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募集要項

 帰国生等 日本入試（中学入試）　［ 募集人員 ］ 10名

◎ 試 験 日 12月16日（土） 

◎ 出願方法 インターネット出願

◎ 出願期間 11月21日（火） ～ 12月16日（土）

 帰国生等 日本入試（高校入試）　［ 募集人員 ］ 若干名

◎ 試 験 日 12月16日（土） 

◎ 出願方法 インターネット出願

◎ 出願期間 11月20日（月） ～ 12月14日（木）

出 願 資 格

① 在外期間 1年以上、帰国後3年以内の者（東京私立中高協会指針に準ずる）

② 海外の学校、あるいは国内インターナショナルスクール卒業（卒業予定）の者

※上記に準ずる場合はご相談ください。

※インターネットで24時間出願ができます。

※一度納入された検定料は返金できませんので、あらかじめご了承ください。

 帰国生等 世界現地入試 （中学入試・高校入試）　［ 募集人員 ］ 中学 5名 ・ 高校 若干名

◎ 実施都市 ニューヨーク　シカゴ　シアトル

◎ 試験日（現地時間） 11月予定 

◎ 開始時間（現地時間） 18：00　16：00　17：00

◎ 出願方法 インターネット出願

◎ 出願期間（日本時間） 詳しくはホームページでご確認ください

◎ 実施都市 シンガポール

◎ 試験日（現地時間） 11月5日（日） 

◎ 開始時間（現地時間） 10：00

◎ 出願方法 インターネット出願

◎ 出願期間（日本時間） 詳しくはホームページでご確認ください



Welcome to “Global Course”
本校を「理数インター」と命名したのは、理数的思考力に基づくコ

ミュニケーション力とプレゼンテーション力こそ、21世紀の世界標

準であるという認識によるものです。“Global Course”のコンセ

プトは、“Think Globally, Act Locally”です。つまり、“Global 

Course” は、本校のモデルコースと言うこともできます。本校で学

ぶ生徒には、客観的な情報処理能力と魅力的な対話力を身につけよ

うと努力する人になってほしいと、期待しています。

宝仙学園中学・高等学校 校長

富士 晴英

◎ グローバルコースの英語取出し授業の特色

【大学入試ならびに各種検定試験への対応】

“Global Conference”という各生徒に合わせた適切なコーチングを実施します。
その結果、国内大学のみならず海外大学進学にも対応します。

*国内難関大学入試とほぼ同等の難易度です

・高校卒業時までに英検1級取得を目標、高1で*準1級取得を目標

・TOEFL iBT スコア100点を目安

・SAT(大学進学適正試験)対応可

【ネイティブ教員：週5時間(学年別)】 All English Academic Class

自分の意見を論理的に創造的に考えるための読解力(Reading, Listening)、表現力(Essay 
Writing, Public Speaking, Discussion, Presentation)を養成します。

・Oxford大学出版のテキストを用いた英語圏の国語の授業　　　　　・英文の表現力向上のための語彙力増強

・本校教員によるオリジナルテキストを元にしたプロジェクトベースラーニング(PBL)

これこそが本校のグローバルコースのコンセプトです。

本校のグローバル教育は『様々な違いを認識し、共感し、受け入れ、失敗を重ねながら、将来どのような環境でも

適当できる力を養うこと』です。

そして多様性の塊とも言える帰国生が伸び伸びと受け入れられる本校では、さらなる英語力の伸長のために、大

学入試のみならず、英語で論理的に物事を考え、それを表現できる人材の育成を目指します。

世界の過去、現在、未来を意識し、自己研鑽を重ねることで学校のみならず社会、世界にも貢献できる改革を恐れ

ない、そのような生徒になってもらいたいと思います。

帰国生のためのグローバルコース

“Think Globally, Act Locally”
世界的視野で物事を考え、そのためには地に足をつけて、

今できること、なすべきことをする

Global Course

HOSEN GAKUEN
JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL

【日本人教員：週2時間(学年別)】 「なんとなくわかる」から「だからそうなのか」

本物の英語を身に着けるために「感覚としてはわかる」から「説明できる知識」へ変えます。

・参考書等のテキストを用いて、正しい英文法の実力養成

・難関大学進学に向けての和訳問題等の日本語での記述問題への対策、実力養成
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 理数インターのグローバルコース  カリキュラム

帰国生だからこそ、英語学習には力を入れるべきです。そして戦うべき相手は「自分自身」

となります。本校では、「自立した言語使用者」から「熟練した言語使用者」になるための確

実な指標を以下のように定めています。

     The Global Course gives students an opportunity to continue developing their English skills in an 

all-English environment.  We read and discuss fiction and non-fiction works from various authors and 

various sources.  The course places a strong focus on writing: both essay and creative writing skills 

are cultivated.  Besides the more academic side of learning, we also stress 

public speaking skills such as presenting research results or participating 

in impromptu debates.

     Whether students plan to attend a university in Japan or study abroad, 

they are supported through the application process and beyond.

What’s the ultimate goal of the Global Course? ｠Our aim is to help young 

people develop into smart, sophisticated, and creative adults.

Cedric Mendelsohn

中学3年間

・CEFR B1 level

・英検準1級

・TOFEL Junior

高3

・CEFR C1 level

・英検1級

・TOFEL iBT 90-100

・TEAP 320

高1

・CEFR B1 level

・英検準1級

・TOFEL iBT 70-80

・TEAP 240

高2

・CEFR B2 level

・英検準1級～英検1級

・TOFEL iBT 80-90

・TEAP 280

HOSEN GAKUEN
JUNIOR & SENIOR HIGH SCHOOL

E D U C AT I O N

*CEFRとはヨーロッパ言語共通参照枠(Common European Framework of Reference for Languages)
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C A R E E R
GUIDANCE

SCHOOL
L I F E進路実績 学校生活

大学受験は、自分との戦いであり、また成長の糧となる絶好の機会と言えます。

そして大学合格はゴールではなく、夢や目標を叶えるための通過点です。

本校の授業で身に着けた確かな学力は、着実に自分の望む未来へとつながります。

学校行事は生徒主体です。では、生徒主体とはどういうことなのでしょうか。企画、準備、運営と自分達で作

り上げます。失敗することも時にはあります。それも含めて楽しめる。行事の一つ一つが成長の糧となります。

 年間行事

 帰国生滞在国分布

グローバルの授業はアウトプットが多く、
通常クラスで得た知識を実践的に使いま
す。英語での会話はもちろん、自分の考
えや意見を明白に組み立てて話すことが
できます。また、様々な用法で書く練習も
多く行い、役に立ちました。
具体的には、授業で映画やドラマ、TED
などの映像を見て、内容の説明やディベー
トをしました。また週に一回、その週の出
来事を英文にて提出しました。長期休暇
後の授業では、休暇中の印象的な思い出
を三分間でスピーチしました。
グローバルでの授業の一つ一つが自分の
英語力アップへとつながりました。

2016年度 卒業生

神田 藍香

GRADUATE

中1の授業では、3人のネイティブの先生と
2人の日本人の先生に教えてもらいました。
ネイティブの先生の授業では、英語圏での国
語のように授業を実施します。また英語のプ
レゼンテーションについても学びました。日
本人の先生には問題集を使用して文法を勉
強しました。少人数でクオリティーの高いと
ても楽しい授業です。僕はイギリスに4年住
んでいました。正直、帰国後は自分の英語力
が落ちるのではないか、と心配でしたが、理
数インターのグローバルコースではその心配
はありませんでした。英検においてもたくさ
んのサポートをしていただき、無事英検準1
級を取得できました。

2016年度 中学1年生

水野 健太

CURRENT STUDENT

ACCESS

周辺案内図

中野坂上駅より徒歩3分。

交通の便が良い立地ながら、静かな住宅街

の中にある学校は通学面でも安心です。

◎ グローバルコース以外の帰国生

● 中国

● アメリカ

● イギリス

● インドネシア

● オーストリア

● オランダ

● ドイツ

● ベルギー

● オーストラリア

● ギリシャ

● シンガポール

● トルコ

● フィリピン

● ブラジル

● フランス

● ベトナム

● ロシア

46%
38%

11%2%

3%

■ 北米
■ アジア
■ ヨーロッパ
■ オセアニア
■ 南米

◎ グローバルコース在校生

● アメリカ

● シンガポール

● ベトナム

● 中国

● イギリス

● ルクセンブルグ

● ベルギー

● オーストラリア

1年：5人
2年：3人
3年：5人

4年：6人
5年：9人
6年：8人

【 2016在籍状況 】

50%

17%

13%

17%

3%■ 北米
■ アジア
■ ヨーロッパ
■ オセアニア
■ 国内インターナショナル

スクール

4月
■ 入学式
■ ウエルカムキャンプ(1年)

6月
■ アメリカ修学旅行(5年)
■ 京都・奈良研修旅行(4年)
■ 芸術鑑賞

5月
■ 体育祭
■ ネイチャープログラム(1年)

7月
■ サマースクール(4、5年)
■ サマーキャンプ(2年)

8月
■ 夏期講習
■ 部活動合宿
■ 語学研修(希望者)

10月
■ 宝仙祭(文化祭)
■ シンガポール

9月
■ ネイチャープログラム(1年)
■ S&E訪問会(2、3年)

11月
■ 芸術鑑賞会
■ ラグビー観戦(1年)

2月
■ 英語プレゼンテーション
コンテスト

1月
■ 合唱コンクール(1～4年)
■ 職業体験(2年)

3月
■ 卒業式
■ 研修発表会
■ 受験報告会

国公立大学
東京大学（文科Ⅱ類）
東京外国語大学（スペイン語　東アジア）

海外大学
アリゾナ大学

早慶上理ICU
早稲田大学（政治経済学部　法学部　国際教養学部　社会学部）
慶應義塾大学（法学部　総合政策学部）
上智大学（法学部　経済学部　理工学部　総合グローバル）
東京理科大学（理工学部）
国際基督教大学（教養学部）

MARCH
明治大学（法学部　理工学部）
青山学院大学（理工学部　法学部）
立教大学（法学部　経済学部）
法政大学（法学部）

日東駒専
日本大学（理工学部）

医学部医学科
聖マリアンナ医科大学（医学部）

2016年

国公立大学
東京大学（文科Ⅰ類）
千葉大学（農学部）

早慶上理ICU
早稲田大学（政治経済学部　国際教養学部）
慶應義塾大学（薬学部）

MARCH
明治大学（農学部）
青山学院大学（国際政治経済学部）

日東駒専
東洋大学（文学部）
駒澤大学（文学部　グローバル・メディア・スタディーズ学部）

その他
芝浦工業大学（システム理工学部）
明治学院大学（文学部）
昭和女子大学（国際学部）
津田塾大学（学芸学部）
成蹊大学（文学部）
成城大学（文芸学部）

2017年

2016年度実施例
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