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三田国際学園で学ぶ君たちへ

いつも心に留めてほしい
大切なこと

それは “貢献すること”

Contribution〈貢献〉とは、三田国際学園の学びの姿勢です。

授業を聞き、ノートに書き写して覚え、

先生が求めているであろう予定調和的な答えにたどり着くこと

だけでは〈貢献〉 ではありません。

自分自身で考え、自分の意見を表明することこそ、クラス全体の

学びに貢献できるという考え方です。

誰かの頭の中にアイデアがひらめくと、誰かが声を発すると、

その場所が鮮やかに色づき、息吹が生まれます。

自分をとりまく世界がきらきらと輝きを増していくような

この体験によって、生徒は、与えられるばかりではなく、

誰かを喜ばせることができる、誰かの思いを受け取ることがで

きる、これまで知らなかった自分自身と出会うのです。

〈貢献〉 によって醸成される学園の文化は、豊かな水をたたえる

大地のように、生徒のあふれるエネルギーを受け止め、世界へと

羽ばたいていくための力をぐんぐん伸ばしていきます。
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『人生に於ける全てのことは知ることから始め、それを好きになり、最後に楽し
む境地に至ったときこそ、初めて自分のものになり、豊かなものになる』 
孔子の教えに由来する『知好楽』は、120年前の創立時から受け継がれる教育理
念です。創立者、戸板関子が「楽しさの中にこそ、人間の進歩がある」という思い
とともに掲げたこの建学の精神は、時代が変わっても学ぶことの本質は変わら
ず、未来を切り拓く原動力となることを伝えています。

これからの時代を生きる
生徒たちのためにできること
いま私たちが迎えているのは、かつてないほど大きな変化の時代。そんな中で求められるのは、変化にただ対応で
きるだけではなく、みずから変化を起こせる人。いつどこにいても、自分の可能性を限りなく広げていける力です。
“THINK & ACT”　“INTERNATIONAL”　“SCIENCE”
これらが有機的に混ざり合う学園で過ごす日々は、発見と驚きの連続。きっと、新たな世界に目を開かれる瞬間に出
会えます。先の見えない時代を生き抜くたしかな力を育むために、三田国際学園はこれからも「世界標準」の教育を
実践していきます。

120年受け継がれる教育理念『知好楽』

楽

知好楽
C h i - K o - R a k u

知
知識 / 技能知識 / 技能

すべては知ること、知識や技能の獲得から始まり
ます。一人ひとりの知的好奇心を刺激し、可能性を
広げる多種多様な学びが、学校生活のあらゆる場
面に用意されています。

あらゆる学びの入り口

批判 / 創造批判 / 創造

「楽」は自ら道を切り拓いていくステップ。今までの “あたりまえ ”や
“ 思い込み ”を見直し、自分自身に問いかけてみること。その問いを探
究していく中で、自分の世界が押し広げられていく喜びが、学ぶ楽しさ
へとつながります。さらに、一人ひとりの豊かなオリジナリティが形づ
くられていく中で「伝えたい」という思いが生まれ、大いなるクリエイ
ションの種となります。学ぶ楽しさを実感しながら、生きることを主体
的に楽しみ、 世界に貢献していく力が育まれていきます。

自ら学び、 創造する力

好
応用 / 実践応用 / 実践

身につけた知識や技能を実際に使うことで、理解
がさらに深まり、「好き」が芽生えます。この気持
ちが「もっと知りたい」「自分なりに探究したい」
というエネルギーの源となります。

好奇心・探究心の源

 THINK & ACT

INTERNATIONAL SCIENCE

本校のすべての学びと活動の根底には “THINK & ACT”があります。“THINK”は習得
した知識をもとに考える力。 「なぜ？」に根拠をもって答えるための深い思考力を重視
しています。しかし、頭で考えているだけでは、道は開けません。“ACT”、考えたことを
行動に移して初めて、さらなる課題の発見と解決のための実践へとつながっていくの
です。昨日よりも前へ、明日はさらにその先へ。より良く学び、豊かな人生を創造する
力を育むために、“THINK & ACT”を実践していきます。

グローバル化が進展し、多様性に富む現代では、地球
市民としての意識と行動が不可欠です。開かれた価値
観をもって違いを認め合い、ともに一つのものを創り
上げる中で、その素地が培われていきます。さらに、見
つけた課題を広い視野で捉えながらも、実際に身近な
現場から行動することで、自分なりの “ 貢献 ”を実践
する豊かな国際感覚を育みます。また、高校卒業後の
進学先として、海外の大学も選択肢の一つとして推奨
しています。

サイエンスは、私たちがより良く生きていくために欠
かせない作法です。本校ではサイエンスを、誰もが知
らず知らずのうちにとらわれている “あたりまえ ”か
ら解放し、見過ごしていた課題を見つけるための方法
論だと考えています。目の前に広がる世界を客観的に
捉え、一見関係のない遠い分野にある知識を結び付け
ていくことで、初めて自由な発想が生まれます。サイ
エンスは文理の垣根をはるかに越えて、一人ひとりの
好奇心を深い思考へと導く力となっていきます。

昨日よりも前へ　明日はさらにその先へ
　より良い学びと創造のために

地球市民として　
その意識と行動が　

自分と世界を変えていく

世界を視る眼を養う　
深い思考が

ここから生まれる

世界標準の教育を実現する
3つのキーワード
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学びのかたちは
1つじゃない
これからの世界を生きる生徒たちにとって、”

解なき問い”を自ら発見し、乗り越えていく力は不可欠です。
教員もまた、生徒の力を最大限伸ばすために試行錯誤し、
教科・学年の垣根を越えて協働しています。
本校には

”

学びのかたち ”をとことん追求する文化が根付いています。

問いから始まる知的探究

音と光をテーマに
自ら実験を構築する

「空間図形」を３D空間に創り出す

教員から投げかけられる「トリガークエスチョン」は、生徒の知的好奇心を刺激す

る導火線。新たな知識を吸収しながら論理的思考のプロセスをたどり、さらなる問

いを生み出すサイクルが繰り返されます。

あるテーマをもとに生徒たちが自由に問いを見つけ、それを解決するための実験計

画を立て、実際に取り組みます。そして、考察を経て生まれた新たな問いをもとに、

次のステップに向かいます。このサイクルを通して、日常的に問いを探し、それを

探究する姿勢が培われていきます。

自由な発想を生み出すには、多角的な視点が欠

かせません。生徒たちは断片的な知識をつなぎ

合わせながら、ある一つの事象を様々な視点で

捉え直していきます。そして、新たなかたちで表

現し、他者に向けて発信するというプロセスを踏

みながら、創造性と課題解決に向けた実行力を伸

ばしていきます。

本校は STEAM（Science/Technology/Engineering/Arts/Mathematics）教育に積
極的に取り組んでいます。理数教育と芸術教育を融合することで、教科の枠組みを超え

た自由な発想力と、 課題発見・解決力を育みます。

多様なプロジェクトに取り組む中で、楽しみな

がら英文法や英単語を身につけ、表現方法を学

びます。生きた英語に触れながら、お互いに刺

激し合い、一つのゴールに向かって共創するこ

とで、 学習へのモチベーションもさらに高めて
いきます。

＜授業の流れ＞

疑問 「なぜ日本人は桜を美しいと感じるのだろう？」

検証 グループワークで、昔の和歌・流行歌と
当時の時代背景を調査・ディスカッションする。

発表 クラスメイトに向けてプレゼンテーションを行う。

仮説 自分の考えを構築する。
「日本独自の歴史的背景があるのではないか」

結果 グループで一つの解を導き出す。
「時代によって桜のイメージは異なっていた」

新たな問い

新たな問い発　表実験・考察構　築収　集

新たな問い

「過去と今の美意識の違いは何だろう？」

「この図形はどのように作るのだろう？」

＜授業の流れ＞

＜授業の流れ＞

収集 空間図形について学ぶ。

分析

構築
表現

紙面上で考えたことを AR（拡張現実）アプリを用いて検証する。
様々な角度から見て確かめたり、拡大・縮小を行ったりと、多角的に空間図形を捉えていく。

挑戦するミッションは自分たちで選び、個人・ペア・グループで取り組みます。
また、目標を達成するためのスケジュールも自ら立てて実行していきます。

身の回りにある様々なものを観察し、アプリを活用して空間図形で表現する。
制作した作品をクラスメイトと共有することで、お互いの考え方や捉え方の違いに気が付く。

相互通行型授業

探究サイクル

教科横断型授業

PBL（Project Based Learning：課題解決型学習）

STEAM

生徒が立てた問いの例

ミッションの例

● お風呂で声が響くのはなぜだろう？
● スプーンの内側と鏡を見た時で、
自分の姿の映り方が異なるのはなぜだろう？

● 音でろうそくの火は消せるのか？
● どうすれば自分で虹を作ることが
できるのだろう？

● メガネをかけて太陽を見ても目が焼けないのはなぜだろう？
● シャボン玉や人工イクラにレーザーを通すと
どのように屈折するのだろう？

● Book Report：英語で書かれた本を一冊読み、要約や勧めたい理由を英語でまとめたポスター・動画を制作する。
● Great Invention：過去の優れた発明品を一つ取り上げ、その内容や歴史を英語でまとめ、 ホームページで紹介する。
● Original Manga：英語の擬音語・擬声語を用いて、 アプリケーションでオリジナルの漫画を描く。

【社 会】
浮世絵にまつわる歴史的背景を学び、浮世絵が果たした社会的な意義等を考える。

【美 術】
社会の授業で学んだことを踏まえ、現代の浮世絵を創るという課題に取り組む。
現代ならではの絵画技法や描く対象物も意識して、タブレット端末も活用しながら自由に創作する。

【英 語】
留学先のホストファミリーとオンラインでつなぎ、英語を使って描いた浮世絵のプレゼンテーションを行う。

社会  ×  美術  ×  英語
INPUT　　CREATE　 OUTPUT

自由な発想をかたちにする  ICTは学びを支えるパートナー
本校の ICT教育のスローガンは「BUILD＝築き上げる、形成する、将来を描く」。ICTリテラシーを身につけ、テクノロジー
を活用することで、自分自身の学びを広げ、深めていきます。
校内にはWi-Fiを完備。生徒は1人1台タブレット端末かノートパソコンを持ち、学習の記録や分析、プレゼン作成等が日々
行われています。豊富なアプリケーションは教科やクラスの垣根を越えて、思考を共有するプラットフォームとしても機能
し、あふれるアイデアが生徒たち一人ひとりの中でつながっていきます。
さらに、動画や音楽、アニメーション等の多様なメディア制作や、3Dモデリング、プログラミング等の幅広いクリエイションも
可能にしています。ただ使いこなすだけではなく、新たなモノを創り出す喜びを感じながら、ICTは自由な発想をかたちにし
ていくパートナーとしての役割を果たします。
＊本校は、Apple社による「Apple Distinguished School」認定校です。

「君はどう思う？」

音と光

現代の浮世絵を創る

Design My Learning数学×AR

空間認知能力を向上させて創造性を育むとともに、
日常の中に数学を発見することで、学ぶことの楽しさを実感できます。 学習、指導、学校環境の継続的なイノベーショ

ンに取り組む学校であることが、Apple社に
よって認定されました

疑　問
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INTERNATIONAL
EDUCATION
INTERNATIONAL
EDUCATION

人前でアウトプットする
ーコンテストへの出場ー

コミュニケーションツールとしての英語力を培うため、他者に向かってアウトプッ
トする経験を重視します。中学1年生～高校2年生を対象に、毎年レシテーション・ス
ピーチコンテストを開催しており、決勝を勝ち抜いた代表者は学園祭で発表を行いま
す。英語特有の抑揚やイントネーションを練習して身につけることに加え、レシ
テーションでは著名な詩やスピーチを題材に、異なる言葉のリズムを感じるこ
とも意識しています。また、スピーチでは原稿作成の指導も徹底して行います。
さらに、外部コンテストにも積極的に出場しています。

■ The Global Enterprise Challenge 2021 国内予選　最優秀賞
■ 第3回 Change Maker Awards　チーム部門　銅賞
■ 第19回  田崎清忠杯　私立中学校英語レシテーション大会 2019
　田崎清忠杯 最優秀賞、団体賞 2位、中学3年生の部門3位
■ World Scholar's Cup 2019 Sydney Global Round
個人の部 School Top Scholar賞・銀メダル、チームの部 銀メダル

入賞実績（2021年度まで）

VISION

English Education　英語教育

グローバリゼーションに伴い、国際共通語となった英語。英語をコミュニケーションツールとして使いこなすことが、不可欠な能力として求めら
れています。読む・聞く・話す・書くという4技能をバランス良く養い、国際感覚を身につけながら、社会で「使える」英語を習得していきます。

Interaction
双方向のコミュニカティブな授業

Autonomy
自律的な学びの姿勢

Authenticity
生きた英語に触れる

読む 聞く 話す 書く

International Teachers are an integral part
“International Teacher”（IT）として組織される本校のネイティブスピーカーの教員は29名おり、 授業だけでは
なく進路指導や受験対策、課外活動といった学校運営や教育プログラムの構築・実践において重要な役割を担って

います。また、中学・高校すべてのクラス・コースの授業に関わり、生徒それぞれの学習歴に応じた実践的な英語

力を培う環境が用意されています。

Leading students toward a new way of thinking

International Teachers at MITA naturally have a student-centered approach to teaching due to 
their own experiences in school. Growing up, ITs were often encouraged to be independent 
thinkers and problem solvers in charge of their own learning. ITs are role models for MITA 
students who are developing the critical thinking and problem solving skills at the heart of 
active learning.

本校の International Teacherは、自律した思考をすること、自ら問題を解決することが奨励される環
境で学んできました。その学びの経験を活かし、生徒中心のアプローチを取る教授法を実践していま
す。だからこそ、アクティブラーニングを中心とした学びの中で、批判的思考や問題解決のスキルを
培っている三田国際生にとって、ITはロールモデル的存在であるといえます。

インターナショナル指導部 部長（英語科 ･社会科）　David Brunner

「使える」英語のキーワード

言語、文化、生まれ育った環境、価値観…本校の教室にあふれる様々な “ 違い ”

は、まさに多様性そのもの。留学・海外研修等の多彩なプログラムも用意し、

やり抜く力や折れない心、他者と共創するための豊かな国際感覚を培います。

さらに、持続可能な社会をつくる一員としての責任を引き受け、自分なりに貢

献することも大切にしています。その可能性を限りなく広げるため、社会で

「使える」英語を身につけていきます。

「多様性」を教室へ　違いを受け入れ、ともに創る

INTERNATIONAL
EDUCATION 国際教育

INTERNATIONALINTERNATIONALINTERNATIONAL

教員と生徒間、生徒同士で双方向かつコミュニカティ
ブな言語活動を行っています。ペアワークやグループ
ワークによる協働学習を取り入れ、身近なトピックに
関して話し合ったり、互いに協力して一つの課題を達
成したりするアクティビティーを導入しています。課題達
成にはグループの一員として正確な情報を相手に伝え
る役割が課されるため、自ら発話するモチベーションに
もつながり、「Peer Teaching（教え合い）」も自然に
起こります。

英語のプレゼンテーションに取り組む際、生徒は自ら
トピックを決め、自分の言葉で考えや思いを原稿に書い
て練習するといった、発表までの準備計画や目標を立
てます。これにより、自身の学びのプロセスに積極的に
参加し責任を持つ姿勢を促します。プレゼンテーショ
ンは、仲間との学び合いにおける気付きや日頃の学習
を自己評価する機会でもあるため、次のステップの学
びや挑戦につながるようなサポートをしています。

International Teacherや英語科教員の異文化知識・
体験を共有しながら、リアルな英語を含めた例文や
歌、映画のシーン等を用いて、教科書だけでは学べな
い生きた英語に触れ、自然な表現や言い回しを学びま
す。生徒は多様な価値観や文化をより身近に感じるこ
とができ、異文化理解へとつながります。また、日常生
活で使う生きた表現を用いて自然な発話を促すとと
もに、文法表現への理解を深めて定着させます。

違いを受け入れ
他者とともに
共創する

未来を生き抜く
持続可能な自分と
世界を描く

SustainabilityDiversity

言語をもうひとつ持つこと　それは世界への扉を開く鍵
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クラス・コース 中 3 高 1 高 2

インターナショナル
（IC）

インターナショナルサイエンス
（ISC）

メディカルサイエンステクノロジー
（MSTC）

オーストラリア研修

西オーストラリア州バースにて約１週間「グローバル・シチズンシップ・
プログラム」に参加します。現地企業や大学を訪問し、グローバルリーダー
として不可欠な能力についての理解を深め、スキルとして習得すること
を目的としています。

オーストラリア・パース

高校インターナショナル全員

高校2年次 （ 約1週間 ）

対象

時期

@StudyPerth

一人ひとりの目標に応じた
検定サポート

海外大学進学を見据えて

多様な海外大学との連携で
選択肢を広げる

個々の学習歴に応じて目標を設定し、英検や GTEC®に挑戦しながら、学習へ

のモチベーションを高め続けます。また、海外大学進学も視野に入れた検定サ

ポートも充実させています。国際生の生徒は、中学2年次～高校2年次に毎年
PSAT®を受検します。TOEFL®や SAT®対策として、International Teacher
による講座やエッセイ指導も行っています。また、本校は一条校としては数少

ない、SAT®本試験の試験会場認定校です。

海外大学の関係者による説明会や現地の学生によるカレッジ・ガイダンスを定期的

に開催しています。また、海外の協定大学への推薦制度「UPAA」や「SHORELIGHT 
EDUCATION」に加盟しており、マンチェスター大学やアメリカン大学等の多様な大学と、
教育活動においてコラボレーションすることが可能な体制が整っています。生徒たち

が進路を考える時、海外が身近な選択肢になるよう、様々な取り組みを行っています。
留学を決めた理由は２つあります。１つは、何に対してもやる気が起きなかった自分

を変えるためです。もう１つは中３の時に学校のプログラムで出会った留学生リー

ダーが、第ニ言語である英語でコミュニケーションを取る姿に感銘を受け、自分も世

界中の人々と交流できるようになりたいと思ったからです。留学先の高校では移民

の国らしく多様なファミリーバックグラウンドを持つ同級生たちと出会いました。

生まれも育ちも違う友人たちと好きな音楽やアニメについて共通言語の英語で語り

合ったことや、日本とは異なる生活環境や人々の暮らしを知ることで世界が広がり、

留学は自分の将来像と向き合うきっかけとなりました。今はいつか海外で働きたい

という目標を持っています。その目標を実現させるため、留学で得た英語力はこれか

らも伸ばしていきたいと思います。

英語でしか意思を伝えられない環境に飛び込み、自分の力で考え解決できるように

成長したいということが留学を決めた一番の理由です。留学先の学校で印象深かった

のは、生徒主体のグループワークやアイデアを出し合う授業が多かったことです。

また、生徒会の企画は LGBTQなど社会問題に向き合ったものが多く新鮮で楽しい
ものでした。学校の講義やテキストを理解するために自習や復習が欠かせず苦労も

多かったのですが、理解が深まることが毎日学習を続けるモチベーションになりま

した。家族と離れて自分と向き合い、自分で判断し行動したカナダでの日々は、英語

学習だけでなく、自身の成長にもつながったと感じています。今後は英語や興味の

ある韓国語またそれ以外の言語も習得し、将来、国際社会で活かせるように努力を

続けたいと思います。

STUDY ABROAD　海外で学ぶ

Study Abroad Experience Reports　海外体験レポート

中 3ターム留学
短期留学

シンガポール研修

中 3長期留学

長期留学

オーストラリア
アメリカ・カリフォルニア

シンガポールイギリス

カナダ・バンクーバー

アメリカ・サンディエゴ

1週目は語学学校で、編入準備コースと現地生活についてのオリエンテー
ションを受け、2週目から現地校にて授業を受けます。中学のうちに留学
を経験することで、視野を広げ、英語力をさらに伸ばします。

カリフォルニア大学デービス校にて、レッスンによる英語力の養成に加え
て、現地の学生とキャリアについてディスカッションするワークショップ
等を行います。自分のキャリアについても考えながら、最後に将来ビジョン
について英語でプレゼンテーションを行います。

アジア最大の中高生研究発表イベント「Global Link Singapore」にて、英
語で研究発表を行います。「基礎研究β」で取り組んできた研究成果を、世
界各国の学生や研究者に向けて、ポスターセッション形式で発表します。

質の良いカリキュラムと留学生のサポート体制を兼ね備えた現地校で、
英語力を磨くだけでなく、国際感覚を身につけます。 社会福祉活動や環
境保護活動にも参加が可能で、 クラスメイトや地域社会との関わり合い
の中で自己を大きく成長させる機会となります。

中学全クラス希望者
高校インターナショナル＆
インターナショナルサイエンス希望者

高校メディカルサイエンステクノロジー全員

高校インターナショナル＆インターナショナルサイエンス希望者

高校1年次 （ 約2週間 ）

高校2年次 （ 約1週間 ）

50万円程度

対象
対象

対象

対象

中学3年次 （ 約3か月 ）時期 時期

ハワイ研修

ハワイ

「Liberal Arts」でハワイ・日本双方の諸問題を調査し、解決すべき課題を
テーマとして設定したうえで、日本とハワイのそれぞれでフィールドワーク
に取り組みます。異文化理解を深めるとともに、自分が社会にどう貢献す
るかを考え、進路選択へとつなげます。

高校インターナショナルサイエンス全員

高校2年次 （ 約1週間 ）

対象

時期 時期

高校1年次～ 2年次 （ 約11か月 ）時期

110万程度費用
授業料は半額、設備維持費・PTA 会費は全額支払い留学中の本校学費

授業料は半額、設備維持費・PTA 会費は全額支払い留学中の本校学費

費用

オーストラリア

ハイレベルな教育水準と留学生が安心して暮らせる環境をあわせ持つオー
ストラリアで学びます。英語力の伸長に加え、異文化理解等の様々な経験
を通して人間的な成長を促します。

中学インターナショナル希望者対象
中学3年次～高校1年次 （ 約1年間 ）時期

授業料は半額、設備維持費・PTA 会費は全額支払い留学中の本校学費
350万円程度費用

約350万～500万円 （現地校学費等／学校により異なる／渡航費除く）費用

海外大学進学者へのインタビューは p.34 へ！

高校長期留学（カナダ）に参加

自分の世界が広がり
見つけた将来の目標

高校 3年｜O･Hさん

高校長期留学（カナダ）に参加

新しい環境に飛び込み
新たな自分を発見

高校 3年｜ K･Eさん

＊GTEC®…（株）ベネッセコーポレーションが主催する「読む・聞く・話す・書く」のうち
　　　　　 　　3技能または4技能の総合的なコミュニケーション能力を測る英語能力検定試験です。
＊ SAT®… College Boardが主催する、米国の大学進学希望者を対象とした共通試験です。

＊上記は2023年度入学生用プログラムの予定であり、今後、時期・内容・行き先・費用等は変更する可能性があります。
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サイエンス教育

SCIENCE
EDUCATION

サイエンスは、私たちが物事を考えるうえで切っても切り離せない手段です。物事には必ず原因があると信じることが、最初のス

テップです。よく観察して情報を集め、原因を探って答えを導き出すというプロセスは、教科の枠をはるかに超えて、誰にとっても

必要なスキルであり、現代の教養ともいえるでしょう。あらゆる授業や基礎ゼミナールなどのプログラムが科学的アプローチのサ

イクルを軸に展開しており、その中で変わり続ける時代を生き抜くための作法を身につけていきます。

変化し続ける時代　すべての人に必要な現代の教養

分 析

収 集

構 築

表 現

博士号を持つ教員たちが伴走者としてサポート

本校には博士号を持つ 5名の常勤教員がおり、科学的アプローチのプロ
フェッショナルとして、サイエンス教育をリードしています。一人ひとり

の好奇心を育みながら、生徒たちが自ら科学的思考のプロセスをたどって

課題を発見し、解決していくことができるよう、伴走者としての役割を

務めます。

分析で得られた事実に対して、なぜそうなっ

ているのか、そのことがらの背景を考えま

す。分析結果と矛盾しない「～が起こってい

るのではないか？」という根拠のある仮説・

意見を構築します。

解決策をみんなの前で発表したり、実行に

移します。そこで改善点や疑問点が見つか

れば、新たな課題の策定へ。このサイクル

を何度も経験することで、社会で必要不可

欠な課題発見・解決力を養います。

集めた知識を多角的に検討します。アンケー

トの回答をグラフ化したり、平均値を出すこ

とも「分析」の一つ。現象が起きている状況

やその原因を、主観にとらわれず、客観的に

把握する力を身につけます。

初めに問いありき。まずは現状をよく観察し、

課題を明確にすることからスタートします。

そして課題の解決に必要な知識を、インター

ネット、アンケート、インタビュー、観察、実験

などの適切な手法を用いて収集します。

世界への「好奇心」を

「探究」に変えていく

6年間のプログラム

VISION

科学的アプローチのサイクル

課
題
発
見

課
題
解
決

収 集 分 析 構 築 表 現

１年次には「サイエンスリテラシー」で科学的アプロー

チを身につけます。身近な気付きから問いを立て、根拠

のある仮説を考え、その仮説の検証を行います。活動か

らは新たな問いや仮説が生じ、探究のサイクルを自ら回

していくことで、批判的・創造的思考力を育みます。

１年次に習得した「探究」の技法・サイエンスリテラ

シーを実践する場として、ゼミナールや研究等のプログ

ラムがあります。課題を設定し、調査・研究を行い論文

にまとめ、様々な人との協働やフィールドワーク等の実

践も積みながら、共創の大切さを学びます。

高校２年の海外研修を目標に、視野をさらに広げながら、

課題発見・解決のサイクルを自ら回していきます。IC
と ISCは海外研修先と連携した PBL（Project Based 
Learning） 型の学びで、MSTCはより専門性の高い研
究へと深化していきます。いずれのコースでも、学内外

での発表に多くの生徒が挑戦しています。

「探究」の技法を
習得する

研究者たる姿勢を
身につける

社会とつながり
課題発見・解決の
サイクルを実践

サイエンスリテラシー

全クラス共通
　(総合的な学習の授業内で実施）

基礎ゼミナール
インターナショナルサイエンス

Liberal Arts
インターナショナルサイエンス

基礎研究α
メディカルサイエンステクノロジー

基礎研究β
メディカルサイエンステクノロジー

Academic Seminar
インターナショナル

海外研修プロジェクト

情報収集・文献の読解・レポートの執筆
プレゼンテーションの実施

研究テーマの決定・研究方法の選定
フィールドワーク、実験等の研究活動の実施

特別講座の開催
研究結果の考察・学園祭等での発表・論文の執筆

フィールドワーク・実社会と関連した研究活動への発展
外部コンテストや研究発表会への出場

※上記は2023 年度入学生用プログラムの予定であり、今後変更する可能性があります。

生徒インタビューは p.14 へ

生徒インタビューは p.26 へ

高　校

中２～中３

中 1
THINK&ACT

THINK & ACT

THINK&
ACT

TH
IN

K&
AC

T
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3つのサイエンスラボにそれぞれ併
設された施設で、微生物の培養など
の無菌操作や、遺伝子組み換え等
の高度な実験も可能です。実験授
業のほか、基礎ゼミナールや高校
の研究活動でも使用します。

カルチャーラボ

3次元ソフトウェアで作成されたデータ
をもとに、断面の層を積み重ね、立体モ
デルを造形する機器。美術の授業等で、
精密な立体模型やオブジェの制作等に
活用しています。

3Dプリンター
微生物を取り扱う際、他の雑菌の
混入を防ぎ、無菌状態で作業する
ための装置。実験者の安全を守る
ため、作業台の排気もフィルター
滅菌されます。

安全キャビネット
生物のDNA増幅システムを利用し
て、狙った部分のDNAだけを増幅
させるPCR法は有名です。qPCR
ではサンプル中のDNA量を測るこ
とができます。

リアルタイムPCR（qPCR）
中の温度を一定に保ち、人工の光
により昼夜を再現する装置。本校
では、植物やミドリムシの培養に
使用しています。

人工気象器

学習進路指導部 部長　大野 智久
人生を豊かなものにするサイエンス

MST部 教頭　辻 敏之
世の課題を解決する道具を手に入れる

Profile ／おおの・ともひさ●アクティブラーニング型授業や課題探究
の実践者として、執筆や講演等を行う。日本生物教育学会等に所属。

Profile／つじ・としゆき●タンパク質の物性について理論的なアプロー
チで研究し、長浜バイオ大学、明治大学でも教鞭を執る。膜タンパク質予
測システム「SOSUI」を管理・運営。

サイエンスは、すべての物事の考え方の基本にあるものです。そして、物事

を「よく観察する」こと、「疑う」ことから始まります。

たとえば、桜の花はどうして春に咲くのか。なぜあれほど短い期間で散るの

か。このような疑問をもつことがサイエンスの入口です。そして疑問を解

き明かすために、情報を収集し、仮説を立て、検証を行い、答えを導き出す。

こうした未知の世界を探究する旅において、心強い案内役となるのがサイ

エンス思考です。

サイエンスの考え方は理科や数学等の専門分野だけでなく、日常のあらゆ

る場面で活用できます。どんな物事にも「よく観察する」「疑う」目をもって

向き合い、自分の頭で課題を発見・解決できる人になって、心からの充実感

に満ちた人生を歩んでください。

スーパーでの買い物の際、レジの前で列を作って順番が来るのを待った経験

はありませんか。その時、並んでいる人たちの待ち時間を短くするために、

状況を分析し、「列を1本にしてみよう」と解決策を考えることもサイエン
スの一つです。

言い換えれば、サイエンスとは「世の中のすべての現象を理解し、問題解決を

図るための道具」といえるでしょう。そうした便利な道具があるのに、理科

や数学だけのものにしておくのは非常にもったいないことです。

物事には必ず原因があり、原因を認識すると、解決策が見えてくる。この基

本姿勢を身につければ、文学を科学したり、人との関係を科学したり、仕事を

科学することも可能です。その延長で社会をより良くすることもできます。

そうした力の土台となるのがサイエンスです。

学ぶことが楽しい　だから夢中になる
「基礎ゼミナール」

生徒インタビュー

基礎研究αの
インタビューは

p.26 へ

一人ひとりの探究を支える施設・設備

科
学
を
学
ぶ
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
？

本校にある3つのサイエンスラボは、大学の研究室レベルの設備を整えて
います。実験や研究活動では、タブレット端末と連動してデータ分析をす
るなど観察・記録に ICTを活用し、考察やプレゼンテーションに役立てて
います。さらに、生徒たちの幅広い分野に対する飽くなき好奇心に応えるた
め、3Dプリンターやレーザーカッターなど様々な機器を導入しています。
使用に際しては、専門技術を持つ教員が基礎から指導します。

＊基礎ゼミナールはインターナショナルサイエンスクラスで実施します。

＊こちらに掲載の写真は、取材当時のものです。

私は小学校の授業中、「どうやったら貧困はなくなるんだろう」とすぐに解決できない問いをずっと考えていましたが、
小学校では残念ながらその問いを探究できる授業がありませんでした。三田国際の基礎ゼミでは、好きなことを探究
することができます。私が所属する社会問題を探究するゼミでは、今までに貧困やジェンダー問題に取り組んできま
した。国内で実際に起きている社会課題のニュースや本を題材に議論を行っていて、様々な社会課題をずっと考えて
きた私にはぴったりのゼミでした。三田国際には好きなことを好きなだけ探究する環境があり、感謝しています。3
年生では宗教の問題、特にテロリズムについて考えてみたいです。理解しがたいテロを起こした人々もそれぞれが正
義を掲げて行動を起こしたと思います。その行動を起こすまでの過程を知り、どんな思考になったのかを学びたい
と思っています。

このゼミでは主にゲーム開発Unity、C#という言語を使って各々がオリジナルゲームの制作を行っています。ゼミのほ
とんどの人が初心者からのスタートで、私自身も最初はUnityの開き方やデータの保存方法も分からない状態でした。本当
に作れるようになるか不安でいっぱいでしたが、先生や同級生のサポートもあってゲームが完成した時は凄く嬉しかった
ですね。このゲームを学園祭に出展した際は、小学生が楽しそうに遊んでくれて大満足でした。自分がこの分野に興味を
持つとは思っていませんでしたが、このゼミが私の新たな道を作ってくれましたし、少し知識を持つだけで色々な人とつ
ながることができました。ゼミをきっかけにC#のほかに JavaScriptの学習も行っているので、高校では有志団体での活
動にも活かしたいと思っています。

僕は学校の授業では扱わないような数学が好きです。教科書には書いていないような数学の考え方や意味を探究すること
が好きで、数学ゼミに入りました。テーマで特に興味を持ったものは、黄金長方形です。最初は縦と横の比率が約5：8の長
方形という知識しかなく、なぜ黄金とついているのか疑問に思いました。黄金長方形を数学体験館で調べたり、学園祭で発
表する準備の中で調査を進めるうちに、古来より様々な美術品や建築物などにも美しい比率として使われていたことを知り、
理解を深めることができました。研究のテーマ設定で悩むこともありましたが、数学のコンクールで賞を頂いたことを
きっかけに自信を持つことができました。研究活動を通して、「与えられた問いに答えるだけではなく、自ら問いを見つけ、
それを解こうとしなければ、本当の面白さは味わえない」ということを数学で知ることができたと思います。

正義とは？ 時間を忘れて探究する

使うから創るへ 初めての挑戦で広がる世界

問いを「自分で」見つけて取り組む面白さ

中学 3年｜ F・Mさん

高校 1年｜ S･Mさん

高校 1年｜M・Hさん

プログラミングの基礎を学習、オリジ
ナルゲーム開発を始める

東京理科大学数学体験館（オンライン）
で自分の研究テーマを模索

学園祭でオリジナルゲームを出展

「私の数学のイメージ」表現コンクール
で、 SDGsプラットフォーム賞を受賞

論文制作・発表

学園祭ではパラドックスをテーマに
ポスター発表を行う

中学 2年

中学 2年　

中学 3年 2学期

中学 3年 1学期

中学 3年 3学期

中学 3年 2学期

「社会を読み解く 10章」に所属

「自分で創る数学」に所属

「Unityを味わう」に所属
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目指す進路に合わせたコースと学びのプログラム

社会へ  そして  世界へ羽ばたくための 6年間

EDUCATION ROADMAP
6 年間のロードマップ

これからの時代を生き抜くためのキーワード “THINK & ACT”　“INTERNATIONAL”　“SCIENCE” を軸に、
中学には3クラス、高校には3コースを設置しています。生徒たちは自分の興味や強みに応じた場所で、
将来の目標を実現する力を磨いていきます。

■ 目指す進路に合わせたコース設定 ■ 三田国際学園学びのプログラム

■ 海外の大学

■ 国公立・
難関私立大学

■ 海外の大学

■ 国公立・
難関私立大学

■ 国内・海外の
医歯薬看護獣医系・
理・農・工学系
大学・学部

＊上記は2023年度入学生用プログラムの予定であり、今後変更する可能性があります。　＊中学1年次は ICと ISCの2クラス編成、中学2年次以降はMSTCも加わり3クラス編成となります。

インターナショナル
サイエンスクラス

p.17

p.21

p.25 p.27

p.19

p.23

インターナショナル
クラス

メディカルサイエンス
テクノロジーコース

インターナショナル
サイエンスコース

高　校 想定進路中　学

インターナショナル
コース

ISC

IC

MSTC

ISC

IC

インターナショナル
サイエンスクラス

インターナショナル
クラス

メディカルサイエンス
テクノロジークラス

MSTC

インターナショナルサイエンスクラス（ISC）

インターナショナルコース（IC）インターナショナルクラス（IC）

インターナショナルサイエンスコース（ISC）

メディカルサイエンス
テクノロジークラス（MSTC）

メディカルサイエンス
テクノロジーコース（MSTC）

基礎ゼミナール

3レベル展開の英語授業 3レベル展開の英語授業

基礎研究α 基礎研究β

Liberal Arts

Academic Seminar

Academy ATAR

Immersion General

英・数・理・社を All Englishで学ぶ
Dual Diploma Program

段階的に All Englishの授業へと移行

中 1 中 2 中 3 高 1 高 2 高 3

ク
ラ
ス
・
コ
ー
ス

科学的
アプローチ

学習
サポート

留学制度

サイエンス
リテラシー ゼミナール・基礎研究

繰り返し型学習システムや補習を中心とした基礎学力の定着　  　夏期・冬期講習

中 3ターム留学・
長期留学（IC）

発展的な研究

短期留学・長期留学

海外研修

受験合理性追求型学習
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INTERNATIONAL
SCIENCE CLASS
INTERNATIONAL
SCIENCE CLASS
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
SCIENCE CLASS
SCIENCE CLASS
SCIENCE CLASS
SCIENCE CLASS
SCIENCE CLASS
SCIENCE CLASS
INTERNATIONAL
SCIENCE CLASS
INTERNATIONAL
SCIENCE CLASS
INTERNATIONAL
SCIENCE CLASS
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL

生徒の好奇心を最大限に尊重するプログラムが、中学2年次から始まる
「基礎ゼミナール」です。自分の興味に基づき講座を選び、自ら課題を設定

して調査・研究を行い、論文にまとめます。学問分野を超えた広い視野を持っ

て教養・専門知を深め、思考や議論を筋道立てて構築できる論理的思考力

を養います。また、様々な人と

の協働やフィールドワーク等

の実践も積みながら、共創の

大切さを学びます。

※2022年度実施

グループ 講座名

言語と文学とアート
アートに ･ことばを ･文学する

つながるアート

個人と社会
経営実践講座

社会課題に挑戦する

社会を読み解く 10章
メディアと人間 メディア・クリエイション

実験科学
日常から見出す生物

伝える化学

本気で物理する

数学と
コンピュータ科学

見て ･創って ･感じる数学

暗号と数理解析

Unityを味わう

［ 開講講座例 ］

クラスには一般生と帰国生をともに受
け入れ、副担任を務める International 
Teacherはホームルームや行事にも
関わります。日本語と英語が飛び交
う、多様性に富んだ環境です。

2年間を通して興味のある分
野に取り組みます。一人ひと
りが自由な発想を楽しみな
がら、創造性をいかんなく発
揮できるプログラムです。

理数系や情報分野への意欲が旺
盛な生徒は、2年次よりスタート
するMSTCに在籍することがで
きます。
（ 詳しくはp.25～p.26を参照 ）

国際生の学び

Advancedの生徒は、英語の授業が
International TeacherによるAll English
となり、数学・理科・社会は日本語による授
業を受けます。
高い英語力を維持しながら、日本語で思考
し表現する力をさらに伸ばしていきます。

インターナショナルサイエンスクラス
インターナショナルサイエンスクラス
メディカルサイエンステクノロジークラス

ホームルームクラスは英語力に関係なく編成されますが、

英語の授業は Standard, Intermediate, Advancedの3レベルで展開します。

中学3年次にオーストラリアでのターム留学（約3か月）を用意しています。
習熟度別授業で培った英語力を武器に、中学のうちに海外留学に挑戦することができます。

英語力のさらなる向上に加え、現地校での授業を通して英語で学ぶ楽しさも実感し、一人ひとりの可能性をさらに広げます。 

「知りたい」をもっと深める　基礎ゼミナール

英語力に応じた 3つの授業展開

中 3 でターム留学に挑戦（希望者のみ）

＊音楽、美術、保健体育、技術・家庭、道徳、特別活動の時間には、年間計画に基づく各行事、各種講演会も含む。 ＊総合的な学習の時間には、宿泊行事を含む校外での社会体験、観察、実験、見学、調査等も含む。
＊「サイエンスリテラシー」は総合的な学習の時間に含む。　＊上記は2023年度入学生のカリキュラム予定であり、今後変更する可能性があります。
＊MSTCへの変更に際しては、中学入学試験や志望理由、成績、定員数等を考慮して、総合的に判断します。　＊＊基礎ゼミナールについては、p.12、p.14を参照。
＊インターナショナルサイエンスクラスでは、数学・理科・社会の英語による授業を選択することはできません。

＊留学については、p.9～p.10を参照。

1年
国語 6 美術 1.3
社会 3 保健体育 3
数学 6 技術・家庭 2
理科 4 道徳 1
英語 8 総合 3.4
音楽 1.3 特別活動 1

合計 40

2年
国語 6 保健体育 3
社会 4 技術・家庭 2
数学 6 道徳 1
理科 5 総合 2
英語 8 特別活動 1
音楽 1 基礎ゼミ 1
美術 1 合計 41

3年
国語 6 保健体育 3
社会 4 技術・家庭 1
数学 6 道徳 1
理科 5 総合 2
英語 8 特別活動 1
音楽 1 基礎ゼミ 2
美術 1 合計 41

習熟度別授業でのステップアップケース

私は英会話を習い始めてから、自分の考えを英語で伝えることが楽しいと感じ、もっと英語のス
キルを伸ばしたいと思うようになりました。三田国際に入学後は英語に触れる機会を増やすこ
とを意識して、積極的に英語を聞いたり、International Teacherや帰国生のクラスメイトには英
語で話しかけたりしています。英語を使ったコミュニケーションは楽しくて、新しい単語やネイ
ティブな表現を知る機会にもなって、とても勉強になります。Intermediateになってからは、日
本語で学んでいたことをすべて英語で学習するため、はじめは文法の授業を理解するのがとて
も大変でした。しかし、英語で単語を調べたり、文章を繰り返し書くことで、今ではだいぶ英語に
慣れて中２で英検２級を取ることができました。いつか留学するのが今の私の目標です。そのた
めに英語でもっとたくさんの視点や考えを聞き自分の意見もきちんと伝えられるように、これ
からも英語の勉強を頑張りたいです。

中学 3年｜ K･Yさん

Standard Intermediate Advanced

対象 英語の学習歴は問いません
相応の英語学習歴のある生徒

＊入学時と学年末に行う
　アセスメントテストの結果により選抜

帰国生等ネイティブスピーカーレベルの
英語力のある生徒

＊中学 1年次は入学試験、または入学前実施の
　アセスメントテストの結果により選抜

英語

日本語による授業に加え、
International Teacher主体の
チーム・ティーチング

International Teacherの
All English授業

International Teacherの
All English授業

基本文法を定着させながら、「読む・聞く・
話す・書く」という 4 技能をバランス
良く身につける。

ListeningとSpeakingの能力の質を高
めるとともに、GrammarやWritingも
強化し、総合的な英語力を向上させる。

Discussion・Debate・Presentation・
Public Speaking等を通して、
批判的思考力・分析力・構成力・
コミュニケーション能力を身につける。

JUNIOR HIGH SCHOOL

多様な選択肢が 「面白い」をかたちに

インターナショナルサイエンスクラス中学クラス

多様性に
富んだ環境

中 1
中 2・中 3

基礎ゼミナール 中2からMSTCに
在籍可能

POINT POINT POINT

01 02 03

Standard Intermediateに選抜
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INTERNATIONAL
SCIENCE COURSE
SCIENCE COURSE
SCIENCE COURSE
SCIENCE COURSE
SCIENCE COURSE
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
SCIENCE COURSE
SCIENCE COURSE
INTERNATIONAL
SCIENCE COURSE
INTERNATIONAL
SCIENCE COURSE
INTERNATIONAL
SCIENCE COURSE
INTERNATIONAL
SCIENCE COURSE
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
SCIENCE COURSE
SCIENCE COURSE
INTERNATIONAL
SCIENCE COURSE
INTERNATIONAL
SCIENCE COURSE
SCIENCE COURSE
INTERNATIONAL
SCIENCE COURSE
SCIENCE COURSE
INTERNATIONAL
SCIENCE COURSE 社会に目を向け、生徒自ら課題を発見し、解決のため

の実践に取り組みます。高2の海外研修では、海外を
フィールドに現地での学びを深めます。

1年次は主要5教科をバランス良く学びますが、2
年次からは希望の進路に合わせた選択・自由科目を
取り入れており、国内・海外ともに文系・理系の受験
に対応しています。

総合的な探究の時間には、宿泊行事を含む校外での社会体験、観察、実験、見学、調査等も含む。　上記は2023年度入学生のカリキュラム予定であり、今後変更する可能性があります。
＊該当科目から1つを選択する。　＊＊該当科目から2つを選択する。　＊＊＊該当科目から1つまで選択できる。　＊＊＊＊該当科目から2つまで選択できる。

1年

必
　
修

現代の国語 3
言語文化 2
地理総合 2
歴史総合 2
数学Ⅰ 4
数学 A 2
物理基礎 2
化学基礎 2
生物基礎 2
体育 2
保健 1

英語コミュニケーションⅠ 3
論理・表現Ⅰ 4
家庭基礎 2

総合的な探究の時間 2
ホームルーム 1

必
修

選
択

音楽Ⅰ 2*
美術Ⅰ
合計 38

文系 2年

必
　
修

古典探究 3
現代文総合 3
公共 2
数学Ⅱ 4
体育 2
保健 1

英語コミュニケーションⅡ 4
論理・表現Ⅱ 3
情報Ⅰ 2

総合的な探究の時間 2
ホームルーム 1

必
修
選
択

地理探究
6**日本史探究

世界史探究

自
由
選
択

数学 B 3
化学基礎

  2***生物基礎
地学基礎
合計 33~38

文系 3年

必
　
修

古典探究 3
現代文演習 2
国語総合 3
体育 3

英語コミュニケーションⅢ 4
論理・表現Ⅲ 2
ホームルーム 1

必
修
選
択

地理探究

6~12****　　　日本史探究
世界史探究
政治・経済

自
由
選
択

漢文 1
数学演習 2 4
化学基礎

  4****生物基礎
地学基礎
合計 24~39

理系 2年

必
　
修

現代文演習 2
公共 2
数学Ⅱ 4
数学 B 3
化学 4
体育 2
保健 1

英語コミュニケーションⅡ 4
論理・表現Ⅱ 3
情報Ⅰ 2

総合的な探究の時間 2
ホームルーム 1

必
修
選
択

古典演習  2*
数学演習 1
物理 4*
生物

自
由

選
択 地理探究 2

合計 36~38

理系 3年

必
　
修

数学 C 2
化学 5
体育 3

英語コミュニケーションⅢ 4
論理・表現Ⅲ 2
ホームルーム 1

必
修
選
択

数学Ⅲ 7*
数学演習 3
物理 5*
生物

自
由
選
択

現代文演習 2
古典演習 2
漢文 1
地理探究    3***
政治・経済
数学演習 4 2
合計 29~39

留学 先｜アメリカ・サンディエゴ／カナダ・バンクーバー／
　　　　  イギリスから選択（原則1校につき本校生徒は1名）

時　　期｜1年次 8月～ 2年次6月

滞在形態｜アメリカ・カナダ：ホームステイ（1家庭につき本校生徒1名）
　　　　　　イギリス：寮

費　　用｜約350万～ 500万円（現地校学費等／国・学校により異なる／渡航費除く）

支 払い｜一括払い。積み立てはありません。

留学中の本校学費｜授業料は半額、設備維持費・PTA 会費は全額支払い

進　　級｜帰国後は学齢通り2年生になり、進級できます。

留学 先 ｜アメリカ カリフォルニア大学デービス校
時　　期｜1年次3月 約2週間
滞在形態｜ホームステイ
費　　用｜50万円程度（燃料サーチャージにより変動あり）
支 払い ｜一括払い。積み立てはありません。

＊本校実施のプログラム以外の長期留学については、 留学中の学費や単位に関する対応が異
なります。必ず事前にご相談ください。

＊上記は2023年度入学生プログラムの予定であり、今後変更する可能性があります。

長期留学

短期留学

教育水準が高く、質の良いカリキュラムと留学生のサポート体制を兼ね備

えた現地校で、英語力を磨くだけでなく、国際感覚を身につけます。 社会
福祉活動や環境保護活動にも参加が可能で、 クラスメイトや地域社会と
の関わり合いの中で自己を大きく成長させる機会となります。留学前の事

前研修も、複数回にわたって実施します。また、留学後の学習サポート体制

も整えています。

レッスンによる英語力の養成に加えて、現地の学生とキャリアについてディ

スカッションするワークショップ等を行います。現地で活躍する日本人の

もとを訪問する機会も用意されており、自分のキャリアと向き合いながら、

最後に将来ビジョンについて英語でプレゼンテーションを行います。

課題解決型プロジェクト「Liberal Arts」×海外研修

選べる長期・短期留学（希望者のみ）

SENIOR HIGH SCHOOL

高 1～ 高 2 / 2学期 高 2 / 3 学期～

世界に出会い　可能性を広げる

インターナショナルサイエンスコース高校コース

課題解決型プロジェクト
「Liberal Arts」

希望する進路に合わせた
カリキュラム選択

POINT POINT

01 02

高校1～2年次に設定された「Liberal Arts」は、中学までの学びをベースにしながら、 
共通の課題に対し様々な分野から解決のための研究を行う PBL（Project Based Learning）形式の授業です。
あるテーマに対して自分の興味・関心のもと分野を選び、 企業や大学、NPO等の団体と協働しながら、海外研修でのフィールドワークへとつなげていきます。
実社会における課題を “自分ごと”として捉えるグローバルなマインドセットを培い、解決のための実践に取り組みます。

中学までに培った英語力をさらに磨きながら、英語で思考し伝えるトレーニングを重ねます。

長期・短期の留学制度で、視野をさらに広げ、グローバルマインドを身につけていきます。

［プロジェクト課題例］
・Ocean & Environment（海洋環境）
・Overtourism（オーバーツーリズム）
・Waste Reduction（廃棄物削減）
・Food Loss（食品ロス）
・Children & Poverty（子どもの貧困）
・Homelessness（ホームレス）

［あるグループの実践例］

● 子ども食堂を訪問
周囲の目を気にしてサービスを利用できない子どもがいるという課題に気付く

● 現地の小学校・高校を訪問し、
　 アメリカの学校給食プログラムについてインタビュー・見学
　 ・ 世帯収入に応じて、対象生徒に無料あるいは低価格で食事を提供
　 ★必要とするすべての人にサービスを届ける工夫が重要

● 現地のフードバンクを訪問し、職員の方々へインタビュー
　 ・  日本にあるフードバンクの数はまだ限られているが、ハワイではこの活動が広く

認知されている
　 ・ 食品を様々な施設に送るための仕分け作業を手伝う

● 活動内容と成果をまとめた動画を制作し、
 　地元の高校生や大学生も招いた上映会にて発表

日本での活動

ハワイでの活動

Children & Poverty（子どもの貧困）

Liberal Artsで政治経済・自然環境・テクノロジー等
の多様な分野についてハワイ・日本双方の諸問題を
調査し、フィールドワークに取り組みます。

2年次の海外研修は、人種や文化の多様性を有する
ハワイで実施します。事前に Liberal Artsで蓄積さ
れた成果をもって現地の学生と対話しながら、共通
の課題解決を目指します。

異文化理解を深めるとともに、自分がどういう役割
を持って社会に貢献するかを見つけ、その後の日本
でのアクションや、進路選択へとつなげます。

課題
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INTERNATIONAL
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INTERNATIONAL
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INTERNATIONAL
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INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
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INTERNATIONAL

＊インターナショナルクラスの英語の授業には、Intermediateレベルは設置いたしません。」　＊インターナショナルクラスでは、英語・数学・理科・社会の日本語による授業を選択することはできません。」
＊基礎ゼミについては p.10~p.12を参照。　＊留学については、p.8~p.9を参照。

1年
国語 6 美術 1.3
社会 3 保健体育 3
数学 6 技術・家庭 2
理科 4 道徳 1
英語 9 総合 2.4
音楽 1.3 特別活動 1

合計 40

2年
国語 6 保健体育 3
社会 4 技術・家庭 2
数学 6 道徳 1
理科 5 総合 2
英語 8 特別活動 1
音楽 1 基礎ゼミ 1
美術 1 合計 41

3年
国語 6 保健体育 3
社会 4 技術・家庭 1
数学 6 道徳 1
理科 5 総合 2
英語 8 特別活動 1
音楽 1 基礎ゼミ 2
美術 1 合計 41

帰国生が多数を占めるクラスで、International Teacherと日本
人教員が一緒にホームルームやクラス運営に携わります。英語・
数学・理科・社会は、Immersionグループも段階的に All English
に移行し、英語で思考し表現する力を身につけます。

中学3年次にターム留学または長期留学
に参加できます。英語力の伸長だけでな
く、視野を広げ、グローバルマインドを
身につけます。

国際生の学び

JUNIOR HIGH SCHOOL

Academyの生徒は英語・数学・理
科・社会の授業を All English で受
けます。国際的な環境で、英語力を
さらに高めていくことができます。

● 英語・数学・理科・社会は各分野を専門とする
    International Teacherによる All Englishの授業
● 国語は帰国生を対象に基礎レベルのクラスも設置
● 教科横断型 PBLを重視した探究学習
● 高校の Dual Diploma Program（DDP）への準備

●  All English授業の段階的な導入
英語・数学・理科・社会については中学１年生から日本語による授業に加え、
International Teacher主体の英語による授業を段階的に取り入れます。

● Academic Skillsと CLILの2つの軸 ● 使える英語を身につける充実のサポート体制
ゼロベースから3年間で圧倒的な英語力を身につけるために、多様な
プログラムを用意しています。

日本の学校や文化に触れながら
高い英語力をさらに伸ばす

英語ゼロから海外大学進学を視野に
英語力と国際感覚を養う

Academy グループ

Immersion グループ

＊1年次に Academyグループに所属するには、国際生入試または英語入試で合格する必要があります。
＊インターナショナルクラスの英語の授業には、Intermediateレベルは設置いたしません。　

Academic Seminar

オリエンテーション合宿

中3でターム留学・長期留学に挑戦（希望者のみ）

中学２年次から Academyグループは、英語による「探究」の技法を培い、学びの可能性をさらに広げていきます。
Immersionグループは、英語や国際理解について探究するゼミ活動を行う予定です。

入学直後にインターナショナルクラスのみで合宿を行います。

チームビルディングを行うと同時に、クラスや自分の目標を定め、学園生活をスタートしていきます。

中学3年次にオーストラリアで、3か月間のターム留学または1年の長期留学に参加できます。
中学のうちに海外経験を積むことで、視野を広げ、英語力のさらなる伸長を促します。

＊音楽、美術、保健体育、技術・家庭、道徳、特別活動の時間には、年間計画に基づく各行事、各種講演会も含む。 ＊総合的な学習の時間には、宿泊行事を含む校外での社会体験、観察、実験、見学、調査等も含む。
＊「サイエンスリテラシー」は総合的な学習の時間に含む。　＊上記は2023年度入学生のカリキュラム予定であり、今後変更する可能性があります。
＊インターナショナルクラスの Academyグループでは、英語・数学・理科・社会の授業は入学時から All Englishで行います。
＊基礎ゼミナールについては p.12,p.14を参照。　＊留学については、p.9～ p.10を参照。

圧倒的な英語環境で学ぶ3年間

インターナショナルクラス中学クラス

グローバルな環境で
英語

”

で” 学ぶ
中 3で
留学に挑戦

POINT POINT

01 02

帰国生等、英語を自由に使いこなせる生徒

2つのグループ編成

これから英語を学び始める生徒

Academy Immersion

Inclusion & Collaboration　互いを高め合うクラス

■ All Englishで運営されるホームルーム ■ BUDDY SYSTEM　バディシステム
ホームルームは主に International Teacherが英語で進行します。日本人教員に
よるサポートもありますが、原則的に日本語は使用しません。International 
Teacherとの日常的な対話を通して飛躍的な英語力の向上や維持が可能に
なり、国際感覚を育みます。

Academyと Immersionの生徒が2人または3人組のバディとなり、それ
ぞれの得意な分野・教科を補完し合う信頼関係を築きます。組み合わせは

ローテーションし、多様な価値観を認め合う Inclusionな環境を実現して
いきます。

● Intensive English Program（集中英語プログラム）
●English Camp（集中英語合宿）
●オンライン英会話の活用  など

Academic Skills CLIL

エッセイライティング
などの技法を

習得しながら、４技能
（読む･聞く･書く･話す）

を身につけます。

様々な教科（内容）を
「英語で」学ぶことで、
内容と言語がつながり、
実践的な英語力を
伸ばします。
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INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL
INTERNATIONAL

＊海外研修の行き先やプログラム内容は変更する場合があります。　＊各グループの所属については、高校進級時に本人の希望や成績、取得資格等を考慮して総合的に判断します。

＊JAOS…一般社団法人海外留学協議会（Japan Association of Overseas Studies）
＊ RCA海外留学アドバイザー…NPO法人留学協会が認定する民間資格。

高校 ICは、西オーストラリア州教育省と提携した Dual Diploma Program（デュアルディプロ
マプログラム）を導入しています。高校在学中に西オーストラリア州のカリキュラムに則った授
業を履修し、卒業時に本校の高校卒業資格に加え、西オーストラリア州の高校卒業資格（WACE）
を取得できるようになります。
本校で各教科を専門とする International Teacherが英語で授業を担当するため、留学して現地
で単位を取得する必要がなく、本校に通学しながら修得することができます。
西オーストラリア州の万全なバックアップ体制のもと、現地のカリキュラムスペシャリストと密
に連携を取りながら、定期的な教員研修も実施しています。

オーストラリアの教育が育むのは、Successful Learner（成功的学習
者）、 Confi dent and Creative Individual （自信ある創造的な個人）、 
Active and Informed Citizen （活動的で教養ある市民）。そのために必
要な7つの力（リテラシー／数学的能力／
ICTスキル／批判的・創造的思考力／
個人的・社会的スキル／異文化理解
力／倫理的理解力）を汎用的能力
として位置付けており、すべて
の教科や学校生活のあらゆる
場面でこれらを高めています。
本校の教育と親和性の高いオー
ストラリアの教育と融合した学び
で、グローバル社会で活躍するため
の力を伸ばします。

日本にいながら　海外の高校卒業資格の取得が可能に

［開講授業例］
・English OR English as an Additional Language or Dialect
・Mathematics Methods
・Biology
・Modern History
・Media Production and Analysis
・Psychology

日本とオーストラリアのカリキュラムで学び
２つの高校卒業資格取得を目指す

※本校授業料とは別に、高校3年間で別途約26万円程度のプログラム費用がかかります。
※西オーストラリア州の高校卒業資格（WACE）を取得するには、必修科目の単位数と
   評定条件を満たす必要があります。

グローバル社会の一員として

主要教科は、各分野を専門とする International 
Teacherによる All English 授業で学びます。

日本とオーストラリアの2つのカリキュラムで学ぶデュアル
ディプロマプログラム（DDP）で、本校に通学しながら海外の
高校卒業資格の取得を目指します。

英語で学ぶ力を伸ばす
3年間

海外の
高校卒業資格を取得

POINT POINT

＊該当科目から1つを選択する。
＊＊該当科目から4つまたは5つを選択する。
＊＊＊該当科目から1つまで選択できる。
総合的な探究の時間には、DDP準備コース、学年宿泊行事を含む校外での社会体験、観察、実験、見学、調査等も含む。
上記は2023年度入学生のカリキュラム予定であり、今後変更する可能性があります。
1年次の「総合的な探究の時間」にはWACE関連の「Critical Thinking」「Academic Writing」「Research Methods」を含みます。
「Media Production and Analysis 11」「Psychology 11」の授業は1年次3学期から取り組みます。

1年

必
　
修

現代の国語 3
言語文化 2
地理総合 2
公共 4
数学Ⅰ 4

科学と人間生活 4
体育 3
保健 1

英語コミュニケーションⅠ 5
情報Ⅰ 2

総合的な探究の時間 6
ホームルーム 1

必
修

選
択

音楽Ⅰ
 2*

美術Ⅰ
合計 39

2年

必
　
修

歴史総合 5
数学Ⅱ 5
生物基礎 4

Psychology 11 4
体育 2
保健 1

Media Production and Analysis 11 4
家庭基礎 2
ホームルーム 1

必
修
選
択

現代文総合
 3*

国語総合
倫理

 3*
化学基礎

English 11
 5*English as an Additional Language or 

Dialect（EALD）11
合計 39

3年
必
修

体育 2
ホームルーム 1

必
修
選
択

現代文総合
3*

国語総合
English 12

5*English as an Additional Language or 
Dialect（EALD）12
Modern History 12

20~25**
Mathematics Methods 12

Biology 12
Psychology 12

Media Production and Analysis 12

自
由

選
択

倫理
  3***

物理基礎
合計 31~39

SENIOR HIGH SCHOOL

海外大学を視野に　飛躍する3年間

01 02

インターナショナルコース高校コース

海外の高校卒業資格取得と ATAR受検を目指す

選べる 2つの DDP

海外の高校卒業資格取得を目指す

ATAR General

海外大学進学を見据えて

ローカル ×グローバル　ー PBL型プロジェクト

デュアルディプロマプログラム（Dual Diploma Program：DDP）

高校 ICの進路指導では海外大学進学を視野に入れ、きめ細やかな指導を行っています。アメリカの教
育機関 The College Boardと提携関係を結んでおり、アメリカの統一試験である PSAT®や SAT®を

学内で実施し、SAT ®の対策講座等も開講しています。また、本校には JAOS* 認定留学カウンセラー
や RCA海外留学アドバイザー *の資格を持つ教員も在籍しており、生徒一人ひとりと定期的なカウン
セリングを行っています。多様な課外活動の紹介やエッセイライティングの指導等も充実しており、

生徒たちの進路希望を叶えるため、万全のサポート体制を整えています。

高校1～2年次は、ホームルームや総合的な探究の時間等を活用して、PBL（Project  Based Learning)
型の学びを展開。日本や世界各地の様々な社会問題について学び、課題解決を目指して実践的プロジェ

クトに取り組みます。高校2年次のオーストラリア研修では、ローカルとグローバル双方の視点で社会
課題を捉え、自分たちで解決策を導き出し、日本とオーストラリア両国においてアクションを起こして

いきます。このような経験を通して、“ 地球市民 ”として物事を捉える姿勢と実践力が培われていきま

す。実際に、個人でボランティア等の課外活動に参加する生徒も多数います。

ATAR

ATARグループでは、高校3年次にオーストラリア大学進学統一検定試験
（ATAR）を受検します。国際的なランキングスコアである ATARのスコアがあ
ると、海外大学進学時に必要な英語資格（TOEFL®や IELTS®等）やファウンデー

ションコース（留学生のための大学進学準備コース）の履修が多くのケースで
免除になり、海外大学がますます身近な選択肢となります。

海外大学進学がさらに身近に

@StudyPerth

要な7つの力（リテラシー／数学的能力／
ICTスキル／批判的・創造的思考力／
個人的・社会的スキル／異文化理解

ストラリアの教育と融合した学び
で、グローバル社会で活躍するため
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＊インターナショナルクラスの英語の授業には、Intermediateレベルは設置いたしません。」　＊インターナショナルクラスでは、英語・数学・理科・社会の日本語による授業を選択することはできません。」
＊基礎ゼミについては p.10~p.12を参照。　＊留学については、p.8~p.9を参照。

2年
国語 6 保健体育 3
社会 4 技術・家庭 2
数学 6 道徳 1
理科 5 総合 2
英語 8 特別活動 1
音楽 1 基礎ゼミ 1
美術 1 合計 41

3年
国語 6 保健体育 3
社会 4 技術・家庭 1
数学 6 道徳 1
理科 5 総合 2
英語 8 特別活動 1
音楽 1 基礎ゼミ 2
美術 1 合計 41

Student’s Voice

＜研究テーマ＞
植物色素を用いた写真感光紙の応用

高校 1年｜ K･Kさん｜中学では「理論科学研究」ゼミに所属

中学1年次に「サイエンスリテラシー」で身につけた科学的アプローチを実
践する場として、2年次からは「基礎研究α」が始まります。自分の興味に
基づいて講座を選択し、研究課題を設定して自ら調査・研究を行い、紀要に

まとめます。この研究活動は高校MSTCで行う「基礎研究β」へと発展的
に引き継ぐことも想定しており、4年にわたって一つのテーマを研究する
ことも可能です。

世界で最初に発見する喜び　基礎研究α

実験で起こった現象を多角的に捉え、自分の言葉
で描写する方法を身につけます。「その出来事が
何を示しているのか」を仮説や実験意図と照らし
合わせて、背後にあるメカニズムを推測します。

仮説、実験結果、考察から導き出した論理的な結
論を、筋道立てて、他者に分かりやすいように伝
える方法論を身につけます。

どうすれば仮説が検証できるかを深く考え、論理
的に筋道の通った計画を立て、実施します。また、
実験手技を磨き上げていきます。

文献や先行研究を調べて、自分の疑問やまだ解決
できていない課題を論理的に分解・整理します。
そして、起こっている現象の原因を推測し、疑問・
課題を再構築しながら、根拠のある仮説を立てて
いきます。

＊音楽、美術、保健体育、技術・家庭、道徳、特別活動の時間には、年間計画に基づく各行事、各種講演会も含む。 ＊総合的な学習の時間には、宿泊行事を含む校外での社会体験、観察、実験、見学、調査等も含む。
＊MSTCでは「基礎ゼミ」に代わり、「基礎研究α」を実施します。　＊上記は2023年度入学生のカリキュラム予定であり、今後変更する可能性があります。
＊メディカルサイエンステクノロジークラスでは、副担任に International Teacherはつきません。　＊メディカルサイエンステクノロジークラスは、２年次からスタートします。１年次のカリキュラムについては、p.17を参照。
＊MSTCへの進級に際しては、中学入学試験や志望理由、成績、定員等を考慮して、総合的に判断します。

JUNIOR HIGH SCHOOL

研究者として踏み出す第一歩

（中学 2 年次より）
メディカルサイエンステクノロジークラス中学クラス

研究テーマを設定し、多面的に専門的知識を深
め、論理を筋道立てて構築できる思考能力を養う
プログラムです。

基礎研究α

POINT

02
中学 ISCの生徒のうち、理数系や情報分野への意欲が旺盛な
生徒は、2年次よりMSTCに在籍することができます。文理
の枠を超えてサイエンスの基礎を学んだのちに、専門性を深め
た研究に挑戦し創造的な発想を実践に活かします。

中 2から
MSTCがスタート

POINT

01

実 験

設 計

考 察

発 表

仮
説
構
築

仮
説
検
証

Q1. どんなことを研究していますか？

家庭にある身近なもので作成できる写真用フィルムを開発しています。葉の緑やニンジンの赤などの植物色
素は、植物からエタノールなどで抽出されると光で分解されやすくなります。そこで、植物から抽出した色素
を紙に塗布したものを写真のフィルムに使います。カメラも、家で簡単に工作することのできるカメラを使い
ます。すべて家にあるもので作成することで、興味を持ってくれた人が家にあるもので気軽に研究できるよう
になります。その経験を通じて、研究の楽しさを知ってもらうのが最終的な目標です。

Q2. なぜそのテーマに興味を持ったのですか？

小学生の頃、ピンホールカメラを作って写真を撮るという工作
をしたことがあります。その実験ではぼんやりとした写真を撮
影することができました。僕はとても驚き、もっと改良したい
と思ったのですが、感光紙を家で作ることは難しく、調べても感
光紙を作っている人は見つかりませんでした。この経験を思い
出し、家庭で感光紙を作成する研究を始めました。

Q4.研究で面白かったことはありますか。

失敗や予期せぬ出来事が成功の元になるという体験をしたこ
とです。植物から感光紙を作成していた時、3枚のうち1枚だ
けわずかに色が濃くなりました。納得いかずに調べてみると、
エタノールの揮発が早いことが原因だと分かりました。そこか
ら、エタノールを揮発させることでフィルムの性能を上昇させ
ることができるのではないかという仮説が生まれました。

Q5. MSTCでの生活はいかがですか。

恵まれた環境で、自分が興味ある現象を全力で追求することができます。研究をより良くす
るためには、多くの人々によって支えられてブラッシュアップされることが重要だと考えて
います。自分の好きな分野について語り合う時間はとても楽しく、学びがあります。毎日新
しい発見がある楽しいクラスです。

Q3. どのようなステップで研究を進めてきましたか。

19世紀に発明された植物色素を用いた感光紙が、身近なもので作れそうだったので写真フィ
ルムに応用することにしました。まずツツジを使った感光紙を試しましたが、元の色が薄く
像が映りませんでした。改良案を研究し、色素の抽出後の処理を変更することで元の色が濃
くなるという仮説を立てました。実際に試してみたところ、フィルムの色の濃さが大きく変
わることを発見して、感光紙の性能を大きく上げることに成功しました。

インターナショナルサイエンスクラス
インターナショナルサイエンスクラス

メディカルサイエンステクノロジークラス

中 1
中 2・中 3

設 計 実 験 考 察 発 表

※2022年度実施

グループ 講座名

実験科学
生物を考える

「ものづくり」の化学

科学を哲学する

数学と
コンピュータ科学

自分で創る数学

Tech!（プログラミング）
データと遊ぼう

［ 開講講座例 ］

TH
IN

K&
AC

T

THINK&ACT

THINK&ACT
THINK&ACT
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MEDICAL SCIENCE
TECHNOLOGY COURSE
TECHNOLOGY COURSE
MEDICAL SCIENCE
TECHNOLOGY COURSE
TECHNOLOGY COURSE
TECHNOLOGY COURSE
TECHNOLOGY COURSE
TECHNOLOGY COURSE
TECHNOLOGY COURSE
MEDICAL SCIENCE
MEDICAL SCIENCE
MEDICAL SCIENCE
TECHNOLOGY COURSE
TECHNOLOGY COURSE
TECHNOLOGY COURSE
TECHNOLOGY COURSE
MEDICAL SCIENCE
TECHNOLOGY COURSE
TECHNOLOGY COURSE
TECHNOLOGY COURSE
TECHNOLOGY COURSE
TECHNOLOGY COURSE
TECHNOLOGY COURSE
TECHNOLOGY COURSE
MEDICAL SCIENCE
MEDICAL SCIENCE
TECHNOLOGY COURSE
TECHNOLOGY COURSE
MEDICAL SCIENCE
MEDICAL SCIENCE
TECHNOLOGY COURSE
TECHNOLOGY COURSE
TECHNOLOGY COURSE
TECHNOLOGY COURSE
MEDICAL SCIENCE

高校 MSTC  3年｜ H･Yさん

中学で醸成された自発的な学びの文化を継承し、発展さ
せます。理論と実践の双方向のアプローチで研究活動を
さらに深めていきます。

カリキュラムは、理系学部への進学を想定して国
内・海外どちらの受験にも対応しており、希望の進
路に応じて選択・自由科目を選ぶことができます。
また、総合型選抜・推薦入試を視野に、研究論文やプ
レゼンテーションの指導も行います。

総合的な探究の時間には、宿泊行事を含む校外での社会体験、観察、実験、見学、調査等も含む。　上記は2023年度入学生のカリキュラム予定であり、今後変更する可能性があります。

＊上記は2021年度までの実績です。

1年

必
　
修

現代の国語 3
言語文化 2
地理総合 2
歴史総合 2
数学Ⅰ 4
数学 A 2
物理基礎 2
化学基礎 2
生物基礎 2
体育 2
保健 1

英語コミュニケーションⅠ 3
論理・表現Ⅰ 4
家庭基礎 2

総合的な探究の時間 2
ホームルーム 1

必
修

選
択

音楽Ⅰ 2*
美術Ⅰ
合計 38

 2年

必
　
修

現代文演習 2
公共 2
数学Ⅱ 4
数学 B 3
化学 4
体育 2
保健 1

英語コミュニケーションⅡ 4
論理・表現Ⅱ 3
情報Ⅰ 2

総合的な探究の時間 2
ホームルーム 1

必
修
選
択

古典演習  2*
数学演習 1
物理 4*
生物

自
由

選
択 地理探究 2

合計 36~38

 3年

必
　
修

数学 C 2
化学 5
体育 3

英語コミュニケーションⅢ 4
論理・表現Ⅲ 2
ホームルーム 1

必
修
選
択

数学Ⅲ 7*
数学演習 3
物理 5*
生物

自
由
選
択

現代文演習 2
古典演習 2
漢文 1
地理探究  3**
政治・経済
数学演習 4 2
合計 29~39

Student’s Voice

この研究を始めたのは、将来の夢が薬剤師で薬や抗生物質に興味があったこ
とと、抗生物質が微生物によって生産されていることが面白いと思ったから
です。MSTCでは毎週研究進捗報告があり、友人や先生から指摘を受けた部
分を修正しながら、研究の要旨を整理し、まとめていきます。学外での発表で
は研究を行っている他校の高校生と交流する機会があり、多くの刺激を受け
ました。専門家や大学の教授からフィードバックをいただける時間はモチベー
ションにつながりましたし、一番楽しいと思える瞬間でした。研究の楽しさ
を知ることができたので、大学では創薬に関連する研究をしてみたいです。

＜研究テーマ＞
画像解析技術を用いた
新規抗生物質生産菌単離法の開発

＜主な研究内容＞
天然由来の抗生物質を生産する新規微生物を効率的に
単離する方法を、画像解析技術を用いて開発する

高校1～2年次の「基礎研究β」は、生徒一人ひとりがテーマを設定して研究
活動を行うプログラムです。自ら計画を立てて研究を進めていく中で、自律

した研究者としての姿勢を培っていきます。また、科学分野に携わる方々に

よる特別講義や、大学の研究室・企業への訪問等、専門家の研究に対する姿勢

や熱意を直接感じられる機会も用意しています。

10月の学園祭に加え、高校1年次から様々な学外発表にも挑戦します。
3月に行われる中高生の科学アイデアコンテスト「つくば Science Edge」
には全員が参加し、1年間の成果報告を行います。外部の研究者らとの質疑
応答・ディスカッションから得る気付きは、自らの研究の意義を理解しても

らえる喜びと相まって、生徒たちのモチベーションをより一層高めます。

2年次には英語での発表にも臨むため、国際的な場で的確に表現する技術も
磨いていきます。

自分だけの研究を持つ　基礎研究β

他者に向けて表現する―多様な発表機会

［ 研究テーマ］

［ 表彰実績 ］
■JSEC2021（高校生・高専生科学技術チャレンジ）　優秀賞、敢闘賞（2021）
■つくば Science Edge 2022 金賞（2022）
■第15回高校生理科研究発表会　双葉電子記念財団研究奨励賞（2021）
■サイエンスキャッスル　口頭発表部門　優秀賞（2019,2020,2021）
■第七回高校生国際シンポジウム　ポスター発表部門　生物分野　優良賞（2021）
■海の宝アカデミックコンテスト2021　全国大会　奨励賞（2021）
■第3回中高生情報学研究コンテスト　入選（2020）
■第4回高校生 ITアプリアイデアコンテスト　最優秀賞（2020）
■Global Link Singapore 2019　Futuristic Award（2019）

［ 採択実績 ］
■東京大学 グローバルサイエンスキャンパス 採択（2019,2020,2021）
■東京農工大学 グローバルサイエンスキャンパス 採択（2021）
■慶應義塾大学 医学部 グローバルサイエンスキャンパス 採択（2020）

［ 研究費助成実績 ］
■ホンダ・リバネス　水素エネルギー研究助成
■筑波技術大学・フォーカスシステムズより研究助成

新規単離法を開発することで新規放線菌を分離することができるのではないか

微生物の単離と顕微鏡画像収集、Humanome Eyes*を用いての機械学習

機械学習を用いることでコロニー画像から種の予測ができることが示唆された

コロニー画像を増やすことでモデルの精度を高めることができる

仮　説

実　験

結　果

考　察

SENIOR HIGH SCHOOL

●抗生物質産生細菌の採取とその単離法の開発
●機械学習によるパターン認識を用いた微生物単離法の探索
●ミドリムシの植物成長促進効果の発見と検討
●あたらしい錯視の発見とその効果の定量的解析
●ダンゴムシの交替制転向反応のメカニズム解析
●色素増感太陽電池の高効率化
●ジャイロミル型プロペラの特性解析
●手書き文字における認識率向上のための処理について
●耳が不自由な方のための支援アプリケーション開発
●植物色素を用いた古典写真術の応用

＊該当科目から1つを選択する。　＊＊該当科目から1つまで選択できる。

＊ヒューマノーム研究所が開発した、画像検知する AIを構築するためのプラットフォーム。

研究成果を　世界に向けて発信する

メディカルサイエンステクノロジーコース高校コース

基礎研究β 目指す進路

POINT POINT

01 02

私たちは培地に生えたコロニーから放線菌を目視で見分けていましたが、
機械学習を用いることでそれを自動的に判別しようと考えました。自分た
ちで撮影した顕微鏡画像を使って学習させ、AIを構築しました。パフォー
マンスを最大化するためのハイパーパラメータ調整、画像識別基準の設定
などにとても苦労しました。作成した AIがどんな特徴量から判断してい
るのかをより深く考察することが今の課題だと思っています。

機械学習について
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本校のキャリア教育の根幹は、日々の学習の中にあります。変化し続ける世界で求めら

れる「12のコンピテンシー（能力・行動特性）」を教育目標として設定し、生徒たちは学校

生活のあらゆるシーンにおいて、これらを身につけ高めていきます。相互通行型授業や

PBL型の授業の中でも、一人ひとりが自己理解を深め、他者との関係性から「自分がどう

ありたいか」を考え、進路やその先の未来へとつなげていきます。

キャリア教育
CAREER EDUCATION
変化の激しい時代でも 自分の未来を切り拓いていく　
自ら考え行動することを支援するキャリア教育

デジタルポートフォリオの活用
記録・編集することで自分と向き合っていく

学年ごとに、社会との接続を数多く行い、社会の中で「自分がどうありたいのか」という問いを自ら考え深めていきます。宿泊行事では、

地域で活躍されている方々や、第一線で活躍するプロフェッショナルなど多くの方々との出会いを通して、自分の現在地を更新し目標

設定をしていきます。

ここでのポートフォリオとは、日々の学習や多様な活動内容、成果や

そこから得た気付き、成長を記録していくものを指します。本校で

はアプリケーションを活用しており、教員も日々フィードバック

を行います。生徒自身が自己評価を行う過程で、自分を客観的な視

点で捉え直していきます。教員も個別にフィードバックを行い、相

互理解を深めていきます。

本校では、プレゼンテーションを中心としたアウトプットの機会が授業や行事の中でも用意されています。考えたことを自分の中だけ

で留めるのではなくアウトプットすることで、客観的な視点が加わり、考えが整理され、広がりが生まれます。

変化の激しい21世紀においては、変化に翻弄されるのではなく、変化に適応し、しなやかに生き抜いて
いくキャリア教育が必要です。三田国際学園では日々の授業、宿泊研修、様々な学校行事の中で、生徒が
自律し、自らのキャリアと向き合っていく教育を実践しています。教員はポートフォリオを日々確認し、
個別カウンセリングなどを行っています。三田国際がスタートしてから、生徒が成長する姿には驚かさ
れることばかりです。三田国際では社会をより良い方向に変えようと、様々な有志団体が設立されて
います。社会にある様々な格差の是正に向けた活動を行ったり、自ら働きかけて既存の企業やNPO団体
とコラボしている生徒もいます。生徒たちが自発的に挑戦していけるように、サポートすることが学
校の大きな役割だと認識しています。

三田国際に入学して、自分の夢を叶えるための道筋を明確に立てることができました。考えるきっかけとなったの
は、学園祭でのプレゼンテーションです。私は中学2年生の時の「職業研究」というテーマを通して、医師とは具体
的にどういう仕事なのかを知りたいと思い、実際にアメリカと日本の医師免許を持ち、海外で救命医として働い
ている方にインタビューを行いました。私はその取材を通じて医師の厳しさを感じたと同時に、今助けを求めて
いる人の命を救える医師になりたいと強く志すようになりました。中学3年生の時の「学問研究」では、様々な大
学に足を運び話を聞くことで、夢を実現するためにはどういう大学に進学すべきかを真剣に考えました。最終的
には、日本とは違う救急医療の現場を体験したいと思い、英語で医学を学べる海外大学への進学を決めました。大
学卒業後は EU、アメリカ、日本の医師免許を取得し、色々な国の救急医療の第一線で働きたいと考えています。

Message メッセージ

Portfol io ポートフォリオ

■ オリエンテーション合宿（中１） ■MITA Internatinal Festival（MIF） ■ Presentation Day （中2・中3）

入学後初の宿泊行事。仲間とのコーチングを通じ
て自己理解を深めます。仲間の夢や目標を聞き、
相互に影響し合う6年間がスタートします。最終
日にはクラスメイトの前で発表も行います。

■SOCIAL LINK TRIGGER （中2）    

中学では国内の各地域で課題解決に挑戦する人々と
現地でつながりながら、フィールドワークやワーク
ショップを行います。中2では、実際に関東地方で起
こっている社会課題について解決に取り組む人々の
「あり方」に触れながら、社会課題を「自分ごと」とし
て捉え、見つめ直すプログラムを行います。

■ SOCIAL LINK  ACTION （中3）

■ 海外研修（高2）

中3ではさらに自分から遠い地域に目を向け、世界
を広げていきます。その地で「起こっていること」を
直接見聞きし、体感することで自分に「できること」
を考え、自分なりの ”アクション ”を起こします。自
分も社会に対して ” 貢献 ”できるというエージェン
シーを身につけます。

高校ではコースごとに内容が異なる研修が設定されています。すべてのコースで、自分で考えた探究課題を現地の方と対
話し、実体験の中で学びが深まっていくようにデザインされています。帰国後、グローバルな視点を加えながら改めて自分
のキャリアパスについて捉え直し、進路や将来の夢の実現へつなげていきます。

■ Career Training Camp（高1）

高校で初の宿泊行事。各分野のプロフェッショナル
とのセッションを通して、自分の「現在地」を確認し、
社会にどのように貢献できるのかを考えキャリア
ビジョンを明確にしていきます。

各学年がテーマを持って表現活動を行います。中
学1年は自己理解をテーマに、自分を作り上げて
きた他者への取材などを通して、改めて自分を掘
り下げ、プレゼンテーションを行います。

学年ごとにテーマが設定され、全員がプレゼンテー
ションを行います。自ら探究したことを他者に伝
えるという体験を通して、将来のイメージを具現化
していきます。

中学教頭
内田 雅和

キャリアカウンセラー
国内外のキャリア関連
の資格を取得。

自 分

出会い

対 話

記録・編集

発 見

H・Kさん（2022年3月卒業）｜ Semmelweis University

今そこにある命を助けたい  行動し見えてきた医師像

Message from our Alumni 卒業生からのメッセージ

キャリア教育の根幹は日々の学び　
12のコンピテンシーを身につける

多様な価値観を知ることで多様な生き方が選べる
「どんな自分になりたいか」から進路を選択する

自分ってどんな人間なのか？
プレゼンテーションや他者との対話を通し自己理解を深める

ヒト
モノ
コト

ポートフォリオ

Adaptabi l i ty
アダプタビリティ

Action
アクション

Identity
アイデンティティ
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夏期・冬期休暇中、全学年を対象に講習を実施します。中学1年次～高校1年次は学期中のつまずき解消や発展問題への挑戦だけではなく、「問いから始まる
探究」をテーマにした理科実験講座等も設定しています。さらに、高校2・3年では受験合理性の追求を目的とした講座を開講し、時期や進路目標に応じて一
人ひとりの能力向上を図ります。

学習サポート
LEARNING SUPPORT

自ら探究し続けるために、 基礎学力の定着は不可欠です。
目標を叶えるための進路を見据えながら、今取り組むべき学びやアクションを

教員とともに考え、日々実践していきます。

教員は生徒の学習状況をアセスメントし、必要に応じてフォローアップを行います。

一人ひとりの成長を促すために土台をしっかりと固め、自律した学びへと導きます。

一人ひとりに必要な基礎学力の定着をサポート

自律した学習者となるために

＊講座ごとに費用がかかります。

春期休暇中、4日間にわたって開催される通学型学習イベント。自身の学習状況や進
路目標に合わせて学習計画を立て、終了後には振り返りも行います。生徒は希望する
講座を受けたり、教員による相談室や自習室を利用したりすることができます。

本校では、アダプティブラーニングを採用した繰り返し型学習システム

を導入しています。各教科・学年に適したアプリケーションを活用して、

生徒一人ひとりの進度や得意・苦手分野を分析し、個別最適化した学習

内容を提示する仕組みです。

自主学習のほか朝学習の時間も活用して、英語・数学を中心に行ってい

ます。生徒は自分自身の理解度を確かめ、弱点を克服し、強みをさらに

伸ばしていきます。

生徒たちは自身の到達目標に合わせて学習計画を立て、学びのマネジメン

トを行います。これにより、小テストや定期テストまでの短期的計画か

ら、進路目標達成に至る長期的な計画までを見通せる視野を持った、「自

律した学習者」としての習慣を身につけることができます。

本校には JAOS＊認定留学カウンセラーや RCA海外留学アドバイザー＊の資格を持つ教員も在籍しています。すべてのコースの生徒を対象に、一人ひとり
の状況に応じたカウンセリングや、海外大学進学に向けた準備や心構え等についての進路ガイダンスも定期的に実施しています。また、実際に海外大学に進

学した卒業生を囲む会をリモートで開催し、現地での生活や進学に向けた対策等について聞きました。

夏期・冬期講習 参加希望制

目標達成をサポートする進路指導

繰り返し型学習システム

海外大学進学に向けて

高 2  受験合理性追求型の学習へ中 3  高校コースの選択
高校生による各コース紹介や教員との面談を通じて、卒業後
を見据えながら自分の強みをさらに伸ばせる高校コースを選
びます。

高 1  進路目標の設定
模擬試験や検定で自分の「現在地」を確認し、ガイダンス等で入
試科目や制度について調べながら、志望大学・学部等の目標を
設定し、大学入試までの具体的な計画を立てます。

各コースの海外研修が終わる2学期以降、進路目標の達成に向けた
取り組みが本格的にスタート。授業や講習を通じて弱点や達成度を
把握し、大学進学のための対策を行います。

高 3  進路目標の達成
学習合宿や受験対策講座のほか、小論文講座や面接対策も実
施。第一志望の進路を叶えるため、教員とともに歩み、集中的
にしっかりと準備を行います。

大学受験までの道のりを思い返してみると、環境に恵まれていたことを実感します。ほぼ毎日職員室に突撃しては質
問を繰り返す私に根気よく付き合ってくれ、塾に通わない私のために放課後も講義をしてくださった先生方がいなけ
れば、どこも合格していなかったのではと、今になってゾッとします。もちろん、受験で問われるのは受験生自身の学
力や根気、精神力、状況分析力ですから、先生方に頼るだけで合格できるわけではありません。総合型選抜で発揮した
思考力や表現力、一般選抜で発揮した分析力など、それまでの三田国際の学びを通じて得たものがあったからです。与
えられた問いの答えを漫然と探すだけの教育ではなく、自ら問いを立て、納得のいく答えを作り上げていく授業を数多
く受けてきたことで培われた力の集大成でもあります。受験の結果にはもちろん満足していますが、それ以上に私は、
この場所で自分の重ねてきた年月が無駄ではなかったと思える受験ができたことを嬉しく思います。

S・Uさん（2022年3月卒業）｜大阪大学 人間科学部

Message from our Alumni 　卒業生からのメッセージ

6年間で培われた力の集大成を実感

ポートフォリオによるキャリアマネジメント

自律した学習習慣・基礎学力の定着

個別テスト
一人ひとりの学習段階に応じて出題される個別テスト

STAGE

1

弱点の対策
理解の積み残しを確認し、担当教員がフォローアップを行う

STAGE

3

弱点の発見
テストで見つかった弱点に基づく類題を出題

STAGE

2

生
徒
自
身
に
よ
る
学
び
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

＊ JAOS…一般社団法人海外留学協議会（Japan Association of Overseas Studies）
＊ RCA海外留学アドバイザー…NPO法人留学協会が認定する民間資格。

詳しくは p.9 へ！

開講講座例（主に中1対象）

国語 評論文や小説文などを批判的に読むことで、読
解力を鍛え感性を磨きます。

数学 思考力を育む応用問題を中心とした講座や、復
習と応用を行う基礎講座等を設置します。

理科実験講座 分野を問わず、生徒が自ら問いを見つけ、仮説を
立てて、実験を行います。（中1～高3対象）

社会とつながり、行動する 社会とつながるアクションプランを立て、実際
に行動を起こします。（中1～高3対象）

Science
（Engineering Design）

エンジニアリングデザインの基本を学び、プロ　　　　
ジェクトに取り組みます。（英語開講）

開講講座例（主に高3対象）

英語（大学入試問題演習） 基礎～標準／標準～発展の2講座を設置。大学
入試の過去問題演習を行います。

国語
科学編／哲学編の2講座を設置。抽象度が高い
文章も読み解ける、論理的読解力の定着・伸長を
目指します。

社会 歴史や地理、政経など分野ごとの講座を設置。問
題演習などで得点力を高めていきます。

数学 共通テスト向けの講座などを設置。基礎完成か
ら応用力の獲得を目指します。

理科 物理、化学、生物など分野ごとの講座を設置。標
準・応用レベルの演習問題を行います。

Math
（SAT ®* Math Prep）

SAT ®の基本情報を確認した後、具体的なテス
ト対策を行います。（英語開講 /高1～高3対象）

＊ SAT® … College Boardが主催する、米国の大学進学希望者を対象とした共通試験です。

Spring Study Camp（高2対象 参加希望制）

＊2021年度実施 ＊2021年度実施
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進路実績
CAREER RECORD 6年間の学びを振り返って

2022年の主な国内大学合格実績 主な海外大学合格実績

Message from our Alumni

慶應義塾大学  文学部  /  N・A さん（2022 年 3 月卒業）

挑戦しながら出会えた表現
映画文化の可能性を広げたい

僕にとって、三田国際学園が人生の分岐点でした。僕らしい学校生活を送るのに最適な環境だったと確信しています。
特に、中学生の時に所属したメディアゼミから影響を受けました。開講されたばかりの新しいゼミで、ショートビデオを
作ったり、インタビューをしたりと、様々な媒体を介した表現方法を実践的に学びました。そこから映像制作への意欲が
高まり、高校では映像の有志団体を創設しました。映画を制作して人間に渦巻く愛憎を描いたり、ドキュメンタリーでコ
ロナウイルスの世相を映したり、学内の行事の様子を生配信したりもしました。このような経験を経て、映画を作るだけ
でなく、映画という文化そのもの、中でも映画の上映環境について研究したいと強く思うようになり、進学先を決めまし
た。興味の幅が広い私の、すべての関心のつぼみを摘まずに、「知りたい」「試したい」という初期微動を大切にしてくれ
る学校だったことが、僕らしさを存分に体現できた一番の理由だと思います。

University of Toronto / C・Hさん（2022 年 3 月卒業）

留学で気付いた可能性  
心理学を学び治療法を開発したい

私が大きく成長する機会となったのは、高校1年からの留学です。中学時代の私は模範的な生徒ではありませんでした
が、留学したことでコミュニケーション能力や責任感など多くの力が身についていたことを実感できました。地域でも
積極的に活動したことで、州に一番貢献した留学生として表彰されたことは、とても自信になりました。帰国後は、日本
の性教育に疑問を感じた仲間たちと授業を企画したり、留学を促進する活動などを積極的に行いました。三田国際学園
には、生徒が発想を自由に広げ行動を起こす際に、サポートしてくれる環境があります。進学のカウンセリングの時も、
夢の学校に行ける可能性や、自分の潜在能力を多くの先生方から教えていただき、海外進学を決意することができまし
た。今後、私はアスリートとして悩んだ個人的体験から、北米の大学に進学し最新の心理学を学びたいと考えています。
患者に個別最適化された鬱の治療システムを研究・開発し、鬱病による患者の負担を半減させることが、私の目標です。

上智大学  総合グローバル学部  /  M・Mさん（2022 年 3月卒業）

社会課題と自分に向き合い続け
明確になった「やりたいこと」

三田国際学園での6年間は、自分が将来社会でどのような活躍をしたいのかを明確にしてくれました。学園祭では中学
3年間を通して自己理解・職業研究・学問研究を題材に、英語でのプレゼンテーションを行いました。実際に興味分野の
職場、複数の大学に行き、問いを立てながらそれらを深く考えていくことで、ぼんやりとしていた自分の将来像がはっ
きりしていきました。6年間の中で、特に印象深い授業として「Global Education」という授業があります。この授業
では、色々な社会課題を取り上げながら一人ひとりの社会的責任について考えます。私は貧困問題に興味を持ち、この
テーマを学期末ごとの課題で、自分で調べ、アウトプットしていきました。そのことが、大学で専攻する分野を決めるきっ
かけとなりました。三田国際学園での生活は私を成長させてくれたとても貴重で、大切な時間です。これからも自分と
向き合い続け、将来は経済的、政治的に恵まれない人に寄り添う職に携わりたいと思っています。

北海道大学  理系 / S・Mさん（2022 年 3 月卒業）

乗り越えた先に身についていた力
世界をフィールドに活躍したい

三田国際学園は、日本に来て間もなかった私を温かく受け入れてくれました。クラスメイトには帰国子女が多かったこ
ともあり、日本の生活初心者の私でも過ごしやすい環境で学ぶことができました。高校でMSTCに進んでからは、研究
活動が生活の中心になりました。私は友人と研究テーマを選び、自分たちで実験を計画・実施し、その実験結果を考察し
て次につなげるというサイクルをひたすら回し続けていました。振り返ってみても、勉強以外でここまで時間や熱意を
つぎ込んだのは初めてだったと思います。外部発表に向けた準備では、いつも直前まで終わらず、先生たちが全力でサ
ポートやアドバイスをしてくださったり、友人とも励まし合い、なんとか乗り切ることができました。この研究に捧げ
た時間は大変でしたが、とても充実していましたし、結果的に思考力や計画力、行動力などが自然と鍛えられたと思い
ます。進学後は建築について学び、語学力を活かして、世界の様々な建物や都市計画に携わる建築家になりたいです。

国
公
立
大
学

大学名 学部 総数
北海道大学 理系 1
東北大学 理学部 1
大阪大学 人間科学部 1
九州大学 共創学部 1

筑波大学
情報学群 1
理工学群 1

東京外国語大学
言語文化学部 1（1）
国際社会学部 1

東京学芸大学 教育学部 2
東京藝術大学 音楽学部 1
東京農工大学 工学部 1
横浜国立大学 理工学部 1
富山大学 理学部 1
神奈川県立保健福祉大学 保健福祉学部 1
川崎市立看護大学 看護学部 1
大阪公立大学 現代システム科学域 1
秋田公立美術大学 美術学部 1

計 18（1）

大学名 順位

ア
メ
リ
カ

University of California, Berkeley* 8
University of California, Los Angeles* 20
University of Michigan 24
University of Washington 29
University California, San Diego* 34
University of Illinois 48
University of Southern California 63
University of California, Davis 67
University of California, Santa Barbara* 68
University of Minnesota Twin Cities 86
University of Maryland, College Park 93
Michigan State University 93
University of California, Irvine* 98
Purdue University West Lafayette 105
The Pennsylvania State University 119
Case Western Reserve University 126
Arizona State University 132
University of Colorado Boulder 158
Indiana University Bloomington
Loyola Marymount University*
Santa Clara University
University of Oregon
University of San Francisco
Virginia Polytechnic Institute and State 
University
State University of New York at Plattsburgh

カ
ナ
ダ

University of Toronto 18
The University of British Columbia 37
York University 169

イ
ギ
リ
ス

The University of Manchester 50
University of Warwick 78
University of Birmingham 105
Queen Mary University of London 117
University of Leeds 127
London Collage of Fashion

ベ
ル
ギ
ー

KU Leuven 42

オ
ラ
ン
ダ

University of Amsterdam 65

チ
ェ
コ

Masaryk University（医学部）

ス
ペ
イ
ン

Microfusa School

中
国 北京大学 16

台
湾

National Taiwan University 113
National Cheng Kung University

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

The University of Queensland 54
Macquarie University 192
Griffith University

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド

The University of Auckland 137

私
立
大
学
（
M
A
R
C
H
他)

大学名 総数
学習院大学 3
明治大学 11
青山学院大学 10（1）
立教大学 23
中央大学 19（1）
法政大学 22
立命館大学 2
立命館アジア太平洋大学 4

計 94（2）

医
学
部
医
学
科

大学名 総数
東海大学 1
杏林大学 1
日本大学 1（1）

計 3（1）

私
立
大
学
（
早
慶
上
理
I
C
U
）

大学名 学部 総数

早稲田大学

国際教養学部 4

16（1）

商学部 2
社会科学部 1
文学部 4
文化構想学部 1
教育学部 2
スポーツ科学部 1
人間科学部 1（1）

慶應義塾大学

文学部 4（1）

15（2）
法学部 5（1）
総合政策学部 5
環境情報学部 1

上智大学

国際教養学部 5

12
総合人間科学部 1
文学部 3
経済学部 2
総合グローバル学部 1

東京理科大学 理工学部 1 1
国際基督教大学 教養学部 5 5

計 48（3）

（　）内は既卒者数

＊2022年3月（総勢258名）分のうち、一部抜粋。

*は編入 2019年～ 2022年までの過去4年分のうち、一部抜粋。

順位‥‥ Times Higher Education （THE）によるWorld University Rankings 2022の
　　　　 上位200位以内を掲載。

卒業生からのメッセージ
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運動部
サッカー/新体操 /硬式テニス /卓球 /
バスケットボール /バドミントン /バレーボール /
ポップダンス /軟式野球 /ラグビー /陸上競技

■ポップダンス部
●  日本中学校ダンス部選手権　全国大会（2019）　優勝

■吹奏楽部
●  第61回東京都高等学校吹奏楽コンクール東日本組　金賞
●  2021年度 第31回日本クラシック音楽コンクール　全国大会　
    サクソフォーン部門　高校の部　2位（最高位）

■新体操部
●  令和3 年度関東中学校新体操選手権大会　団体競技　出場

■陸上競技部
●  第74回全国高等学校総合体育大会陸上競技大会
  女子：400mハードル 3位、男子：110mハードル出場
●  第37回 U20日本陸上競技選手権大会　女子：400mハードル 3位
●   第48回全日本中学校陸上競技選手権大会（全日中）　女子：砲丸投 6位
●   令和3年度 関東高等学校陸上競技大会　女子：400mハードル優勝
●   第49回関東中学校陸上競技大会　女子：砲丸投優勝

■美術部
●   第47回東京私立中学高等学校美術展　特選、入選

■個人 ･有志団体
●  サステナブル・ブランド国際会議 2022横浜　Student Ambassadorに選出
●  2021年度 SDGs Quest みらい甲子園 首都圏大会　審査員特別賞
●   YCU理科自由研究動画大賞 2021　中学生部門　最優秀作品賞
●   東京神田ファンタスティックフィルムコンペティション 2021  U-18部門　グランプリ
●   日経 SDGsフォーラム 高校生 SDGsコンテスト　最優秀賞  (2021)
●   ジュニアドクター育成塾　サイエンスカンファレンス 2021　工学分野　分野賞
●   第75回日本人類学会大会　高校生研究発表　優秀賞
●   第5回全国高校教育模擬国連大会　実行委員特別賞
●   第14回ベネッセ高校生環境小論文コンクール　優秀賞
●   第3回世界環境学生サミット　準グランプリ
●   「私の数学のイメージ」表現コンクール（2020）
    ポスター部門、動画部門　SDGsプラットフォーム賞、日本数学検定協会賞、他
●   第8回八王子 Short Film映画祭　学生部門　グランプリ
●   第2回石垣島・湘南国際ドキュメンタリー映画祭　学生部門　グランプリ
●  STAGE:0 eSPORTS High-School Championship 2020 
　クラッシュ・ロワイヤル部門　優勝
●  アプリ甲子園 2019　優勝、総務大臣賞、技術賞
●   FSC AWARD 2019　金賞、「FSC ジュニアアンバサダー」任命
●   後藤新平・新渡戸稲造記念 第21回全国高校生・留学生作文コンクール 2019
　後藤新平賞（最優秀賞）

文化部
囲碁・将棋・チェス /演劇 / English /コーラス /
コンピュータ/サイエンス /吹奏楽 /鉄道研究 /
華道 /茶道 /筝曲 /美術

加 入 率 : 中高合わせて約 90%
活動日数 : 原則、週 1～ 3日

＊運動部、文化部とも基本的に中高合同で活動しま
すが、練習メニュー等は異なる場合があります。

ACTIVITIES
課外活動

部活動一覧・加入率・活動日数

表彰実績（2021年度まで）

バレーボール部  部長
高校 2 年  O･H さん

日々の練習を信じ  
勝ちにこだわる

学生団体「zippy:)」代表
高校 3 年  K･H さん

一から作り上げることで得た  
達成感と大切な財産

同じ志を持った仲間と少しでも社会問題を解決したいと思い、現在の活動を始めま
した。具体的には、使用済み Ziploc®を回収し傘へリサイクルする取り組みを通し
て、リサイクルの大切さと環境問題の啓蒙を行っています。初めは活動を知ってもら
うことにとても苦労しましたが、目標を上回る量を回収することができ、学園祭では
多くの来場者の方が私たちの活動に興味を持ってくださいました。この活動を経て、
一から作り上げることは本当に大変なことだと実感しましたが、壁を乗り越えたか
らこそ得られた気付きや達成感、そこに至るまでの過程は私の大切な財産となりま
した。

私たちの部活は今は部員が少ないですが、その分チームワークの良さが魅力です。練
習では、学年を超えてよく意見を出し合いますし、私もチームが勝てない時期にはど
こを補う必要があるのかを考えながら練習に取り組んでいます。だからこそ、初めて
勝てた試合はとても印象に残っています。日々の練習の成果を結果につなげること
ができ、達成感と嬉しさがこみ上げてきました。この部活に入部したことで自律心や
全体を客観的に把握する力、そして責任感を身につけることができました。応援して
くださっている方々の気持ちに応えられるように、これからも練習してきたことを信
じて一つでも多くの試合に勝ちたいです。

English部  ディベート  部長
高校３年  K･J さん

学生団体「MITAPRO」
高校 3 年  C･K さん

仲間の長所を活かし  
まとめていく大切さ

「やりたい」を
プロジェクトにつなげる

ディベートは仲間と共に意見をまとめ主張する、点数化することがとても難しい競技
です。それでも私たちは、毎回与えられた議題に対してひたすら研鑽を積み重ね練習
に励んでいます。たとえば、反論が得意な人にはアタックスピーカー（攻撃型のスピー
チ）を、全員の意見を総括することが得意な人にはサマリースピーカー（最後の発表
者）を担ってもらうなど、部長として全員が持っている長所を活かせるよう取り組ん
できました。部長と大会のリーダーを兼任した時は団体をまとめる難しさを感じま
したが、一人ひとりと向き合うことができた経験をこれからも活かして部活に貢献し
たいです。

三田国際には、自発的に社会課題解決など様々な取り組みを行っている有志団体がと
ても多いです。しかし、学内でも知名度がなく、それはもったいないと思った友人や
先輩と共に始めたものが、プロジェクト支援サイト「MITAPRO」です。このウェブサ
イトでは、有志団体の活動を学内に広め、参加者を募ることができます。最近では各
団体の映像を集めてオンライン映画祭なども行いました。サイト運営は個性豊かな
メンバーがそれぞれ得意分野を担っており、私はプロジェクトマネジメントを経験し
たことでリーダーシップが身についたと思います。今後はさらに認知度を上げて、生
徒が自分のやりたいことを見つけて活動していける機会を増やしていきたいです。

※こちらに掲載の写真は、取材当時のものです。35 36



＊上記は2023年度入学生用プログラムの予定であり、今後、時期・内容等は変更する場合があります。　＊海外研修・留学については、p.9～p.10参照。

今という瞬間を全身で表現する
年間を通じて行われる行事では、クラスや学年を超えて実行委員会が設置され、生徒主体で運営します。

コミュニケーション能力や創造性を発揮して、多様なバックグラウンドを持つ仲間とともに

一つのことを成し遂げる体験は、生徒を大きく成長させます。

チームに分かれ、優勝を目指してプレーします。綱引きや玉入れ、リレー等の競技に真
剣に取り組むだけでなく、チームフラッグを作成し応援にも熱が入ります。実行委員も
道具の準備や入場整理等において、競技の円滑な運営に貢献しています。会場は外部体
育館を借りて開催します。

学園が一体となって創り上げる一大イベント。Academic・Entertainment・
Hospitalityの3つのキーワードをもとに構成され、個人プレゼンテーションや
クラス企画、キャンパスツアーやクラブ活動体験、学年を超えた有志団体のプロ
ジェクト発表等、多彩なプログラムで来場者を迎えます。2021年度はオンライン
と対面のハイブリッドで開催しました。

Sports Festival（体育祭）

MITA International Festival（学園祭）

4 APR. 5 MAY 6 JUNE 7 JULY 8 AUG. 9 SEP. 10 OCT. 11 NOV. 12 DEC. 1 JAN. 2 FEB. 3 MAR.

学校
行事

■ 入学式
■ 始業式
■ オリエン
　テーション
　合宿（中1）

■ 開校記念日
　 （5月1日）

■ 授業公開
■ Sports
　 Festival
　（ 体育祭 ）

■ 生徒総会

■ 終業式 ■ 始業式
■ Social 
　 Link Trigger　　
（宿泊研修・
　  中2）
■ Social 
　 Link Action　　
（宿泊研修・
　  中3）

■ MITA
　International
　Festival
   （ 学園祭 ）

■ 終業式 ■ 始業式 ■ 生徒会選挙
■ 音楽会

■ 卒業式
■ 修了式

学習

■ 中間試験 ■ 英語検定 ■ 期末試験
■ 夏期講習
   （前期）

■ 夏期講習
   （後期）
■ 正規 SAT®

　試験会場

■ 中間試験
■ 英語検定
■ PSAT®

■ 期末試験
■ 冬期講習

■ 英語検定 ■ 学年末試験
■ 正規 SAT®

　試験会場

年間行事

中学生の1日

朝学習 8:30~8:40
1時間目 8:50~9:35
2時間目 9:45~10:30
3時間目 10:40~11:25
昼休み 11:25~12:25
4時間目 12:25~13:10
5時間目 13:20~14:05
6時間目 14:15~15:00
7時間目 15:10~15:55
清掃 15:55~
完全下校 18:30

＊月曜日～金曜日は7時間目まで、土曜日は4時間目まで授業があります。
＊高校生は、4時間目が11:35~12:20、昼休みが12:20~13:20です。
＊土曜日の4時間目は中高とも11:35~12:20で、その後清掃を行います。
    午後の授業はありません。

ANNUAL EVENTS SCHOOL LIFE

PICK UP

PICK UP

1

2

学年末にクラスで行う最後の行事です。クラス別の合唱コンクール形式となっ
ており、入賞を目指して練習に励み、美しいハーモニーを響かせます。　

音楽会

PICK UP 3

PICK UP 1 PICK UP 2

PICK UP 3

悩み事があったら ･･･
担任はいつでも相談に応じられるように、生徒とコミュニケーションを図っています。
また、担任・学年・教科担当者が常に情報を共有し、協力する体制を整えています。
カウンセリングルームには常勤カウンセラーを配置し、個人カウンセリングのほか、予
防的取り組みとして、学校生活やその周辺で起こっている社会の諸問題を取り上げた
講義も行います。また、保護者の方からの相談の受付や英語での対応も行っています。

学校生活

登校

朝学習

昼休み

放課後

午前授業

午後授業

■ Career 
　 Training 
　 Camp
　 （高1）
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ホームルーム すべての教室にホワイトボードとプロジェクターを設置。ICTを活用した授業を展開できます。

メインホール

カフェテリア

サイエンスラボ

ギャラリースペース

Communicative Space 自習室 視聴覚室 グラウンド 多目的室

図書室 蔵書約 4万冊を誇り、電子書籍や洋書も充実しています。静かに読書や学習ができるスペースも用意されています。

セキュリティーと緊急時の対応
生徒の登下校時には正門に警備員を配置し、各出入口には防犯カメ
ラを設置しています。また、災害時には校内で 3日間過ごせるように、
寝袋・毛布等のほか生徒全員分の個人用防災備蓄品を完備しています。
緊急時の保護者・生徒への連絡については「学校連絡網システム」
を導入しており、災害や天候による休校のお知らせ等はメールで
一斉配信します。

A

パティオ（中庭）A B

D

E

G H I J K L

F

C

D

G

J

B

E

H

K

C

F

I

L

施設・環境
FACILITIES
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今、目の前にいる生徒とどのように向かい合っていくか。それを考

えることが教育の原点であると思います。今日の課題をしっかりと

理解できるようにすることは、もちろん大切です。同時に、社会に

出て活躍している姿をイメージすることも必要だと思います。い

ささか気の長い話かもしれませんが、そうすることで必要な資質

が浮かび上がり、なすべき教育がはっきりしてくるのです。

三田国際学園の生徒には、日々の学びを通して、持続可能な社会

を作っていく一員であることを理解し、将来その貢献者として認

められるようになってもらいたいと考えています。この願いこそ

が、本校の目指す世界標準の教育の出発点です。

本校に入学したすべての生徒が、いつの日か、「今の実力は中学・

高校時代を通して身につけた」と胸を張って言えるように。学び考

えた日々が、人生における得難い貴重な時間であったと振り返っ

てもらえるように。生徒にはずっと言い続けていきます。

発想の自由人たれ

MESSAGE FROM
THE PRINCIPAL
学園長からのメッセージ

三田国際学園学園長

― 三田国際学園生よ、発想の自由人たれ

沿革

HISTORY

戸板関子により芝公園の一角に戸板裁縫学校を創立
三田四国町へ移転
（現在 学校法人戸板学園本部の所在地）

三田高等女学校を創設
三田高等女学校から戸板高等女学校に改称
戸板裁縫学校を戸板女子専門学校に昇格
新制度により戸板中学校を発足
戸板女子高等学校を発足
戸板女子短期大学を発足
中・高部は世田谷区用賀へ移転
（現在 三田国際学園校舎の所在地）

戸板学園創立110周年
「三田国際学園中学校」「三田国際学園高等学校」と
改称し、共学化をスタート

1902 （明治35）

1904 （明治37）

1916 （大正5）

1937 （昭和12）

1946 （昭和21）

1947 （昭和22）

1948 （昭和23）

1950 （昭和25）

1993 （平成5）

2012 （平成24）

2015 （平成27）

明治35（1902）年、戸板関子先生が現在の芝公園の一角に「戸板裁縫学
校」を開校しました。これが学校法人戸板学園の前身です。この学校は

生徒の裁縫に対する高い識見と画期的な指導形態・技術によって急激

に生徒数を増やし、それに伴って、現在戸板女子短期大学のある港区芝

二丁目に移転。やがて大正5（1916）年に「戸板裁縫学校」に併設して、
中・高部の前身である「三田高等女学校」（昭和12年に戸板高等女学校
に校名変更）が開校されました。三田の地には、私たちの教育のルーツ

があり、その志が今も脈々と受け継がれています。
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