
9/15○▶木 10/8○土9/15○▶木 10/8○土

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）  協賛 : 米国ヤマト運輸、ガリバー USA

オンラインオンライン
第6回第6回

学校説明会学校説明会

参加する学校の情報や説明会の情報は
この画像をクリック！

参加費
無料

20:00～START!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

9/15○▶木 10/2○日東日本
エリア

10/3○▶月 10/5○水大学 10/6○▶木 10/8○土西日本・東海
エリア

説明会のお申し込みはコチラ

6060校校参加！小学校・中学校・高校・
高専・大学・インター

東日本・西日本・
東海エリア



帰国便利帳オンライン事務局では、2020年からオンライン学校説明会を年2回開催してまいりました。
今年、春も多くの参加者の皆様に好評をいただき、この秋も開催いたします。
今回は、小学校、中高、高専、大学、インターの60校が参加します。
参加校には、帰国生に人気のICU、法政大、APU、立命館大、ICU高校、渋渋、広尾学園、三田国際などが参加します。
東日本エリアの新規の学校は、国際学級のある成蹊小・成蹊、大妻、法政第二、広尾学園小石川、横浜雙葉、
西日本エリアでは、人気の立命館宇治やノートルダム女学院、新規の大阪女学院や伝統の神戸のカナディアンアカデミーの他
多くの学校が参加いたします。是非、お気軽にご参加ください。

※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：山脇学園　9月15日 第1部 20時→
   　日本時間は、翌日9月16日 第1部 午前9時

になります。
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【オンライン学校説明会カレンダー】
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東日本エリア 9月15日 ~10月2日

10月3日 ~10月5日

10月6日 ~10月8日

大学

西日本・東海エリア

※アメリカ東部時間で表記しております。
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成蹊小学校

江戸川女子中学高等学校
大阪女学院中学校・高等学校
大妻中学高等学校
大妻中野中学校・高等学校
関東学院六浦中学校・高等学校
ぐんま国際アカデミー中高等部
啓明学園中学校高等学校
工学院大学附属中学校・高等学校
佼成学園中学校・高等学校
駒込中学校・高等学校
栄東中学高等学校
サレジアン国際学園中学校高等学校
サレジアン国際学園世田谷中学校高等学校
渋谷教育学園渋谷中学高等学校
昌平中学・高等学校
昭和女子大学附属昭和中学校高等学校
逗子開成中学校高等学校
聖学院中学高等学校
成蹊中学・高等学校
清泉女学院中学高等学校
田園調布学園中等部・高等部
東京女学館中学校高等学校
東京都市大学等々力中学校・高等学校
東京都市大学付属中学校・高等学校
桐光学園中学校・高等学校
桐朋女子中学校・高等学校
東邦大学付属東邦中学校・高等学校
ドルトン東京学園中等部・高等部
ノートルダム女学院中学高等学校
広尾学園中学校高等学校
広尾学園小石川中学校高等学校

小学校

大学

中学校・高等学校

高等学校

33
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38
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40
41
42
43

44
45
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50

インターナショナルスクール

東京
東京
東京
神奈川
東京
茨城
東京
東京
神奈川
神奈川
京都

東京
神奈川

石川

東京
東京
東京
大分
大阪
京都

兵庫
東京
京都
東京
愛知
岩手
東京
東京

文化学園大学杉並中学高等学校
法政大学第二中・高等学校
宝仙学園中学校・高等学校　共学部理数インター
聖園女学院高等学校・中学校
三田国際学園中学校高等学校
茗溪学園中学校高等学校
目白研心中学高等学校
山脇学園中学校・高等学校
横浜女学院中学校高等学校
横浜雙葉中学高等学校
立命館宇治中学校・高等学校

国際基督教大学高等学校（ICU高校）
法政大学国際高等学校

国際高等専門学校

国際基督教大学（ICU)　
Temple University, Japan Campus(TUJ)
法政大学
立命館アジア太平洋大学
立命館大学グローバル教養学部
立命館大学国際関係学部

CANADIAN ACADEMY
Capital Tokyo International School
KIU ACADEMY
Crimson Global Academy
Nagoya International School
Harrow International School Appi Japan
PCDグローバルキャンパス , JAAC校
Laurus International School of Science
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編入学 エリア エリア帰国生入試 帰国生入試 編入学

※1、小４・４月生と９月生のみ実施 ※2、小1(G1) ～中 2(G7) 受入れ実勢 ※3、11歳～15歳 ( 英国学年 Year7～ Year10)で受入れ実施



その保護者に送るメッセージ
参加60校からの帰国生・国際生と

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

スクールモットーは「Only One for Others」。キリスト教
の教えに基づき、生徒一人ひとりに目を向け、豊かな心
を育てる人間教育を大切にしています。「Only One」を
見つけるための仕掛けの一つ、高いレベルの英語・グ
ローバル教育は、国際生向けのSSコースや、英検３級
～準２級に相当する中１英語経験者コースを設置し、習熟度別授業を積極的に導
入しています。また、本格的な「STEAM教育」が始まり、中学から「情報プログラミン
グ」「情報リテラシー」を身につけ、生徒中心のクリエイティブで新たな価値を創出する
学びを展開。東南アジアでのプロジェクト型海外研修や、提携校５校への長期留学
制度があり、ペンシルバニア大学などの海外難関大学や国内グローバル大学への進
学者を多数輩出しています。本校の生徒達は穏やかで優しい生徒達が多く、他者と
協力して取り組むことがとても好きで、安心して共有・発表できる環境があります。

東京都北区中里3-12-1

聖学院中学校・高等学校
第2部

+81-3-3917-1121
info@seigakuin.ed.jp

男子中学
高校15○木9/

東日本エリア

【アイコンの説明】
下記のアイコンは帰国生（国際生）入試を実施する分類です

※編入学試験については各学校に問い合せください。

中学 高校 中学
高校 高専 大学 インター

ナショナル小学

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。イングリッ
シュアイランドにはネイティブ7名常
駐。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5つのグレードに分けて英語授業を展
開。GⅤは英検準1級以上、GⅣは英検2級、GⅢは英検準2級、GⅡ・Ⅰは英
語初学者レベルでスタート。GⅤ・GⅣはネイティブ5～6時間担当。2022年
春、大学入試合格実績。国公立13名、早慶上理78名、GMARCH302
名、医学部医学科3名。今年度もネットで完結の帰国ＷＥＢ入試実施。

山脇学園中学校・高等学校
第1部
15○木9/

女子
東京都港区赤坂4-10-36  
+81-3-3582-5937 
HP内お問い合わせより

中学

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。

逗子開成中学校・高等学校
第3部
15○木9/ 神奈川県逗子市新宿2-5-1

+81-046-871-2062
HP内お問い合わせより

男子中学

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。

駒込中学校・高等学校
第1部

中学
高校16○金9/ 東京都文京区千駄木5-6-25

+81-3-3828-4141
kikaku@komagome.ed.jp
（企画広報室）

共学

https://www.seigakuin.ed.jp/
https://www.yamawaki.ed.jp/
https://www.komagome.ed.jp/
https://www.zushi-kaisei.ac.jp/


東日本エリア

※アイコンは、帰国生（国際生）入試を実施する分類です

佼成学園中学校・高等学校
第1部
18○日9/ 中学

高校

東京都杉並区和田2-6-29
+81-3-3381-7227
HP内お問い合わせより

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！

男子

東京都世田谷区等々力
8-10-1

東京都市大学等々力中学校・高等学校
第2部

+81-3-5962-0104
HP内お問い合わせより

16○金9/
共学中学

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1427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。2022年度の帰国生の出願者も213名となる。大学進学実績は、
毎年、現役進学率が90%を超え、2021年度は卒業生216名に対し
GMARCH353・早慶上理145、国公立84という結果であった。

千葉県習志野市泉町
2-1-37

東邦大学付属 東邦中学校・高等学校
第2部

+81-47-472-8191
HP内お問い合わせより

17○土9/
共学

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。｠｠

中学

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10～20％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。

桐光学園中学校・高等学校
第3部
17○土9/ 中学

高校
男女
別学

神奈川県川崎市麻生区
栗木3-12-1
+81-44-987-0519
info@toko.ed.jp

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。

埼玉県北葛飾郡杉戸町
下野851

昌平中学校・高等学校
第1部

+81-480-34-3381
HP内お問い合わせより

17○土9/
共学中学

高校

昭和女子大学附属昭和中学校・高等学校
第3部
16○金9/

女子中学
高校

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。27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。

東京都世田谷区太子堂
1-7-57
+81-3-3411-5115
jhs-info@swu.ac.jp

中学 高校 中学
高校 高専 大学 インター

ナショナル小学

https://jhs.swu.ac.jp/
https://www.tcu-todoroki.ed.jp/
https://www.shohei.sugito.saitama.jp/contents/
https://www.tohojh.toho-u.ac.jp/
http://www.toko.ed.jp/high/
https://www.kosei.ac.jp/boys/


東日本エリア

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。

ドルトン東京学園中等部・高等部
第2部
20○火9/

共学インター
ナショナル中学

東京都調布市入間町2-28-20
+81-3-5787-7945
admissions@daltontokyo
.ed.jp

清泉女学院は、7万m2を超える広大な敷
地と自然あふれる環境に恵まれた、カト
リックのミッションスクールです。地球市民
として生きることを目指すグローバルプロ
グラムでは、ニュージーランド語学留学や
都内のインターナショナルスクールへの1
週間国内留学のほか、米国ボストンカ
レッジでのリーダー研修やベトナムスタディーツアーなど、様々な海外プログラ
ムが充実しています。英語は入学時から習熟度別で実施。中1・2では、英語
圏の「国語」のような授業を展開する帰国生対象のARE、海外出版の教科
書も併用し発展的な内容を多く含むAE、4技能を基礎から安心して学ぶこと
ができるSEの3レベルで、きめ細やかな学習を進めています。

清泉女学院中学高等学校
第1部
19○月9/

女子
神奈川県鎌倉市城廻200 

+81-467-46-3171 
HP内お問い合わせより

中学

サレジアン国際学園中学校高等学校
第1部
20○火9/ 中学

高校

東京都北区赤羽台4-2-14
+81-3-3906-7551
HP内お問い合わせより

共学

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。

2018年に前身の村田女子高等学校
が広尾学園と教育連携を結び、2021
年に中学校募集を再開して共学化し、
現校名となりました。「本科コース」と「イ
ンターナショナルコース」の２コースがあ
り、インターナショナルコースは主に帰国
生などの英語力がある生徒のための「ア
ドバンストグループ（AG）」と基礎から英語力を伸ばす「スタンダードグループ
（SG）」に分かれ、ディスカッションやプレゼンテーションを行いながら学力を伸
ばす授業を展開しています。いずれのコースも問題解決能力、コミュニケー
ション能力、ICTスキルの修得に力を入れ、「世界を目指すことのできる人材」
を掲げ、一人一人の夢の実現に近づく学習プログラムを展開しています。

東京都文京区本駒込
2-29-1

広尾学園小石川中学校高等学校
第2部
18○日9/

+81-3-5940-4455
HP内お問い合わせより 

共学中学
高校

千代田区にある114年続く女子校
です。校訓「恥を知れ」のもと、行事
やクラブ活動を通じて、自立と自律の
精神を身につけていきます。入学後、
予習指導や小テストにより、授業の
内容を確実に定着させ、家庭学習の
習慣を身につけます。入試（英語）またはplacement testで一定の点数を
取った方を対象に取り出し授業を実施しています。中1から高1までのすべて
の英語の授業で展開し、高2高3は選択科目で対応します。Language 
Arts、Project、Critical Thinkingの3つを柱に、総合的な言語技術や思考
力・表現力を英語で育成します。国英で受験された方は数学の、算英で受験さ
れた方は国語の補習を1年間受講していだたき、フォローアップをしています。

東京都千代田区三番町
12番地

大妻中学高等学校
第2部

+81-3-5275-6002(入試関係)
HP内お問い合わせより

19○月9/
女子中学

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！

神奈川県藤沢市
みその台1-4

聖園女学院中学校高等学校
第3部

+81-466-81-3333
nyuushi@misono.jp

中学
高校18○日9/

女子

※アイコンは、帰国生（国際生）入試を実施する分類です中学 高校 中学
高校 高専 大学 インター

ナショナル小学

https://hiroo-koishikawa.ed.jp/
https://www.misono.jp/
https://www.seisen-h.ed.jp/
https://www.otsuma.ed.jp/
https://www.salesian.international.seibi.ac.jp/
https://www.daltontokyo.ed.jp/


東日本エリア

成蹊小学校の国際学級は、帰国
生だけの独立学級は設けず、一
般学級の児童と共に学ぶ「混入
教育」を採用しています。これは
「子どもは子どもたちのなかで育
つ」という子ども同士の教育力を
大切に活かそうという考えによる
ものです。４年生時に帰国生の受け入れを行い、毎年世界中の国々から子
どもたちが集まっています。入学後数か月間は帰国生のみの国際学級で学
び、日本での生活や成蹊小学校に慣れることを主としています。その後一般
学級に混入しますが、国語・算数・社会の補強を行う「取り出し授業」や、現
地校・インター校出身者対象の「取り出し英語」のクラスも設置しています。

東京都武蔵野市吉祥寺
北町3-3-1

成蹊小学校
第1部

+81-422-37-3839（事務室直通）
shougaku@jim.seikei.ac.jp

21○水9/
共学小学

広尾学園中学校高等学校
第2部

中学
高校23○金9/

共学

2022年度は、ハーバード大学をはじめ
海外大学に184の合格者をだしていま
す。2015年度からAPを導入し今年度
は、10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
人教員や日本人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】医進・サイエンスコースでは、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。

東京都港区南麻布5-1-14
+81-3-3444-7272
（入試広報部）
HP内お問い合わせより

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8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5期生までの卒業生125名
で海外大学55名、国公立・早慶上理
ICU33名、GMARCH関関同立37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。中学1年では、英検2級以上の希望者の生
徒はAdvanced7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カナダの教員が主導で展開していきます。

東京都杉並区阿佐谷南
3-48-16

文化学園大学杉並中学・高等学校
第1部

+81-3-3392-6636
info@bunsugi.ed.jp

中学
高校23○金9/

共学

本校は2013年に中学校、2016年に高
校でインターナショナルクラス・コースを開
設しました。中学ではMath・ScienceをAll 
Englishで、さらに高校ではLiterature・
Philosophyなどを専門性の高いネイティ
ブ教員のもと学んでいきます（※高校の
Scienceは日・英の選択制）。そんな本校
の取り組みが評価され、2021年にケンブリッジインターナショナルスクールと
して認定されました。また、グローバル併願制度を備え、海外と日本の両大学
に合格した生徒も多数います。理系大学附属の強みであるICTと中高大連
携を活かしながら、現地校レベルの授業内容で英語力の維持・発展を促し、
生徒一人ひとりの夢を応援しています。

東京都八王子市中野町
2647-2

工学院大学附属中学校高等学校
第3部

＋81-42-628-4914
nyushi@js.kogakuin.ac.jp

中学
高校21○水9/

共学

450年の歴史を誇る英国名門
校ハロウスクールが、2022年8
月に日本初の英国式全寮制イ
ンターとして、岩手県の安比高
原にYear7～13(日本の小6年
～高3年)を対象に開校。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
大学に進学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
アウトドアアクティビティ、スポーツ、芸術活動から、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、 
世界を舞台に活躍できる次世代の国際リーダーを育成します。

Harrow International School Appi Japan
第1部
22○木9/

共学インター
ナショナル

岩手県八幡平市安比高原
180-8

admissions@harrowappi.jp
+81-195-73-5377

全寮制

東京女学館は1888（明治21）年、内閣
総理大臣伊藤博文や岩崎弥之助、渋沢
栄一らの「国際基準の女子教育を」とい
う強い想いをもとに創立されました。2004
年に開設し、今年18年目を迎えた国際学
級は、本格的なLanguage Artsの授業
が最大の特徴です。北米のカリキュラムを本校独自にアレンジし、インタラク
ティブな授業を高三まで積み重ね、高い英語運用能力と思考力を磨きます。
帰国生と一般生がお互いの個性を認め、学び合いながら6年間を共に過ご
すのも国際学級の特徴です。進路は国内大学・海外大学の両方に対応して
います。インクルーシブ・リーダーシップ（集団の中で自分のできることを考え、積
極的に行動する力）の育成にも力を入れています。

東京都渋谷区広尾3-7-16

東京女学館中学校高等学校
第2部
21○水9/

+81-3-3400-0867

tjkkoho@tjk.jp

女子中学

※アイコンは、帰国生（国際生）入試を実施する分類です中学 高校 中学
高校 高専 大学 インター

ナショナル小学

https://elementary.seikei.ac.jp/
https://tjk.jp/mh/
https://www.js.kogakuin.ac.jp/
https://www.harrowappi.jp/ja/
https://bunsugi.jp/
https://www.hiroogakuen.ed.jp/


東日本エリア

第3部

創立者である修道女マザー・マチルドの
来日から150年となる本校は、世界各
国からの帰国生を迎え入れようとする暖
かな雰囲気に包まれています。そのた
め、あえて帰国生だけのクラスを設ける
ことはしていません。一般生と分け隔て
ない仲間意識が育まれています。本校の帰国生入試には、英語の試験はあ
りません。英語圏であるかないかに関わらず、海外生活で十分な試験対策が
できなかった帰国生にも門戸を開き、海外で得た経験を本校の学校生活で
生かしてほしいという願いが込められています。隣接する姉妹校Saint Maur 
International Schoolとディスカッションをするなどの合同授業（希望者・放
課後）も開講しており、実践的な英語力を伸ばす機会も用意されています。

横浜市中区山手町88

横浜雙葉中学高等学校
第3部

+81-045－641-1004
直接お電話にて（日本在住者）
kikoku@yfb.ed.jp（海外在住者）

23○金9/
女子中学

大妻中野中学校・高等学校
第1部
24○土9/ 東京都中野区上高田

2-3-7
+81-3-3389-7211
HP内お問い合わせより

女子

本校は2022年度、帰国生21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。

中学
高校

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。2022年9月に中等部を開校し、2023年4月より芝国際中学校・
高等学校の新校舎の7-10階へ移転いたします。新しいキャンパスで最新の
設備を整えたスクールから世界へ飛び立つ子どもたちを応援いたします。

東京都港区三田4-1-27 
FBR三田ビル 2F～5F

Laurus International School of Science
第3部

+81-3-6722-6310（初等部）
HP内お問い合わせより

24○土9/
共学インター

ナショナル

桐朋女子中学校・高等学校
第2部
24○土9/

女子中学
高校

帰国生を受け入れて63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。

東京都調布市若葉町1-41-1
+81-3-3300-2111
kokusai@toho.ac.jp
（国際教育センター）

成蹊学園の国際学級は、1935（昭
和10）年に海外勤務者子女のため
に設けられた「操要分教場」に始まり
ます。その後、国の経済発展に伴い
海外勤務者が増えたことを受け、全国
に先駆けて1964年に国際特別学級
（1995年に国際学級と改称）を設置しました。現在は、中学1年生に定員
15名の少人数クラスの国際学級を設けて、現地校とインターナショナルス
クール出身者を受け入れ、中学２年生以降は一般学級に混入する形態を
とっています。成蹊学園は大学までワンキャンパスの環境にあります。緑豊か
な自然に囲まれた学習環境は「海外の学校と似ている」と言われることも多く
あり、帰国生がのびのびと力を伸ばしていける環境が整っていると言えます。

東京都武蔵野市吉祥寺
北町3-10-13

成蹊中学・高等学校
第2部

+81-422-37-3818（事務室直通）
HP内お問い合わせより

中学
高校25○月9/

共学

本校では、先の見えない時代を生き抜
く力を育むために「TH INK＆ACT」
「INTERNATIONAL」「SCIENCE」
の3つのキーワードを柱に学びを展開
しています。29名のネイティブ教員が
専門教科を英語で指導し、正・副担任
としてあらゆる場面で学習指導に関わる環境で、様々なバックグラウン
ドを持つ生徒と共に多様性を尊重し合い学びます。高校では本校に
通いながら西オーストラリア州の卒業資格も取得可能なDDP（デュア
ルディプロマプログラム）で、海外大学進学もより身近なものになりま
す。出願者数が400名を超えた2022年度入試。新しいクラス編成
で、今後も天井を設けず生徒の可能性をさらに広げていきます。

東京都世田谷区用賀
2-16-1

三田国際学園中学校・高等学校
第1部

+81-3-3700-2183
HP内お問い合わせより

25○日9/
共学中学

高校

※アイコンは、帰国生（国際生）入試を実施する分類です中学 高校 中学
高校 高専 大学 インター

ナショナル小学

https://yokohamafutaba.ed.jp/highsch/
https://www.otsumanakano.ac.jp/
https://chuko.toho.ac.jp/
https://www.mita-is.ed.jp/
https://laurus-school.com/
https://www.seikei.ac.jp/jsh/


東日本エリア

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。

サレジアン国際学園世田谷中学高等学校
第2部
27○火9/ 東京都世田谷区大蔵2-8-1

+81-3-3416-1150
HP内お問い合わせより

共学中学

本校が運営する「U.S. デュアル ディプロマ 
プログラム」は、日本の中学・高校生を対象
/Users/designer02/Downloads/Gmail/
PCD Text1.txtとし、日本の高校卒業と同時
にPCD（プロビデンス カントリー デイ スクー
ル）の卒業資格を取得するオンラインプログラ
ムです。本校で取得する米国名門大学進学校の卒業資格は、国内外の大学
から正規認定されるのみならず、全米トップ5％のパートナー大学19校への直接
進学が認められます。アメリカの高校カリキュラムならではの履修科目を英語で
学ぶことで、世界の大学で通用するアカデミック英語力を養成します。また、ハー
バード大学生と学ぶクリティカルシンキングプログラムの実施、アメリカ大学進学
のためのサポート体制や給付型奨学金制度も充実しています。

東京都中央区日本橋
本石町3－2－4
共同ビル3階（入学事務局）

PCDグローバルキャンパス JAAC校
第1部

+81-120-525-626
HP内お問い合わせより

26○月9/
共学インター

ナショナル
Online

国際高等専門学校
第2部
26○月9/

共学
石川県白山市瀬戸辰3-1
+81-76-248-9840
admissions@ict-
kanazawa.ac.jp

高専

国際高専は、大学受験を意識せ
ず、やりたいことに没頭できる15歳
からの高等教育機関。未来社会・
Society5.0の基盤となるAI、IoT、
ロボティクス分野の実践力を英語で
身につけます。「白山麓キャンパスで
の全寮制教育」（1年、2年）、「1年
間のニュージーランド留学」（3年）、「金沢工業大学と共有した金沢キャンパ
スで大学生や大学院生と共に学び、研究活動」（4年、5年）という多彩な活
動フィールドを通じて、新しい価値を創出できるグローバルイノベーターを目指
します。 グローバル社会で英語とテクノロジーを駆使して人に役立つことをし
たいという方は、国際高専で私達と一緒にチャレンジしてみませんか。

金沢キャンパス
白山麓キャンパス

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８2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。国際学級では国数理社のサポート
が受けられます。それを通じて、日本の教育
へソフトランディングし、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、海外在住者を
対象としたオンライン入試も行っています。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。

啓明学園中学校高等学校
第3部
25○日9/ 中学

高校 共学
東京都昭島市拝島町5-11-15
+81-42-541-1003
HP内お問い合わせより

＜自由と進歩＞を掲げる法政大学の付
属高校として、73年目を迎える学校です。
創立以来、自主性と社会性をそなえた人
材の育成を目標にしてきました。2018年
度には校名を「法政大学国際高等学校」
と改め、主体的に学び、考え、行動し、多
様な他者とつながる21世紀のグローバル
シチズン（地球市民）を育てる付属校として、性別を問わず多様な人たちを受
け入れる学校になりました。ＩＢコースでは世界標準の教育課程を学び、ＩＢ
ディプロマの取得を目指します。グローバル探究コースでは1年目で基礎的な
力を身につけます。そして2年目・3年目では大幅に選択授業が取り入れられ、
自らの進路に合わせて時間割を組み立てることができます。

神奈川県横浜市鶴見区
岸谷1-13-1

法政大学国際高等学校
第1部

+81-45-571-4482
girls-hi@ml.hosei.ac.jp

27○火9/
共学高校

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。

横浜女学院中学校高等学校
第1部

中学
高校28○水9/ 神奈川県横浜市中区

山手町203
+81-45-641-3284
HP内お問い合わせより

女子

※アイコンは、帰国生（国際生）入試を実施する分類です中学 高校 中学
高校 高専 大学 インター

ナショナル小学

https://www.keimei.ac.jp/jsh/
https://pcdgc-jaac-internationalschool.jp/
https://www.ict-kanazawa.ac.jp/
https://kokusai-high.ws.hosei.ac.jp/
http://www.meguroseibi.ed.jp/salesian/
https://www.yjg.y-gakuin.ed.jp/


東日本エリア

帰国生に朗報！『国際コース』が道を拓く。
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」。今
年度で二期生を迎え、英検３級以上の実
力のある生徒が25名集まりました。英語
の授業は少人数制・レベル別でAdvancedとStandardに分かれて実施して
います。副担任はネイティブ教員。また、国内研修や学校行事も充実。特に、
TGG（東京英語村）での実践練習は効果的です。さらに、本校は教育課程
特例校として、音楽・美術は英語イマージョン授業を実施。生徒たちは、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、一人ひとりが夢を実現していきます。

東京都江戸川区東小岩
5-22-1

江戸川女子中学校高等学校
第1部

+81-3-3659-1241
HP内お問い合わせより

30○金9/
女子中学

高校

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6時間（１時間は日本人教員）、中２は週4時間、中３・
高１・高2は週3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。

田園調布学園中等部・高等部
第2部
29○木9/

女子中学
東京都世田谷区東玉川
2-21-8
+81-3-3727-6121
HP内お問い合わせより

本校建学の精神は「人間是宝」で
す。人はだれもがすばらしい資質を
持った、宝の原石であると考えま
す。その原石を磨き上げ、文字通
り「宝」として育てることが本校教
育の使命です。こうした伝統的な
教育をさらに進化させるべく、個性と応用力を育むという観点からアクティブ
ラーニングを導入しています。これは、課題研究やグループワーク、ディスカッ
ション、プレゼンテーションなど、能動的な学習を取り込んだ授業の総称で
す。ALを通じて国際化する現代社会で活躍をするために必要な「生きる力」
を様々な経験を通して育みます。海外での貴重な経験に栄東での学びをプ
ラスして更なる飛躍をし、世界を舞台に活躍してくれることを期待しています。

埼玉県さいたま市見沼区砂町2-77

栄東中学高等学校
第1部

+81-48-666-9200(中学）
+81-48-666-9288（高校）
HP内お問い合わせより

29○木9/
共学中学

高校

2022年4月に小学部を開設した南麻
布にあるインターナショナルスクールで
す。IB(国際バカロレア)に沿った英語で
学ぶ授業に加え、PBLやSTEAM授
業、日本語や中国語授業も取り入れた
カリキュラムで、実践的な知識や能力を
養うことを目的としています。2023年4
月に中学部を開設。小学部はIB PYP候補校として申請中で、中学部も同様
にIB MYP候補校として申請予定です。2024年4月には幼稚部、2026年4
月には高校部(IB DP申請予定)の設立も計画しており、最終的に幼稚部から
高校部までの一貫した教育で「自ら考え、自ら学び、自分の能力を社会の現場
で活用することができる人材の育成」を目指します。

東京都港区南麻布４丁目
１１－３０南麻布渋谷ビル4階5階

Capital Tokyo International School
第3部

+81-03-6427-7133
当スクールウェブサイトより

29○木9/
共学インター

ナショナル

「自由と進歩」を建学の精神とする法
政大学の付属校として、「自由を生き抜
く実践知」の育成を目指し、受験勉強
にとらわれない付属校ならではの学び
を行います。中学では、知識の習得だ
けではなく、様々な体験を通じて学んで
ほしいと考えています。こうした機会が
主体的に学習する姿勢や既成概念にとらわれない自由な発想を育んでいま
す。高校では、「調べる・討論する・発表する」形式の授業が多く取り入れられ
ており、知識を用いて自ら論理的に思考し、他者に表現することができる力の
育成を重視します。生徒会活動も活発で、生徒が主役の学校生活です。充
実した施設・環境で「今」を全力で生きながら「自分づくり」ができる学校です。

神奈川県川崎市中原区
木月大町６－１

法政大学第二中・高等学校
第3部

+81-044-711-4321
HPのお問い合わせフォーム

中学
高校28○水9/

共学

ぐんま国際アカデミー中等部・高等部
第2部

中学
高校28○水9/ 群馬県太田市内ヶ島町

1361-4  
+81-276-47-7711 
HP内お問い合わせより

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。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(IB)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、ICTを積極的に授業に取り入れています。

共学

※アイコンは、帰国生（国際生）入試を実施する分類です中学 高校 中学
高校 高専 大学 インター

ナショナル小学

https://www.gka.ed.jp/
https://hosei2.ed.jp/
https://www.sakaehigashi.ed.jp/
https://www.chofu.ed.jp/
https://www.capitaltokyo.com/
https://www.edojo.jp/


東日本エリア

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。

国際基督教大学（ICU）高等学校
第3部
1○土10/

高校 共学
東京都小金井市東町1-1-1
+81-422-33-3407
（帰国生徒教育センター）
HP内お問い合わせより

Crimson Global Academy (CGA) は、
ニュージーランド政府とWASC (米国西部
地域私立学校大学協会) 公認のオンライ
ンインターナショナルスクールです。国際的
に認められたカリキュラムを複数採用し、質
の高い教育を世界中の生徒に提供してい
ます。生徒数が世界で1,000人を超え、世界30か国から多様な生徒が集まっ
ています。優秀な生徒を教えるのは、世界中から集まったベテラン講師など世
界トップクラスの講師陣。 生徒は国際的なプログラムを年齢別でなく習熟度
別に編成されたクラスで学びます。平均7名、最大１5名の少人数クラスなの
で、講師の目が常に行き届き、質の高い授業を集中して受けられます。また、１
名の生徒に対し複数のCGAメンバーがサポートし合格までを伴走します。

東京都台東区浅草橋
３丁目２－１（事務局）

Crimson Global Academy
第2部
1○土10/

+81-3-6240-9953
japan@crimsoneducation.org 

共学インター
ナショナル
Online

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。

神奈川県横浜市金沢区
六浦東1-50-1 

関東学院六浦中学校・高等学校
第3部

+81-45-781-2525
HP内お問い合わせより

中学
高校30○金9/

共学

「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。

東京都渋谷区渋谷
1-21-18

渋谷教育学園渋谷中学高等学校
第1部

+81-3-3400-6363
HP内お問い合わせより

2○日10/
共学中学

東京都新宿区中落合
4-31-18

目白研心中学校高等学校
第2部

+81-3-5996-3133
jhkoho@mejiro.ac.jp

中学
高校30○金9/

共学

本校は西武新宿線の中井駅近くにある緑
豊かな学校で、海外の学校では味わえな
いような日本ならではの学校生活が、思い
切り楽しめます。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)が整っています。帰国生の気持
ちを十分に理解している元帰国生の教員も複数いますので、安心して通うこ
とができます。海外にいる受験生用の海外オンライン帰国生入試を実施して
います。国内帰国生入試の出願者も大幅に増え、国内帰国生入試、海外
帰国生入試の志願者数が前年比3倍以上に増えています。また、コロナ禍
でも学びを止めないという考えのもと、大学合格実績も躍進しています。

茗溪学園中学校高等学校
第1部
1○土10/

共学
茨城県つくば市稲荷前1-1
＋81-29-851-6611
entry@meikei.ac.jp

中学
高校

茗溪学園は1979年、日本最大のサイエンスシティー筑
波研究学園都市に創立致しました。開校当初より帰国
子女を受け入れ、国際理解に重きをおいた教育、国際
交流や交換留学プログラム等を40年以上にわたり積
極的に行っています。また、2011年より文部科学省
SSH校指定を受け、科学分野を中心とした全校における研究活動を行いながら、
2017年から国際バカロレア認定校として世界標準の教育を展開しています。筑
波大学とのグローバル化推進協定締結、成蹊大学・立命館アジア太平洋大学と
も高大連携を締結し、双方の教育内容・国際交流の充実、人的ネットワーク活発
化を進めております。筑波研究学園都市の地の利を生かし、筑波大学をはじめと
する教育機関、JAXAや国立研究所等とも高度な連携を行いながら、実社会の各
分野において社会貢献、世界で活躍できる生徒をこれからも育てて参ります。

※アイコンは、帰国生（国際生）入試を実施する分類です中学 高校 中学
高校 高専 大学 インター

ナショナル小学

https://mk.mejiro.ac.jp/
https://www.kgm.ed.jp/
https://www.meikei.ac.jp/
https://www.crimsonglobalacademy.school/ja/
https://icu-h.ed.jp/
https://www.shibushibu.jp/


https://www.hosen.ed.jp/shs/
https://www.tcu-jsh.ed.jp/
http://www.ritsumei.ac.jp/ir/
http://www.ritsumei.ac.jp/gla/
https://www.apu.ac.jp/home/
https://www.hosei.ac.jp/


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。

立命館宇治中学校・高等学校
第1部
7○金10/

共学
京都府宇治市広野町
八軒屋谷33番1
+81-774-41-3000
HP内お問い合わせより

中学
高校

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。

Nagoya International School
第2部
6○木10/ 愛知県名古屋市守山区

中志段味南原2686
+81-052-736-2025
admissions@nis.ac.jp

共学インター
ナショナル

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、教員も約3人に一人が外
国籍。さまざまなバックグラウンドを持つ学生と教員がひとつのキャンパスに
て、互いの差異を超えた全人格的な出会いを通して学びを深めています。

国際基督教大学（ICU）
第2部
5○水10/ 東京都三鷹市大沢3-10-2

+81-422-33-3058
（パブリックリレーションズ・オフィス）
icu-admissions@icu.ac.jp

共学大学

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。

Temple University, Japan Campus（TUJ）
第1部
5○水10/ 東京都世田谷区太子堂

1-14-29
+81-3-5441-9800
tujinfo@tuj.temple.edu

共学大学

「CAは神戸に１９１３年に開校し、長い歴
史の中で育んできた独自の教育方針と国
際感覚の元、これまでに数多くの学生を
世界に送り出してきました。幼稚園からG
１２までの共学一貫校であり、世界４０ヵ国
以上から６００名ほどの学生が在籍してお
ります。それぞれの国の歴史や文化、宗教などのバックグラウンドを尊重し合
い高め合い、そこに効果的な学習方法を導入することで知識と経験のアップ
デートを繰り返しています。また、時代の変化を敏感に察知し、最先端の教育
ツールを取り入れるなど、質の高い教育を追求しています。劇的に変わってい
く時代の中、自らの未来を切り拓いていくスキルを身に付けると共に、社会に
ポジティブなインパクトを与えられる責任ある行動力も身に付きます。」

兵庫県神戸市東灘区
向洋中4-1

CANADIAN ACADEMY
第3部

+81-78-857-0100
office@canacad.ac.jp

6○木10/
共学インター

ナショナル

本校は、京都の哲学の道のほとり、四季
折々の自然に恵まれた環境にある、カトリッ
クミッションスクールです。PBL（課題解決）
型授業を展開し、「思考力」の育成を重
視しています。「思考力」、「英語力」、「相
手を思う心」を大切にし、これからの社会
に貢献するノートルダム教育を実施してい
ます。中学は、英語の授業時間の半分を、学年・コースを越えたクラス編
成の到達度別授業を実施しており、もちろんネイティブ教員による授業もた
くさんあります。高校は、興味関心によって学ぶことができる3コース制です。
進路実績としては、京都大学に3年連続合格や4人に1人が関関同立
に進学。関東では、上智大学に今年度 7名が合格をしています。

ノートルダム女学院中学高等学校
第1部
6○木10/ 京都市左京区鹿ヶ谷桜谷町110

+81-075-771-1588
info@notredame-
jogakuin.ed.jp

女子中学
高校

大学西日本・東海エリア

https://www.icu.ac.jp/
https://www.notredame-jogakuin.ed.jp/
https://www.nis.ac.jp/
https://www.canacad.ac.jp/
http://www.ritsumei.ac.jp/uji/
https://www.tuj.ac.jp/jp/


大阪女学院は1884年に設立された
キリスト教主義の学校です。
大阪の都心にあるキャンパスには緑が
溢れ、季節の移ろいを感じながら学ぶ
ことができます。「愛と奉仕」をスクール
モットーに、思いやりを持ち、進んで社
会に貢献できる女性の育成を目指しています。国際色豊かで、様々な国や地
域に自身のルーツを持つ多様な生徒が自由で開かれた校風の中、共に学ん
でいます。高等学校は、国際バカロレア・ワールドスクールに認定され、英語
科国際バカロレアコースでは日本語によるIBのデュアル・ディプロマが展開さ
れています。また専門のカレッジカウンセラーが常駐する海外進路室「ワール
ドカフェ」を設置し、世界中の大学への進路を切り開く支援をしています。

大阪府大阪市中央区玉造
2丁目26番54号

大阪女学院中学校高等学校
第2部

+81-6-6761-4113(高校)
+81-6-6761-4451(中学)
HP内お問い合わせより

7○金10/
女子中学

高校

西日本・東海エリア

KIU ACADEMY
第2部
8○金10/ インター

ナショナル 共学
京都府京田辺市
田辺勇田63-1
+81-0774-64-0804
kiu@kyotoiu.ac.jp

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。【WASC・ACSI認可、大学部併設】

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

●スペシャルインタビューは、世界的にヒットした「PPAP」
をプロデュースしたプロデューサー兼芸人さんです。

●特集は帰国後、日本でインターを卒業する際の進路選択
と注意点を紹介

●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」など、今回も充実した内容
でお届けします！お楽しみに！

世界16ヵ国45エリアにて無料配布! !
帰国便利帳Vol.34
※エリアによって配布日が異なります。

■ 説明会の詳細は、帰国便利帳Webでご確認ください。https://www.kikoku-benricho.com
■ お申し込みは、帰国便利帳Webサイトまたは、QRコードよりお申し込みください。
❶ 初めに仮登録を行ってください。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、参加したい学校毎に
　 本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。※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。

❷ 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。

【説明会の詳細とお申し込み方法】

https://www.osaka-jogakuin.ed.jp/
https://www.kiua.kyotoiu.ac.jp/
https://www.kikoku-benricho.com/
https://www.kikoku-benricho.com/

	H1
	No.6_online_Pamphlet
	No.6_online_Pamphlet.pdf
	online説明会2022_第6回_P09_２

	online P9



