
5/20○▶金 6/11○土
5/20○▶金 6/5○日

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

オンラインオンライン
第5回第5回

学校説明会学校説明会

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！

参加費
無料

帰国生を受け入れている人気の中学・高校・高専 46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 5校参加
グローバル人材教育に力を入れている国際的な大学 7校参加

※ZOOMウェビナー

20:00STARTアメリカ東部時間 

（アメリカ西部時間: 17:00～ / アメリカ中部時間: 19:00～）
※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

開催時間
第1部

帰国便利帳帰国便利帳

東日本
エリア

6/6○▶金 6/8○水大学 6/9○▶木 6/11○土西日本・東海
エリア

説明会のお申し込みはコチラ説明会の詳細はコチラ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMQrGTdso4h-c0OssreaOfE0OVl3kSSOd0GRcpmfYp16E5hQ/viewform
https://www.kikoku-benricho.com/online-school-information-session-5


https://www.kikoku-benricho.com


https://www.seigakuin.ed.jp/
https://bunsugi.jp/
https://www.seisen-h.ed.jp/
https://www.ichigaku.ac.jp/
https://www.edojo.jp/


https://www.shibushibu.jp/
https://laurus-school.com/ja/
https://www.tcu-jsh.ed.jp/
https://www.hosen.ed.jp/
http://www.columbia-ca.co.jp/jp/
https://www.yamawaki.ed.jp/


https://www.daltontokyo.ed.jp/
https://www.js.kogakuin.ac.jp/
https://www.seijogakuen.ed.jp/chukou/
https://www.yjg.y-gakuin.ed.jp/
https://www.girls.kosei.ac.jp/
https://www.chofu.ed.jp/


https://www.tohojh.toho-u.ac.jp/
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/
https://www.ict-kanazawa.ac.jp/
https://www.hiroogakuen.ed.jp/
https://chuko.toho.ac.jp/
https://www.jissengakuen-h.ed.jp/


東日本エリア

9 神奈川県横浜市金沢区
六浦東1-50-1

玉第2部

� +81-45-781-2525 
塁HP内お問い合わせより

関東学院六浦中学校•高等学校
本校は1953年に開校をした、キリスト
教主義の学校です。校訓「人になれ
奉仕せよ」を具現化するため、学校生
活を通して「他者のために力を尽くす
心」、「実際に自ら行動できる力」を育
んでいきます。また本校は、英語は「教
科」ではなく「生きるための力」と説いています。日々の英語の授業は8名6
か国の外国人教師と日本人教師によるTeam Teachingで、「読む」「書く」
「聞く」「話す」の4技能をバランスよく育成します。そして、海外からの帰国
生·留学生、日本全国から本校への入学を希望する生徒を迎え入れる為に、
2021年度から寮を開設しました。一人一部屋で学習に集中できる環境を整
え様々なバックグラウンドを持つ世界中の生徒が集まる国際寮です。

9 東京都文京区千駄木5-6-25
\. +81-3-3828-4141 玉第1部
塁kikaku@komagome.ed.jp

（企画広報室）

駒込中学校•高等学校
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Al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。Zoomでの個別相談可。

5130@ 
第3部

9 神奈川県川崎市麻生区
栗木3-12-1

、 +81-44-987-0519
塁info@toko.ed.jp

桐光学園中学校•高等学校
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超の講習制度がありま
す。ICT教育を完全導入。全生徒がPCを所持し、全教室にWi-Fiと大型モ
ニターなどを整備。授業や家庭学習だけでなく、休校にも対応します。

守
＇埼玉県北葛飾郡杉戸町

下野851
、 +81-480-34-3381
塁HP内お問い合わせより

昌平中学校•高等学校
|B（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。

玉第3部

9 神奈川県逗子市新宿2-5-1
ヽ 046-871-2062
塁HP内お問い合わせより

逗子開成中学校•高等学校
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y卜の製作・ 帆
走や全員遠泳、東大等との連携による
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、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。

5130@ 
第2部

9 東京都北区赤羽台4-2-14

\. +81-3-3906-7551 

塁I HP内お問い合わせより

サレジアン国際学園中学校高等学校
2022年4月より、サレジアン国際
学園（男女共学）がスタート。ケンブ
リッジ国際認定校として、世界標準
の教育を提供します。 一 期生は
120名で、半分がインターナショナ
ルクラスです。そのうち半数は、英
検2級以上の新入生です。AdvancedGroupは、英語のみならず、数学 ・理
科 ・社会も専門性を持ったネイティブスピーカー教員による英語での授業を
受けます。1条校でありながら、担任も日本人と外国人の2人担任制で、イン
ターナショナルスクールと変わらない環境が用意されます。インターナショナ
ルStandardグループと本科については、英語ゼロベースからのスタートが可
能です。どのクラスも、主体的に学んで行くことを重視したカリキュラムです。

田ザイコンは、帰国生（国際生）入試を実施する分類です

https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/
https://www.kgm.ed.jp/
https://www.zushi-kaisei.ac.jp/
http://www.komagome.ed.jp/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/
http://www.toko.ed.jp/high/index.html


東日本エリア

五第2部

9 東京都世田谷区大蔵2-8-1
\. +81-3-3416-1150 
塁 HP内お問い合わせより

サレジアン国際学園世日谷中学高等学校
2023年度より校名変更、 共学化
【本科クラス】と【インターナショナルクラ
ス】の2コ ース制を導入し、 グローバルな
舞台で活躍することができる「世界市
民力」を身につけた人を育てます。全教
科でPBL(Problem Based Learning) 

型授業を導入し、 「考え続ける力」を伸
ばします。【本科】は、 探究活動に特化し
た「ゼミ」を週2時間実施し専門分野の研究に取り組みます。【インター】は、

英語ゼロベースのスタンダードと帰国生などのすでに高い英語力をもつアド
バンストの2つのグループを用意。アドバンストでは英数理社を外国人教員が
オールイングリッシュで授業し、 学園生活の中で国際感覚を磨いていきます。

り第2部

＇群馬県太田市内ヶ島町
1361-4 

、 +81-276-47-7711
塁i HP内お問い合わせより

ぐんま国際アカデミー中等郁•高等部
ぐんま国際アカデミー は、 日本初の央語
教育特区に指定された群馬県太田市

・・一， L- 一ー
プ

～・

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。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(18)の認定校として、 中等部はミドル ・ イ
ヤーズ・プログラム (MYP) 、 高等部はディプロマ ・プログラム (IBDP)を実施し
ています。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18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、 ICTを積極的に授業に取り入れています。

6/2@ 
第2部

9 東京都北区豊島8-26-9

ヽ＋81-3-3911-7109 

塁i info@js.tokyoseitoku.jp 

東京成徳大学中学•高等学校
これからの時代を生きていく力とは何
か、中学、 高校時代の学校生活の中
で培うべき資質は何かを追求していま
す。生徒 一 人ひとりが秘めた多様な
可能性を引き出し、 成長できる教育プ
ログラムの構築に成功した学校です。
自己決定を尊重した留学プログラム、 - - -
各々の創造性を形にしていくICTスキルの獲得、 人間性をはぐくむ学校行事
や部活動。こうした様々なプログラムが折り重なりながら、 6年間で大きく成長
していきます。自分の可能性に気付いた時、 何かを与えられて育つのではな
く、 主体的に未来を見据えて、 自分の人生を切り拓いていく力を養っていきま
す。そうした力を携えた生徒の姿を後押しするのが東京成徳のスタイルです。

屯
9 東京都千代田区ー ツ橋

2-2-1 
� 03-3237-2744 
塁 chukou@kyoritsu-wu.ac.jp

共立女子中学高等学校
共立女子中学校は、 東京ー出会いの多
い女子校です。中高一 貫女子校では東
京ーの規模を誇る学校で、1学年320名
の同級生がいます。また教員数も約170
名です。様々な友人や教員との出会いは
もちろんのこと、 豊富な学校行事や30を
超える部活動、 6ヶ国9都市から選べる語
学研修など、 様々な機会との出会いも用意してあります。また創立以来、 教
養教育にも力を入れており、 1人1台イーゼルを使って油絵を描く美術をはじ
め、 実技系科目にも定評があります。新しく始まる探究学習では、 権限によら
ない全員参加の「共生リーダーシップ」を身につけることで、 学校活動全てに
おいて主体的に行動し、 他者に良い影響を与えられる人を目指します。

2
9 岩手県八幡平市安比高原

180-8
�HP内お問い合わせより
塁I admissions@harrowappi.jp 

Harrow International School Appi 
オックスフォー ド 、 ケンブリッジ、

スタンフォー ド、 MITなど世界の
トップ大学に毎年多くの卒業生
を輩出している、 英国名門校ハ
ロウインターナショナルスクール
がいよいよ日本初開校。450年
の歴史を誇る同校は、 2022年8月、 スキーリゾートとして名高い岩手県の安
比高原にYear7~13（日本の小6年～高3年）を対象とした英国式全寮制
インターをオープンします。世界の名門大学に進学し世界を舞台に活躍でき
る学力はもちろん、 安比高原の大自然を最大限に活用したスポーツや芸術
活動と、 実績あるハロウだからこそ可能なSTEAM教育、 国際 ・ 社会貢献活
動など、多様な経験と学びを通じ、 次世代の国際リーダーを育成します。

6/2@ 
第1部

9 東京都杉並区和田2-6-29
\. +81-3-3381-7227 

塁I HP内お問い合わせより

佼成学園中学校•高等学校
佼成学園は東京都杉並区にある
全校生徒約1200名の男子校で
す。近年、 帰国生の入学生が増
えています。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ました。さら
に、 2022年3月の大学合格実績
では早慶上理大に66名の合格者がでております。興味•関心のあることに
仲間と共に夢中になれる教育環境があり、 クラブ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度果たしました。ICT教育 ・ 探究学習 ・ 英語教育（取り出し授業有
り）、学習フォロー体制など、本校の「グローバルコ ース」に期待してください！

田ザイコンは、帰国生（国際生）入試を実施する分類です

http://www.meguroseibi.ed.jp/
https://www.kyoritsu-wu.ac.jp/chukou/
https://www.gka.ed.jp/
https://www.harrowappi.jp/ja/
https://www.tokyoseitoku.jp/js/
https://www.kosei.ac.jp/boys/


https://mk.mejiro.ac.jp/
https://www.joshiseigakuin.ed.jp/
https://www.ohyu.jp/
https://jhs.swu.ac.jp/
https://www.meikei.ac.jp/
https://www.otsumanakano.ac.jp/


https://www.keimei.ac.jp/
https://www.mita-is.ed.jp/
https://icu-h.ed.jp/
https://www.icu.ac.jp/
https://www.tuj.ac.jp/jp/
https://www.hosei.ac.jp/


https://www.obirin.ac.jp/
https://www.apu.ac.jp/home/
http://www.ritsumei.ac.jp/ir/
https://www.kuas.ac.jp/index.php?cID=1128
https://www.notredame-jogakuin.ed.jp/
https://www.okayama-h.ed.jp/


西日本・東海エリア

五第2部

9 大阪府守口市松下町1-28
、 +81-6-6992-5931

塁I toiawase@oih.oiu.ac.jp 

大阪国際中学校高等学校
2022年4月、国際色農かな新しい学校
が大阪に開校！高等学校では「国際バカ
ロレアコ ース」を設置。一 条校では大阪
府で唯 一 、英語によるIBDP実施校で
す。また、校内では国際バカロレアコ ース
のための、多くの外国人教員や英語を話
す司書が常駐。日本での暮らしに不安を
感じる帰国生たちを多面的にフォローします。また、キャンパスのいたるところ
に本や資料が設置され、まるで図書館の中に学校があるというイメージ。生
徒一人ひとりが感性や創造力、表現力をみがけるよう、どこでもいつでも誰と
でも、学びあえる工夫が施されています。本校は日常的に世界との交流がで
きる環境を用意し、国際社会に貢献できる主体性のある人材を育成します。

6111® 
第1部

＇京都府京田辺市
多々羅都谷60-1

\. +81-774-65-8911 
塁i center@intnl.doshisha.ac.jp 

同志社国際中学校•高等学校
「違いという共通点からの出発」
本校の生徒たちは、全校生徒の3分の2が海
外での生活経験を持つ「帰国生徒」、3分の1
が国内での学習経験を中心とする「国内一般
生徒」です。バyクグラウンドのまったく異なる多
様な生徒構成そのものが、本校の財産とも言う
べき独特で自由な校風の形成に役立っていま
す。校名に掲げているように、国際的な視野を
持つことができ、生徒自身が何にでもチャレンジ
できる環境を整えています。自身の将来の仕事
や生き方において、夢はどこにあるのか、本校
で見つけてほしいと願っています。

帰国便利帳Vol.33
世界16カ国44エリアにて無料配布
※エリアによって配布日が異なります。

●スペシャルインタピューは、結婚後、海外に渡り出産・子育てし帰国した
モデル•女優さんです。
幼少期から、現在母親となった自身の事をインタビューしております。

●特集は「中高親子、帰国生受験の報告書」と題して本音とトラプルなど
を紹介！

●他にも「先輩からのメッセージ 帰国体験記」・「海外＆帰国子女を応援
する学校紹介J・「インターナショナルスクールのクラブ活動事情」など、
今回も充実した内容でお届けします！お楽しみに！

帰国便利帳は、電子版やWebサイトでも情報を知ることができます。

https://www.kikoku-benricho.com 

帰国便利帳についてのお問い合わせ
帰国便利帳編集部 kikoku@us-benricho.com 

屯
＇京都府宇治市広野町

八軒屋谷33番1
\o +81-774-41-3000 
塁HP内お問い合わせより

立命館宇治中学校•高等学校
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1Bコ ー

スヘより高いレベルで接続すること
を目的にしたIPコ ースを設臨しました。高等学校では発足当初から高い到達
を残している1B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。

6110@ 
第3部

＇京都府京田辺市
田辺勇田63-1

‘゜774-64-0804 
塁I kiu@kyotoiu.ac.jp 

KIU ACADEMY 
本校は、日英バイリンガル教育を通
して世界で活躍する生徒を育成する
小中高インタ ー ナショナルスクール
です。創立から23年を数える2022
年の新キャンパス移転により、学習
環境はますます充実。京都、大阪、
奈良を中心に関西圏からよりアクセ
スしやすくなりました。現在、世界各国からの教員をはじめ、さまざまなバックグ
ラウンドを持つ児童•生徒が集まり、国際感覚を肌で学べる環境です。カリ
キュラムは国語や日本史などの科目を取り入れつつ、学び方を含め西洋式
の独自の編成を実施。授業は、日本語と英語によって行われます。海外で生
活してきた帰国生にも学びやすい環境です。【ACSI認可、大学部併設】

玉第2部

9 愛知県名古屋市守山区
中志段味南原2686

\. 052-736-2025 
塁admissions@nis.ac.jp

Nagoya International School 
名古屋国際学園は、中部地方で唯
ー、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。

http://www.ritsumei.ac.jp/uji/
https://www.kokusai-h.oiu.ed.jp/
https://www.kiua.kyotoiu.ac.jp/
http://www.intnl.doshisha.ac.jp/
https://www.nis.ac.jp/japanese/welcome
https://kikoku-benricho.com
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