
開催時間：アメリカ東部時間 午後8時～
（アメリカ西部時間…午後5時～、アメリカ中部時間…午後7時～）

第3回

オンライン
学校説明会

※日本…＋13時間、中国・シンガポールなど…＋12時間、タイ・インドネシアなど…＋11時間
　説明会は、1日、第1部から最大第3部に分かれています。（金・土・日は、第3部まで）

帰国生を
受け入れている
人気の中学・高校・
高等専門学校

34校参加

帰国生の
学ぶ環境がある
インターナショナル

スクール

4校参加

グローバル
人材教育に
力を入れている
国際的大学

5校参加

参加費
無料

参加校のスケジュールは次ページへ！

ZOOM※だから、
PCでも、タブレット・スマホでも

簡単に参加できる！
視聴専門（テキストで直接質問可能！）なので、

お茶を飲みながら、
リラックスして参加できます

※…ZOOMウェビナー

5/24（月）～6/12（土）

主催╱帰国便利帳オンライン学校説明会事務局（ワイズ・パブリッシング・ジャパン株式会社）



❶ 帰国便利帳Webにアクセスしてください。
https://www.kikoku-benricho.com

❷ TOPページのオンライン学校説明会バナーより仮登録を行ってください。
※仮登録は、お子様1人につき1回、お願いいたします。対象になるお子様が複数名いらっしゃる場合、お手数ですが再度、お申込みフォームを立
ち上げ人数分の入力を行う必要があります。　※仮登録は、学校毎にする必要はございません。

❸ 仮登録後、本登録フォームをメールにてお送り致しますので、学校毎に本登録を行ってください。
※複数名のお子様がいらっしゃる場合、お手数ですが各学校毎に人数分の入力を行う必要があります。　※まれにメールが迷惑メールに振り分
けられる可能性がございますので、仮登録後にメールが来なければ迷惑メールをご確認ください。もしくはメール受信設定のセキュリティーを確
認の上、再度登録をお願いいたします。

❹ 本登録後、事務局より参加用のURLをメール致します。説明会当日は、お送りしたURLよりご参加ください。
※オンライン学校説明会にご参加するには、事前にZOOMの登録（無料）が必要になります。ご自身でZOOMのアカウント登録をお願い致します。

❶桜美林大学 ❷国際基督教大学（ICU) ❸Temple University, 
Japan Campus（TUJ） ❹立命館大学 ❺立命館アジア太平洋
大学（APU）

❻国際高等専門学校

❼市川中学校・高等学校 ❽江戸川女子中学校 ❾江戸川女子高
等学校 10大妻中野中学校・高等学校 11関東学院六浦中学校・
高等学校 12国本女子中学校・高等学校 13ぐんま国際アカデ
ミー中・高等部 14啓明学園中学校高等学校 15佼成学園中学
校・高等学校 16国際基督教大学高等学校 17駒込中学校・高等
学校 18渋谷教育学園渋谷中学高等学校 19昌平中学・高等学
校  20昭和女子大学附属昭和中学校高等学校 21女子聖学院中

学校高等学校 22聖学院中学校高等学校 23清泉女学院中学高
等学校 24逗子開成中学校・高等学校 25田園調布学園中等部・
高等部 26東京都市大学等々力中学校・高等学校 27東京都市
大学付属中学校・高等学校 28桐光学園中学校・高等学校 29東
邦大学付属東邦中学校・高等学校 30桐朋女子中学校・高等学
校 31ドルトン東京学園中・高等部 32広尾学園中学校高等学校 
33文化学園大学杉並中学・高等学校 34宝仙学園中学校・高等
学校 共学部 理数インター 35聖園女学院中学校・高等学校 36
目白研心中学校・高等学校 37山脇学園中学校・高等学校 38横
浜女学院中学校高等学校 39立命館宇治中学校・高等学校

40アオバジャパン・インターナショナルスクール 41Colombia 
International School 42Nagoya International School 43
ローラス インターナショナルスクール オブ サイエンス

大学

インターナショナルスクール

高等専門学校

中学校・高等学校

※江戸川女子中学校・高等学校は、中学と高校で別々に説明会を実施します。参加申込みの際は、ご注意ください。

未だ終息しない新型コロナウイルスの影響によって、今年も各学校の帰国生入試の実施方法や内容
の変更が予想されます。
そこで、昨年6月と9月に実施して大好評を博した「オンライン学校説明会」を5月24日から6月12日
（アメリカ東部時間午後8時～）の20日間、毎日２校～３校の日替わりで行ないます。
今回は、インターナショナルスクール、中学、高校、高専、大学と幅広い年代を対象に展開。最新の
学校情報や最新の帰国生入試情報、中学、高校、高専では入試直前の詳しい情報を直接先生方 か
ら聞く事が出来ます。参加校は、ICU、APU、立命館大、渋谷教育学園渋谷、広尾学園、ICU高校、
市川学園などの人気校ばかりです。ぜひ、ご参加ください。

【お申し込み方法】

※時間は、アメリカ東部時間で表記しております。
（アメリカ西部…-3時間、アメリカ中部…-１時間）
※日本＋13時間、中国・シンガポールなど…＋12
時間、タイ・インドネシアなど…＋11時間

例：アオバジャパンインターナショナル　5月24日 第1部 20時
→日本時間だと翌日5月25日 第1部 午前9時になります。

アメリカ西部
17:00～
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【開催時間】【オンライン学校説明会カレンダー】
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■大学　■高等専門学校　■中学校・高等学校　■インターナショナルスクール

https://www.kikoku-benricho.com/


学校名をクリック又はタップすると、
学校のホームページへ移動いたします

参加学校の
スケジュール
●

学校からの
メッセージ

&

学校名をクリック又はタップすると、
学校のホームページへ移動いたします

参加学校の
スケジュール
●

学校からの
メッセージ

& アオバジャパン・インターナショナルス
クールは、40年以上の歴史あるインター
ナショナルスクールであり、練馬区光が
丘（3歳～18歳）と目黒区青葉台（1歳
半～6歳）の2つの校舎で、30か国以
上の国・地域から集まった約590名の
生徒が学ぶ学校です。また、高等部は、2022年に文京区にある文京学院
大学女子中学校高等学校の駒込キャンパスに移転予定です。当校は強み
である英語での教育および日本語/日本文化教育に加え、国際バカロレア
（IB）のPYP（幼稚園/小学校相当）、MYP（中学校相当）、DP（高校相当）
の全認定を取得したIB一貫校、国内5校目となるIBワールドスクールです。卒
業生は日本の大学も含む、世界中の大学へと進学しています。

【光が丘キャンパス】 〒179-0072 東京都練馬区光が丘7-5-1
【目黒キャンパス】 〒153-0042 東京都目黒区青葉台2-11-5
【駒込キャンパス】 2022年度開校予定
【お問合せ】 HP内お問合せより

24日
5月

（月）
第1部

アオバジャパン・インターナショナルスクール
共学校

聖園女学院は湘南藤沢の小高い
丘の上にあるカトリックの女子高
です。聖園に集う帰国生は国際色
豊か。アメリカ、中国、インド、オース
トラリア、ドイツなど世界各国からの
帰国生が国内生と共に学び合っ
ています。明るく穏やかな校風で「生徒との距離が近いことが自慢です！」と生
徒に言ってもらえることが、私達教員の自慢です。ホームルームクラスは国内
生とともに行い、高い英語力をもつ生徒にはネイティブスピーカーによるall in 
Englishの取り出し授業を実施。基礎から実力を養う環境も整っており、一人
ひとりの学習歴に合わせてフォローアップもしていますのでご安心ください。
広大なキャンパスでのびのび過ごせる聖園にぜひいらしてください！

〒251-0873 神奈川県藤沢市みその台1-4
【TEL】 +81-466-81-3333
【お問合せ】 nyuushi@misono.jp

聖園女学院中学校高等学校
女子校

24日
5月

（月）
第2部

私たちの横浜女学院が建つ横
浜山手の丘に日本で最初のキ
リスト教バプテスト教会が設立さ
れたのが、約１５０年前です。長
い歴史を経て時代は大きく変遷
しましたが、本校は、「愛と誠」の
建学の精神と「キリスト教教育」
「共生教育」「学習指導」の３つの教育理念を実践しています。２０１８年より
教育改革を進め、国際教養クラスを新設しました。「英語で学ぶ」ＣＬＩＬの導
入し、英語で任務を遂行する力を身につけます。また、第二外国語として中国
語・ドイツ語・スペイン語を中心に中学１年生から「言語を通じて文化を学ぶ」
ことで国際的な視野の育成を図ります。

〒231-8661 神奈川県横浜市中区山手町203
【TEL】 +81-45-641-3284
【お問合せ】 HPお問合せより

横浜女学院中学校高等学校
女子校

26日
5月

（水）
第1部

TUJは、ペンシルベニア州立テンプル
大学の日本校で、テンプル大学が誇る
高い水準の教育を日本で提供していま
す。東京都世田谷区にある、世界約
60ヶ国の学生が集う国際的なキャンパ
スでは、1０専攻学科並びに７副専攻を
選ぶことができ、且つ、日本校とアメリカ
本校の2つのキャンパスで学ぶコンピューターサイエンス学科も開講されてい
ます。クラブ活動や各種アクティビティも学内外で盛んに行われ、学生同士
のネットワーク構築機会にも恵まれています。就職部では多彩なインターン
シッププログラムを提供しており、学生の就職活動を全面的にサポートしてい
ます。奨学金制度もあり、向学心溢れる学生の勉学を支援しています。

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂1-14-29 
【TEL】 +81-3-5441-9800
【お問合せ】 tujinfo@tuj.temple.edu

Temple University, Japan Campus（TUJ）
共学校

25日
5月

（火）
第2部

清泉では充実した国際プログラムを展
開しています。コミュニケーションツール
としての語学教育を重視、英語学習で
は、帰国生対象の発展クラス・英検３級
以上取得者対象の発展クラス・スタン
ダードクラスに分かれて中学生の授業
を開始します。中２からは中国語・スペイ
ン語の選択授業もあり、多言語学習にも力を入れています。ニュージーランド
短期留学（３か月）・語学研修（１２日間）、米国ボストンカレッジでのリーダー研
修や、ホーチミン市の系列校でのベトナムスタディーツアーなどの海外プログ
ラムも充実しています。清泉模擬国連からスタートして各種国際模擬国連に
参加する人も年々増えており、真の異文化理解・国際協調を目指します。

〒247-0074 神奈川県鎌倉市城廻200 
【TEL】 +81-467-46-3171 
【お問合せ】 HP内お問合せより

清泉女学院中学高等学校
女子校

25日
5月

（火）
第1部

https://www.japaninternationalschool.com/ja/
https://www.misono.jp/
https://www.seisen-h.ed.jp/
https://www.tuj.ac.jp/jp/
https://www.yjg.y-gakuin.ed.jp/


学校法人東邦大学の付属校であ
る本校は「自然・生命・人間」の尊
重を建学の理念としています。これ
を踏まえ、本学は学校生活の中の
あらゆる学びのプロセスを重視し、
生徒一人ひとりが自らの感性でと
らえたものを理性で理解することをめざしています。生徒のみなさんには、中学
高校の6年間の「自分探しの旅」を通じて、高い倫理性をもって社会に貢献
する人間に成長することを期待しています。また、中高大連携のアカデミック
な環境の中で、大学や病院での実践的な学問体験や医療体験など、教室
の外にも多くの学びのフィールドを準備し、生徒のみなさんはこれに自由に参
加できます。ぜひ東邦大東邦でみさんの学問研究をスタートさせてください。｠｠

〒275-8511 千葉県習志野市泉町2-1-37
【TEL】 +81-47-472-8191
【お問合せ】 HP内お問合せより

東邦大学付属 東邦中学高等学校
共学校

独自無双の「人間観」、一人ひとりをよく見て特
色を伸ばす「なずな教育」、自ら考え生涯学ぶ、
自分で自分を教育する「第三教育」は不易の建
学の精神です。その上に「リベラルアーツ教育」
を捉え、「論理的思考・記述力」、「教養力」、「科
学力」、「国際力」、「人間力」の5つの力の修得
を目標としています。市川学園の創造的教育の
ためのアクティブラーニングを進め、ICT化など
環境整備が完成し、SSHによる実験中心の理
科教育、学校教育の国際研修をはじめ、トビタテ留学Japanなど個人レベル
の国際研修意欲が高まって、その成果をIchikawa Academic Dayで発表
する形が定着して、帰国生の活躍の場が増えてきています。

〒272-0816 千葉県市川市本北方2-38-1
【TEL】 +81-47-339-2681
【お問合せ】 HP内お問合せより

市川中学校・高等学校26日
5月

（水）
第2部

共学校

本校は2021年度、帰国生20期生を迎
える帰国生教育の伝統校。現在、160
名の帰国生が在籍。これまでの帰国生
卒業生を合わせると600名を超えます。 
その一人一人の帰国生が、自分だけの
ストーリーを持っています。そのストーリー
を大切にして、将来に繋げる教育。アカ
デミックな英語力の習得とフランス語を必修とした複言語教育を柱に、世界
の課題を探求するさまざまな取り組み。世界13か国の学校、機関と繋がる
チャンス。そして、それをサポートする7か国の国籍からなる多様な教職員と世
界各国の大妻中野サポーター。　本校の「グローバル・ゲイトウェイ構想」
は、今、この事態だからこそ、求められている教育だと私たちは考えています。

〒164-0002 東京都中野区上高田2-3-7
【TEL】 +81-3-3389-7211
【お問合せ】 HP内お問合せより

大妻中野中学校・高等学校
女子校

27日
5月

（木）
第1部

山脇学園は交通至便な都心にあり、
新しい校舎と3つのアイランドなど贅
沢な施設を持っています。ネイティブ
教員7名が常駐するイングリッシュア
イランドの他、サイエンスアイランドで
は理科の授業とは別に週に1時間
「サイエンティストの時間」を実施。中3次には、英語チャレンジプログラム・科
学研究チャレンジプログラムを選択できます。帰国生は英語既習生クラスに
編成され、入学時から4つのグレードに分けて英語授業を展開。GⅣは英検2
級以上の生徒でスタート、ネイティブ5時間担当。2021年大学入試合格実
績。国公立13、早慶上理82、GMARCH202、医学部医学科11。2021年
もネットで完結の帰国ＷＥＢ入試実施。

〒107-8371 東京都港区赤坂4-10-36  
【TEL】 +81-3-3582-5937 
【お問合せ】 HP内お問合せより

山脇学園中学・高等学校
女子校

28日
5月

（金）
第1部

新宿区の閑静な場所にあり、じっくり勉強と部
活動に取り組むことができる環境や、放課後の
時間を利用した勉強のサポート体制（学習支
援センター）が整っている。入学後のクラス配
置・授業体制は、中学では、2年生までは二人
担任制で、複数の目でフォローする。英語の授
業は帰国生などの英語力のある生徒に対して取り出し授業を行う。今まで培っ
た国際感覚を伸ばす絶好のチャンス。中学3年生からは総合、特進、Super 
English Course（SEC）の3コース別の授業になる。3コースの中でも特徴が
あるコースとして、グローバル人材の育成を目指すSECがある。このコースは英
語力としてはTOFEL iBT80点を目指す。高校入学時も選ぶことができ、高校
のSECの授業ではTOEFL講座、Newspaper English等の授業などがある。

〒161-8522 東京都新宿区中落合4-31-18
【TEL】 +81-3-5996-3133
【お問合せ】 jhkoho@mejiro.ac.jp

目白研心中学校高等学校
共学校

28日
5月

（金）
第3部

28日
5月

（金）
第2部

帰国生が3分の2を占める本校は、1978
年に帰国生徒の受け入れを主たる目的と
して創立されました。一人ひとりの経験、
可能性、力、希望を受け入れるところから、
ICU高校の教育は出発します。各自のよ
さやたまものを認めあえるよう、様々な活
躍の場をつくっています。「隣の席に異文化」「クラスひとつが世界」という環
境で、明るく伸びやかな校風が自慢です。帰国生が「多数派」の本校で、「帰
国生である」ということを、自身のかけがえのないアイデンティティの一部とす
ることができるよう、三年間という時間と仲間を備えて皆さんをお待ちします。
ICU高校の主人公は、生徒です。「世界から、そして 世界へ」。使命は「平
和」と「人権」、そしてそれを支えるキリスト教です。

〒184-8503 東京都小金井市東町1-1-1
【TEL】 +81-422-33-3407（帰国生徒教育センター）
【お問合せ】 HP内お問合せより

国際基督教大学（ICU）高等学校
共学校

27日
5月

（木）
第2部

http://www.ichigaku.ac.jp/
https://www.otsumanakano.ac.jp/
https://icu-h.ed.jp/
https://www.yamawaki.ed.jp/
https://mk.mejiro.ac.jp/
https://www.tohojh.toho-u.ac.jp/


帰国生を受け入れて62年、現在
27か国からの帰国生が学んでい
ます。同じ国・都市からの帰国生
でも、一人ひとりが異なった存
在。そんな「当たり前」が「当たり
前」と受け止められる土壌が長い
時間をかけて醸成されてきました。「海外で生活し、そこの学校に通ったこと」
は今のあなたを作り上げている大切な、でもたくさんある要素の一つ。これま
でに「出会った人」「読んだ本」、「楽しかったこと」「悲しかったこと」、そんな全
てを通して自分を磨いてきたあなたが、次の一歩を踏み出し、さらに大きく成長
していくためのステージを私たちは用意します。帰国生が「あるがままの自分」
でいられる桐朋女子は、あなたとの出会いを楽しみにしています。

〒182-8510 東京都調布市若葉町1-41-1
【TEL】 +81-3-3300-2111
【お問合せ】 kokusai@toho.ac.jp（国際教育センター）

桐朋女子中学校・高等学校
女子校

29日
5月

（土）
第2部

本校は帰国生が海外生活を通じて
培った能力を維持・伸長し、一人ひ
とりが輝けるよう多彩で豊かな教育
プログラムを用意しています。中学
校では2021年に高校でのIBコー
スへより高いレベルで接続すること
を目的にしたIPコースを設置しました。高等学校では発足当初から高い到達
を残しているIBコースや20年の実績がある1年間の留学と帰国後のイマー
ジョン授業を組み合わせたIMコースなど、卓越した英語力と国際性を身に付
けるコースを展開しています。高校生徒寮も完備しており、様々な国からの帰
国生と安心して学校生活を過ごしていただけます。「学んだぶんだけ世界が
近くなる」経験豊富な教員とたくさんの仲間が皆さんをお待ちしています。

〒611-0031 京都府宇治市広野町八軒屋谷33番1
【TEL】 +81-774-41-3000
【お問合せ】 HP内お問合せより

立命館宇治中学校・高等学校29日
5月

（土）
第1部

共学校

「自調自考」「国際人」「高い倫理感」
を学校目標としており、開校当初より
帰国生の受け入れを行っております。
現在は１学年約200人のうち、30人
程度が海外在住経験（帰国生入試
で合格）のある生徒です。中でも英語
型受験で合格した場合、中学1年生から高校3年生まで英語の授業はすべ
てネイティブ教員による取り出し授業を実施しており、入学後も英語力はさら
に向上していきます。その結果、毎年5～10名程度は海外の大学（主に米
国）へ進学する生徒もいます。また、帰国生入試（英語型）で合格した生徒は
中学１年次の国語と数学の授業は取り出し授業をおこないます。少人数で
の授業となりますので、質問のでやすい雰囲気で授業に参加します。

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-21-18
【TEL】 +81-3-3400-6363
【お問合せ】 HP内お問合せより

渋谷教育学園渋谷中学高等学校
共学校

30日
5月

（日）
第3部

ローラス インターナショナルスクール 
オブ サイエンスは2016年に初等部を
開校しました。凄まじい勢いで変化する
この激動の時代を生きる子供たちは、
答えのない問題を解決する能力が必
要になってきます。子供たちが自分の
未来を切り拓く能力と技術を身に着
け、この不確実の時代に世界と社会にポジティブに貢献できるイノベーターに
なれるよう献身的にサポートしていきます。ローラスではサイエンススクールとして
の実績に基づいた独自のサイエンス、STEMのカリキュラムがあり、起業家教
育、サイエンス教育、STEM教育、プログラミング教育に特徴があります。スペ
シャリストティーチャーがおり、各分野の専門性を活かした授業をしています。

共学校

ローラスインターナショナルスクール オブ サイエンス29日
5月

（土）
第3部

〒108-0073 東京都港区三田4-1-27 FBR三田ビル 2F～5F
【TEL】 +81-3-6722-6310（初等部）
【お問合せ】 HP内お問合せより

佼成学園は東京都杉並区にある男子校で
す。1954年の創立以来、「行学二道」を校
訓とし生徒の育成に努めてきました。近年、
進学実績では東京大学をはじめ旧帝大、ま
た医学部にも多くの生徒が進学しています。
部活動においても吹奏楽部やサイエンス
部、野球部は全国でも実績を誇り、アメリカ
ンフットボール部は日本一を4度果たした強
豪校でもあります。2015年より、生徒は一人一台iPadをもっており、学びが
膨らむ一方、Distance Learningも万全でした。今年度より「グローバルコー
ス」を新設し、世界中からたくさんの帰国生を受け入れました。佼成学園での
未来に向かった「マナビ（行学二道）」に期待してください！

〒166-0012 東京都杉並区和田2-6-29
【TEL】 +81-3-3381-7227
【お問合せ】 HP内お問合せより

佼成学園中学校・高等学校
男子校

30日
5月

（日）
第2部

IB（国際バカロレア）教育を実施して
います。ディスカッションやプレゼン
等、生徒主体の授業を基本としてお
り、帰国生になじみやすい授業スタイ
ルです。また、学問の本質を追究し、
社会とのつながりを意識した授業で
す。パワーイングリッシュプロジェクトとして英語に関連した学校行事が多数
あり、英語を学習する上でのモチベーション作りができます。これらの取組を
通じて、グローバル社会に必要な思考力、多様性尊重の精神等を育成しま
す。国内生よりも著しく英語力が高い場合に、英語の取り出し授業を実施し
ます。英語力が優れていても大学入試問題で高得点をとれるとは限りませ
ん。各大学の入試問題傾向を踏まえた対策等を行います。

共学校

〒345-0044 埼玉県北葛飾郡杉戸町下野851
【TEL】 +81-480-34-3381
【お問合せ】 HP内お問合せより

昌平中学校・高等学校30日
5月

（日）
第1部

http://www.ujc.ritsumei.ac.jp/ujc/
https://chuko.toho.ac.jp/
https://laurus-school.com/ja/
https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/
https://www.kosei.ac.jp/boys/
https://www.shibushibu.jp/


建学の精神「捨我精進」のもと、「体験」
を重視した教育活動を展開しています。
中等部の３年間で理科の実験は８０を超
えており、高3での理系クラス選択者は
45％程度にのぼります。数学と理科との
教科横断型授業や、約１７０もの講座から
興味関心に合わせて選択できる土曜プ
ログラムで生徒の知的好奇心を刺激します。ネイティブ教員による英語の取
り出し授業を、中１は週４時間（１時間は日本人教員）、中２・中３は週３時間
実施。高１・高2では週２時間実施しています。また校内基準を満たした生徒
は、海外大学へ進学できる制度があります。今年度は、現在海外に住んでい
て入試当日帰国が難しい方を対象に帰国生オンライン入試も実施します。

〒158-8512 東京都世田谷区東玉川2-21-8
【TEL】 +81-3-3727-6121
【お問合せ】 HP内お問合せより

田園調布学園中等部・高等部
女子校

31日
5月

（月）
第1部

10年後20年後を見据え、力の種を
蒔き、芽を育てる。本校の教育の土台
は、激動の時代においても決して揺ら
ぐことのないキリスト教の教えです。毎
朝の礼拝、聖書の授業、奉仕活動な
ど、様々なプログラムを通して、隣人愛
について考える機会を数多く持ちます。自分を愛するように隣人を愛すること
の大切さを学ぶ。校訓「人になれ　奉仕せよ」の原点はここにあります。近未
来に備える教育活動を展開し、感受性が柔軟なうちに、多様性の認知はもと
より、視野を地球規模に拡げ、未来社会へ生きるインセンティブを鼓舞しま
す。一人一台のChromebookの活用、オリジナル授業「地球市民講座」、
CLIL導入6年目を迎える英語教育など、本校の取り組みを紹介します。

〒236-8504 神奈川県横浜市金沢区六浦東1-50-1  
【TEL】 +81-45-781-2525 
【お問合せ】 HP内お問合せより

関東学院六浦中学校・高等学校
共学校

1日
6月

（火）
第2部

ぐんま国際アカデミーは、日本初の英
語教育特区に指定された群馬県太
田市にて、2005年に開校しました。
小中高12年一貫校で、授業のほと
んどを「英語で」学ぶ英語イマージョ
ン教育を取り入れています。2012年
度には国際的に評価の高い教育プログラムである国際バカロレア（以下IB）
のディプロマ・プログラムの認定校にもなりました。海外大学進学に有利であ
ることはもちろん、日本の大学進学においてもIBでの学びを活用して高い進
学実績をあげています。論文作成やボランティア活動、ディスカッションやプ
レゼンテーションなど、主体的で探求的な学びを多く取り入れているほか、
G Suite for Educationを導入し、ICTを積極的に授業に取り入れています。

〒373-0813 群馬県太田市内ヶ島町1361-4  
【TEL】 +81-276-47-7711 
【お問合せ】 HP内お問合せより

ぐんま国際アカデミー中等部・高等部
共学校

2日
6月

（水）
第2部

国本女子は、グローバル社会で活躍できるバ
イリンガルを育成するため、2020年4月に日本
で初めてカナダ・アルバータ州教育省と提携し
て「KAIS」（Kunimoto Alberta International 
School）を開校し、DDコースでは、日本にいな
がらにして、北米型の授業を英語で受講し、日
本とカナダ両方の高校卒業資格を取得することができます。帰国生はクラス
の約半数を占め、中１から「英語で学ぶ」を年間１５０時間実施し、多聴多読、
スピーチやエッセイ・ライティングを通して、ハイレベルな英語力を育成します。
中２からは、数学、理科、社会なども英語で学習します。高校生になると時間
割の約3分の2が英語の授業になります。英検準１級以上の確かな英語力
を武器に、海外の大学、国内の難関大への進学を目指します。

〒157-0067 東京都世田谷区喜多見8-15-33
【TEL】 +81-3-3416-4722
【お問合せ】 HP内お問合せより

国本女子中学校高等学校
女子校

3日
6月

（木）
第2部

逗子開成では、目の前に広がる逗子の海
と緑に囲まれた自然豊かな環境を生かし
た独自の教育活動を展開しています。「海
洋人間学」ではヨットの製作・帆走や全員
遠泳、東大との連携による特別講義・研
究発表を行っています。自然という人がコ
ントロールできないものを相手にする経験
は、自然の怖さや素晴らしさ、変化に対応する力が培われます。多彩な「国際
交流プログラム」では全員参加のＮＺ研修やアジア研究旅行、希望者向け
のアメリカ・カナダ・イギリス・セブ島研修に加え、カナダ・ＮＺへの長期短期留
学制度もあります。逗子開成での６年間のチャレンジと身につけた知恵と勇
気を手に、グローバルな大海原へと漕ぎ出して欲しいと願っています。

〒249-8510 神奈川県逗子市新宿2-5-1
【TEL】 +81-46-871-2062
【お問合せ】 HP内お問合せより

逗子開成中学校・高等学校4日
6月

（金）
第1部

ますます複雑化し、混迷を極める
時代を生き抜くためには、一人ひ
とりが自らの未来を描く中で必要
な学びを選択し知識や経験、技術
を兼ね揃えることが大切な時代に
なりました。そのため本学では、
個々の希望や特性、タイミングに
合わせて学べる「学群制」で、より
特定の分野だけではなく、隣接した分野も広く学ぶことができます。さらに「メ
ジャー・マイナー制度」があり、自分の興味や志向に合わせて、メジャーに近接
する分野のマイナーや異分野のマイナーを組み合わせることで、自分だけの
オリジナルの「学び」を作り出すことができます。

町田キャンパス、新宿キャンパス、東京ひなたやまキャンパス、
多摩アカデミーヒルズ（多摩キャンパス）、プラネット淵野辺キャンパス
【TEL】 +81-42-797-1583（入学部インフォメーションセンター）
【お問合せ】 info-ctr@obirin.ac.jp（入学部インフォメーションセンター）

桜美林大学
共学校

3日
6月

（木）
第1部

男子校

https://www.chofu.ed.jp/
https://www.kgm.ed.jp/
https://www.gka.ed.jp/combined/
https://www.obirin.ac.jp/
http://www.kunimoto.ed.jp/
https://www.zushi-kaisei.ac.jp/


東京都杉並区にある本校は、カ
ナダブリティッシュコロンビア州
の海外校として7年前に認可が
おりました。日本とカナダ両校の
卒業資格が取得できるダブル
ディプロマコースでは、カナダの
カリキュラムは全て英語で展開
されます。1期生から4期生まで
の卒業生84名で海外大学22名、国公立・早慶上理ICU25名、GMARCH
関関同立29名合格。また中１では習熟度別に週9時間の英語の授業を展
開します。英検2級以上の生徒はアドバンストクラスまたはDD7に所属しま
す。DD7では理数科目7時間を含む週17時間の英語の授業を展開します。

〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3-48-16
【TEL】 +81-3-3392-6636
【お問合せ】 info@bunsugi.ed.jp

文化学園大学杉並中学・高等学校
共学校

女子聖学院はアメリカ人女性宣教
師バーサ・Ｆ・クローソン先生によっ
て1905年に創立され、以来変わら
ずに「違いを越えて互いを愛する」
という教育を大切にしています。
キリスト教教育を土台に、「自分の
思いを自分のことばで表し」互いにコミュニケーションを取ること、仲間を信頼
していく力の育成にも注力している為、女子聖の生徒たちは主体的で積極
的な態度で学校生活を送っています。学びを深めるツールとしてICTも積極
的に取り入れ、自分に与えられた多くの賜物（良きもの）を他者のために差し
出す人になることを最終目標としています。生涯学び続けていく力、今の多様
化した国際社会で通用するスキルとマインドをもった人を育てています。  

〒114-8574　東京都北区中里3-12-2
【TEL】 +81-3-3917-5377（広報室直通）
【お問合せ】 koho@joshiseigakuin.ed.jp

女子聖学院中学校高等学校
女子校

4日
6月

（金）
第3部

4日
6月

（金）
第2部

昭和女子大学附属中高部は、イギリスの
ブリティッシュスクールや、アメリカのテン
プル大学の構内隣接というグローバル化
に恵まれた環境にあります。異なる文化と
触れ合いながら様々なことに挑戦するこ
とで皆さんの持っている素晴らしい可能
性を広げることができます。また、キャンパ
スには、200mトラック、テニスコート５面、年間を通して使用できる温水プー
ルなどの施設があります。29のクラブ活動も活発に行われています。その他、
行事も生徒が主体となり行われています。進路については、昭和女子大学
の進学の権利を持ちながら他大学へ挑戦することができるなど、大学附属校
のメリットを生かしながら安心した環境で幅広い進路選択が可能です。

〒154-8533 東京都世田谷区太子堂1-7-57
【TEL】 +81-3-3411-5115
【お問合せ】 info@swu.ac.jp

昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校
女子校

5日
6月

（土）
第1部

男女別学でそれぞれの特質にあわせて授
業が展開される一方、各種行事などは共に
活動します。帰国生は10～15％在校し、
希望者には英語取り出し授業を実施。池
上彰、根岸英一、羽生善治らを招聘した
「大学訪問授業」は年20程度実施します。
ケンブリッジ大学やイートン校などへの国際留学プログラムも充実し、
TheNINEと呼ばれる名門パブリックスクールの留学や米国アイビーリーグな
どの海外TOP校への進学サポートも積極的に行います。また、国公立・私立
難関大学を中心に個別の大学入試対策に細分化した講座など600超の講
習制度。2021年には高校で推進したＩＣＴ教育を中学でも実施。全生徒がＰ
Ｃを所持し、授業や家庭学習だけでなく緊急の対応にも備えます。

〒215-8555 神奈川県川崎市麻生区栗木3-12-1 
【TEL】 +81-44-987-0519
【お問合せ】 info@toko.ed.jp

桐光学園中学校・高等学校
男女別学

スクールモットーは「Only One for Others」。
一人ひとりが神からかけがえのない賜物（タレ
ント）を与えられているという確信に基づき、そ
の賜物を発見し磨くためのオンリーワン教育
を展開しています。また、多彩なグローバル教
育や豊富な探究・PBL型教育を行い、他者
や世界のために創造し貢献するためのマイン
ドやスキルを育成しています。帰国生向けにはオールイングリッシュの英語授
業（SSコース）を展開し、英語でディスカッション・プレゼンテーションを行って
います。結果、ペンシルバニア大学等の海外難関大学への進学が際立って
います。また、ものづくり・ことづくりを通して世界に貢献するグローバル・イノ
ベーションクラスを来年度新設します。

〒114-8502 東京都北区中里3-12-1
【TEL】 +81-3-3917-1121
【お問合せ】 info@seig-boys.org

聖学院中学校・高等学校
男子校

5日
6月

（土）
第2部

5日
6月

（土）
第3部

啓明学園は1940年に帰国生の
ための学校としてはじまり、今年で
創立８1年を迎えるキリスト教主
義の学校です。ホームルームクラ
スは、帰国生と一般生の混入方
式です。国数理社のサポートが必
要な生徒は、国際学級で取り出して日本の教育へソフトランディングし、日本
の難関大学進学を目指します。英語は習熟度別となっており、上位２クラス
は「国際英語クラス」とし、ネイティブの教員が、欧米の教材を使って授業を
行い、全員がレベルアップに努めています。入学試験も学習歴に応じて英語
型、日本語型、外国語型より選択できます。国際生比率は３０％、４０カ国以
上から受け入れをしており、国際生の受け入れ体制が整っています。

〒196-0002 東京都昭島市拝島町5-11-15 
【TEL】 +81-42-541-1003
【お問合せ】 HP内お問合せより

啓明学園中学校高等学校
共学校

6日
6月

（日）
第1部

https://bunsugi.jp/
https://www.joshiseigakuin.ed.jp/
https://jhs.swu.ac.jp/
http://www.toko.ed.jp/high/
https://www.seig-boys.org/
https://www.keimei.ac.jp/global/


2019年開校、学習者中心の教育手
法・ドルトンプランを実践する、日本で
唯一の中高一貫校です。最先端の
ICT環境と緑豊かな自然を兼ね備えた
キャンパスで、「自由と協働」の理念の
下、多様な生徒たちが学んでいます。
英語は生徒の希望で選択できる少人数・習熟度別授業で、4技能を伸ばし
ます。自分の学びを追求するラボラトリー（ラボ）では、教科探究のほか、「美
術×数学」「理科×英語」などの教科連携、特別ラボ「起業ゼミ」「海外の中
高生とオンライン交流」など、教科や学校の枠を越えた学びも体験できます。
学ぶことの楽しさが学び続ける原動力となる。ドルトン東京学園は、未来を生
きるActive Learner（自律的な学習者）を育てています。

〒182-0004 東京都調布市入間町2-28-20
【TEL】 +81-3-5787-7945
【お問合せ】 admissions@daltontokyo.ed.jp

ドルトン東京学園中等部・高等部
共学校

東京都文京区にあり3駅利用可能の
好アクセスですので、生徒は放課後
にのびのびと自分のやりたいことを探
求したり（小麦の研究やAIの研究をし
ている生徒もいます）、部活動に取り
組んだりしています。学習面では、中
高共にまず授業を大切にしていますが、「放課後学習サポートセンター」や
「特別講座」「夏期講習」などのサポート体制も整えています。校内は全館
Wi-Fiが通っており一人1台iPadを所持し、普段から授業で使用しています
ので、コロナによる４～５月の休校の際にもスムーズにオンラインで授業がで
きました。中学は「国際先進コース」、高校は「理系先進」「国際教養」「特Ｓ
（Ｓ）」の3つの特色あるコースが展開されています。

〒113-0022 東京都文京区千駄木5-6-25  
【TEL】 +81-3-3828-4141
【お問合せ】 kikaku@komagome.ed.jp（企画広報室）

駒込中学校・高等学校
共学校

「生徒の未来に種を蒔く」2021年度より
「国際コース」を新設
本校ではこれまで蓄積してきた英語教育
のノウハウを最大限に生かし、教育内容を
ブラッシュアップさせた「国際コース」を中
学校に新設しました。英検３級以上の実
力のある生徒を集め、少人数制・レベル別の英語の授業を実施しています。
今年度は英検3級・準2級レベルのStandard Classが10名、2級・準1級レ
ベルのAdvanced Classが14名です。副担任はネイティブ教員。音楽・美術
は英語イマージョン授業。第2外国語も学べます。英語の習得を最終目標に
するのではなく、英語をツールとして自分は将来何をしたいのかを明確にし、
卒業後のモチベーションにつなげていきます。

〒133-8552 東京都江戸川区東小岩 5-22-1  
【TEL】 +81-3-3659-1241
【お問合せ】 HP内お問合せより

江戸川女子中学校
女子校

6日
6月

（日）
第2部

東京のいちばん東、千葉との県境の
ほど近くに江戸川女子高等学校はあ
ります。本年は創立９０周年を迎え、
「教養ある堅実な女性の育成」という
建学の理念のもと、私たちの目はま
すます世界へと広がっています。全員
が学ぶオンライン英会話、また普通科はカナダへの修学旅行、英語科は４か
国から選ぶ２か月の語学研修などを通し、いつでも世界を身近に感じることが
できます。英語科には１年留学も用意され、現地校の生徒として学びつつ、
高校は３年間で卒業することが可能。進路に関しては、近年理系の選択者
が大幅に増加し、医歯薬系への進学も急速に伸びてきました。最難関レベ
ルの入試にも学校で対応しています。（中学の説明会は、10/16に実施）

〒133-8552 東京都江戸川区東小岩 5-22-1  
【TEL】 +81-3-3659-1241 
【お問合せ】 HP内お問合せより

江戸川女子高等学校
女子校

6日
6月

（日）
第3部

サイエンスや数学は世界共通。だから英語
で学ぶ。 国際高等専門学校は教員の6割
が外国人。国連SDGsで掲げる持続可能
な未来社会を実現できるグローバルイノ
ベーターを目指します。教育の中心軸にある
「エンジニアリングデザイン教育」では、ユー
ザー像を想定しながら何が問題かを考え、プ
ロトタイプを作りながら、よりよい解決策を考えます。1・2年生は自然豊かな白
山麓キャンパスでの全寮制、３年生は1年間のニュージーランド留学、 4・5年
生は併設校の金沢工業大学と連携したプロジェクト活動に取り組みます。2
年生が授業の一貫で、SDGsをテーマに、AIを活用した獣害対策システムを
開発。電気学会「U-21学生研究発表会」で最優秀賞を受賞しました。

共学校

金沢キャンパス　〒921-8601 石川県金沢市久安2-270
白山麓キャンパス　〒920-2331 石川県白山市瀬戸辰3-1
【TEL】 +81-76-248-9840
【お問合せ】 admissions@ict-kanazawa.ac.jp

国際高等専門学校7日
6月

（月）
第1部

7日
6月

（月）
第2部

8日
6月

（火）
第1部

英語を母国語としない生徒の
ためのインターナショナルスクー
ルとして30年の実績。アメリカ
WASCおよび、カナダ・オンタリ
オ州教育省認可のもと同省正
規教育課程を、諸外国で英語
を母国語としない生徒たちに英
語で認定カリキュラムを指導し
た実績のある教師と、日本語と英語のバイリンガル職員によるサポート体制。
英語やアカデミック以外に必要となる世界市民としてのマインド（心構え）を
もって、世界中でキャリアを作って行けるだけの人間総合力を身に着けてい
ただきます。日本国内の中・高・大学への進学もふえてきています。

共学校

〒359-0027 埼玉県所沢市松郷153
【TEL】 +81-4-2946-1911
【お問合せ】 admissions@columbia-ca.co.jp

Columbia International School8日
6月

（火）
第2部

https://www.edojo.jp/
https://www.edojo.jp/
https://www.ict-kanazawa.ac.jp/
https://www.komagome.ed.jp/
https://www.daltontokyo.ed.jp/
http://www.columbia-ca.co.jp/jp/


立命館大学は、京都・滋賀・大阪に
キャンパスを展開している私立の総
合大学です。スーパーグローバル大
学創成支援事業（SGU）にも採択さ
れており、教育・研究のグローバル化
に全学をあげて取り組んでいます。
留学生は世界70か国から2416人が集まり、海外留学派遣者数は1867人
（2019年度）です。オーストラリア国立大学とのデュアル・ディグリー・プログ
ラム（グローバル教養学部）や、アメリカン大学とのジョイント・ディグリー・プロ
グラム（国際関係学部）を実施するなど、海外大学の学位を取得できるプロ
グラムも展開しています。当日は、帰国生徒向けの入試等の説明とグローバ
ル教養学部の教員によるミニ講義も実施予定です。どうぞお楽しみに！

共学校

衣笠キャンパス、大阪いばらきキャンパス、
びわこ・くさつキャンパス、朱雀キャンパス
【TEL】 +81-75-465-8351（入学センター）
【お問合せ】 r-adm@st.ritsumei.ac.jp （入学センター）

立命館大学

2021年3月に発表された『THE世界
大学ランキング 日本版2021』で3年
連続私立大学総合1位の評価を得
た国際基督教大学（ICU）は日本で
初めての4年制リベラルアーツ・カレッ
ジとして、第2次世界大戦直後に「平
和に貢献する人材を育成する大学」として献学されました。日本語と英語の
バイリンガルによるリベラルアーツ教育を実践しています。学生は入学後、人
文科学、社会科学、自然科学にわたる幅広い学問分野に触れながら、本当
に学びたい分野を見つけたうえで、文理にわたる31のメジャー（専修分野）か
らの専門分野を選択します。学生の出身国は50カ国におよび、国境も文化
の違いも超えて、個性あふれる学生たちが共に学ぶ環境が整ってます。

〒181-8585 東京都三鷹市大沢 3-10-2
【TEL】 +81-422-33-3058（パブリックリレーションズ・オフィス）
【お問合せ】 icu-admissions@icu.ac.jp

国際基督教大学（ICU）
共学校

10日
6月

（木）
第2部

10日
6月

（木）
第1部

noblesse oblige（ノブレス・オブリー
ジュ）の教育理念を掲げ、Global 
Leaderの育成を目指す。理系の名
門「東京都市大学（旧武蔵工業大
学）付属の共学校で中高1405名
（内帰国生140名）が在籍。実験重
視の理科教育（中1・中2で200回
の実験）や豊富な英語・国際教育プログラム、先進的なICTを活用した授業
とAL授業（知識構成型ジグソー法）により、毎年中学志願者数は3,000名
を超える。2021年度の帰国生の出願者も251名となる。大学進学実績は、
毎年、現役進学率が90%を超え、2020年度は卒業生202名に対し
GMARCH238・早慶上理79、国公立53という結果であった。

〒158-0082 東京都世田谷区等々力8-10-1 
【TEL】 +81-3-5962-0104
【お問合せ】 HP内お問合せより

東京都市大学等々力中学校・高等学校
共学校

11日
6月

（金）
第3部

本校は、東京都内の世田谷区にある
中高一貫の男子校です。「明るく元気
な進学校」として、難関大学への進学
実績を着実に伸ばしています。中学生
対象の「科学する心と表現する力」を
育む『科学実験』、社会人ＯＢが社会
の仕組みを伝える『キャリア・スタディ』などを柱として、グローバル化する社会
に十分対応できる人材の育成を目指しています。４月の入学式及び入学直
後のオリエンテーション期間に出席すれば、その後再び海外に戻った場合で
も、原則として元の学年に随時戻ることができる『編入保証』制度もありま
す。本校は、帰国生が入学後にストレスを感じることなく楽しい学校生活を送
れるように、全教職員が責任を持って指導にあたります。

〒157-8560 東京都世田谷区成城1-13-1
【TEL】 +81-3-3415-0104
【お問合せ】 info@tcu-jsh.ed.jp

東京都市大学付属中学校・高等学校
男子校

11日
6月

（金）
第2部

宝仙学園中学校・高等学校は
東京の中野区にある共学校で
す。中学入試・高校入試・編入
試を行っており、すべてのカテゴ
リの生徒が受験対象です。入
試は海外でもオンラインで受験
できる入試も実施しております。自宅にいながら、書類と面接で受験ができま
す。また、帰国の予定がたたない海外在住者には、合格後1年間の手続き保
留制度があるので、安心して受験ができます。理数インターの理数は理数的
思考力、インターは人と人をつなぐという意味にで、コミュニケーションやプレ
ゼンテーションを意味します。ネイティブ中心の英語の授業が受けられる、グ
ローバルコースが設置されており、英語を維持したい人にも最適です！

〒164-8628 東京都中野区中央2-28-3
【TEL】 +81-3-3371-7109
【お問合せ】 HP内お問合せより

宝仙学園中学校・高等学校 共学部 理数インター
共学校

11日
6月

（金）
第1部

立命館アジア太平洋大学は、大分県
別府市に２０００年に開学をした大学で
す。本学の最も大きな特徴はその多文
化環境であり、学生の半数が約９０ヵ国
の国・地域からの留学生です。また教員
も半数が外国籍であり、授業の９割を英
語でも開講しているため、英語のみで授
業をとることも可能です。このような多文化環境が評価され、TＨＥ世界大学
ランキング日本版２０２1では私立大学で５位にランクインしました。また昨年
の就職内定率も高く、97.8％でした。
日本に帰国してからも国際的な環境のなかで勉強をしたいと考えている方や
英語力を更に伸ばしたいと考えている方は、ぜひ本学をご検討ください。

〒874-8577 大分県別府市十文字原1-1 
【TEL】 +81-977-78-1120
【お問合せ】 apumate@apu.ac.jp

立命館アジア太平洋大学（APU）
共学校

9日
6月

（水）
第2部

https://www.apu.ac.jp/home/
http://www.ritsumei.ac.jp/gla/
https://www.icu.ac.jp/
https://www.hosen.ed.jp/
http://www.tcu-jsh.ed.jp/
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/


共学校

2020年度の卒業生は、海外大学に
190名を超える合格者をだしていま
す。2015年度からAPを導入し今年
度は、9科目の授業を開設しています。
【英語教育】インターナショナルコース
の生徒たちは英語力をさらに伸ばすだ
けではなく、高い専門性を持つ25名の外国人教員や本科、医進サイエンス
コースの教員たちと一緒に日本の規律や文化、教養を身につけ、部活や、
キャリア教育、特別講演会などを通じて成長しています。【サイエンス教育】特
に力を入れているサイエンス教育では、大学や研究所との連携も盛んで、年
間を通じて先端分野に触れるサイエンス講座や一線で活躍する医師や研究
者の方々の講演などが生徒の視野を広げモチベーションを高めています。

〒106-0047 東京都港区南麻布5-1-14
【TEL】 +81-3-3444-7272（入試広報部）
【お問合せ】 HP内お問合せより

広尾学園中学校高等学校12日
6月

（土）
第3部

名古屋国際学園は、中部地方で唯
一、プリスクールから高等部までの全
課程で国際バカロレアの正式認可
を受けたインターナショナルスクール
です。高等部卒業時にはアメリカの
ハイスクール卒業と同等の資格が
得られるとともに、国際バカロレアの
統一試験を経てディプロマ資格を取
得するチャンスもあります。ほとんどの生徒は海外の大学への進学を目指しま
すが、近年では日本の大学に進学する生徒も増加傾向にあります。知識の
習得だけでなく、創造的かつ洞察力を持って考えながら、地域およびグローバ
ル社会に積極的に貢献し、世界に羽ばたく人材の育成を目指しています。

共学校

〒463-0002 愛知県名古屋市守山区中志段味南原2686
【TEL】 052-736-2025
【お問合せ】 admissions@nis.ac.jp

Nagoya International School12日
6月

（土）
第2部

https://www.nis.ac.jp/japanese/welcome
https://www.hiroogakuen.ed.jp/
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