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TEL：03(4330）1341（代表）
FAX：03(4330）1355

〈海外から〉
TEL：+81-3-4330-1341
FAX：+81-3-4330-1355

〈受付時間〉
月～金曜日：午前 9：30 ～午後 5：00

（祝日・年末年始を除く）

▪東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅・A1・A2番出口」より徒歩 3 分
▪東京メトロ銀座線「虎ノ門駅・1番出口」より徒歩 8 分
▪東京メトロ日比谷線「神谷町駅・3番出口」より徒歩 8 分
▪都営地下鉄三田線「御成門駅・A5番出口」より徒歩 8 分
▪都営地下鉄三田線「内幸町駅・A3番出口」より徒歩 10 分
▪東京メトロ千代田線「霞ヶ関駅・C2番出口」より徒歩 10 分

東京本部

愛宕東洋ビル

JOES（海外子女教育振興財団） 概要
名称 公益財団法人　海外子女教育振興財団

＜ JAPAN OVERSEAS EDUCATIONAL SERVICES（略称： J
ジ ョ ー ズ
OES）＞

代表者 会　長　小林 栄三　
　 理事長　綿引 宏行　

設立 1971 年 1 月 29 日　（公益財団法人としては 2011 年 4 月 1 日）

関係行政庁等 内閣府／外務省・文部科学省

維持会員 企業・団体会員：582　学校会員：260

職員数 96 名　
事業 通信教育、外国語保持教室、講習会、教科書配付、日本人学校および補習授業校等に対する運営上および教育上

の援助、文芸作品コンクール、教育相談、情報サービス、企業・団体会員支援、帰国子女教育支援、学校会員支援、
調査広報等、出版資料配布

※本ガイドの記載内容は 2023 年 1 月 31 日現在のものです。

JOESホームページ

Instagram

公益財団法人 
海外子女教育振興財団
Japan Overseas Educational Services

www.joes.or.jp

メルマガ
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海外での教育の基本がわかる	 	 赴任前子女教育セミナー 4
年間約2,000件！	個別アドバイスだから安心	 教育相談 6

現地の学校生活	渡航前に親子で学ぼう
	 アメリカ現地校入学オリエンテーション 8

“配偶者”の生活・言葉の不安を解消しよう
	 渡航前配偶者向け各種セミナー 9

“最初の１か月”のための英語を学ぼう	 渡航前子ども英語教室 10
身につけた外国語力を保持しよう

帰国子女のための外国語保持教室 11

出国前に必ず受け取ろう	 日本の教科書 無償配付 12
海外でも日本の学習をしっかりフォロー	 通信教育 小・中学生コース 14
家庭で触れよう、ゆたかな日本語	 通信教育 幼児コース 16
海外での体験を日本語で表現	 海外子女文芸作品コンクール 17

JOES お役立ち情報

聞いて、知って、わかる
「何から始めたらいいのかわからない」方も、これで安心！

学んで、活かす
海外の言葉や学校生活について学ぶ！

日本の学びを続ける
海外でも日本の学習を無理なく継続！

学校説明会・相談会 / JOES Davos Next 2023 ～ GLOBAL STUDENT SUMMIT ～ 18
JOESの出版物 19
維持会員一覧 20
JOES窓口のご案内 22
JOESサービス申込方法 23

海外子女教育振興財団は、1971 年の設立からおよそ半世紀にわたり、

海外赴任者や海外勤務を終え帰国された方のお子さんの教育を

支援してきました。

豊富な実績と国内外の幅広いネットワークを活用し、

出国前、滞在中、帰国後において、

全面的にサポートいたします。

お子さんの

海外生活を実りあるものに

いろいろなサイトで

調べてみたけど……、結局、

出国前に何をしたら

いいのかしら？

帰国後って

どうなるんだ！？

子どもの進路は

大丈夫なのか？

言葉が心配……

子どもはもちろん、

私も英語を話す

自信がないわ

現地の教育って？

子どもの学校はどう

選んだらいいんだろう

※本ガイドでは、海外子女教育振興財団のことを“JOES（ジョーズ）”と略記しています。
※� は、会員割引価格（または無料）を表します。P. 20の維持会員企業・団体の社員・職員とそのご家族に適用されます。
※本ガイドの記載内容は2023年1月31日現在のものです。

P. 6

P. 6 18

P. 4 12

P. 8 〜

登録方法は P. 23



海外での教育の基本がわかる

54

聞
い
て
、知
っ
て
、わ
か
る

1出国前～帰国後に受けられるJOESのサービスの紹介
2海外子女・帰国子女教育専門の教育アドバイザーによる講話

海外での教育のイメージがつかめます。

3質疑応答　
「他の保護者も、同じような悩みや不安を抱えているんだ……」とわかり、
気づきや安心にもつながります。

プログラム（順番は変わることもあります）

わからないことばかりなので、
直接教育アドバイザーの話が
聞けてよかったです。　（タイ）

渡航後も
JOESに教育相談ができるのは
非常に心強いです！　（アメリカ）

出国までの準備と、帰国に
向けたポイントなどが、
具体的にわかりました。（メキシコ）

赴任先についての資料が
とっても充実していて、
これからの準備に助かります！

　（イギリス）

無料のセミナーなのに、
充実した内容に感謝です。

　（中国）

開催場所 オンライン

対　象 初めてお子さんを連れて海外赴任する保護者（お子さんの同伴は不可） ※オンラインは可

時　間 オンライン：1 時間

受講料 無料

概　　要

海外で通える学校の特徴
は Web サイトで
ご覧いただけます。

セミナー参加者の声から　※（　）内は滞在予定地

教育振興チーム　TEL.03(4330)1344　Eメール：sodanjigyo@joes.or.jp

お申し込み

お問い合わせ

Web サイトからお申し込みください。詳しい情報もご覧いただけます。 JOES 赴任前セミナー

海外赴任で気がかりなのは、お子さんの教育。しっかり準備をして、“不安”を“楽しみ”に変えましょう！
本セミナーでは海外における学校教育や学校選択、編入学手続きなど、「基本」をお伝えします。
より詳細な内容については、教育相談をご利用ください。

東京会場

※都合により変更する場合があります。また申込者が2名以下の場合は開催しないことがあります。

学校形態 日本人学校 現地校 国際学校 補習授業校 備　考
教科書

給与証明書 ◎ ◎ ◎ →詳細はP. 12へ

在学証明書 ○ ○英文 ○ 在籍校に英文のフォームがない場合、
JOES マイポータルからダウン
ロードできます。成績証明書 × ○英文 ×

指導要録
の写し △ × × 本来、学校間で直送される書類です。

海外の郵便事情等の理由により、日
本人学校から保護者に持参の依頼が
ある場合があります。

健康診断票 △ × ×
歯の検査票 △ × ×
予防接種
の記録 × ○英文 × 産業医、かかりつけ医師、保健所、

または海外向け予防接種に対応してい
る病院等にご相談ください。

渡航時に国内で準備しておく学校関連書類（一般例）
＊学校ごとに求められる書類や形式、提出方法が異なるので、必ず転入先の学校へご確認ください。

保 護 者

対　象

2講話では
海外の学校の特徴、
幼児教育、現地での
適応など、基礎知識を

お話しします。

現地の学校へ
提出書類の確認
をしましょう。

これら無料パンフレット（PDF版）のほか、
赴任先に合わせた学校資料も

用意しています。

海外赴任が決まってから一番気がかりだったのは、
子どもたちの学校のこと。セミナーを受け、何を
優先的に考えればよいかわかりました。

（アメリカ）

赴任前子女教育セミナー



概　　要

相談実績年間約2,000件！	安心　の個別対応

オンライン相談（海外からの相談も可能）

面談相談

76

聞
い
て
、知
っ
て
、わ
か
る「やるべきことが整理できた！」

「進路の悩み、解消できた！」
「海外生活を楽しんできます！」

私たちが
サポート
します。

教育相談
海外でのお子さんの生活や教育には、誰もが期待と不安が入り混じるもの。
JOES では海外の日本人学校や帰国子女受入校などで教鞭をとり、
数多くのお子さんと接してきた経験豊富な教育アドバイザーが出国前から滞在中、
そして帰国後まで継続的な支援を行います。どうぞお気軽にご相談ください。

Ｑ	子どもをいっしょに連れて行くか迷っています。
　A 現地での「安全な生活」が見込まれてお子さんが通える学校があれば、

家族がいっしょに生活する選択をおすすめします。
中高校生に関しては、お子さんの意思を尊重することが大切です。

Ｑ	子どもの日本語があやしくなってきました。
	 家庭で気をつけることは？
　A 海外生活では、日本語のインプットが不足しがち。家庭のなかで積極的に話しかけて、

正しい日本語を聞かせましょう。本の「読み聞かせ」も有効です。

Ｑ	日本の学校にスムーズに
	 適応するためには？
　A 学校の入学・編入学手続き時に

出向かれて、先生に海外での生
活状況を話し、サポートが必要な
ことを丁寧にお伝えください。

A 塾、予備校のご担当者と、中・高・大学受験に関するご質問におこたえする「オンライン
受験相談」や「オンライン留学相談」（JOES 維持会員限定・無料）も行っています。

Ｑ	帰国後の学校は？受験は？
　A 日本国内で帰国生入試を実施してい

る学校は、全国で約 1,300 校。
お子さんといっしょに学校を訪問し
て先生と話したり、校内の様子を見
たりしてみましょう。

Ｑ	幼児をいっしょに連れて行く場合、心掛けておくことは？
　A 小さなお子さんにとって、生活の中心は家庭にあります。家族みんなでお子さん

の成長や日本語の育成を支える姿勢が、国内にいるとき以上に大切です。

よくあるご相談事例

出国前

帰国後

滞在中

相談したい点について、たくさんの資料を用意
していただき、それに沿って説明していただい
たので、とてもわかりやすかったです。“何が
わからないのかも、わからない”状態だったの
ですが、やるべきことが整理でき、具体的に
考えるきっかけとなりました。

自分が気づいていなかった注意点も教え
ていただき、大変参考になりました。
「現状をよい方向にするためにはどうした
ら……」と不安でしたが、指針が見えて
きました。子どもとよく話し合いながら考
えていきます。再度ご相談させていただ
きたいと思います。

相談方法 オンライン（ZOOM,Teams）、面談（東京本部）、メール

相談料
（税込）

9,000円（税込）（初回相談から 1 年間有効）
会員 無料

ご相談者の声

出国前

滞在中
帰国後

•	現地の情報を踏まえて相談におこたえします。
•	ご相談いただいた内容はお勤め先企業含め、
	 外部にお伝えすることはありません。
•	 	赴任が決まり出国される前にご相談いただく
　ことが多いですが、現地滞在中や帰国後も、
　ご活用ください。
•	海外でも巡回相談を行っております（不定期）。

信頼を支える国内外の
幅広いネットワーク！

会員 無料

事 前 予 約 制

今後の学校選びについて、アドバイスいただき
ました。出国前と同じように、背中を押してい
ただいた気持ちです。
話しているうちに、娘の性格や希望をわかって
いただけて、娘も励みになったようです。高
校編入という難しい選択を希望している我が家
にとっては、教育相談は大変ありがたいです。

家　 族

対　象

 → P. 20

教育振興チーム　TEL.03(4330)1344　Eメール：sodanjigyo@joes.or.jp

お申し込み

お問い合わせ

Web サイトからお申し込みください。詳しい情報もご覧いただけます。 JOES 教育相談

※都合により変更する場合がございます。

オススメ



概　　要

現地の学校生活	
渡航前に親子で学ぼう

“配偶者”の生活・言葉の
不安を解消しよう

「いくらですか？」は、なんて言うんだっけ？

98

学
ん
で
、
活
か
す

保護者コース……………
子どもコース………

渡航前配偶者向け各種セミナーアメリカ現地校入学オリエンテーション
保護者コースと子どもコース、それぞれのニーズに合わせて、どちらか一方の受講も可能です。
現地校での学校生活などを身近に感じながら、アメリカの教育システムなどを
学習することにより、出国前の不安を解消します。

海外生活で役立つ情報や心構えを学ぶコース、赴任地別に、
経験者のお話が聞けるオンライン懇談会を開設しています。

○	保護者コース
・	現役アメリカ現地校教員やスタッフによる
情報提供

・	学校選び、住居選びの留意点	
・転入、編入学時に用意するもの
・ESL* プログラム
・学校行事、スクールカレンダー
・学校生活と学習内容
・放課後、夏休みの活動
・親のボランティア活動
・帰国生との質疑応答

*ESL…英語を母語としない人向けの英語教育

○	出発前準備セミナー
・	引越しの準備はどのようにすれば？
・	船便と航空便はどうやって分たらいいのかしら？
・	何を持っていけば困らないかしら？
・	必要な手続きはどんな感じ？
　様々な心配事を解消するポイントを学べます。
・	ご自身の生活（学び、ボランティア等）

○	メンタルヘルスセミナー
	海外での仕事・学校、日常生活と異文化の中で現地の言葉を使いなが
ら生活することはストレスがかかります。「海外生活での緊張感」を理
解することでストレスを回避・軽減するためのヒントになります。また、
ストレスを抱えてしまった場合の対処法などを学べます。

○	赴任地別懇談会
これから行く国・町はどのようなところだろう……漠然とした不安には経
験者の話を聞くことが大きな助けになります。国によって違うマナー、
ご近所の方との関わり方、街の情報の入手方法などオンライン面談で
お話をしていただけます。
少人数で話せるので現地で入手可能な物やお子さんの学校や習い事、
家族旅行など身近な話題で会話が弾んで心が軽くなったなどとご好評を
いただいています。

○	子どもコース
・	アメリカの学校生活と行事
		( スライド、動画による視覚的体験学習 )
・	帰国生を囲んで
		(	学校生活、授業内容、交流方法など )
・	現地校ですぐに使える英語
・	ネイティブの先生による授業
		( お金の使い方、ランチの買い方など )

開催場所 保護者コース：オンライン　　子どもコース：東京・名古屋・大阪・オンライン

対　象 英語で教育を行う学校へ入学予定の子ども（小学～高校生）とご家族

時間数 保護者コース　3 時間 + オンデマンド動画
子どもコース　3 時間× 2 日間

受講料
（税込）

アメリカに渡航
保護者コース

12,000 円
会員 8,000円

子どもコース
15,000 円
会員 10,500円

開催場所 オンライン

対　象 海外赴任者に同行する配偶者

海外が楽しみ！

概　　要

※都合により変更する場合がございます。※都合により変更する場合がございます。また申込者が3家族以下の場合は開講しません。 ※日程などの詳細はWebサイトをご覧ください。

最初はお父さんの仕事で行く
からしょうがないと思っていたけ
ど、ここの教室に来て、行く
のがとても楽しみになった。

子どもコースに参加して、
スライドや帰国生のお話を
直接聞くことができ、日本
の学校とは雰囲気が違うこ
と、また、楽しそうなイベ
ントがたくさんあることなど
がわかり、転校することが
楽しみになってきました。

親の立場で必要な情報をたくさんいただけまし
た。子どものほうが既にいろいろと吸収していて、
サバイバルイングリッシュや日本から持参すると
よいものなどしっかり覚えて帰ってきました。

専門的なストレスの話や
経験者から具体的な話が
聞けてとても有意義でした。

小学～高校生

保 護 者

対　象

配 偶 者

対　象

 → P. 20

 → P. 20

教育振興チーム　TEL.03(4330)1344　Eメール：kyoshitsu@joes.or.jp

お申し込み

お問い合わせ

Web サイトからお申し込みください。詳しい情報もご覧いただけます。
P. 23 サービス申込方法をご参照ください。 JOES 配偶者

教育振興チーム　TEL.03(4330)1344　Eメール：kyoshitsu@joes.or.jp

お申し込み

お問い合わせ

Web サイトからお申し込みください。詳しい情報もご覧いただけます。
P. 23 サービス申込方法をご参照ください。 JOESアメリカ現地校

同じ境遇の仲間と
出会えて気が楽に
なりました。



概　　要

概　　要
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外国語保持教室では、言語忘却理論に基づき、語学力を保持していくことを目的に、
4 技能をバランスよく学習する授業を行います。
全国 6 教室＋オンラインで約1,500 名の小学・中学・高校生が楽しく学んでいます。
2023年度から年中以上の幼児や、日本人学校出身の帰国子女を対象としたコースも新設します。

現地校やインターナショナルスクールでの
「最初の１か月」は、海外生活の土台になる大切な時期。
自信をもって乗り切るためのサバイバル・イングリッシュと、
英語を読むための基本を学びます。

Reading　Listening　Writing　Speaking
言語の四技能を総合的に学び、お子さんの外国語保持をサポートします1	Phonics（フォニックス）

　アルファベットが読めても、単語や文章を読むことはできません。
　英語を読むために基本となる文字と発音のルールを学習します。 語学力を維持するために不可欠な「読む力」「書く力」と、

会話を通じた「コミュニケーション力」の強化を目的に構成
しています。
・i-Ready®：英語クラス対象で自宅オンライン教材を導入
・教育アドバイザーによる保護者向け講演会・相談会
・ライブラリー：語学保持に有効な読書のための図書貸し出し
・各種イベント・コンテスト
・ワークショップや、		海外スタディーツアーの実施

2	現地校で使う英会話練習
　よく使う英語、困った時の言葉、
　友達づくりに欠かせない英会話などを学びます。

3	ネイティブの先生との英会話体験
　海外でも学校生活には、スムーズに適応したい……。そのための模擬授業を体験します。

※オンライン子ども英語教室開催予定！（6月・10月・3月）
　日程・料金等、詳細はWebサイトをご覧ください。

開催場所 首都圏（新宿・愛宕・川崎）中部（名駅・豊田）　関西（大阪）
オンライン教室 

言　語 英語・フランス語

講　師 ネイティブまたはバイリンガル

対　象 帰国子女　年中児～高校生

開講期間
全 36 回　土曜日・平日
第 1 期 4 月～ 7 月 (13 回 )　・第 2 期 9 月～ 12 月 (13 回 )　・第 3 期 1 月～ 3 月 (10 回 )
開講日程等の詳細は Webサイトでご確認ください。

受講料
（税込）

コース レギュラー / 教科/
小2/ オンラインコース 高校生コース フランス語コース English learner's

コース※2023年度新設� 

第1・2期 56,650円
40,150円

56,100円
39,600円

52,800円
36,300円

56,650円
42,900円

第3期 45,100円
33,000円

44,000円
31,900円

40,700円
28,600円

45,100円
33,000円

※別途、入室テスト3,300円、入室金11,000円、教材費各学期3,300円がかかります。

開催場所 東京

対　象 保護者の海外赴任に伴い出国する子ども（年長児～小学生）

クラス 下記の 3クラス　各クラス定員 12 名
□ 年長組クラス　 □ 小学 1 ～ 3 年生クラス　 □ 小学 4 ～ 6 年生クラス

時間数 3 時間× 2 日間

受講料
（税込） 26,000 円  会員 19,000 円

ゲーム感覚で楽しく
覚えることができる
のでよかった。c

c
c

u
a
a

t
p
k e

カット
キャップ
ケイク

「C」の発音は
「シー」

ではなく…

渡航前子ども英語教室
アメリカに行く自信がついた。

May	I	go	to	the	bathroom？
　（トイレに行ってもいいですか？）

帰国子女のための外国語保持教室

外国語保持教室は長年の実績があり、帰国子女の外国語保持の言語学の理論に基づいて指導して
います。クラスは外国語力と年齢をもとに編成をしており、適切なレベルの授業を受けられます。
すべて外国語で行われる授業は、帰国子女にとって四技能を駆使する貴重な場所です。家庭学習と
合わせて有効にご活用ください。

外国語保持教室アドバイザー　言語学博士 Ph.D. 服部孝彦先生 大妻女子大学・同大学院教授

白山麓サマーワークショップ オンラインコース

読む 聞く 書く 話す
海外の学校のために
英語を学ぶ友だちと会えて、
みんな同じだとわかり安心した。

※都合により変更する場合がございます。また各クラス申込者が2名以下の場合は開講しません。

※都合により変更する場合がございます。

7 ～ 8 月は
サマースクールも
開催しています。

年中児～高校生年長児～小学生

対　象対　象

 → P. 20

 → P. 20

教育振興チーム　TEL.03(4330)1344　Eメール：kyoshitsu@joes.or.jp

お申し込み

お問い合わせ

Web サイトからお申し込みください。詳しい情報もご覧いただけます。
P. 23 サービス申込方法をご参照ください。 JOES 子ども英語

教育振興チーム　TEL.03(4330)1344 Eメール：hoji@joes.or.jp

お申し込み

お問い合わせ

Web サイトからお申し込みください。詳しい情報をご覧いただけます。
P. 23 サービス申込方法をご参照ください。 JOES 保持教室

“最初の１か月”のための
英語を学ぼう

海外で培った外国語力や
多様性を保持しよう

（�一定基準以上の英語または仏語力を有すること・
��フランス語 /English�learner'sコース以外の英語コース希望者には入室テストを受けていただきます。）



概要・受取方法

出国前に必ず受け取ろう

中学校

小学校 国	語 書	写 社	会 地	図 算	数 理	科 音	楽 図画工作 生	活 家	庭 英	語 Picture	
Dictionary 保	健 道	徳

出版社 光村図書 光村図書 東京書籍 帝国書院 東京書籍 大日本図書 教育芸術社 日本文教
出版 東京書籍 開隆堂 東京書籍 東京書籍 東京書籍 光村図書

国	語 書	写 地	理 歴史・公民 地	図 数	学 理	科 音	楽 美	術 技術・家庭 保健体育 英	語 道	徳

出版社 光村図書 光村図書 帝国書院 東京書籍 帝国書院 啓林館 啓林館 教育芸術社 日本文教
出版 東京書籍 東京書籍 東京書籍 東京書籍

※�中国（香港を除く）に滞在予定の中学生のみ：英語は開隆堂、公民は帝国書院を使用します。

※	現地到着後の教科書受け取り方法
については、管轄の大使館や領事
館などへご確認ください。

1312

日
本
の
学
び
を
続
け
る

文部科学省からの依頼を受けて、これから海外へいくお子さんに無償で日本の教科書を渡しています。
海外で日本の教育内容を意識して、学び続けるためにお役立てください。

日本の教科書を持って行こう！

1	日本人学校や補習授業校の授業で使います。
2		現地校やインターナショナルスクールの学習に慣れるまで、　　　
家庭学習の場面で日本の教科書が強い味方になります。

3		日本の子どもたちがどんなことを勉強しているのか
	 わかります。

4	教科書を活用して学力をつけることができます。
	 	教科書は、子どもの年齢にあったことば（漢字・表現）が用いられており、
	 正確な情報や内容が理解しやすいように作られています。

教科書があってよかった！〈利用者の声〉
　うちの子は現地校に通うことになりましたが、初めの頃は言葉がわからず、「何もできずに１日過
ごした」と落ち込んで帰って来ていました。そんな時、日本の教科書を見て、「あれ？	勉強わか
るかも！」と感じたようで、自信を取り戻しました。
　慣れてくると、日本語よりも英語のほうが得意になります。すると、間違った日本語で会話す
ることもありました。そんな時はいっしょに教科書を読んで、母語が身につくように活用しました。

・		「音読」は、言葉を身につけるのにおすすめです。なかでも「高速読み」は効果があります。「1	分間で
どこまで読めるか」「指定範囲を何分で読めるか」をやってみます。間違えたら、正しい読み方で読み直
すようにしてください。記録をとって効果が目に見えると、子どものやる気がぐんと上がります。飽きな
いように、3	日経ったら読むところを変えてやってみましょう。1	日 10	分程度でOK	です。

・	 		教科書が手元にあっても、自らすすんで読むのはなかなか難しいですよね。日本の学校では、先生や友だ
ちと読み合いながら1冊の教科書にじっくりと親しんでいくものですから、無理もありません。

JOES の通信教育は、教科書を使ってお子さんのペースで
無理なく自主学習に取り組めます。→（P.14～をご覧ください）

海外ではどの出版社の教科書を使っているの？

海外子女用教科書一覧 教科書使用時期や種類などはWebサイトでご確認ください。なお、出国時期によって
も受け取れる教科書は異なります。

対　象 お子さんが以下３つの条件をすべて満たしていること
・日本国籍を持っている　・義務教育期間中（小・中学生）　・海外滞在予定が１年以上

受取方法 2 つの方法から選べます
□郵送 　□ JOES窓口（事前予約制）

※�郵送での受け取りにご協力ください。
※�郵送の場合は別途手数料送料がかかります。1世帯：1,800円
※�JOES窓口でのお受け取りを希望する場合は、JOESWebサイトより
事前予約のうえ下記必要書類とお持ち帰り用の袋をご用意ください。

必要書類 ① 教科書給与証明書 ※国内の在籍校で発行できる書類です。
② 教科書給与申請書 ※JOES�マイポータルよりダウンロード可、窓口にもあります。

受取開始時期 お子さんの出国 2か月前から
※出国前に教科書を受け取れなかった方は、管轄の大使館や領事館などにご連絡ください。原則、現地でのお受け取りとなります。

教科書を使ったおすすめの勉強方法

教科書って
すごい！

①出国が決まった

⑤�教科書が届く④書類をJOESへ送付

③�JOESマイポータル
に登録し、書類を
ダウンロード

②在籍校に「教科書
　給与証明書」　　
　の発行を依頼

⑥�教科書を持って出国！

オススメ

現地では、これから渡航
される方の教科書は
用意されていません

教科書受け取りの流れ

小・中学生

対　象

※必ず中身をご確認ください。

教科書給与証明書

情報サービスチーム　TEL.03(4330)1349　Eメール：textbook@joes.or.jp
お問い合わせ

Web サイトで詳しい情報がご覧いただけます。 JOES 教科書

日本の教科書　無償配付



おもな教材内容

月の学習確認
添削問題
【添削指導例】
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コース･教科 国語・算数／数学コース 理科・社会コース
対象学年 小学1年～中学３年 小学3年～中学３年

受講期間
　　□ 4～3月　　　　□ 4～9月　
　　□ 10～3月
※受講中止・解約は6か月単位となります。
※「4～9月」の6か月受講のみお申し込み締切が6月20日となります。
※次年度のお申し込みは、1月以降とさせていただきます。

　　□ 4～3月　　　　□ 7～3月
　　□ 10～3月 　　　□ 1～3月
※受講中止・解約は3か月単位となります。
※開始月ごとにお申し込み締切があります。
※次年度のお申し込みは、1月以降とさせていただきます。

受講に
あたって

・ 日本の学齢で実施。４月に新学年が始まり、３月で終了。
・海外子女用の教科書といっしょに学習していただきます。

→詳細はP. 12へ
・国語と算数／数学がセット。１教科のみの受講はできません。

・ 日本の学齢で実施。４月に新学年が始まり、３月で終了。
・  受講期間中は、受講学年 1 年間分の単元に取り組むこ

とができます。
・ 理科と社会がセット。１教科のみの受講はできません。

受講料

6 か月 25,350 円   19,050円
1年間 50,700 円  38,100円

※送付経費が含まれます。

3 か月 4,440 円   3,330円
6 か月 8,880 円   6,660円
9 か月 13,320 円   9,990円
1年間 17,760 円  13,320円

　　　　　　　　　　　　　　　＜両コース受講の場合＞
6 か月 34,230 円  会員  25,710 円  / 1年間 68,460 円  会員  51,420円

※１か月あたり5,705円（4,285円）で受講可能。

国語・算数 / 数学コース

理科・社会コース
海外子女専用に内容を精選！ 基礎・基本が確実に身につく学習プログラムです。
日本の教科書（P. 13）に対応していて、帰国後も安心です。

	日本の学校で最も使用されている教科書に対応した教材です。小１〜３までは保護者といっしょに、
小４以上は自身で学習を進めることができるようになっています。
国語教材と添削問題（国・算/数）は6か月に1回お届けします。
日々の学習、毎月の添削問題は、お子さんのペースにあわせて取り組んでください。
添削問題等は提出期限の目安を示していますが、提出いただければ、いつでも添削指導を受けつけています。

■️	国	語　　　ブック教材

・教科書の要点をきっちり押さえられる
・「朗読音声」で耳から正しい日本語を♪
・書き方がわかる! 作文や絵日記等の課題つき

■️	算	数 / 数	学　　　インターネット教材
・1授業 2〜 5分の動画で楽しく気軽に学習
・要点を書き込める「学習ノート」※
・基本から応用まで、幅広い問題で着実に力をつける

　 ※ご自身でプリントアウトしていただきます。

	パソコンやタブレットを利用してインターネット上で学習します。各学習単元には、日本語ナレーターの音声による
1授業２〜５分の授業動画があり、楽しく学習することができます。
	実際の授業のように動画を見ながらポイントを「学習ノート」※に書き取り、確認することもできます。
	インターネット教材なので受講期間中は繰り返し学習することができます。

通信教育　小・中学生コース
添削指導の先生
からのコメントを

読むのが毎回楽しみ！

文部科学省補助

【小学】
【授業動画】

【学習ノート】

【小学】

国語 算数 /数学

補助教材

【中学】

【Web教材】

【朗読音声画面】

チュー太

概　　要

基礎・基本
だから無理なく
続けられるよ！

チューティー

利用者の声

利用者の声 現地校に通っていて、日本語の習得が日本にい
る子ども達より少しずつ遅れてきています。
国語と算数を少しでも勉強したいと思い、家族で
いっしょに取り組んでいます。（スペイン在住・小４）

授業を受けているような感覚でわか
りやすく、楽しみながら勉強するよ
うになりました。　（アメリカ在住・小４）

視覚的に学べてよいです。
何度でも繰り返しできるところも
満足しています。（アメリカ在住・中２）

教科書に沿っているということで
受講してみました。
非常にわかりやすいです。

（ドイツ在住・中１）

【学習ノート】

授業画面の例 練習問題画面の例

小・中学生

対　象

 → P. 20

※ご自身でプリントアウトしていただきます。

通信教育チーム　TEL.03(4330)1345　Eメール：kyoiku@joes.or.jp

お申し込み

お問い合わせ

Web サイトからお申し込みください。詳しい情報もご覧いただけます。
P. 23 サービス申込方法をご参照ください。 JOES 通信教育

【国語】

【算数】

10 日間の無料体験版（算数／数学、理科・社会）はこちら！→

インターネット教材

海外でも日本の学習を
しっかりフォロー



グループ名 対象の生年月日
P グループ（0 歳） 2023年4月2日～ 2024年4月1日

A グループ（1 歳） 2022 年4月2日～ 2023年4月1日 D グループ（4 歳） 2019年4月2日～ 2020 年4月1日

B グループ（2 歳） 2021 年4月2日～ 2022 年4月1日 E グループ（5 歳） 2018年4月2日～ 2019年4月1日

C グループ（3 歳） 2020 年4月2日～ 2021 年4月1日 F グループ（6 歳） 2017年4月2日～ 2018年4月1日

これらの疑問にお答え
しています。また、
絵本の感想やお子さん
の反応をお知らせいた
だければ、コメントを
添えてお返しします。
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通信教育　幼児コース

海外子女文芸作品コンクール

読み聞かせを通して母語である日本語に楽しく触れてもらえるよう、
年齢に合わせた日本の絵本を定期配本するサービスです。

海外で貴重な経験をしているお子さんが、何を考え、感動し、悩んでいるのか。
その思いを生の声として表現します。JOES では海外でも正しく豊かな日本語を
しっかりと身につけてほしいという願いのもと、毎年コンクールを開催しています。

1	絵本を介して自然に対話が生まれます
「母語（日本語）が大切だとわかってはいるが、どう語りかけたらよいかわからない……」
という方におすすめ。海外で日本の絵本を入手することは意外と困難かつ高額です。

2	出版社や著者等の偏りがない厳選された絵本
自身も海外で子育て経験のある児童文学者・国際幼児教育学会理事の宮地敏子氏監修のもと、
全国学校図書館協議会の資料「よい絵本」などを参考に、多文化で子どもたちが育つことを
念頭に独自に協議を重ねて選んでいます。

3	絵本の配本のほかにも
保護者向けの通信やレポート、Dグループ（4 歳）からは、お子さん向けに運筆の基礎となる
｢線あそび ｣や ｢文字あそび ｣などの付録と提出シート「えほんのきろく」がつきます。

●対象　海外在住で、日本の小学 1年から中学 3年の学習をしている児童生徒
●作品の種類　詩、短歌、俳句、作文
●応募方法　	募集要項（4月中に各在外教育施設等へ Eメールにてご案内）、または

Webサイトや機関誌『海外子女教育』（Web版）5月号をご覧ください。
※日本人学校や補習授業校に通学している方は、応募の際、学校にお問い合わせください。
※現地校やインターナショナルスクールのみに通学している方も個人で応募できます。

●そ の 他 　	毎年優秀作品を１冊の本『地球に学ぶ』にまとめて刊行します。国際理解教育の生きた　
教材としても高い評価を得ています。

※��利用料には日本からの送付経費が含まれます。現地関税・付加価値税などの諸費用はご負担いただきます。
※��開始月は、4月 [ 申込締切9月20日 ]、10月 [ 申込締切1月31日 ]から選択いただけますが、いずれも3月までの利用となります (申込
締切は日本時間。なお、締切後のお申し込みはお受けできません )。

※��該当月の絵本は開始月前 ( 例：4～9月分は3月末 )までにお届けしますが、送付時の段階で出版社の都合 ( 品切れ、重版未定 ) 等により、
お届けが遅れる場合や他の本に差し替えになる場合があります。

※��JOESが設定した利用中止申出期限までにご連絡をいただいた場合は、配本を中止し、一部返金にて対応いたします。

概　　要

利用料 Pグループ
（一括送付）

A～ Fグループ
6 か月ごとに 11 ～ 12 冊ずつお届け

利用期間
地域 一括（4～3月） 4～3月（1年間） 10～3月（6か月）

アジア・アメリカ 29,760 円
会員 22,320 円

71,880 円
会員 53,880 円

35,940 円
会員 26,940 円

カナダ・メキシコ・
欧州・大洋州

33,300 円
会員 24,960 円

79,800 円
会員 59,880 円

39,900 円
会員 29,940 円

中近東・中米・
南米・アフリカ

37,200 円
会員 27,900 円

111,720 円
会員 83,760 円

55,860 円
会員 41,880 円

家庭で母語のシャワーをたっぷりと

利用者
の声

日本の書籍を手に入れるのが容易ではな
い海外において、厳選された絵本が定期
的に送られてくるこのコースは、非常に
満足のいくものです。（台湾在住・1歳）

読み聞かせタイムの様子を毎月JOESに送るう
ちに、息子の本の好みが少しわかったような気
がします。そしてなにより成長の記録になったこ
とがうれしいです。	　			（オーストリア在住・2歳）

こちらにもジャパンクラブの図書室があり、
よく利用していますが、“返さなくてもいい
自分の本”があるのは、やはり違うなあと
感じています。　　（インドネシア在住・6歳）

2 冊ずつ読もうと、他の絵本はしまってお
いたのに……、いつの間にか見つけ出し
て読んでいたのでびっくりしました。

（中国在住・5歳）

※初回配本時に付録『海外での絵本タイムＱ&Ａ』
・「読み聞かせ」とは何でしょうか？
・子どもに感想を聞いてもよいのでしょうか？
・どうやって読めばよいのでしょうか？
・いつから読み聞かせを始めればよいですか？
・	読み聞かせている途中で子どもから質問されたら
どうすればよいのでしょうか？
・絵本と異文化体験とどちらが大切でしょうか？

0 歳児 12 か月分 12 冊を一括でお届け
1 ～ 4歳児  6 か月ごとに12 冊ずつ、年間 24 冊お届け
5・6歳児  6 か月ごとに絵本10冊と、おはなしの本1冊、年間 22 冊お届け

教育振興チーム　TEL.03(4330)1344　Eメール：kyoshitsu@joes.or.jpお問い合わせ

0歳~ 6歳児

対　象

 → P. 20

通信教育チーム　TEL.03(4330)1345　Eメール：kyoiku@joes.or.jp

お申し込み

お問い合わせ

Web サイトからお申し込みください。詳しい情報もご覧いただけます。
P. 23 サービス申込方法をご参照ください。 JOES 通信教育

家庭で触れよう、ゆたかな日本語

海外での体験を日本語で表現



学校説明会・相談会 　　	 帰国後の学校選びをサポート JOESの出版物

※�写真は2019年度の様子

1918

海外での子育て・教育に役立つ本がいっぱい！	

情報サービスチーム　TEL.03(4330)1349　Eメール：publish@joes.or.jp
教育企画チーム　TEL.03(4330)1351　Eメール：jdnext@joes.or.jp

お申し込み

JOES 出版物
JOES Davos

絵を示すことによっ
て最低限の言いた
いことを伝えられ
るようになっている
「ぬりえ」。海外に
行く小さなお子さん
の「お守り」にぜひ。

海外生活におけるお子
さんたちの貴重な体験
を詩・短歌・俳句・作文
に綴った作品集。選りす
ぐった約200点の受賞
作品を掲載しています。

日英両言語による自己
紹介ノート。先生にお子
さんの様子を理解しても
らったり、帰国後に海外
での学校生活を紹介した
りするときに役立つ一冊
です。在学証明書・成績
証明書の英文フォームも
付いています。

「インターナショナルス
クールとは？」「帰国後の
受験への影響は？」などの
様々な疑問を、インター
校教師やJOES教育相談
員が幅広く回答。インター
校を卒業した帰国生たち
の体験談も必見。

母語としての日本語の育
て方、コミュニケーション
の大切さなど、海外での
子育てにおけるポイントが
満載。未就学～小学校低
学年のお子さんを海外に
帯同される方は必見の一
冊。

帰国子女の英語力を保
持するためのヒント。
日本でお子さんの英語力
を保持するために、保護
者が知っておきたい第二
言語習得・喪失の理論的
知識と親子の実践例の
数々を紹介。

日本人学校で学ぶ意義・
日本人学校で学んだ方
の体験談などを掲載。
これから日本人学校に
通う方はもちろん、現
在日本人学校に通って
いる方にもおすすめで
きる一冊。

JOES の教育相談員
が、出国の準備から帰
国後の受け入れについ
てお子さんの教育に関
するアドバイスを総合
的にまとめました。

はじめて英語の学校に
通うお子さんが1日も
早くなじめるよう、使用
できるフレーズ・単語を
場面ごとに集めた日英
対訳集。コンパクトサイ
ズで毎日携帯して活用
できます。

海外子女文芸作品コン
クール35周年記念作
文選集。「学び」「学校
生活」「コミュニティ」「家
族」「自然」「文化と社会」
のカテゴリー別に編纂。

絵を示すことによって最低限の
言いたいことを伝えられるよう
になっている「はんかち」。海
外に行く小さなお子さんの「お
守り」にぜひ。

各学校の入学・編入学資
格、条件や入試日程、選
考方法、受け入れ後の指
導内容の概要を紹介して
います。毎年10月下旬
に発行。

海外で学習する小・中学
生のため、海外および日
本の算数（数学）・理科
の教科書によく出てくる
学習用語の対訳を引きや
すくまとめました。

家庭でできるバイリンガ
ルの基礎づくりと日本語
支援など、言語形成期の
お子さんを海外で育てて
いる方におすすめの一冊
です。

本体�550�円
（  519円）

本体�1,870円
（  1,595円）

本体�660円
（  �550円）

本体1,650円
（  1,320円）

本体�2,970円
（  2,530円）

本体�838円
（  734�円）

本体�1,834円
（  1,528円）

本体�550円

本体�3,960�円
（  �3,410�円）

本体�1,260円
（  1,050円）

本体�630円
（  530円）

ぬりえ	さばいばるいんぐりっしゅ

地球に学ぶ [第43回	海外子女文芸作品
コンクール作品集 ]

海外子女教育手帳 [	小学生用／中学生用	]

新・私たちはいかにして英語を失うか

新・海外子女教育マニュアル

サバイバル	イングリッシュ

海外で暮らして

はんかち	さばいばるいんぐりっしゅ

帰国子女のための学校便覧 2023

英語ナビ

言葉と教育	

日本人学校に通うということ
� 本体�660円

母語を育てるということ
� 本体�1,019円

インターナショナルスクールに通う
ということ

� 本体�660円

日本国内開催（東京・名古屋・大阪）

国内と海外の各地で学校説明会・相談会を開催。
多くの帰国子女受入校の話を聞ける絶好の機会です。
いずれも無料の相談会です！

帰国生のための

・	帰国子女受入校の担当者が自校の説明を行うとともに、質問
や相談にもおこたえします。

・	JOES 教育相談ブースでは、海外子女 ･帰国子女教育専門の
教育アドバイザーとお話しいただけます。

毎年、7月下旬頃に東京・名古屋・大阪で開催しています。
※ �2022年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、オンラインでの開催となりました。
参加学校・団体数…147（2022年度）

〔参考〕
● 2019 年度のブース参加学校・団体数
　東京会場…168、名古屋会場…48、大阪会場…65
　※	ブース参加していない学校の資料も多数揃えています。

海外開催（北米・欧州・アジアなどの各都市）
毎年 5〜 6月頃に10〜 13校の帰国子女受入校の担当者とJOES の教育アドバイザー
が巡回します。※開催都市 ･日程は毎年変わります。

※ �2022年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、開催を取りやめました。

出国前… 　滞在中… 　帰国後…

情報サービスチーム　TEL.03(4330)1349　Eメール：service@joes.or.jpお問い合わせ

「国内説明会」JOES 国内説明会 「海外説明会」JOES 海外説明会

Web サイトからお申し込みください。詳しい情報もご覧いただけます。

Web サイトからお申し込みください。詳しい情報もご覧いただけます。

無料
※ �2023年度については、決定次第Webサイトでご案内します。
　（2022年度同様、オンラインを取り入れた会となる可能性もございます）

ご購入方法

お問い合わせ

お申し込み

お問い合わせ

JOES Davos Next 2023 ~GLOBAL STUDENT SUMMIT~

未来世代の子ども達が「自ら調べ、考え、発信し、行動する」をキーコンセプトに、
地球規模の課題にチャレンジするオンラインの企画です。
世界的権威の先生にご登壇いただく基調講演で学んだ後、世界各地に住む仲間たちとともに、
時空を超えてグループワークを行い、様々な立場や価値観に触れるなかで、考えを深めていき
ます。そして、そのまとめとして、今、自分に何ができるかを見つめ直し、「私の行動宣言」と
して世界に向けて発信しましょう。

第 2 回開催となる2023 年は、海洋政策研究所の阪口秀所長が海洋問題について小中学生の皆さんに
熱く語りかけます。アフリカの子ども達も参加予定ですので、共に地球規模の課題を学べるチャンスです。

基調講演は9月に実施し、その後 11月末頃までの期間にグループワークを行う予定です。

是非、ご家族やお友達、学校の皆さんでお誘いあわせのうえ、ご参加ください！

小学5年生～中学生

対　象

無料

※価格はすべて税込

Web サイトで詳しい情報をご覧いただけます。



●ア
(株)IHI
あいおいニッセイ同和損害保険 (株)
愛三工業 (株)
(株) アイシン
アイシン開発 (株)
アイシン化工 (株)
アイシン軽金属 (株)
アイシン高丘 (株)
愛知製鋼 (株)
(株)IDホールディングス
(株) あおぞら銀行
(株) 青山製作所
曙ブレーキ工業 (株)
旭化成 (株)
(株) 朝日新聞社
アサヒビール (株)
(株) アシックス
味の素 (株)
味の素ＡＧＦ(株)
アステラス製薬 (株)
アズビル (株)
アセットマネジメントＯne(株)
(株) アドヴィックス
(株)アドバネクス
(株)アドバンテック
アブダビ石油 (株)
(株) アマダ
アマノ (株)
アルプスアルパイン (株)
(株) 安藤・間
アンリツ (株)

●イ
イオン (株)
イオンクレジットサービス (株)
いすゞ 自動車 (株)
出光興産 (株)
(株) 伊藤園
伊藤忠商事 (株)
伊藤忠テクノソリューションズ (株)
伊藤忠丸紅鉄鋼 (株)
伊藤ハム (株)
稲畑産業 (株)
イビデン (株)
岩谷産業 (株)
(株) INPEX

●ウ
Wismettacフーズ (株)
ウシオ電機 (株)
臼井国際産業 (株)
(株) 内田洋行
UBE(株)

UBE 三菱セメント(株)

●エ
エア・ウォーター (株)
エイチ・ツー・オーリテイリング (株)
エーザイ (株)
AGC(株)
ＳＭＫ(株)
ＳＭＢＣコンシューマーファイナンス(株)
ＳＭＢＣ日興証券 (株)
ＳＣＳＫ㈱
(株)SBI新生銀行
SBS東芝ロジステックス (株)	
エスペック (株)
ＮＥＣネッツエスアイ (株)
ＮＳＫワーナー (株)
ＮＯＫ(株)
ＮＴＮ(株)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ (株)
ENEOS(株)
(株)ENEOSマテリアル
(独) エネルギー・金属鉱物資源機構
(株) エビデント
(株) エフ・シー・シー
(株) エフテック
ＭＯＬケミカルタンカー (株)
エルエヌジージャパン (株)
エンテックアジア (株)
(株) エンプラス

●オ
(株) 扇谷
王子ホールディングス (株)
オーエスジー (株)
大阪ガス (株)
(株)ＯＣＳ
大塚製薬 (株)
(株) オートバックスセブン
(株) 大林組
岡三証券 (株)
岡谷鋼機 (株)
沖電気工業 (株)
オネストン (株)
小野薬品工業 (株)
オムロン (株)
オリンパス (株)

●カ
海上商事 (株)
花王 (株)
加賀電子 (株)
カゴメ (株)
カシオ計算機 (株)
鹿島建設 (株)

(株) 学研プラス
学校用品 (株)
(株)カネカ
兼松 (株)
(株) 兼松ＫＧＫ
川崎汽船 (株)
川崎重工業 (株
関西ペイント(株)

●キ
キオクシア (株)
ＫＩＳＣＯ (株)
キッコーマン (株)
(株) 紀文食品
キムラユニティー (株)
(株) キャタラー
キヤノン (株)
キユーピー (株)
京セラ (株)
京セラドキュメントソリューションズ (株)
(一社) 共同通信社
協和キリン (株)
共和産業 (株)
(株) 極洋
キリン (株)
(株) 近鉄エクスプレス

●ク
(株)クボタ
(株) 熊谷組
(株)クラレ
グローリー (株)

●ケ
ＫＤＤＩ(株)
KPMG	JAPAN	（あずさ監査法人）
ＫＹＢ(株)

●コ
工機ホールディングス (株)
合志技研工業 (株)
(株) 神戸製鋼所
興和 (株)
(独) 国際協力機構
(株) 国際協力銀行
(独) 国際交流基金
コクヨ (株)
コナミグループ
コニカミノルタ (株)
小林製薬 (株)
コマツ
(株) 小森コーポレーション

●サ
サカタインクス (株)
(株) サカタのタネ
(株) 佐賀鉄工所
佐藤金属 (株)
サトーホールディングス (株)
佐鳥電機 (株)
沢井製薬 (株)
(株) 三栄コーポレーション
三桜工業 (株)
山九 (株)
三共生興 (株)
(株) 三五
サンコール (株)
三精テクノロジーズ (株)
サントリーホールディングス (株)
(株) 三友社
三洋貿易 (株)

●シ
(株)ＧＳユアサ
シークス (株)
(株)ジーテクト
ＣＢＣ(株)
ＪＳＲ(株)
ＪＸ金属 (株)
ＪＸ石油開発 (株)
ＪＮＣ(株)
ＪＦＥ商事 (株)
ＪＦＥスチール (株)
(株)JCM
(株)JTB
(株)ジェイテクト
(株)ジェーシービー・インターナショナル
(株) 時事通信社
(株) 資生堂
シチズン時計 (株)
(株) 島津製作所
(株)シマノ
清水建設 (株)
シャープ (株)
シャープNECディスプレイソリューションズ (株)
蛇の目ミシン工業 (株)
ジャパンマリンユナイテッド(株)
(株)JALUX
(株)ジャルパック
Joyson	Safety	Systems	Japan(株)
(株) 商船三井
商船三井ロジスティクス (株)
(株) 城南進学研究社
白石カルシウム (株)
シロキ工業 (株)
神栄 (株)
信越化学工業 (株)

神鋼商事 (株)
新光電気工業 (株)
新東工業 (株)

●ス
(株) 杉浦製作所
(株)SCREENホールディングス
スタンレー電気 (株)
(株)ＳＵＢＡＲＵ
住友化学 (株)
住友金属鉱山 (株)
住友ゴム工業 (株)
住友重機械工業 (株)
住友商事 (株)
住友商事パワー＆モビリティ(株)
住友生命保険 (相)
(株) 住友倉庫
住友電気工業 (株)
住友電設 (株)
住友電装 (株)
住友ベークライト(株)
住友理工 (株)
住友林業 (株)
(株) スミトロニクス
(株) スリーボンドホールディングス

●セ
セイコーエプソン (株)
セイコーグループ (株)
積水化学工業 (株)
積水ハウス (株)
石油資源開発 (株)
(株) セツヨーアステック
ゼブラ (株)
(株) セブン-イレブン・ジャパン
全国共済農業協同組合連合会
千住金属工業 (株)
セントラル硝子 (株)
全日空商事 (株)
全日本空輸 (株)

●ソ
双日 (株)
ソニー (株)
ソフトバンクグループ
損害保険ジャパン (株)

●タ
第一三共 (株)
第一実業 (株)
第一生命保険 (株)
大王製紙 (株)
タイガースポリマー (株)
ダイキン工業 (株)

大正製薬 (株)
大成建設 (株)
(株) ダイセル
大同メタル工業 (株)
大日精化工業 (株)
大日本印刷 (株)
ダイハツ工業 (株)
(株) ダイフク
太平洋工業 (株)
太平洋セメント(株)
(株) ダイヘン
大豊工業 (株)
大鵬薬品工業 (株)
太陽誘電 (株)
大和証券 (株)
高砂香料工業 (株)
高砂熱学工業 (株)
タキロンシーアイ (株)
武田薬品工業 (株)
(株) 竹中工務店
(株)タダノ
(株) 立花エレテック
タナカ印刷 (株)
TANAKAホールディングス (株)
田辺三菱製薬 (株)
田村駒 (株)
タムラ製作所

●チ
茶谷産業 (株)
中外製薬 (株)
中国塗料 (株)
蝶理 (株)
千代田化工建設 (株)

●ツ
津田工業 (株)
(株) 椿本チエイン
(株)ツムラ

●テ
ティアック (株)
ＤＩＣ(株)
ＴＨＫ(株)
ＴＯＡ(株)
ＴＤＫ(株)
ＴＰＲ(株)
(株)ＴＢＳテレビ
テイエス企画 (株)
テイ・エステック (株)
帝人 (株)
帝人フロンティア (株)
(株) ティラド
(株)テクノアソシエ
鉄建建設 (株)
テルモ (株)
デンカ (株)
電源開発 (株)
(株) デンソー
デンソーテクノ(株)
(株) デンソーテン
(株) 電通

●ト
トーア再保険 (株)
トーアメック (株)
東海染工 (株)
(株) 東海理化
東急建設 (株)
東京エレクトロン (株)
東京応化工業 (株)
東京海上日動火災保険 (株)
東京海上日動システムズ (株)
東京ガス (株)
東京ガスエンジニアリングソリューソンズ (株)
東京製綱 (株)
東京都教育用品 (株)
東京都中小企業振興公社
(株) 東京美術
(株) 東芝
トーソー (株)

ＴＯＴＯ (株)
東邦亜鉛 (株)
有限責任監査法人トーマツ
(株) 東陽
東洋インキ SCホールディングス (株)
東洋エンジニアリング (株)
東洋製罐 (株)
ＴＯＹＯ		ＴIRE (株)
東洋電装 (株)
東洋紡 (株)
東レ (株)
DOWAホールディングス (株)
凸版印刷 (株)
トピー工業 (株)
飛島建設 (株)
(株)トプコン
豊島 (株)
(株)トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント
豊田合成 (株)
トヨタ自動車 (株)
トヨタ自動車東日本 (株)
(株) 豊田自動織機
トヨタ車体 (株)
(株) 豊田中央研究所
豊田通商 (株)
豊田鉄工 (株)
トヨタファイナンシャルサービス (株)
(株)トヨタプロダクションエンジニアリング
トヨタ紡織 (株)
(株) 豊通マシナリー
トヨフジ海運 (株)
トライス (株)
(株)トンボ鉛筆

●ナ
内外日東 (株)
長瀬産業 (株)
中西金属工業 (株)
ナブテスコ (株)

●ニ
(株) ニコン
西松建設 (株)
(株) ニシヤマ
ニチアス (株)
ニチモウ (株)
(株) ニチリン
(株) ニチレイ
日揮グローバル (株)
日機装 (株)
(株) 日建設計
日産化学 (株)
日産自動車 (株)
日産トレーディング (株)
(株) 日新
日清アソシエイツ (株)
日新航空サービス (株)
日清食品 (株)
日清紡ホールディングス (株)
(株) 日成
ニッタ (株)
日鉄エンジニアリング (株)
日鉄鉱業 (株)
日鉄物産 (株)
日東工器 (株)
日東電工 (株)
日販アイ・ピー・エス (株)
(株) ニフコ
日本板硝子 (株)
(株) 日本カーゴエキスプレス
日本ガイシ (株)
(一財) 日本海事協会
(一社)日本海事検定協会
日本紙パルプ商事 (株)
日本貨物航空 (株)
日本銀行
日本軽金属 (株)
(株) 日本経済新聞社
日本ケミコン (株)
日本工営 (株)
日本航空 (株)

(一社) 日本在外企業協会
日本酸素ホールディングス(株)
日本水産 (株)
日本精機 (株)
日本精工 (株)
(株) 日本製鋼所
(株) 日本政策投資銀行
日本製紙 (株)
日本製鉄 (株)
日本生命保険 (相)
日本ゼオン (株)
(株) 日本総合研究所
日本たばこ産業 (株)
日本中央競馬会
日本通運 (株)
日本電気 (株)
日本電気硝子 (株)
日本電子 (株)
日本電信電話 (株)
日本道路 (株)
日本特殊陶業 (株)
日本トムソン (株)
日本パーカライジング (株)
日本バイリーン (株)
日本発条 (株)
日本ハム (株)
日本ピグメント(株)
日本ピストンリング (株)
日本プラスト(株)
日本放送協会
(独) 日本貿易振興機構
日本メナード化粧品 (株)
日本郵船 (株)
日本郵便 (株)
ニューロング (株)
任天堂 (株)

●ノ
農林中央金庫
野村證券 (株)
野村貿易 (株)
(株)ノリタケカンパニーリミテド

●ハ
パーク２４(株)
パイオニア (株)
(株) パイロットコーポレーション
ハウス食品グループ本社 (株)
(株) 博報堂
パナソニック (株)
(株) 阪急阪神ビジネストラベル
(株) バンダイナムコホールディングス	
バンドー化学 (株)
阪和興業 (株)

●ヒ
(株)PFU
久光製薬 (株)
ピジョン (株)
日立金属 (株)
日立建機 (株)
(株) 日立製作所
(株) 日立物流
日野自動車 (株)
ビューテック (株)
平田機工 (株)

●フ
(株)ファインシンター
ファナック (株)
(株)フジクラ
(株) 不二越
不二製油 (株)
(株)フジタ
富士通 (株)
(株) 富士通ゼネラル
フジテック (株)
富士電機 (株)
(株)フジトランスコーポレーション
富士貿易 (株)
フタバ産業 (株)

プライム	プラネット	エナジー＆ソリューションズ (株)
ブラザー工業 (株)
(株) ブリヂストン
古河機械金属 (株)
古河電気工業 (株)
古野電気 (株)
(株) プロスパイラ

●ヘ
(株) ペガサスグローバルエクスプレス
(株) ベネッセコーポレーション

●ホ
(株)ポーラ・オルビスホールディングス
ホシザキ (株)
ホシデン (株)
ポッカサッポロフード＆ビバレッジ (株)
(株) ポプラ社
(株) 堀場製作所
ホンダ開発 (株)
本田技研工業 (株)
本田金属技術 (株)
(株)ホンダトレーディング
(株)ホンダロジスティクス
(株)ホンダロック

●マ
(株) 毎日新聞社
(株) 前川製作所
前田建設工業 (株)
(株) マキタ
(株) 牧野フライス製作所
(株) 松尾製作所
マツダ (株)
マルハニチロ (株)
丸紅 (株)
マルホ (株)
(株) 丸山製作所
マレリ(株)

●ミ
三浦工業 (株)
(株)ミスミグループ本社
美津濃 (株)
(株) みずほフィナンシャルグループ
(株) 三井 E＆Ｓホールディングス
三井海洋開発 (株)
三井化学 (株)
三井金属鉱業 (株)
三井住友海上火災保険 (株)
(株) 三井住友銀行
三井住友建設 (株)
三井住友トラスト・ホールディングス(株)
三井製糖 (株)
三井石油開発 (株)
三井倉庫 (株)
(株) 三井ハイテック
三井物産 (株)
三井不動産 (株)
三井松島ホールディングス (株)
(株)Mizkan	Holdings
(株)ミツトヨ
(株)ミツバ
(株) 三葉
三菱HCキャピタル (株)
三菱ケミカル (株)
三菱地所 (株)
三菱自動車工業 (株)
三菱重工業 (株)
三菱商事 (株)
三菱製鋼 (株)
三菱倉庫 (株)
三菱電機 (株)
三菱マテリアル (株)
(株) 三菱UFJ 銀行
三菱UFJ 信託銀行 (株)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 (株)
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング(株)
三ツ星ベルト(株)
ミツミ電機 (株)

●ム
武蔵精密工業 (株)
(株) 村上開明堂
村田機械 (株)
(株) 村田製作所

●メ
名港海運 (株)
Meiji	Seikaファルマ (株)
(株) 明治屋
明治安田生命保険（相）
名鉄観光サービス (株)
(株) 明電舎
メタウォーター (株)
(株)メタルワン
メック (株)
(株)メッツ
(株)メニコン

●モ
森永乳業 (株)
森ビル (株)
森六ホールディングス (株)

●ヤ
八木通商 (株)
(株) ヤクルト本社
矢崎総業 (株)
(株) 安川電機
八千代工業 (株)
(株) 山善
ヤマハ (株)
ヤマハ発動機 (株)
ヤンマーホールディングス (株)

●ユ
ユアサ商事 (株)
(株)ＵＡＣＪ
郵船ロジスティクス (株)
(株) ユタカ技研

●ヨ
(株)ヨコオ
横河電機 (株)
横浜ゴム (株)
(株) 吉野工業所
(株) 読売新聞東京本社

●ラ
楽天グループ株)

●リ
(株)リクルート
(株)リコー
理想科学工業 (株)
菱電商事 (株)
リョービ (株)
リンテック (株)
リンナイ (株)

●レ
(株)レゾナック

●ロ
ローム (株)

●ワ
ＹＫＫ(株)
(株)ワコール
(株) 早稲田アカデミー

  維持会員企業・団体一覧　JOES の活動は維持会員によっても大きく支えられています。
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維持会員について＆一覧

・	企業・団体会員の一覧です。JOESは維持会員の会費によって支えられ、安定的・継続的に事業を実施しています。
・	掲載は50音順です（「日本」は「ニホン」読みで統一させていただいております）。
・	出向されている場合には、その出向先が所属先となりますのでご注意ください。
・	こちらは2023年1月31日現在のものです。最新版はWebサイトでご確認いただくか、JOESへお問い合わせください。

●教育相談料無料

●受講料割引
	 （	親子教室、配偶者講座、子ども英語教室、外国語保持教室、通信教育）

●出版物の価格割引
●	「維持会員専用サイト」の利用
	 ＊�海外の教育施設の詳細情報（所在地、連絡先、学費）や帰国生受入校情報、

機関誌などをご覧いただけます。

●	維持会員向けの優遇サービス
＜職員とそのご家族向け＞

会員サポートチーム TEL.03(4330)1347　Eメール：kaiin@joes.or.jp

Webサイトから最新の内容が確認できます。
お問い合わせ

JOES 維持会員

（在外教育施設の情報画面）



JOES窓口のご案内（事前予約制）
Webサイトよりご予約ください。 JOESサービス	申込方法〈「サービス申し込み」の流れ〉月曜～金曜日の午前9：30～午後5：00※

（祝日・年末年始を除く）
アクセスは裏表紙をご参照ください

世界各国の学校情報を見て、
赴任する家族がたくさんいるんだと、
勇気づけられました！

受付スタッフの方に、
教科書給与証明書を渡したら、
すぐに教科書を準備してくれました。

一時帰国の際には、この窓口へ来て
国内の帰国子女受入校の情報を見たり、最新の
『学校便覧』を買ったりして、情報収集しています！
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3	お支払いJOES発行　無料パンフレット	
右の QRコードを読み取っていただくと、PDF/ 電子ブック	形式で閲覧できます。

・海外子女用教科書の受け取り→P . 12へ
・国内外の学校情報の閲覧
・通信教育、その他各種サービスのご案内

・出版物の購入→ P . 19へ

・海外の学校情報の閲覧	
・国内の帰国子女受入校情報の閲覧	
・出版物や参考図書の閲覧	
・	通信教育の教材サンプルの閲覧　等	

資料コーナー東京窓口

JOES 窓口では、次のようなサービスが受けられます。 
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、受付時間を変更しております。詳細については、Webサイトをご確認ください。

②�クレジットカードによる
　インターネット決済
VISAおよびMasterCard
がご利用いただけます。

③�口座振替（外国語保持教室のみ）
別途「口座振替依頼書」の提出が
必要となります。所定の用紙は、
外国語保持教室をお申し込みの方
に直接連絡いたします。

①銀行振込
請求書をお送りします。
出版物については、メー
ルにて連絡いたします。

JOESマイポータルのご登録

お申し込みの流れ

1	メールアドレスのご登録
JOES	Webサイトの「JOESマイポータル」ボタンをクリックし、「ログイン・新規登録」ページ
へ移動、新規登録ボタンをクリック。メールアドレスを入力してください。

2	利用者情報のご入力
ご入力いただいたメールアドレスに、ご登録用URLを記載したメールが届きます。URLをクリックし、
利用規約をご確認のうえ、利用者情報登録ページで必要情報を入力してください。

3	利用開始
	「ログイン・新規登録」ページへ移動し、
登録したメールアドレス・パスワードでログインしてください。

1	JOESマイポータルからご希望のサービスボタンをクリック
JOESマイポータルにログインし、「Webサービス」に表示される各種サービスから、申し込み
たいサービスのボタンをクリックしてください。

2	サービスのお申し込み
1でボタンをクリックするとサービス申し込み画面へ移動します。ご希望の項目を選択し、お申
し込みください。
ご登録完了後に、「サービス申込受付のお知らせ」メールが送信されます（受信が確認できない
場合は、迷惑メールフォルダ等もご確認ください）。

の使い方

※��各種手続きやお支払いを世帯主の日本国内にある所属先にて取りまとめている場合があります。
� 詳しくはWebサイト「法人扱い・取りまとめ一覧表」でご確認ください。




