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◆基礎・基本を確実に身につける学習プログラム

◆日本の教科書に対応していて帰国後も安心

◆海外で母語を育む

◆海外での暮らしに合わせた適量課題

◆維持会員とともに海外子女教育を支援

40年の実績のもとで
無理のない

学習を

国語・
算数 /数学
コース

理科・社会
コース

幼児
コース20192019



2

海外で暮らす子ども専用の通信教育

子ども時代を海外で過ごすということは、その後の人生を左右する
大きな出来事です。母語である日本語を身につけることや、日本の
教科学習を継続することは、いずれ帰国する子どもたちにとって精
神的な安定はもちろん、自信や夢を叶える可能性を与えることにつ
ながります。
JOESでは、海外で生活する子どもに安定した日本の教育環境を
提供するべく1972年、海外子女専用の通信教育を立ち上げました。
幾度も改良を重ねた小・中学生向けの教材は、まさに海外子女の
ための構成になっています。また、海外で暮らす就学前の子どもに
とって、厳選された絵本の読み聞かせは、きっと母語としての日本
語の力を身につけるのに役立つはずです。
海外で暮らす子どもの不安や悩みを少しでも解消し、日本に帰国し
たときに戸惑うことのない母語としての日本語の力、基礎学力を身
につけられるよう、さまざまな工夫を施しています。

未来を担う子どもに、海外でも

海外での教育問題は家族の努力だけでは解
決できない大きな問題です。公益財団法人
であるJOESは、このような主旨に賛同さ
れた約600の企業・団体による維持会費に
よって支えられています。そして、企業・団
体会員の社員・職員およびそのご家族には、
通信教育受講料の割引などの優遇サービス
を設定しており、多くの企業・団体では教育
支援の一環として受講料を補助しています。

維持会員とともに海外子女教育を支援

海外子女教育振興財団の通信教育
Japan Overseas Educational Services

現地校やインターナショナルスクールの授業は
努力しないものは置いていかれる厳しいもの。
宿題も多いため、子どもは多くの時間を机の前
で過ごすことに…。土・日も補習授業校や宿題に
時間を割かれてしまうのが現状です。

起床・登校準備 通学に車で１時間以上かかる友人もいました。

学校 学校での英語の授業には、ついていくだけで精一杯。

休憩・習い事 慣れない英語環境から帰宅後はひとまずバタンキューでした。

家庭教師
当初は日本人の家庭教師から日本の数学を学んでいました
が、次第に両立が難しくなり、ネイティブの家庭教師にイン
ター校の学習フォローをお願いするようになりました。

宿題or通信教育「宿題を忘れたら自己責任」という厳しい世界。アートの制作課題などは朝4時くらいまでかかることもありました。

海外の子どもはこんなに忙しい！

実績

学び

安心

成長

一般

受
講
料

受
講
料

会員

＜小・中学生の場合＞

優遇
サービス

※ 本パンフレットでは、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。
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不慣れな海外生活を強いられる子どもにとって、現地校
やインターナショナルスクールでの勉強と日本の学習を
両立させることは親が想像する以上に大変なことです。
そこで本教材では、無駄を省いたシンプルな内容に特化
しました。無理のない学習が継続できる課題量で、達成
感によって学習意欲を促し、着実に基礎学力を向上させ
ます。

海外での暮らしに
合わせた適量課題

安心の教育を

日本語環境が限られている海外において、しっかりと日
本語による学習に取り組めるプログラムを用意していま
す。子どものライフスタイルを考慮し「これなら続けら
れる」という内容で着実な学力育成を狙いとしています。
学習テキストや添削問題などで構成される「国語・算数
/数学」と、インターネット教材の「理科・社会」の２コー
スがあります。いずれか１コースのみの受講も可能です。

“日本語は自然に身につくもの…” いいえ、海外で育つ子どもたちにとってはその
限りではありません。母語が急激に発達する幼児期にこそ、家庭で日本語の土台を
しっかりと築くことが大切です。
本コースは、１歳～６歳児を対象に、“読み聞かせ“を通して、母語である日本語に
楽しく触れてもらうため、出版社や著者等の偏りがなく発達段階に合わせて厳選
された日本の絵本をお届けする配本サービスです。（４歳児以上には、運筆の基礎
となる｢線あそび｣や｢文字あそび｣などの教材もついています。）

基礎・基本を確実に
身につける学習プログラム

海外で母語を育む

国語・算数/数学コースの教材は、日本国内の学校で最
も多く使用されている出版社の教科書に沿った内容で、
各教科とも日本の学習進度に合わせて学習できるよう
に調整しています。さらに日本の教科学習の基本は国語
の力ととらえ、特に読解力・言語力・表現力の指導に重
点を置いています。

日本の教科書に
対応していて帰国後も安心

★学習プログラム
国語・算数/数学コース
学習テキストや添削問題に
取り組んで丁寧な指導が受けられる。
受講生専用サイトからWeb提出が可能！

理科・社会コース
音声と画像による授業を受けて
問題に取り組めるインターネット教材！

チュー太

小・中学生コース

幼児コース
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JOESサイトで、学習テキストなどの紙面の例が学年ごとに見られます。▶
https://www.joes.or.jp/kojin/tsushin　

国語・算数 /数学コースの
学習プログラムについて

●学習教材

●国語・算数/数学コースの学習の流れ

学習テキスト
「ニューレインボー」

漢字ドリルと
漢字表

 ご  く らくちょう

語句楽帳

添削問題
「チャレンジ問題」

朗読CD

国語・算数/数学の３か月分を
１冊にまとめた学習教材です。
１週間に、国語は４ページ、算
数/数学は２ページ取り組む
のが目安です。詳しい「答えと
解説」で自学自習が可能です。

漢字ドリルと漢字
表（小学生のみ）
は、学年の初めに
お届けします。

国語の教科書に出てくる語句
の意味と使い方を解説。教科
書やニューレインボーと一緒
に使うのはもちろん、この冊子
を読んでもらうだけでも十分
な効果があります。

毎月の学習テキスト終了後に取り組んで提出する添削課題
です。受講生専用サイト「チュー太スタディールーム」から
のWeb提出のほか、郵送提出にも対応しています。

ナレーターによる国
語教科書の朗読CD。
日本語環境の少ない
海外で、正しい日本語
を耳にすることがで
きます。

特に重要視される科目である国語と算数/数学の基礎・基本を、
海外で使用する教科書を使って学習するコースです。
海外子女専用に内容を精選した学習教材は、現地校やインターナ
ショナルスクールで忙しい小・中学生でも無理なく学習を継続
できるシンプルな内容です。
補習授業校の進度に合わせて学習することもできるほか、日本人
学校に通う子どもの予習・復習にも適しています。
また、海外で学んでいる子どもの状況を理解した添削指導者が丁
寧に指導します。
国語には作文等の表現課題も用意されており、日本語で基本的な
文章が書けるようになることを目指します。

小1～中3
国語・算数/数学コース

３か月毎に海外の住所にお届け
　 教材の到着

学習テキストを中心に補助教材、発展問題などにトライ
　 毎月の学習

　 添削コメントを参照して復習

　 チャレンジ問題
１か月分の学習が終わったら、その月のチャレンジ問題（＝
添削問題）に解答。「チャレンジ問題」を受講生専用サイト
または郵送にて提出

　 チャレンジ問題の添削指導＆返送

小・中学生
コース

1

2

3

4

5

文部科学省補助
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海外子女の状況を理解した指導者と添削指導について

個々に応じた質の高い添削指導
国語・算数/数学コースの「チャレンジ問題」は、添削指導者が一枚一枚丁寧に
添削指導しています。添削指導者たちは海外での子育て経験がある者も多く、
海外でこの通信教育に取り組む子どもたちの状況に精通しています。さらに指
導者たちは、指導のポイントや子どもたちの解答状況を確認し合うため、定期
的に研究会を行っています。たとえば同じ小学５年生でも海外に渡航したばか
りの５年生と、２歳から海外で過ごしている５年生とでは解答状況に差がある
のが当然で、そのような背景を理解したうえで添削指導にあたっています。

JOESの添削指導者は、元教員や教員資格保有者、在外教育施設での指導経験者などで構成されています。

日本語で文章を書く力を身につけるための「表現課題」
が３か月に一度あります。
学習テキストのなかで、それぞれの課題のポイントが
学べ、手順にそって下書きができるようになっていま
す。専用の用紙に清書した作文は、それぞれの課題に
そった観点での指導の他に、表現の工夫やよく考え
られている点なども細かくみて添削指導しています。

表現課題

添削事例

●国語の添削事例

●算数/数学の添削事例

▶ ▶ 国語の添削指導者から ◀ ◀
海外で暮らす子どもたちは、日本語に触れる機会が少ない環境で
学習しています。言葉のつかい方の小さな間違いや、漢字の間違い
があれば、もちろんその都度正しく添削指導していますが、通信教
育に取り組んでいること自体が大変なことです。できるだけよい
部分をほめて、学習を継続できるよういつも励ましています。

▶ ▶ 算数/数学の添削指導者から ◀ ◀
算数や数学は世界共通の教科ですが、算数記号の書
き方や筆算の方法などが、その国によって異なってい
ます。細かいことですが、日本に帰ってきたときに困
らないよう、そうした部分も気をつけて見ています。
研究会では、学年毎に子どもの傾向を話し合ってポイ
ントを固め、添削指導に反映しています。

添削指導は、もちろん○だけでなく、△や×がつくこともあります。子どもたちが、その問題のどこ
でつまずいてしまったのか、どこが理解しにくくなっているのかを先生が読み取り、どのように考
えればよいかというヒントや、覚えておいてほしいポイントなどのコメントを添えてお返しします。

添削指導者研究会の様子
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JOESサイトで、「授業」「問題」画面のサンプルが見られます。▶
https://www.joes.or.jp/kojin/tsushin　

理科・社会コースの
学習プログラムについて

授業画面

練習問題画面

理科 社会

社会理科

「理科・社会コース」推奨動作環境
※詳細はこのページ上部のJOESサイトで確認することができます。
【PC】Windows7以上・Internet Explorer 9.0以上推奨11 ・Chrome 最新版 
　　 Mac OSX： （v10.10.1 Yosemite）以上 ・ Safari（8.0）以上 　※各日本語版
【タブレット】 ・iOS 8.0以上→Safari最新版・Android OS 4.4以上→Chrome最新版
 ・「Nexus10」を用いて動作検証を実施しております。
 ・ Androidタブレットは、推奨環境を満たしていても、メーカーごとの機器の仕様のバラツ

キが大きく、予期せぬ不具合が発生する可能性があります。
【ブロードバンド（光ファイバ・ADSL等）による常時接続環境】・常時接続10M以上推奨
※ タブレットの場合はWi-fi でのご利用をおすすめします。スマートフォンでのご利用はおすすめしており
ません。

【プリンタ】・上記ブラウザで利用可能な日本語出力に対応したプリンタ。
▼ 上記以外の利用環境では、一部機能が正常に動作しない場合もございますので、予めご了承ください。
※ ご利用には、PC、タブレットやネットワーク接続の環境等、様々な原因が影響するため、上記推奨環境で
必ずしも動作を保証するものではありません。

音声と画像によるわかりやすい授業です。

選択問題のほか、単語を入力して解答する問題もあります。

●理科・社会コースの学習の流れ

理科と社会を、インターネット上の授業で学習するコースです。
ＩＤとパスワードを使って専用サイトにログインすると、学習内
容の解説を音声・動画で授業のように見ることができ、画面上で
チャレンジするさまざまな練習問題が用意されています。
わからないところや、学習に関する質問はEメールで受け付け、
ひとりひとり丁寧に回答しています。
また、受講期間中は該当学年の１年分の学習プログラムに何度で
もアクセスできます。

小３～中３
理科・社会コース

音声・動画による授業のような解説で学習
　 授業

基本レベルの問題で、授業動画が理解できているかを
○×形式でチェックする

　 確認テスト

　 まとめ問題
要点や別解を学習する発展的な内容へのステップ

　  復習
苦手な問題を集中学習

応用問題に挑戦。クリアできたら、
先取り学習にチャレンジ

　   チャレンジ問題

小・中学生
コース

1

2

3

4

5

文部科学省補助
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チュー太 スタディールーム

今日のトピックス1

幼児コース4

小・中学生コース  国語・算数/数学5

おしごとガイド2

小・中学生コース  理科・社会6新聞で楽しく学ぼう！3

添削返送状況7

毎日内容が更新されます。新しい
豆知識がどんどん増えていきます。

読売新聞の記事に
問題と解答記入欄が
ついたワークシート
教材です。毎週、最新
版に更新されます。

発展問題はここ
からプリントアウ
トします。学習に
関するお役立ち
サイトにもリンク
しています。職業図鑑のページです。職業別にその仕事の内容や、

どうやったらなれるのかが解説されています。

インターネットによる学習プログラムの入口です。
学習に役立つサイトのほか、学習質問や学習管理が
できるコーナーも用意しています。

過去のコラムや提出作品のサンプルをご覧いただけ
ます。

チャレンジ問題（添削
問題）は、郵便による
提出・返送も行って
いますが、Ｗｅｂ提出
によって、提出から
返送までの時間を
短縮することができて
便利です。
郵便事情の不安や、郵送にかかる時間が気になる方は、
ぜひご活用ください。

通信教育受講生がアクセスできる専用のサイト

1

2

3

4

5

6

7

2018年11月26日 月曜日
2018年11月26日 
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よくあるご質問小・中学生
コース

Ｑ１.国語･算数/数学の教材はいつ発送されますか？
Ａ１. 原則として学習開始月の前月初旬に発送します。

たとえば４・５・６月の教材であれば、通常３月初旬に発送
し、３月末頃までにお届けしています。
ただし、お住まいの地域の郵便事情などにより、兄弟姉妹
分の教材のお届けが前後することがあります。
なお、発送処理後のお申し込み(新規・継続)分に関しては
登録完了次第、毎週実施する追加送付でお送りしますので
ご安心ください。

Ｑ２. 日本の教科書に対応していますか？
Ａ２. 国語 ･ 算数 / 数学コースは、海外子女用の日本の教

科書（全世界共通）に沿った内容となっています。
したがって、国語 ･算数 / 数学コースの学習には教科書が
必要です。
理科 ･ 社会コースのインターネット教材は標準版ですので、
教科書をお持ちでなくても学習が可能です。

Ｑ３. どのような進度で学習したらよいのですか？
A３. 学習テキスト「ニューレインボー」の進度の目安は以

下のとおりです。
　　  月末には ｢チャレンジ問題｣ を解いて、当財団に提出

します。
国　語
一週間に２見開き（４ページ） ＝ 1か月に８見開き (16 ページ )
算数 / 数学
 一週間に１見開き（２ページ） ＝ 1か月に４見開き（８ページ）

Ｑ４. 他社の通信教育と違うところはどんな点ですか？
Ａ４. 海外子女専用の教材であることです。

● 海外在住のお子さんが、帰国したときに日本の学習にス
ムーズについていけることを目的とした通信教育です。
平日、現地校やインターナショナルスクールの学習で忙
しいお子さんでも、無理なく継続して取り組める分量に
なっています。教科書にそった基礎・基本を学びますので、
受験対策を目的とした教材ではありません。

● 国語・算数 / 数学では、海外の子どもの状況（日本語に触
れる環境が少ない、現地校やインターナショナルスクール
の学習で忙しい、補習授業校にも通っていて時間がない

など）を十分に理解している添削指導者が懇切丁寧に添
削指導します。実際に海外で子育てを経験し、日本の学
習との両立の難しさを体験している添削指導者もいます。

Ｑ５. 日本語の作文力をつけさせたいのですが。
Ａ５. 国語の教材には、３か月に１つ｢チャレンジ問題｣と

は別に｢表現課題｣が出題されます。
教科書にある作文などの単元と連動させており、学習テキ
ストで学習( 下書き )した後に、｢表現課題用紙｣に清書した
ものをお送りいただきます。提出された用紙は丁寧に添削
指導して返送いたします。海外にいても日本語の文章表現
力を身につけることができます。

Ｑ６. 理科 ･ 社会を３か月間だけ受講する場合は、
３か月分の学習単元しか表示されないのですか？

Ａ６. ３か月間の受講でも受講学年の１年間分の学習プロ
グラムに制限なくお取り組みいただけます。
理科・社会コースは、受講期間中、１年間分の学習プログラ
ム全てに何度でも取り組むことができるシステムです。日本
の学校で何月頃に学習する単元であるかを示した ｢教科書
対照表｣ を参考にして、学習計画を立てることができます。
また、単元ごとに１学年上または下の関連する学習に取り組
むことも可能です。

Ｑ７.  ｢チャレンジ問題｣や｢表現課題｣は、提出後どれ
くらいで戻ってきますか？

Ａ７. Web 提出なら２週間弱、郵送提出なら３週間程度で
お返しします。　　
ただし、夏季休暇や年末年始の時期は、受講生からの提出
が増えるため、通常のサイクルよりも遅くなることがありま
す。なお、スキャニングデータでの Web 提出は、提出物
が途中でなくなったり、届くのに時間がかかったりすること
を解消することができます。

Ｑ８. 添削期限を過ぎてから送っても添削してもらえ
ますか？

Ａ８. 遅れて到着しても添削指導してお戻しします。
提出期限として記載があるものは目安です。期限を過ぎて
提出いただいても、丁寧に添削指導して返送いたします( 返
送にお時間を要する場合があります )。

Q. 補習授業校に通うのですが、通信教育に取り組
むのはむずかしいですか？
A． まずは補習授業校の学習ペースに慣れることが大切です。
そのうえで、通信教育教材を補習授業校の予習や復習に
役立てていただくことも可能ですので、無理なくご活用い
ただくことができます。

Q. 途中の月から受講してもよいですか？
A． 開始月は、４月、７月、10月、１月分からとなります（３か月毎）。

Q. 過去の月分から受講してもよいですか？
A． 国語・算数 / 数学コースの場合…最長、当該年度の４月分
までさかのぼっての受講が可能です。

　  理科・社会コースの場合…インターネット教材で、開始月
にかかわらず、受講期間内は常に１年分の学習内容にアク
セスが可能となります。

Q. 学年を下げて受講は可能ですか？
A． お子さんの現在の日本語力や日本での通学歴によっては、
日本の学齢にとらわれずに受講学年を選ぶほうがよい場合
もあります。ただし、国語・算数 / 数学コースのうち、と
くに国語の学習では、受講学年の教科書( 海外子女用の教
科書 )が必須となりますのでご注意ください( 別途教科書
の購入手配が必要となります )。

Q. 海外から申し込むことはできますか？
A． JOES の Web サイトで、海外からもお申し込みいただけ
ます。海外の教材お届け先ご住所が決まりましたら、早め
にお申し込みください。　理科 ･ 社会コースを希望される
場合は、インターネット環境が整いましたら、お申し込み
ください。

Q. 受講料について領収書は発行されますか？
A． お申し込み時あるいはお支払い時にお申し付けください。
受講料受領の確認後に発行させていただきます。

●申し込み・その他に関するご質問

●学習・教材に関するご質問

文部科学省補助
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友部政勝さん
三菱商事（株） 海外子女教育相談室 室長
財団は40年以上にわたり海外子女教育の振興に関わってきた専門機関で、通信教育は設立当初
から実施してきている事業です。海外子女の状況をよく把握して作られている教材や、個々の
子どもの状況に対応した添削指導には定評があります。当社では教育相談を受ける海外駐在員
はもちろん、社内イントラネット上でも財団通信教育の情報を掲示して受講を推奨しています。

財団維持会員
人事担当者
からの声

▶受講方法・受講料
JOESのWebサイトからお申し込みください。
万一、Webサイトからのお申し込みが困難な場合は、本パンフレット裏表紙のお問い合わせ先
までご連絡ください。
・日本国内の所属先企業･団体が、支払手続きや申込手続きを取りまとめている場合があります。

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年生～中学３年生 小学３年生～中学３年生

申込単位

３か月単位：４月～６月 ・ ７月～９月 ・ 10月～12月 ・ １月～３月
※最長12か月間［４月～３月］のお申し込みが可能。
※次年度のお申し込みは、１月以降とさせていただきます。

●学習には、海外子女用の教科書が必要です。
● ３か月に１回教材をお届けします。該当
月の教材は開始月前(例：４～６月分は
３月末)までにお届けします。

※ 年度内であればさかのぼっての申し込みもで
きます。
　［例：９月出国の際に４月～３月の申込可］

●申込単位毎に受講していただきます。
※ ６月から受講を開始する場合、４月～６月に
申し込む必要があります。｢６月のみ｣や
｢６月～８月｣等の期間設定はできません。

受講にあたって

●国語と算数／数学がセットの教材に
なっています。
　１教科のみの選択はできません。
●日本の学齢で実施しています。４月に新
学年が始まり、３月で終了します。

●理科と社会がセットのメニューになっ
ています。
　１教科のみの選択はできません。
●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。

受講料
（ ）内は会員割引価格です。

   ３か月　 10,410円  （7,800円）
   １年間　 41,640円 （31,200円） 
※ 受講料には添削指導料と教材の送料が含ま
れます。
　 添削問題提出のための送料や関税（現地で発
生する場合）などの諸費用はご負担いただき
ます。

   ３か月　   4,440円  （3,330円） 
   １年間　 17,760円 （13,320円） 

両コースを受講する場合…   3か月     14,850円 （11,130円） 
      １年間     59,400円 （44,520円） 
   　　※１か月4,950円（3,710円）換算となります。

●受講方法と受講料

【学年対照表】2019（平成 31）年度
2012（平成 24）年 4 月 2 日～ 2013（平成 25）年 4 月 1 日 小学１年生

2011（平成 23）年 4 月 2 日～ 2012（平成 24）年 4 月 1 日 小学２年生

2010（平成 22）年 4 月 2 日～ 2011（平成 23）年 4 月 1 日 小学３年生

2009（平成 21）年 4 月 2 日～ 2010（平成 22）年 4 月 1 日 小学４年生

2008（平成 20）年 4 月 2 日～ 2009（平成 21）年 4 月 1 日 小学５年生

2007（平成 19）年 4 月 2 日～ 2008（平成 20）年 4 月 1 日 小学６年生

2006（平成 18）年 4 月 2 日～ 2007（平成 19）年 4 月 1 日 中学１年生

2005（平成 17）年 4 月 2 日～ 2006（平成 18）年 4 月 1 日 中学２年生

2004（平成 16）年 4 月 2 日～ 2005（平成 17）年 4 月 1 日 中学３年生

▲  Web 申し込みはこちら
　 http://juko.joes.or.jp/
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母語が急激に発達する幼児期に
ご家庭で日本語の土台をしっかりと

● １～６歳児を対象に“読み聞かせ“を通して、母語である日本語に楽しく触
れてもらうため、出版社や著者等の偏りがなく発達段階に合わせて厳選
された日本の絵本を１か月２冊、３か月毎に６冊ずつ、年間24冊をお届け
する配本サービスです。
● 絵本の選択は、自身も海外で子育て経験のある児童文学者・国際幼児教
育学会理事宮地敏子氏監修のもと、公益社団法人全国学校図書館協議会
選定の「よい絵本」を中心に行っています。
● 配本予定の絵本の中に、既にお持ちのものがあれば、代替えの絵本と差し
替えもします。
● 配本のほかに、保護者向けの通信やレポート、A・B・Cグループには日本
語の歌のCDを、Ｄグループからは、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」などの付録とチャレンジシートがついています。

◆Aグループ【 １歳児 】（初回教材：童謡CD）
　  『いない いない ばあ』(童心社)
　 『だるまさんが』(ブロンズ新社)
　 『ぎゅっ』（徳間書店）
　 『おとうさんあそぼう』(福音館書店)他

◆Bグループ【 ２歳児 】（初回教材：遊び歌CD）
　 『はけたよはけたよ』 『はらぺこあおむし』(偕成社)
　 『でんぐりでんぐり』（あかね書房）
　 『ぞうのボタン』 (冨山房)他

◆Cグループ【 ３歳児 】（初回教材：子どもたちに人気の歌CD）
　  『ぼくのくれよん』（講談社）
　 『だめよ､デイビッド！』（評論社）
　 『ぐりとぐら』(福音館書店)
　 『ぶたのたね』（絵本館）他

◆Dグループ【 ４歳児 】
   （初回教材：くれよんを使った指使いの練習教材）
　『バムとケロのさむいあさ』（文溪堂）
　『どろんこハリー』 『ぴかくん めをまわす』(福音館書店)
　『キャベツくん』(文研出版)他

◆Eグループ【 ５歳児 】
   （初回教材：線のなぞり書き練習教材とひらがなカルタ）
　『ひとまねこざる』『ちいさいおうち』(岩波書店)
　『ラチとらいおん』（福音館書店）
　『ルラルさんのにわ』(ポプラ社)他

◆Fグループ【 ６歳児 】（初回教材：ひらがな練習教材）
　『ことばあそびうた』 『よあけ』(福音館書店)
　『ロバのシルベスターとまほうの小石｣（評論社）
　『りんごかもしれない』(ブロンズ新社)他

１歳～６歳

３歳までは、母語のシャワーをたっぷりと！

幼稚園期には、母語を使った活動も楽しんでほしい！

幼  児
コース

かがくいひろし 作
（ブロンズ新社）

渡辺茂男 文／大友康夫 絵
（福音館書店）

バージニア･リー･バートン 作／
石井桃子 訳（岩波書店）

いとうひろし 作（ポプラ社）

ヨシタケシンスケ 作
（ブロンズ新社）

神沢利子 文／西巻茅子 絵
(偕成社)

うえののりこ 作（冨山房）

ウィリアム･スタイグ 作／
瀬田貞二 訳（評論社）

松居直 作／長新太 絵（福音館書店）島田ゆか 作（文溪堂）

長新太 作（講談社） 佐々木マキ 作（絵本館）
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※利用料には日本からの送料が含まれます。関税（現地で発生する場合）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６月 20 日 ]、７月 [ 申込締切 9 月 20 日 ]、10 月 [ 申込締切 12 月 20 日 ]、
　１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：４～６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。

グループ名 Aグループ (1歳 ) Dグループ (4歳 )Bグループ (2歳 ) Eグループ (5歳 )Cグループ (3歳 ) Fグループ (6歳 )

対象生年月日
2019 年度

2018年4月2日～
2019年4月1日

2017年4月2日～
2018年4月1日

2016年4月2日～
2017年4月1日

2015年4月2日～
2016年4月1日

2014年4月2日～
2015年4月1日

2013年4月2日～
2014年4月1日

●利用料　送料込み。（　）内は会員割引価格です。※申込単位には締切日がありますのでお早めにお申し込みください。

地域申込単位

 ４～３月（１年間） 59,520 円（44,640 円）

44,640 円（33,480 円）

29,760 円（22,320 円）

14,880 円（11,160 円）

66,600 円（49,920 円）

49,950 円（37,440 円）

33,300 円（24,960 円）

16,650 円（12,480 円）

74,400 円（55,800 円）

55,800 円（41,850 円）

37,200 円（27,900 円）

18,600 円（13,950 円）

アジア 南米・アフリカ北米・中米・欧州・中近東・大洋州

 ７～３月（９か月）

10～３月（６か月）

 １～３月（３か月）

【海外での絵本の読み聞かせQ&A】※初回配本時に付録
海外でお過ごしのみなさんにとって、お勧めしたいのは、お子さんが、人と繋
がっていくための日本語と、ひとりで考える日本語について、敏感でいていた
だきたいことです。絵本は、「ゆっくり、はっきり、心をこめて」読んでくださ
い。それから一人で絵本を広げるお子さんをそっとしておいて。特に「自分に
気づく」３歳前後からは、「○○（絵本の主人公）と同じだ」と共感したり、絵本
のことばを台詞のように使ったりすることもよくおこります。生活体験と絵
本の響き合いは沁み入るように心に刻まれます（略）。

・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はじめればよいのでしょうか？　etc...

チャレン
ジ

シ ー ト
例

▶    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４才)

▶    現地の幼稚園でおんなじ本みつけた～、とうれ
しそうに教えてくれました。(アメリカ在住６才)

▶    ２冊ずつ読もうと、他の絵本は､しまっておい
たのに･･･いつの間にかみつけ出して読んで
いたのでびっくりしました。(中国在住５才)

▶    わが家では絵本はチュー太くんが日本
から送ってくれていることになっていま
す。３か月ごとに届くことを娘は理解し
ていて、「そろそろかなチューたくん」と
言っています。(スイス在住４才)

●保護者の声

お届けした絵本を読んだ時のお子さんの
反応などを自由にお書きいただく欄です。
コメントを添えてお返しします。

D・E・Fグループでは３か月に一度、
工作も楽しめます

 JOESサイトで
監修者メッセージ、
配本例などが
見られます▼

この冊子ではいくつもの疑問に
監修者 宮地氏がお答えします。

ぜひ、実際に読み聞かせをしてみて、
絵本タイムの感想やお子さんの
反応をお知らせください。

チュー太

定期教材

https://www.joes.or.jp/kojin/tsushin
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▼ Information インフォメーション

お問い合わせ先
公益財団法人 海外子女教育振興財団　通信教育チーム

〒105-0002 東京都港区愛宕1-3-4 愛宕東洋ビル6F
TEL: 03-4330-1345　E-mail: kyoiku@joes.or.jp　https://www.joes.or.jp/kojin/tsushin/

公益財団法人 海外子女教育振興財団
海外子女教育振興財団について
高度経済成長期以降、日本の経済活動の国際化に伴い、海外で活躍する日本人駐在員が帯同する子どもた
ちの教育は極めて重要な課題となりました。そこで経済界が一致協力してそれらの問題に取り組むべく、
1971年に外務省、文部省（現文部科学省）共管の公益法人として海外子女教育振興財団が設立されました。
当財団では海外でのリアルタイムな教育情報を収集し、海外子女の方々に的確な支援をできるよう体制を
整えています。
　　
維持会員と会員優遇サービスについて
海外子女教育振興財団では、趣旨に賛同しご入会いただいている企業・団体からの維持会費によって、
安定的・継続的に事業を展開しています。そして、企業・団体会員の社員・職員およびそのご家族に対
してさまざまな優遇サービスを実施しています。
　　
財団のサービスについて
海外子女教育振興財団では、通信教育をはじめとするさまざまなサービスを提供しています。 愛宕東洋ビル

2018.12

●個人払い
　クレジットカード 、 振込

●法人払い
世帯主の日本国内の所属先にお支払いいただく方法です。法人による登録制で、所属先が登録されている場合にご選択いただ
けます。また、所属先によっては、お支払い以外にも新規受講や継続受講の申込手続き取りまとめを実施されている場合があり
ます。Webサイトの「法人払い・取りまとめ一覧表」を確認のうえ､詳細はお問い合わせください。
※維持会員でも｢法人払い・取りまとめ｣の登録がない場合は、この支払方法は摘要されませんのでご注意ください。

▼お支払い方法について

・利用者登録されている方
画面上の「マイページ」から、Eメールアドレスと
パスワードでログインのうえ、ご希望のサービスを
選択してお申し込みください。
　
・JOESサービスを初めて利用される方
ご希望のサービスを選択して、画面の項目にそって
必要情報を登録のうえ、お申し込みください。

おもな財団サービス
通信教育／教育相談／学校説明会・相談会／各種出版物・機関誌「海外子女教育（月刊）」の発行／教科書配付／現地校入学のための
親子教室／渡航前配偶者講座／渡航前子ども英語教室／海外子女文芸作品コンクール／帰国子女のための外国語保持教室 など

Webサイトからお申し込みください。

お申し込みが完了しますと、ご登録のメールアドレス宛に
「サービス申込受付のお知らせ」というメールが

自動送信されます。

▲ こちらから簡単に
アクセスできます

http://juko.joes.or.jp/

JOES Webサイトの
トップページ下部の
バナーをクリック

「サービスのお申し込み方法」
ページで、
「Webサービス申込の流れへ」
をクリック

「Webサービス申込の流れ」
ページで、
「Webサービス申込サイトへ」
をクリック


