：００ ～ １９：４０

火ハイブリッド １７：００ ～ １９：４０内

金オンライン １７：００ ～ １９：４０内

理・社 月（OL教室） １７：２０ ～ ２０：２０ ＋80 ＋80

中学受験英語① 木（OL教室） １６：５０ ～ １８：００ ＋60 ＋60

中学受験英語②発展 木（OL教室） １８：２０ ～ １９：３０ ＋60 ＋60

標準 国・算 火ハイブリッド １７：００ ～ １９：４０ 210 250

火ハイブリッド １７：００ ～ １９：４０

金オンライン １７：００ ～ １９：４０

火ハイブリッド １７：００ ～ １９：４０内

金オンライン １７：００ ～ １９：４０内

中学受験英語① 水（OL教室） １７：００ ～ １８：１０ ＋70 ＋70

中学受験英語②発展 水（OL教室） １７：００ ～ １８：１０ ＋70 ＋70

英語 過去問対策 水（OL教室） １８：３０ ～ １９：４０ ＋70 ＋80

算数 難関校対策 木（OL教室） １７：２０ ～ １８：４０ ＋80 ＋80

国・数 月ハイブリッド １７：２０ ～ ２０：２０ 220 250

英 個別指導

理・社 火（OL教室） １７：３０ ～ ２０：１０ ＋80 ＋80

国・数 月ハイブリッド １７：２０ ～ ２０：２０ 230 250

中２英語 金（OL教室） １７：００ ～ １８：１０ ＋50 ＋40

理・社 火（OL教室） １７：３０ ～ ２０：１０ ＋80 ＋80

　国・数　 月・木ハイブリッド １７：３０ ～ ２０：１０ 300 330

中３英語 水（OL教室） １８：３０ ～ １９：４０ ＋50 ＋50

渋幕対策 英語 水（OL教室） １７：００ ～ １８：１０ ＋70 ＋70

難関高受 英語 中級 水（OL教室） １８：３０ ～ １９：４０ ＋70 ＋70

難関高受 英語 上級 水（OL教室） １９：５０ ～ ２１：００ ＋70 ＋70

公民・時事問題 月ハイブリッド ２０：３０ ～ ２１：１０ ＋40 ＋40

中　１

＊数学エクストラ（木 OL教室　17：20～18：40）：高い数学力を持つ生徒を対象にしたクラス　　　       
　対象者は、受験２科の数学に代えて受講できます。くわしくは、お問い合わせください。

オプション

中　２

＊数学エクストラ（木 OL教室　19：00～20：20）：高い数学力を持つ生徒を対象にしたクラス　　　       
　対象者は、受験２科の数学に代えて受講できます。くわしくは、お問い合わせください。

オプション

オプション

小　６

受験２科A

＊国語基礎（月 OL教室 19：00～20：20）：受験2科の国語に代えて受講できます。

290

オプション

240 280

330

受験２科B/C 国・算 250 300

中１～３ オプション

中
　
学
　
生

教材リス
トをご参
照くださ

い。

小
　
　
　
学
　
　
　
生

小　２

小　３

小　４

オプション

小　５

受験２科A 国・算 280 310

受験２科B/C 国・算

国・算

オプション

中　３

受験２科

＊国語基礎（火 OL教室 17：20～18：40）：受験2科の国語に代えて受講できます。

＊国語基礎（月 OL教室 17：20～18：40）：受験2科の国語に代えて受講できます。

受験２科

受験２科

お問い合わせください

 

  ＊上記以外にもオンラインでのオプション講座があります。７ページをご覧ください。 

＊現地校サポートコースについては９ページを、日本語・国語サポートコース、算数・数学サポート（オプション）については１０ページをご覧ください。 

  Ｆｉｎｃｈｌｅｙ 教室 本科コース 
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学　年 コース 科　目 曜　日 時　　間　　帯 月　謝 諸費(半期) 教材費

小　1 標準 国・算 土 １１：００ ～ １３：４０ £160 £150

小　２ 標準 国・算 土 １１：００ ～ １４：１０ 170 150

小　３ 標準 国・算 土 １１：００ ～ １４：１０ 180 190

標準 国・算 土 １４：３０ ～ １７：１０ 190 250

受験２科A/B/C 国・算 土 １４：３０ ～ １７：１０ 200 250

理・社 火（OL教室） １７：３０ ～ ２０：１０ ＋70 ＋70

中学受験英語 木（OL教室） １６：５０ ～ １８：００ ＋50 ＋50

標準 国・算 土 １４：３０ ～ １７：１０ 200 250

受験２科A/B 国・算 土 １４：３０ ～ １７：２０ 220 250

受験２科C 国・算 土 １４：３０ ～ １７：１０ 210 250

理・社 月（OL教室） １７：２０ ～ ２０：２０ ＋80 ＋80

中学受験英語① 木（OL教室） １６：５０ ～ １８：００ ＋60 ＋60

中学受験英語②発展 木（OL教室） １８：２０ ～ １９：３０ ＋60 ＋60

標準 国・算 土 １１：００ ～ １４：１０ 220 250

国・算 月（OL教室） １７：２０ ～ ２０：２０

特別教室 土 １１：００ ～ １７：１０内

国・算 木（OL教室） １７：２０ ～ ２０：２０

特別教室 土 １１：００ ～ １７：１０内

中学受験英語① 水（OL教室） １７：００ ～ １８：１０ ＋70 ＋70

中学受験英語②発展 水（OL教室） １７：００ ～ １８：１０ ＋70 ＋70

英語 過去問対策 水（OL教室） １８：３０ ～ １９：４０ ＋70 ＋80

算数 難関校対策 木（OL教室） １７：２０ ～ １８：４０ ＋80 ＋80

国・数 土 １１：００ ～ １４：１０ 220 250

英 個別指導

理・社 火（OL教室） １７：３０ ～ ２０：１０ ＋80 ＋80

国・数 土 １１：００ ～ １４：１０ 230 250

中２英語 金（OL教室） １７：００ ～ １８：１０ ＋50 ＋40

理・社 火（OL教室） １７：３０ ～ ２０：１０ ＋80 ＋80

国・数 火（OL教室） １７：２０ ～ ２０：２０

特別教室 土 １１：００ ～ １７：１０内

＊国語基礎（月 OL教室 19：00～20：20）：受験2科の国語に代えて受講できます。

中３英語 水（OL教室） １８：３０ ～ １９：４０ ＋50 ＋50

渋幕対策 英語 水（OL教室） １７：００ ～ １８：１０ ＋70 ＋80

難関高受 英語 中級 水（OL教室） １８：３０ ～ １９：４０ ＋70 ＋70

難関高受 英語 上級 水（OL教室） １９：５０ ～ ２１：００ ＋70 ＋70

公民・時事問題 月（OL教室） １７：３０ ～ １８：４０ ＋50 ＋50

日本語・国語サポート① 土 １４：３０ ～ １５：４０ 1コマ：140 160

日本語・国語サポート② 土 １６：００ ～ １７：１０ 2コマ：230 190

中
学
生

小
 

学
 

生

＊国語基礎（月 OL教室 17：20～18：40）：受験2科の国語に代えて受講できます。

中　１

＊数学エクストラ（木 OL教室　17：20～18：40）：高い数学力を持つ生徒を対象にしたクラス　　　       
　対象者は、受験２科の数学に代えて受講できます。くわしくは、お問い合わせください。

オプション

中　２

＊数学エクストラ（木 OL教室　19：00～20：20）：高い数学力を持つ生徒を対象にしたクラス　　　       
　対象者は、受験２科の数学に代えて受講できます。くわしくは、お問い合わせください。

オプション

＊日本語・国語サポートを２科の国語に代えて受講できます。（月謝は本科コース月謝＋￡40）

小　５

オプション

お問い合わせください

中１～３ オプション

230

中　３

240 310

＊特別教室では、自主学習指導、特別授業、センター試験、がんばろう会を行います。
受験２科

教材リスト
をご参照
ください。

230 330

＊特別教室では、自主学習指導、特別授業、センター試験、がんばろう会を行います。

330

＊特別教室では、自主学習指導、特別授業、センター試験、がんばろう会を行います。

＊国語基礎（火 OL教室 17：20～18：40）：受験2科の国語に代えて受講できます。

受験２科

受験２科

日本語/国語サポート

オプション

小　６

オプション

小　４

オプション

受験基礎２科

受験２科A/B/C

  ＊上記以外にもオンラインでのオプション講座があります。７ページをご覧ください。 

  ＊現地校サポートコースについては９ページを、日本語・国語サポートコース、算数・数学サポート（オプション）については１０ページをご覧ください。 

  Ｗｉｍｂｌｅｄｏｎ 教室 本科コース 
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学　年 コース 科　目 曜　日 時　　間　　帯 月　謝 諸費(半期) 教材費

算数 水 １６：００ ～ １７：１０

国語 金 １６：００ ～ １７：１０

国・算　① 火 １６：００ ～ １９：００ 170 130

国・算　② 金 １６：００ ～ １９：００ 170 130

国・算　① 火 １６：００ ～ １９：００ 180 170

国・算　② 金 １６：００ ～ １９：００ 180 170

標準２科 国・算 月 １７：３０ ～ ２０：１０ 190 210

受験２科A 国・算 水 １７：００ ～ １９：４０ 200 210

国語 月 １９：００ ～ ２０：１０

算数 水 １７：００ ～ １８：１０

算数 月 １７：３０ ～ １８：４０

国語 水 １８：３０ ～ １９：４０

理・社 火 １７：３０ ～ ２０：１０ ＋70 ＋70

中学受験英語 木 １６：５０ ～ １８：００ ＋50 ＋50

標準２科 国・算 水 １７：００ ～ １９：４０ 200 210

受験２科A/B 国・算 水 １７：００ ～ １９：５０ 220 210

受験２科C 国・算 水 １７：００ ～ １９：４０ 210 210

理・社 月 １７：２０ ～ ２０：２０ ＋80 ＋80

中学受験英語① 木 １６：５０ ～ １８：００ ＋60 ＋60

中学受験英語②発展 木 １８：２０ ～ １９：３０ ＋60 ＋60

中学受験英語① 水 １７：００ ～ １８：１０ 140 190

中学受験英語②発展 水 １７：００ ～ １８：１０ 140 190

標準２科 国・算 月 １７：２０ ～ ２０：２０ 220 210

受験２科A/B/C 国・算 月 １７：２０ ～ ２０：２０ 230 270

国・算 木 １７：２０ ～ ２０：２０ 230 270

中学受験英語① 水 １７：００ ～ １８：１０ ＋70 ＋70

中学受験英語②発展 水 １７：００ ～ １８：１０ ＋70 ＋70

英語 過去問対策 水 １８：３０ ～ １９：４０ ＋70 ＋80

算数 難関校対策 木 １７：２０ ～ １８：４０ ＋80 ＋80

国・数 木 １７：２０ ～ ２０：２０ 220 210

英 個別指導 ＋90 ＋50

理・社 火 １７：３０ ～ ２０：１０ ＋80 ＋80

国・数 木 １７：２０ ～ ２０：２０ 230 210

中２英語 金 １７：００ ～ １８：１０ ＋50 ＋40

理・社 火 １７：３０ ～ ２０：１０ ＋80 ＋80

国・数 火 １７：２０ ～ ２０：２０ 240 270

中３英語 水 １８：３０ ～ １９：４０ ＋50 ＋50

渋幕対策 英語 水 １７：００ ～ １８：１０ ＋70 ＋70

難関高受 英語 中級 水 １８：３０ ～ １９：４０ ＋70 ＋70

難関高受 英語 上級 水 １９：５０ ～ ２１：００ ＋70 ＋70

公民・時事問題 月 １７：３０ ～ １８：４０ ＋50 ＋50

210

小 １ 標準

＊国語基礎（月 OL教室 19：00～20：20）：受験2科の国語に代えて受講できます。

中 ２

受験２科C

＊国語基礎（火 OL教室 17：20～18：40）：受験2科の国語に代えて受講できます。

受験２科

＊数学エクストラ（木 OL教室　19：00～20：20）：高い数学力を持つ生徒を対象にしたクラス　　　       
　対象者は、受験２科の数学に代えて受講できます。くわしくは、お問い合わせください。

中 ３

中１～中３ オプション

小 ２

小 ３

小５

オプション

中 １

オプション

小 ４

オプション

受験２科B

オプション

受験基礎２科

受験１科

小 ６

教材リスト
をご参照く
ださい。

受験２科

200 210

＊数学エクストラ（木 OL教室　17：20～18：40）：高い数学力を持つ生徒を対象にしたクラス　　　       
　対象者は、受験２科の数学に代えて受講できます。くわしくは、お問い合わせください。

＊国語基礎（月 OL教室 17：20～18：40）：受験2科の国語に代えて受講できます。

受験２科

オプション

標準

標準

£160

200

オプション

￡130

お問い合わせください

＊国語・算数は、科目ごとに受験／受験基礎／標準を選んで受講いただけます。

 

オンライン本科コースでは、オンライン上の教室で双方向のグループレッスンを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 ＊現地校サポートコースについては９ページを、日本語・国語サポートコース、算数・数学サポート（オプション）については１０ページをご覧ください。 

 オンライン 本科コース 
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対象 時間 指導料 諸費

７０分/回 ￡55/回 なし

７０分/回 ￡55/回 なし

７０分/回 ￡55/回 なし　　　　上記以外の個人指導

高校生

　　　　小論文個人指導

　　　　大学入試　志願理由書作成　サポート（個人指導）

指導内容

対象 コース 講座 曜日 時限 時　　間　　帯 諸費（半期）

日ハイブリッド Ⅰ １１：２０ ～ １２：３０

日ハイブリッド Ⅳ １５：５０ ～ １７：００

日ハイブリッド Ⅱ １２：５０ ～ １４：００

日ハイブリッド Ⅲ １４：２０ ～ １５：３０

高校数学Ⅰ/A 日ハイブリッド Ⅲ １４：２０ ～ １５：３０

高校数学Ⅱ/Ｂ 日ハイブリッド Ⅱ １２：５０ ～ １４：００

高校数学Ⅲ 日ハイブリッド Ⅳ １５：５０ ～ １７：００

サポート数学 日ハイブリッド Ⅰ １１：２０ ～ １２：３０

160

180

200

￡140

高
　
校
　
生

単科

１講座 　￡130

２講座 200

３講座 260

４講座 310

小論文基礎力養成

英文翻訳

月謝（費用）

対象 コース 講座 曜日 時限 時　　間　　帯 諸費（半期）

土オンライン Ⅰ １１：２０ ～ １２：３０

土オンライン Ⅲ １４：２０ ～ １５：３０

土オンライン Ⅱ １２：５０ ～ １４：００

土オンライン Ⅳ １５：５０ ～ １７：００

高校数学Ⅰ/A 土オンライン Ⅱ １２：５０ ～ １４：００

高校数学Ⅱ/Ｂ 土オンライン Ⅰ １１：２０ ～ １２：３０

高校数学Ⅲ 土オンライン Ⅲ １４：２０ ～ １５：３０

サポート数学 土オンライン Ⅳ １５：５０ ～ １７：００

￡140

160

180

200

月謝（費用）

１講座

高
　
校
　
生

単科

小論文基礎力養成

英文法・長文精読

　￡130

２講座 200

３講座 260

４講座 310

★ Acton 土曜教室-オンラインにて実施 

 

★ Finchley 日曜教室-ハイブリッド（対面・オンラインから選択）にて実施 

 

★ オプション指導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     高 校 部 
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コース 曜日 時限 時間帯 教材費

Ⅰ １６：５０ ～ １８：００ １コマ £188

Ⅱ １８：２０ ～ １９：３０ ２コマ £277

Ⅲ １９：５０ ～ ２１：００

Ⅰ １０：００ ～ １１：１０ １コマ £125

Ⅱ １１：３０ ～ １２：４０ ２コマ £217

Ⅲ １３：１０ ～ １４：２０

Ⅳ １５：００ ～ １６：１０

Ⅴ １６：３０ ～ １７：４０

土

現　地　校   
サ　ポ　ー　ト

月、火　
水、木

単科月謝（諸費含む）

実費請求ｵﾌﾟｼｮﾝ月謝(諸費含む）

コース 曜日 時限 時間帯 教材費

Ⅰ １６：５０ ～ １８：００ １コマ £167

Ⅱ １８：２０ ～ １９：３０ ２コマ £262

Ⅲ １９：５０ ～ ２１：００

＊オンラインと組み合わせて２コマ以上受講する場合の費用はお問い合わせください。 １コマ £110

２コマ £197

現　地　校   
サ　ポ　ー　ト

金

単科月謝（諸費含む）

実費請求ｵﾌﾟｼｮﾝ月謝(諸費含む）

コース 曜日 時限 時間帯 教材費

Ⅰ １７：００ ～ １８：１０ １コマ £167

Ⅱ １８：２５ ～ １９：３５ ２コマ £262

Ⅲ １９：５０ ～ ２１：００

Ⅰ １０：３０ ～ １１：４０ １コマ £110

Ⅱ １２：００ ～ １３：１０ ２コマ £197

Ⅲ １４：４５ ～ １５：５５

現　地　校   
サ　ポ　ー　ト

火、水、
金

土

単科月謝（諸費含む）

実費請求ｵﾌﾟｼｮﾝ月謝(諸費含む）

  

 お子様を現地校に入学させた場合には、少しでも早く現地校での授業についていけるようお子様をサポートすることが大切です。

わからないことが多いまま現地校に通い続けることは、子供たちにとって苦痛以外の何ものでもありません。また、言葉が障壁

になったままでは、最も大切な考える力を養うことができません。 

ＪＯＢＡの現地校サポートコースでは、来英してまもないお子様の現地校の学習サポート、また、ご要望に合わせ、現地校の

Key Stage テストに向けた指導、セカンダリースクールの入学試験に向けた対策などを行っています。 

 

◆対象学年  ：小学校１年生～中学３年生       

◆生徒数 ：対面受講は教師１人につき生徒３名、オンライン受講は生徒２名 

◆指導内容例 ： ☆ Key Stage に合わせた English、Maths、Science、History の指導 

        ☆ Secondary School の入試対策指導   ☆ 英語力強化に向けた指導   ☆ 英検対策 

 

   ＊現地校サポートのみを受講の場合は単科月謝、本科コースに追加して受講の場合はオプション月謝をご覧ください。 

 

★ Acton 教室 

 

 

 

 

 

 

 

★ Finchley 教室 
 

 

 

 

 

 
 
★ オンライン教室 
  オンライン教室における現地校サポートコースは、教師 1 人につき、生徒２名で授業を行います。 

  各クラスは、曜日と時間を調整の上、生徒２名が集まり次第開講します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現地校サポート コース  
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＜小１～小３＞

コース 曜日 時間帯 時間

１６：３０ ～ １７：２０ 50分 １コマ（１：２） £140

１７：４０ ～ １８：３０ 50分 １コマ（１：１） £175

１コマ（１：２） £95

１コマ（１：１） £130

＜小４以上＞

コース 曜日 時間 時間

１６：３０～１７：３０ 60分 １コマ（１：２） £150

１７：５０～１８：５０ 60分 １コマ（１：１） £185

１９：１０～２０：１０ 60分 ２コマ（１：２） £270

１５：４０～１６：４０ 60分 ２コマ（１：１） £330

１７：００～１８：００ 60分

１コマ（１：２） £105

１コマ（１：１） £140

Wimbledon教室にて対面での日本語・国語 ２コマ（１：２） £180

サポートを受講できます。（p.6参照） ２コマ（１：１） £240

＊１：２・・・教師１名につき、生徒２名

＊１：１・・・教師１名につき、生徒１名

100＋テキスト代

月謝（単科）

月謝（単科）

日本語・国語  
　　 サポート

月謝(オプション）

月、火日本語・　
　国語 

　　　　サポ
ート

土

100＋テキスト代

諸費（半期）

60＋テキスト代

￡140＋テキスト代

￡60＋テキスト代

140＋テキスト代

160＋テキスト代

160＋テキスト代

諸費オプション（半期）

￡60＋テキスト代

60＋テキスト代

月、火、木

月謝(オプション）

諸費（半期）

￡140＋テキスト代

140＋テキスト代

諸費オプション（半期）

＜オンライン＞

オプション 曜日 時間帯 時間

１６：５０ ～ １８：００ 70分 １コマ（１：２） £115

１８：２０ ～ １９：３０ 70分 １コマ（１：１） £150

１９：５０ ～ ２１：００ 70分 ２コマ（１：２） £190

２コマ（１：１） £250

＊１：２・・・教師１名につき、生徒２名

＊１：１・・・教師１名につき、生徒１名

月謝(オプション） 諸費オプション（半期）

月、火、水
木、金

￡60＋テキスト代

60＋テキスト代

100＋テキスト代

100＋テキスト代

算数・数学　 
サポート

 

日本語・国語サポートコースは、第二言語としての日本語の習得を目指しているお子様や、日本の国語カリキュラムに追いつ

くために頑張っているお子様の学習を助けるためのコースです。少人数にて、それぞれのお子様の習熟度と目的に合わせた授

業で、日本語・国語の力を向上させます。 

  ◆対象学年  ：小学校１年生～高校生 （各コース２名） 

  ◆指導内容  ：個々の目的・レベルに合わせた指導、GCSE・A レベル対策 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 算数・数学サポートでは、お子様の必要に応じ、個々に合わせたカリキュラムを組み、算数・数学を個別に指導します。 

 対象は塾生のみで、本科コースの授業と合わせてオプションとして受講いただけます。 
 

 

  

 

 

 

日本語・国語サポート オンラインコース 

 オプション 算数・数学サポート （オンライン） 

○本科コース塾生（単科コース生を除く）が、全体授業の算数/数学に代えてこのコース

を受講する場合は、本科コース月謝＋￡40/月(1:1 の場合は＋￡60/月) で受講できます。 

○本科コース塾生（単科コース生を除く）が、全体授業の国語に代えてこのコースを受

講する場合は、本科コース月謝＋￡40/月(1:1 の場合は＋￡60/月) で受講できます。 
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［２月］ 

 １日（水）●2023 年度授業開始 

１２日（日）●漢字検定試験 

１３日（月）～１９日（日）●ハーフターム休講 

２０日（月）●中３・小６受験生 三者面談開始 

 

［３月］ 

２９日（水）～４月１０日（月）●通常授業休講 

 

［４月］ 

 １日（土）～５日（水）●春期講習会 

１１日（火）●４月通常授業開始 

３０日（日）●中３・小６受験説明会 

 

［５月］ 

２１日（日）● J トリップ（遠足） 

２９日（月）～ ●ハーフターム休講 

      

［６月］ 

～４日（日）●ハーフターム休講 

１８日（日）●作文・面接 模擬試験（中３・小６受験） 

２４日（土）●漢字検定試験 

      

［７月］ 

 １日（土）●公開テスト（小３～中３） 

 ９日（日）● J ピック（カレー作り大会） 

２１日（金）●前期通常授業終了 

２４日（月）～ ２８日（金）●夏期講習会 Ⅰ期 

３０日（日）～８月３日（木）●夏期講習会 Ⅱ期 

 
［８月］ 

 ５日（土）～ ８日（火）●夏期講習会 Ⅲ期 

２１日（月）～２４日（木）●夏期講習会 Ⅳ期 

［９月］ 

 １日（金）●後期通常授業開始 

１７日（日）●中３・小６受験説明会 

 

［１０月］ 

 ７日（土）●小中土曜コース 休講 （高校部は通常授業） 

 ８日（日）●小中土曜コース 振替授業 

２１日（土）～２７日（金）●ハーフターム休講 

２１日（土）～２４日（火）●秋期講習会（中３・小６受験生） 

２８日（土）●漢字検定試験 

２９日（日）●中２・小５受験説明会 

 

［１１月］ 

 ５日（日）●プレゼン全教室大会 

 ８日（水）●新小４コース説明会 

 

［１２月］ 

 ２日（土）●公開テスト 

 ７日（木）～１６日（土）●クリスマスイベント※教室ごとに実施 

２１日（木）～ ３日（水）●通常授業休講 

２２日（金）～２９日（金）●冬期講習会 

  ※小２～中２、高校：２４日～２６日は休講 

  ※小６受験、中３：２５日・２６日は休講 

     
［１月］ 

 ４日（木）●１月通常授業開始 

２０日（土）●小中土曜コース 休講（高校部は通常授業） 

２１日（日）●小中土曜コース 振替授業 

２９日（月）●2023 年度授業終了 

日程・内容は変更されることがありますので、「月例通信」でお確かめください。 

 
２０２３年度 年間予定表 
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春、夏、冬の長期休暇期間を利用し、講習会を実施します。講習会のカリキュラムは年間カリキュラムの一部と

して位置付けています。通常時にはカバーできない単元、または特別に強化したい学習内容を取り扱いますので、

必ず出席してください。なお、講習会は塾生以外の方も受講できます。 
 
<２０２３年度 講習会予定＞ 日程が変更されることがありますので、「月例通信」でお確かめください。 

 

講習会 実施予定期間 

春期講習会    ４月１日（土）～５日（水） 

夏期講習会 

Ⅰ期 ７月２４日（月）～７月２８日（金） 

Ⅱ期 ７月３０日（日）～８月 ３日（木） 

Ⅲ期 ８月 ５日（土）～８月 ８日（火） 

Ⅳ期 ８月２１日（月）～８月２４日（木） 

秋期講習会 
  １０月２１日（土）～２４日（火） 

   * 対象：中３・小６受験生 

冬期講習会 

  １２月２２日（金）～２９日（金） 

   * 中３・小６受験生：２５日～２６日 休講 

   * その他の学年：２４日～２６日 休講 

 

進学指導に関するフォロー体制 

 
講習会 

 海外・子女センター試験で、帰国枠入試での学力診断が可能です！ 
「海外・帰国子女センター試験」は、ロンドン・上海・ソウル・ 

ハノイといったＪＯＢＡ海外校、および提携塾、さらに海外日本人 

学校、世界中のテスト生と、ＪＯＢＡ帰国生特化型スクールに通う 

生徒たちが母集団となったテストです。 

受験生すべてが海外生・帰国生ですので、帰国枠入試に特化した 

学力診断が可能です。ＪＯＢＡロンドン校では、このテストを毎月、 

月はじめに実施します。 

・小学３年生～６年生標準コース 国語・算数 

・小学４年生受験コース     国語・算数 

・小学５年生受験コース     国語・算数・英語 

・小学６年生受験コース     国語・算数・英語 

・中学１年生～３年生受験コース 国語・数学・英語 

 

 
（1）帰国生のためのスクールガイド『Biblos』       
   Biblos（ビブロス）は、ＪＯＢＡのネットワークを使いまとめた海外・

帰国国子女のための進学資料集です。 この資料には、最新のデータにも

とづいた小学校・中学校・高校編入、帰国枠中学入試・高校入試・大学

入試に関する情報を幅広くまとめています。塾生には、この資料データ

を毎年９月初旬にお渡しします。 

 

豊富で最新の帰国受験・進学情報をご提供します！ 
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（２）JOBA メールマガジン ／ ホームページ 
海外・帰国生の受け入れ校からの情報など、最新の教育情報を

「JOBA メールマガジン」にて、塾生のご家庭へ配信します。詳細は、

事務局までお問い合わせください。 
また JOBA のホームページでは、教育プログラム、説明会や講習会な

どのイベントなどのご紹介、帰国生の入試・編入情報などをタイムリー

にお届けしております。 

     ⇒ www.jolnet.com 
  

  帰国子女・海外子女の受験、教育情情

（３）受験説明会 / コース説明会 
４月と９月には、小６・中３受験生とその保護者の方を対象にした

合同の受験説明会を行います。また１０月末には、受験を予定してい

る小５生・中２生と保護者の方を対象にした受験説明会も行います。

その他、１１月には、小３年の保護者の方を対象にした新小４コース

説明会を行い、標準コースと受験コースの違いや帰国枠入試に向けた

準備の仕方についてお話します。 

 

 

 

（４）個人保護者会 
   各教室では、年に２回、個別の保護者会を実施します。当日は、担  

当教師よりお子様の学習状況をお伝えし、また進学先に関する話し合

いなどをします。 

 
 

 
   帰国生の寮 / 宿泊のできるセミナー施設 / 直前講習会の実施 
 
国内唯一の帰国生のための学生寮 

JOBA ガーディアンシップセンター 
ＪＯＢＡガーディアンシップセンターは、ＪＯＢＡの運営する海

外・帰国生のための寮施設です。生活面のサポートはもちろん学習面

のサポートをすることができることが、ＪＯＢＡガーディアンシップ

センターの大きな特徴です。ご家族の赴任が長引き、お子様お一人だ

けが帰国する必要のある際などぜひご利用ください。 

 

直前講習会 
   ＪＯＢＡガーディアンシップセンター内では、帰国受験をする生徒を

対象とした、中学入試、高校入試、大学入試対策の授業「直前講習会」

を実施しています。寮のある施設ですので、お子様だけが帰国してこ

のセミナーに参加することもできます。 
 
帰国生特化型スクール 
   ＪＯＢＡガーディアンシップセンター内には、帰国した生徒を対象と

した教室を設け、帰国生特有の受験に対応した運営をしています。ま

た、一時帰国をした生徒を対象に、春期、夏期、冬期のセミナーも実

施しています。中学入試、高校入試、大学入試対策の授業「直前講習

会」を実施しています。 
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  ＪＯＢＡは漢検協会の準会場に指定されており、漢字検定試験をＪＯＢＡの教室で受験することができます。    

漢字検定試験の受験可能な級は１０級から２級までとなります。対象は塾生ならびに塾生家族です。以下は本

年度の実施予定日です。 

○漢字検定試験 実施日・予定日 ２０２３年 ６月２４日（土） 

                ２０２３年１０月２８日（土） 

                ２０２４年 ２月１１日（日） 

 

  漢字検定試験に向けて学習をすることで国語力が飛躍的に伸びます。上記日程をもとに学習プランを立て、

ぜひチャレンジしてほしいと思います。 

 

＊英語検定試験は、ロンドンの一般会場で受験することができます。実施時期は６月、１０月、１月が予定  

 されています。詳しくは英語検定試験協会のホームページをご覧ください。 

 

 
   通塾生および通信生が実施する「海外・帰国生センター試験」を年に２回、塾生以外にも公開して実施します。   

なお、この公開テストでは、毎月のセンター試験では行なわないオプション科目を選択することができます。 

○第１回公開テスト 実施日  ：２０２３年 ７月１日（土）（小３～中３対象） 

   ○第２回公開テスト 実施日  ：２０２３年１２月２日（土）（小３～中２対象） 

 

○合同遠足 / 野外カレー大会  / スイカ割り大会 / クリスマスイベント 

  教師と子供たちが通常の授業とは違った形で触れ合う機会です。普段

見ることのできない子供たちの素顔を見ることは教師にとって大きな

収穫で、その後の進路指導にも役立つと信じています。 

   

○特別授業   

通常授業では扱えない課題を取り上げ生徒の視野を広げます。また、 

ディベート、スピーチなども取り入れ表現力を養います。 

  

○ボランティア活動     

    助け合いの気持ちを日本人同士にだけでなく世界の人々に向ける重要性を伝えたいとの思いから、長年にわた 

    り募金活動を続けてきました。また、Mary’s Meal というボランティア団体が行う「バッグパック・プロジェ 

    クト」活動に参加、支援をしています。

  その他 JOBA ロンドンの実施するプログラム 

 漢字検定試験 

 公開テスト 

 イベント各種 

恒例 野外カレー大会後に撮影 
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   ＪＯＢＡロンドン校では、お子様の現地校探し、手続きのお手伝い、現地校入学後の学習サポート、保護者の 

 サポートなど、現地校に関わる様々な問題を対処することを目的に「現地校相談室」を設けています。 

 

■メールによる相談   相談料 無料  

初めての現地校、セカンダリースクール、6th Form 探しにお困りの方、 

          お子様の現地校入学後、様々なご心配ごとをおかかえの方、お気軽にメールで 

ご相談ください。                

（タイトルに「ＪＯＢＡ現地校相談室宛て」と書き request@joba-london.co.uk まで） 

 

  ■面談による相談    相談料 ￡５０／1 時間 （土、日除く） （塾生家族無料、法人会員は１回に限り無料） 

                現地校関連の資料など、詳しい情報が必要な場合には、面談によるご相談を承ります。 

           メールにてご連絡ください。 

 

■現地校選定      費用 ￡１８０／1 人 （面談による相談と現地校選定サポートをご利用された場合は￡20 引き） 

  サポート           現地校リスト作成、現地校の絞り込み、私立現地校との連絡やアポイントメントの 

設定、現地校登録など現地校決定に向けた手続き全般のお手伝いをします。 

 

■現地校訪問付添   付添及び通訳料 ￡１５０／1 校 （交通費実費請求） 

  および通訳      現地校までの付添および通訳のお手伝いをします。 

 

■翻訳サービス      現地校に提出する書類の英訳、入学試験に必要な成績書の英訳・日本語訳のお手伝いを 

           します。料金など詳細は事務局にお問い合わせください。 
    
 
 
            

■ JOBAにお寄せいただきました声 
張江 幸男 先生 
（元全日本空輸（株）海外子女教育相談室長、元三菱商事（株）相談室長、元ニューヨーク日本人学校校長  
 元台北日本人学校教頭）  
 

「JOBAはベースキャンプ。」 
三菱商事の相談室に勤務した頃、子どもが筑波大付属に合格し

たが、東京近辺に親族がいない NY の社員から、責任を持って預

かってくれる施設を求められたのが端緒となっている。帰国子女

をサポートしてくれる教育機関は、根強い親のニーズから、幾つ

もできたが、それ以上に消えていったものが多い。そのなかで、

困難を乗り越えて JOBA は存続し、時代に即応して活動内容を充

実させ発展させてきた。 
私の脳裏には、大登山をするときのベースキャンプの役割が、

国際教育における JOBA の存在としてクローズアップされてく

る。利用者側から JOBA をみていくと、いくつかの大きな役割を

担っていることがわかる。 

1、学びのガイド 
子どもの学びの場所は、どこであっても、自分の今の学び方は

これでいいのか。広い視野で現在の学力を診断し、次に進む道に

向けての的確なアドバイスがほしい。情報の少ない国外にあって

は、親子ともにこの不安は拭いきれない。JOBA は世界各都市で

スクールを開き、通学者に指導し、診断し、助言を与えてくれる。

滞在地のいずれにあっても、長期の休暇時の講習会や、通信教育

で、多様な学習に参加できる。帰国後の講習会では希望進路に合

わせた教育をし、詳しいデータに基づいた助言をしていただける。

通学中の学校での学び方、家庭での学び方。まさに学びのガイド

である。 

2、親心を理解した、共感しあうアドバイス 
一万人の親子がおれば、一万の教育問題が存在する。JOBA 
 
 
 

 
 
は子どもに対する親の願いを共感し、連携しあ

って子どもに対する理解も、学習方法も支援す

る。海外子女教育の長い歴史の中から得た多

数・詳細な情報をもとにして、進路への共同思

考を醸成していく。 情もあるが、客観的な情

報の分析はシャープに行い、親は納得して受験

に赴く子どもへの激励をすることができる。 
さらに親心そのものが JOBA ガーディアンシ

ップセンターである。国内で唯一の帰国生のた

めの学生寮はダイアモンドの価値がある。 

3、確実な登山計画があってこそ登頂を 
 登山もあれば下山もある。二つがスムーズにできてこそ登山は

成功となる。海外に行く子どもたちも、現地での教育情報が事前

に把握しておれば、効果的で充実した海外生活がおくられる。 
JOBA には世界の教育情報が網羅されている。さらに、国内の学

校情報は詳細を極めている。子どもや、親だけでなく、海外の先

生方にとっても、JOBA の情報は貴重である。おそらく求めるなら

ば、快く情報の提供は受けられるにちがいない。 

4、おわりに  
 子どもの教育にとって、海外へ行くことも、逆に帰国すること

も、大きな登山に例えられる人生の大事業である。登山にとって

ベースキャンプは、目的を達成するためになくてはならないもの

である。だから、ベースキャンプの働きをしている JOBA に感謝

し、JOBA の一層の活動充実を願わずにはいられない。

 現地校相談室 
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2023年度 費用に関する諸規定 
 
                                                     ＜２０２３年２月１日～２０２４年１月３１日＞ 

● 入会の際に￡１２０が会員登録料としてかかります。 
● JOBA 海外校在籍生‥‥無料 
● 法人会員企業の方‥‥無料 
 

 ● 翌月分を前月末日までにお支払いください。 
 ● 月謝は年間費用を等分した額になるため、月によって授業時間数が異なっても固定額になります。 
 ● 講習会費用は月謝に含まれません。 
 ● ８月は月謝の請求はございません。 
 

 ● 諸費は年に２回、前期分を２月、後期分を９月にお支払いください。 
 ● 諸費には、施設運営費、毎月のセンター試験の受験費、プリント冊子代、通信費、ビブロス代、面談費などが含まれます。 
 ● 諸費とは別に教材費がかかります。 
 

＜兄弟割引＞ 
 ● 兄弟２人が入塾し同時に在籍している場合‥‥兄弟のうち月謝小計の低い方の月謝を２０％割引きします。 
 ● 兄弟３人以上が入塾し同時に在籍している場合‥‥兄弟３人目以降、月謝小計の低い方の月謝を全額免除します。ただし、 
   現地校サポート、算数・数学サポートなどの個別指導は、３人目以降も２人目と同じ２０％割引きとなります。 
 ● 入塾金、諸費、教材費の割引はありません。 
＜途中入塾割引＞ 

 ● 当月１日～１０日に入塾した場合‥‥当月分の月謝は全額。 
 ● 当月１１日～２０日に入塾した場合‥‥当月分の月謝は半額。（端数切り上げ） 
 ● 当月２１日～末日に入塾した場合‥‥当月分の月謝は無料。 
 ● 入塾月により諸費の割引きがあります。割引額は事務局にお問い合わせください。 
 

 ● 毎月２０日前後に、翌月度の請求書をメールで送付します。 
 ● 月末までに銀行送金にてお支払いください。 
＜銀行送金先＞ 

   請求書に書かれている保護者 ID を Reference にお書き添えください。 

BARCLAYS BANK PLC 

SORT CODE: 209561    ACCOUNT NUIMBER: 93111571    ACCOUNT NAME: JOBA  

 

 変更 
 ● 受講内容変更のご連絡は、変更を希望される月の前月 15 日までにお知らせください。 
 

 退塾 
● 退塾をする場合、退塾の２週間前までに、退塾届（用紙は事務局まで）を事務局にご提出ください。 
● 学期の途中で退塾する場合には、諸費が返却される場合があります。詳細は事務局にお問い合わせください。 
● 退塾後、６ヶ月を過ぎてからの再入塾の際は入塾金がかかります。 
 

 休塾 
 ● 休塾をする場合、休塾の２週間前までに、休塾届（用紙は事務局まで）を事務局にご提出ください。事前に届出のない欠席に対 
   する月謝の返却はありません。 
 ● 休塾は６ヶ月を限度とし、その後は退塾となります。 
 ● 休塾中の月謝は免除となりますが、諸費の返却はありません。 
 ● やむを得ない理由により、その月の授業参加が１週間のみとなる場合は、当月の月謝を半額とします。（端数切り上げ）  
 ● ２０２３年度４月、１２月の授業日の区切りは次の通りです。 
   [４月授業日] ４月１１日～５月 1 日  [１２月授業日] １１月３０日～１２月２０日 

 

 入塾金・・・￡１２０ 

 月謝・・・各教室コース表をご覧ください。 

 諸費／教材費・・・各教室コース表をご覧ください。 

 割引制度 ※割引の併用はできません。 

 支払方法 
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個人情報保護に関する取り組み 
 
 

JOBA International London Ltd.（以下「JOBA London」）は、個人情報保護の仕組みを構築し、全職員に個

人情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、個人情報の保護を推進します。 

JOBA London は、個人情報は利用目的を明確にした上で収集し、利用についてはその目的の範囲内に限る

ものとします。利用目的以外で使用する場合は、必ず本人の同意を得てから使用します。 

 

JOBA London がお預かりした個人情報は、事業活動を遂行するために必要となるお知らせ、またご質問に対

する回答として、お電話や電子メールでのご連絡および資料のご送付に利用します。 

 

JOBA London は、一般データ保護規則(GDPR)に則り、必要な保管期間を超えたデータは破棄します。 

 

JOBA London は、お預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を

第三者に開示いたしません。 

  ・同意がある場合  

  ・希望されるサービスを行なうために当校が業務を委託する業者に対して開示する場合 

  ・法令に基づき開示を要請された場合 

 

JOBA London は、個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざ

ん・漏洩などを防止するため、適切な安全対策を実施し、個人情報の保護に努めます。業務委託により個人

情報に関する取扱いを外部に委託する場合、委託先の適正な管理および監督を行います。 

 

JOBA London は、保有する個人情報に関して適用される法令、その他規範を遵守するとともに、個人情報保

護方針の内容を適宜見直し、その改善に努めます。 

 

JOBA International London 
1F Lawford House, Albert Place, Finchley, London N3 1QA U.K. 
+44-(0)20-8343-4332 
request@joba-london.co.uk 
 

 

 

 個人情報の収集 

 個人情報の利用目的 

 個人情報の保管期間 

 個人情報の第三者への開示・提供の禁止 

 個人情報の管理 

 法令、規範の遵守と見直し 

 ご連絡先 
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お申し込みの流れ 
 

 お申し込み手続き  

 お問い合わせから入会手続きまでは以下のとおりです。学期途中からでもご心配ありませんので、お気軽にお問い 

合わせください。 
 

 お問い合わせ 下記連絡先までお電話、メールにてお問い合わせください。 

 
 

 担当よりご連絡 今までの学習状況や希望コースなどについてお伺いします。 

 
 

 体験授業 
実際に授業に参加してみて、自分に本当に合っているか、無理なく通い続けること

ができるかどうかを判断してください。 

 
 

 入塾手続き 
入塾申込書を下記事務局にお送りください。後日事務局より請求書をお送りします

ので、お支払いは請求書を受領後にお願いします。教材は授業初日にお渡しいたし

ます。 
 
 

 連絡先  
 

 

 教室所在地 
 
   ◇Acton 教室 

所在地：The Ellen Wilkinson School for Girls 内 – Queen’s Drive, Acton W3 0HW 

アクセス：地下鉄 North Ealing 駅より徒歩 5 分、West Acton 駅より徒歩７分、駐車場あり 

＊ご連絡は総合事務局へ 
 
 

◇Finchley 教室 

所在地：１F Lawford House, Albert Place, Finchley  N3 1QA 

アクセス：地下鉄 Finchley Central 駅より徒歩 3 分 
 

◇Wimbledon 教室 

所在地：Raynes Park High School 内 –Bushey Road SW20 0JL 駐車場あり 

アクセス：Raynes Park 駅より徒歩 12 分  

        徒歩の場合の入り口住所は W Barnes Lane, New Malden, KT3 4PS 

＊ご連絡は総合事務局へ 

 

JOBA International London 総合事務局 
    1F LAWFORD HOUSE, Albert Place, Finchley, London  N3 1QA , U.K 

 TEL：+44-20-8343-4332         E-Mail：request@joba-london.co.uk 
    URL：https://joba-uk.jolnet.com 



 

 

    ◇日本本部 / 帰国生特化型スクール洗足池校 
所在地：東京都大田区上池台 3‐39‐9 
アクセス：東急池上線 洗足池駅 徒歩約 7 分 

             JR 山手線五反田駅より洗足池駅まで約 10 分  JR 京浜東北線蒲田駅より洗足池駅まで約 13 分 

TEL：03-5754-2240      FAX：03-5754-2241 
 

◇帰国生特化型スクールたまプラーザ校 

所在地：横浜市青葉区美しが丘 5-1-1 
アクセス：東急田園都市線 「たまプラーザ」駅下車 北口から徒歩３分 
TEL：045-909-1070      FAX：045-909-1071 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
帰国子女・海外子女の受験、教育情報ブログ！ 

www.jolnet.com 
 

JOBAのグローバルネットワークが世界中で安心のサポート！ 

 
          

   JOBA International London 総合事務局 
  1F LAWFORD HOUSE, Albert Place, Finchley, London  N3 1QA, U.K 

TEL：+44-20-8343-4332       E-Mail：request@joba-london.co.uk 
        URL：https://joba-uk.jolnet.com 

 

 

◆日本 洗足池校・たまプラーザ校 
E-Mail：info@jolnet.com 
URL：http://joba-jp.jolnet.com/  

  
 

          ◆中国 北京 あおぞら幼稚園 
E-Mail：joba.kg@jolnet.com 

            URL：http://joba-bjy.jolnet.com/  
 

     
◆韓国 ソウル校 

E-Mail：joba.seoul@jolnet.com 
URL：http://joba-seoul.jolnet.com/  
 

 

 
 
 

 

      ◆中国 上海校（浦西校、浦東校） 
E-Mail：joba.sh@jolnet.com  
URL：http://joba-sh.jolnet.com/ 

 
     
      ◆中国 天津  あおぞら幼稚園 
        E-Mail：joba.kg@jolnet.com 
        URL：http://joba-tjy.jolnet.com/  
 
 
   ◆ベトナム ハノイ校 
    E-Mail：joba.hanoi@jolnet.com 
   URL：https://joba-hanoi.jolnet.com/ 
 

  


