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海外で暮らす子どものための通信教育プログラム
子ども時代を海外で過ごすということは、かけがえのない体験です。しか

し、慣れない海外生活への不安や悩みは、親子ともども尽きないもの。中で
も母語である日本語の習得や日本の学習の遅れは、子どもの人生を左右す
ることにもなりかねません。
そうした不安や悩みを少しでも解消し、日本に帰国したときのために母語

としての日本語の力、基礎学力を身につけられるよう日本語で学習に取り組
めるプログラムを用意しています。
海外子女のライフスタイルを考慮し、小・中学生向けの教材は、着実な学

力を育成します。また就学前のお子さんには、厳選された絵本の配本サービ
スを用意しました。絵本の読み聞かせを通じて日本語に楽しく触れること
は、母語である日本語を身につけることに役立ちます。

JOESは日本語を使った学びの土台を家庭で築くことをサポートします。

JOESの通信教育コースについて

基礎・基本を確実に身につける学習プログラム
約 50年の実績のもと、短時間で基礎・基本が身につくシンプ
ルな学習教材を用意。「国語・算数／数学」と「理科・社会」の
2コースがあり、1コースからでも受講できます。
●国語・算数／数学コース
国語は教科書と学習テキストで。算数／数学はＰＣやタブレッ
トで学習するインターネット教材です。どちらも学習の成果を
確認できる添削問題付き。
●理科・社会コース
インターネット教材を採用。音声と画像による授業とステッ
プアップ式問題で理解を深めます。

日本の教科書に対応。帰国後も安心
各教科とも日本の学習進度に合わせて学習できます。教科学
習の基本は「国語力」ととらえ、読解力・言語力・表現力の指
導に重点を置いています。国語・算数／数学コースは添削問
題を用意しています。
 

海外での暮らしに合わせた適量課題
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、無理なく子どものペースで学習を継続できます。達成感を
味わえる課題量で学習意欲を促し、着実に基礎学力を定着さ
せます。

小・中学生コース 幼児コース
海外で母語を育む
「日本語は自然に身につくもの…」 いいえ、海外で育つ子ども
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。

日本語に楽しく触れる
0歳～6歳児を対象に、厳選された日本の絵本をお届けする
配本サービスです。絵本の読み聞かせを通じて、豊かな日本
語の育成をサポートします。

学年に応じて
受けられる
３つのコース

海外の子どもは
こんなに忙しい

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
習授業や宿題に時間を割かれてし
まうのが現状です。
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海外子女教育振興財団の

通信教育
※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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インターナショナル
スクールに
通っていた

Aさんの1日

インターナショナル
スクールに
通っていた

Aさんの1日

起床・登校準備
通学に車で 1時間以上かかる場合も。
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バタンキュー。
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ナショ
ナルスクール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。

小・中
学生の
場合
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JO E S 通信教育の特色
受講生専用サイト「チュー太スタディールーム」
受講生全員が利用できる専用サイトが「チュー太スタディールーム」です。

視覚的にわかりやすく、初めてでも使いやすいインターネット教材等で楽しく学べます。

1  今日のトピックス
 毎日内容が更新される豆知識 

2  おしごとガイド
 仕事の内容などが掲載された職業
図鑑

3  新聞で楽しく学ぼう！
 読売新聞の記事を使ったワークシー
ト教材

4  幼児コース
 過去のコラムや作品サンプルの閲覧
5  小・中学生コース 国語・算数／数学

 語彙力・漢字力を伸ばすWeb補助教
材、ダウンロード可能な朗読音声デー
タを用意

6  小・中学生コース 理科・社会
 インターネット教材による学習プロ
グラムの入口

7  みんなの広場
 世界中の受講生からのアンケートを
公開

8  添削返送状況
 てんさく問題のWeb提出が可能

スタディールームの機能

ひとりひとりに合わせた添削指導（国語・算数／数学コース）
国語と算数／数学では、受講生が解答した問題を添削指導者がていねいに指導しています。

子どもひとりひとりの学習環境に合わせたコメントが好評です。

「てんさく問題」
JOESの通信教育では、毎月てんさく問題が用意されてい

ます。受講生からの解答を受け取った添削指導者が、個々の
学習理解度を確認しています。国語は作文などの表現課題
も 6か月に 2回付きます。Web提出のほか郵送提出にも対
応しています。

JOESの添削指導者
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。指
導ポイントや解答傾向など、子どもたちの現
状を共有するため定期的に研究会を開催し、
指導者のスキルアップを図っています。

①授業動画を見る
授業動画と学習ノートを使って学
習を進めます。まずは単元ごとに
設置されている 5分程度の短い
授業動画をチェック。

②基本問題を解く
授業動画を見終わったら、基本問
題に挑戦しましょう。全部で 10
個の問題をゲームのように解き
進めるだけ。問題や解説を 1問ご
とに設置しています。

③「チャレンジ問題」
　「キミ問」に挑戦
「基本問題」をマスターしたら、
「チャレンジ問題」に挑戦。つまず
いた問題をピックアップした「キ
ミ問」で弱点も克服できます。

④学習記録を確認して復習を
学習した日や時間がわかる「学習
カレンダー」「学習時間表」、「成績
記録帳」「到達度分析」など、学習
の進捗状況を確認できます。

日本語で文章を
書く力を身につける
「表現課題」
リーフレットで手順に
そって下書きができる
ようになっています。課
題にそった観点での指
導の他、表現の工夫な
ども細かく見て添削指
導しています。

国語の添削指導者から
日本語に触れる機会が少ない環境で学習する子どもたちの
ために、言葉の使い方や漢字の書き方などを正しく添削指
導します。継続して学習できるよう、良い部分を褒めるよう
にしていつも励ましています。

●国語の添削指導例

算数／数学の添削指導者から
算数や数学は世界共通の科目ですが、算数記号の
書き方や筆算の方法などその国によって異なるこ
ともあります。帰国したときに困らないように、細
かいところまでコメントに添えて指導します。

●算数／数学の添削指導例

1

2

3

4

5

6

7
8

イ ン タ ー ネ ッ ト 教 材 に よ る
学 習 の 流 れ
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海外子女のための通信教育

学習の進め方
ガイドブック 2021

国語小学４年上

国語・算数/数学

コース

国語教材と添削問題が6か月毎に届く 
算数／数学はインターネット教材で学習

単元ごとにコンパクトな授業動画
多彩で親しみやすい

インターネット教材による学習

特に重要視される国語と算数／数学の基礎・基本を、教
科書を使って学習するコースです。
 
●海外子女に最適な教材
忙しい小・中学生でも、無理なく学習を継続できるシン
プルな教材を用意。国語はブック教材とJOESオリジナル
の「学習の進め方ガイドブック」、算数／数学はインター
ネット教材を使用して家庭学習に取り組みやすいように
支援します。
●基礎・基本を身につける
教科書を使って進める基礎･基本を身につけるための学
習内容です。小学 1年生～3年生までは保護者と一緒に、
小学 4年生以上は保護者のサポートを受けながら自分自
身で学習を進めることができるようになっています。
●ていねいな添削指導
提出されたてんさく問題は、海外子女の状況を理解した
添削指導者がていねいに指導します。国語には表現課題
（作文等）もあり、日本語で考え、書いて伝えることを目指
します。

理科・社会はポイントをおさえ、言葉の意味や知識を確実
に理解し、インターネット教材を使って学習するコースです。
 
●繰り返し学べるインターネット学習 

受講期間中は、1年間分の学習プログラムにアクセスでき
るため、いつでも何度でも自分のペースで学習を継続する
ことができます。学習単元に関する「さかのぼり学習」「さき
どり学習」も可能。
●視覚･聴覚を生かしたコンテンツ
学習単元ごとに「授業動画」と「学習ノート」を用意。さらに
授業動画ごとの「学習内容チェック」、単元ごとの「基本問
題」「チャレンジ問題」「キミ問」と様々な問題で繰り返し要
点をおさえます。
●「わからない」を解決する質問機能
学習単元ページにある質問機能で、いつでも学習質問をす
ることができます。

※添削問題・添削指導はありません

1か月分の学習内容や分量が確認でき、
学習ペースをつかむのに役立ちます。

進め方、目的、ポイントなど小 1～小 3は保護者向けに、小４以上は受講
生向けに順を追ってわかりやすく説明しています。教科書の単元・作品に
関する導入や必要な知識などのほか、学習テキストであまり取り上げられ
ていない季節のことなどにも触れています。日本の授業を受けていなくて
も、安心して取り組める心強い味方となります。

JOESサイトで、学習テキストや
補助教材、インターネット教材、

学習画面などの
例を見ることができます。

https://www.joes.or.jp/kojin/tsushin/

小・中学生コース

ブック教材による学習

（文部科学省補助）

インターネット教材による学習

学習の進め方ガイドブック

国語・算数／数学コース 理科・社会コース

1  教材の到着
 国語教材一式と算数／数学のてんさく問題を 6か月に

1回お届け

2  毎月の学習
 国 語
 学習テキストを中心にWeb補助教材も活用

 算数／数学  
 授業動画と様々な問題、「学習ノート」で学習

3  てんさく問題 
 1か月の学習終了後に、てんさく問題を提出

4  添削指導＆復習
 てんさく問題が返送されたら、添削指導のコメントを参照
して復習

1  授業
 音声と動画による授業のような解説で、単元ごとに学習
（約 5分）

2  学習内容チェック
 ○　形式で授業動画が理解できているかをチェック

3  基本問題 
 基本レベルの問題で理解度を確認

4  チャレンジ問題
 応用問題に挑戦

5  復習
 キミ問で苦手な問題を集中学習

国語・算数／数学コース 学習の流れ 理科・社会コース 学習の流れ

小1〜中３ 小3〜中３

漢字漢字言葉言葉

読む読む

てびき・解説つき
別冊 縮刷解答

わかる・でき えるる・使

国語のの国語 ★
　
　国
語
の
力
　上

上

企画
監修

兵庫教育大学
大学院　教授勝見 健史

新学習指導要領完全対応
4年

海外子女のための通信教育

学習の進め方
ガイドブック 2021

国語 中学１年上

国語・算数/数学

コース

〔表紙絵〕 おのうえ稔

学校納入定価410円
（消費税込み）

企　　　画 日本標準教育研究所
発　行　者 伊 藤  潔
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〒167-0052 東京都杉並区南荻窪 3-31-18
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●本書の著作権，および内容についてのいっ
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くり返し学習で，言葉・文法の基礎が定着！

●本書は，光村図書版「国語」を参考にして，小社が独自に企画・編集したものです。
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視覚的に操作がし
やすくどなたでも簡
単に学習できます。

▲

選択画面

音声と画像によるわか
りやすい授業です。

▲授業動画

添削問題

▲

学習の進度が視覚的にわかりやすく表示できます。
▲マイデータ

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。

▲練習問題画面
授業動画ごとにプリントアウト可能。
記述式の学習で理解や確認をサポー
トします。

▲学習ノート

※てんさく問題は算数／数学も送付されます。

国語
●学習の進め方ガイドブック
●国語の力（小学生）
●ことばのきまり（小学生）
●漢字表（小学生）
●新・国語の学習（中学生）
●漢字練習帳（中学生）
●朗読音声データ
●Web補助教材
●てんさく問題

算数／数学
●てんさく問題

理科

理科

社会

国 語

理 科 社 会算数／数学

マークをみつけたら
活用してみよう。

と
ろうどく音声

Web教材の

インターネット教
材は無料体験版
でお試しいただく
ことができます。
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JOESサイトで、監修者メッセージ、
配本例を見ることができます。

https://www.joes.or.jp/kojin/tsushin/

幼児コース

グループ P（0歳児） A（1歳児） B（2歳児） C（3歳児） D（4歳児） E（5歳児） F（6歳児）
対象生年月日 2021年4月2日～2022年4月1日 2020年4月2日～2021年4月1日 2019年4月2日～2020年4月1日 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

配本例

その他の例 『だるまさんが』（ブロンズ新社）
『くっついた』（こぐま社） 他

『おひさま あはは』（こぐま社）
『いない いない ばあ』（童心社） 他

『はらぺこあおむし』（偕成社）
『でんぐりでんぐり』（あかね書房） 他

『だめよ、デイビッド！』（評論社）
『ぐりとぐら』（福音館書店） 他

『どろんこハリー』（福音館書店）
『キャベツくん』（文研出版） 他

『ひとまねこざる』（岩波書店）
『ラチとらいおん』（福音館書店） 他

『番ねずみのヤカちゃん』（福音館書店）
『ぼくがラーメンたべてるとき』（教育画劇） 他

配送 12冊を一括でお届け 　　　3か月毎に6冊ずつ年４回（計24冊）をお届け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3か月毎に6冊ずつ年４回（計24冊）をお届け

０〜６歳

●発達の段階に合わせた絵本の配本サービス
読み聞かせを通じて、母語である日本語に楽しく触れてもらうため、年齢に適した厳選された日本の絵本を定期
的にお届けします。
1～6歳対象：A～ Fグループ…1か月 2冊､3か月毎に 6冊ずつ、年間 24冊をお届けします（発送は 3か月毎）。
0 歳 対 象 ：Pグループ…月齢で触れてほしい絵本 12冊を一括で送付します（発送は 1回のみ）
※配本予定の本に既にお持ちのものがあれば、代替の絵本と差し替えもします。

●選書は、児童文学者の宮地敏子氏監修
児童文学者・国際幼児教育学会理事で、自身も海外で子育て経験のある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定や改訂をしています。
●保護者向けレポートや補助教材でもサポート
配本だけでなく保護者向けの通信やレポート、補助教材もご用意。教材は 0歳児には布絵本、3歳児までには日本語の歌の CDを、
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」などの添削指導付きの「えほんのきろく／やってみよう」が送付されます。

母語が急激に発達する幼児期に家庭で日本語の土台を築く

「いつから読み聞かせをはじめればよいのだろ
う？」読み聞かせに関する素朴な疑問等に監修者
の宮地氏が答える『海外での絵本の読み聞かせＱ
＆Ａ』を初回配本時に同封します。

初回教材：童謡CD初回教材：布絵本 初回教材：遊び歌CD 初回教材：子どもたちに人気の歌CD 初回教材：くれよんあそびの
 ワークブック他

初回教材：せんあそびの
 ワークブック他

初回教材：もじあそびの
 ワークブック他

取り組んだシートを提出いただくと、コメントを添えて
お返しします。Dグループからは、運筆の基礎となる動
きを、「線あそび」や「文字あそび」を通じて経験するほ
か、3か月に 1度工作あそびも楽しめます。
（A～ Cグループは保護者向けのえほんのきろくのみ）

海外子女教育振興財団「幼児コース」

海外での絵本の読み聞かせＱ＆Ａ

監修者 宮地敏子

じゃあじゃあびりびり
まついのりこ 作
（偕成社）

あかちゃんたいそう
鈴木まもる 作
（小峰書店）

かわいいあひるのあかちゃん
モニカ･ウェリントン 作／

たがきょうこ 訳
（徳間書店）

おとうさん あそぼう
渡辺茂男 文／大友康夫 絵

（福音館書店）

いろいろバス
tupera tupera 作
（大日本図書）

はけたよはけたよ
神沢利子 文／西巻茅子 絵

（偕成社）

ぶたのたね
佐々木マキ 作
（絵本館）

ぼくのくれよん
長新太 作
（講談社）

バムとケロのさむいあさ
島田ゆか 作
（文溪堂）

ぴかくん めをまわす
松居直 作／長新太 絵
（福音館書店）

ちいさい おうち
バージニア･リー･バートン 作／石井桃子 訳

（岩波書店）

ルラルさんのにわ
いとうひろし 作
（ポプラ社）

りんごかもしれない
ヨシタケシンスケ 作
（ブロンズ新社）

ロバのシルベスターとまほうの小石
ウィリアム･スタイグ 作／瀬田貞二 訳

（評論社）

海
外
で
の
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
Ｑ
＆
Ａ

※
初
回
配
本
時
に
付
録（
A
〜
F
グ
ル
ー
プ
）

え
ほ
ん
の
き
ろ
く
／
や
っ
て
み
よ
う

（
A
〜
Ｆ
グ
ル
ー
プ
に
附
属
す
る
定
期
教
材
）

▲

えほんのきろく

▲やってみよう
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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 幼児コース

対象学年／年齢 小学 1年生～中学 3年生 小学 3年生～中学 3年生 0歳～6歳

申込単位

●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｡
　※新年度のお申し込みは 1月上旬から受付を開始します｡

●最長 4月～3月の 12か月間でお申し込みいただけます｡

●日本の学齢年度に合わせ、4月に
始まり 3月で終了します。
●最長 4月～3月の 12か月間でお
申し込みいただけます｡

● 申込単位毎に受講していただき
ます。

※ 受講期間は、4月～3月 [申込締切 2022
年 2月 28日 ]、4月～9月 [申込締切 6月
20日 ]、10月～3月 [申込締切 2022年
2月 28日 ]から選択いただけます。

● 申込単位毎に受講していただき
ます｡

※ 受講開始月は、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 2022年
2月 28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。

●  Pグループは1月31日まで随時受付。
●  A～Fグループの開始月は、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 2022年 1月
31日 ]から選択いただけます。

※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｡

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｡
●  6か月に 1回教材をお届けします
（算数／数学は添削問題のみ）｡該
当月の教材は、開始月前までにお
届けします｡

　1回目 4月～9月分→ 3月末、 
　2回目 10月～3月分→ 9月末

● 理科と社会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｡

●  Pグループは一括送付、A～ Fク
グループは 3か月に 1回、年 4回
送付します｡

●  A～ Fグループの該当月の絵本は
開始月前（例：4～6月分は 3月末）
までにお届けします。送付時に品
切れ等の出版社都合により遅れが
生じる場合や、他の絵本に差し替
えとなる場合があります｡

● 算数／数学と理科・社会は、申込単位内であれば、受講学年 1年間分の単
元に取り組むことができます｡
● ご受講いただくには「推奨動作環境」を満たすPC／タブレットが必要です。
お申し込み・受講される前にJOESのWebサイトで必ずご確認をお願いします。

受講料
（ ）内は会員割引価格です。
※ 受講料には添削指導料と
日本からの送料を含む。

※下記の利用料を参照

※国語・算数／数学コースの受講料、幼児コースの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。
※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、受講または配本を中止し、一部返金にて対応します。

お申し込みと受講料

お支払方法
●個人払い
クレジットカードまたは振込をご利用いただけます。

●法人払い・取りまとめ（法人による登録制・登録がある場合利用可能）
日本国内にある世帯主の所属先にてお支払いいただきます。所属先によっては、支払いだけでなく各種手続き
も取りまとめている場合もございます。詳しくはWebサイト「法人払い・取りまとめ一覧表」でご確認ください。

■学年対照表　2021（令和3）年度

■2021年度コース詳細

（　）内は会員割引価格です。※幼児コース利用料

Pグループ（0歳） 2021（令和3年）	 4月2日	～	2022（令和4年）	 4月1日
Aグループ（1歳） 2020（令和2年）	 4月2日	～	2021（令和3年）	 4月1日
Bグループ（2歳） 2019（平成31年）	4月2日	～	2020（令和2年）	 4月1日
Cグループ（3歳） 2018（平成30年）	4月2日	～	2019（平成31年）	4月1日
Dグループ（4歳） 2017（平成29年）	4月2日	～	2018（平成30年）	4月1日
Eグループ（5歳） 2016（平成28年）	4月2日	～	2017（平成29年）	4月1日
Fグループ（6歳） 2015（平成27年）	4月2日	～	2016（平成28年）	4月1日
小学1年生 2014（平成26年）	4月2日	～	2015（平成27年）	4月1日
小学2年生 2013（平成25年）	4月2日	～	2014（平成26年）	4月1日
小学3年生 2012（平成24年）	4月2日	～	2013（平成25年）	4月1日
小学4年生 2011（平成23年）	4月2日	～	2012（平成24年）	4月1日
小学5年生 2010（平成22年）	4月2日	～	2011（平成23年）	4月1日
小学6年生 2009（平成21年）	4月2日	～	2010（平成22年）	4月1日
中学1年生 2008（平成20年）	4月2日	～	2009（平成21年）	4月1日
中学2年生 2007（平成19年）	4月2日	～	2008（平成20年）	4月1日
中学3年生 2006（平成18年）	4月2日	～	2007（平成19年）	4月1日

お申し込み方法 

  Webサイトからお申し込みください。 
●初めて利用される方
 「新規登録・お申し込みはこちらから」をクリックしてください。はじ
めてご利用者登録される方の「新規申込者登録」から登録及びご希望
のサービスを選択してお申し込みをしてください。

●既に利用者登録がされている方
 Webサイトにログイン後、「マイページ」からご希望のサービスをお申
し込みください。

お申し込みについて
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、支払い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。

Web申し込みはこちら
https://juko.joes.or.jp/

お申し込みが完了すると、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。 
4月～3月（1年間） 44,880円

（33,660円）

4月～9月
10月～3月
（6か月）

22,440円
（16,830円）

年額 62,640円
（46,980円） 6か月 31,320円

（23,490円）

4月～3月（1年間） 17,760円
（13,320円）

7月～3月（9か月） 13,320円
（9,990円）

10月～3月（6か月） 8,880円
（6,660円）

1月～3月（3か月） 4,440円
（3,330円）

1か月あたり 5,220 円（3,915 円）で受講可能

両コース受講の場合

Ｐグループ
アジア 北米・中米・欧州・中近東・大洋州 南米・アフリカ

4～3月（一括送付） 29,760円（22,320円） 33,300円（24,960円） 37,200円（27,900円）

地域申込単位

Ａ～Ｆグループ
アジア 北米・中米・欧州・中近東・大洋州 南米・アフリカ

4～3月（1年間） 59,520円（44,640円） 66,600円（49,920円） 74,400円（55,800円）

7～3月（9か月） 44,640円（33,480円） 49,950円（37,440円） 55,800円（41,850円）

10～3月（6か月） 29,760円（22,320円） 33,300円（24,960円） 37,200円（27,900円）

1～3月（3か月） 14,880円（11,160円） 16,650円（12,480円） 18,600円（13,950円）

地域申込単位

お子さんの

生年月日と学年は

必ずご確認

ください！

法人払い・
取りまとめ
一覧表
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よくあるご質問
学習・教材に関するご質問

国語･算数／数学の教材はいつ発送されますか？

受講料のご入金を確認後、「国語の教材一式および算数／
数学の添削問題」を 4～9月分は 3月下旬、10～3月分は 9
月下旬までにお届けします。
※申込期日を過ぎたお手続きに関しては、別途対応いたします。 
※算数／数学はインターネット教材のため添削問題のみ送付します。

Ｑ
A.

どのような進度で学習したらよいのですか？

学習の進め方の目安は次のとおりです。
国 語： 専用の「学習の進め方ガイドブック」で、その

月に学習する内容を確認できます。
算数／数学：  受講生専用サイトの「教科書対照表」で、進度

の目安を確認できます。
理科 ･ 社会： 進度の目安として、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」を参考にすることができます。

※算数／数学、理科･社会はインターネットによる学習なので、空いて
いる時間に自分のペースで進められます。

Ｑ
A.

日本語の作文力をつけさせたいのですが。

国語の教材には、6か月に 2回、「てんさく問題」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、下書きシートで手順に沿って学習した後に、
提出用の用紙に清書したものを添削指導します。

Ｑ
A.

日本の教科書に対応していますか？

JOESの通信教育は、海外で使用する日本の教科書（全世界
共通）に沿った内容となっています。

Ｑ
A.

申し込み・その他に関するご質問

途中の月から受講できますか？

開始月は、コース別に次のとおりとなります
国語・算数／数学コース … 4月、10月
理科・社会コース ………… 4月、7月、10月、1月
幼児コース ………………… 4月、7月、10月、1月

Ｑ
A.

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？

お子さんのペースにあわせて無理なく学習できるシンプル
な教材です。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。

Ｑ
A.

過去の月分から受講してもいいですか？

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。
インターネット教材を利用する科目は、受講期間内は常に 1
年間の学習内容にアクセスできます。

Ｑ
A.

海外から申し込むことはできますか？

JOESのWebサイトで海外からもお申し込みいただけます。

Ｑ
A.

他社の通信教育と違うところはどんな点ですか？

海外子女向け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。

　※ 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。

● 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、など海外に住む子どもならではの状況に
配慮し、ポイントをしぼり、無理なく継続して取り組める
分量や添削指導を行っています。

Ｑ
A.

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/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（JOES）について
海外子女教育振興財団は、海外に勤務する邦人の子女（海外子女）
及び海外勤務を終了し帰国した邦人の子女（帰国子女）の教育振
興を図るため、1971年に外務省および文部省（現 文部科学省）共管
の公益法人として設立。家族の努力や企業、団体の努力だけでは
解決できない、海外での教育問題に対する専門団体として維持会
員の協力のもと、海外子女の的確な支援ができるように体制を整
えています。

財団の主なサービス
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

維持会員と優遇サービス
JOESの趣旨に賛同した約600の企
業・団体を維持会員として迎え、そ
の会費によってJOESは安定的・継
続的に事業を実施しています。維持
会員の企業・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。

一般

会員

受講料

受講料
優遇
サービス

informationインフォメーション

愛宕東洋ビル


