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- Arts for Mankind -

Otsuma Nakano Junior & Senior High School
大妻中野中学校・高等学校の帰国生教育
1．これまで 15 年間の帰国生教育の取り組み実績
・

2014 年 3 月で帰国生第 8 期生卒業（141 名）

・

全校生徒の 10%が帰国生（約 140 名が帰国生）

・

帰国生の在留国は 32 か国

・

英語圏現地校・インターナショナル・スクール出身約 80％を占める

2. 論理的に発信する英語力を鍛える英語授業とフランス語授業
・

中 1~高 1 の 4 年間：週 6 時間の英語授業

・

英語授業は、α / β クラスへ 2 分割
週 4 時間

ネィティブ教員担当

＋

多言語への視点のためのフランス語（中 1~高 3 まで継続）

習熟度少人数制

/ 週 2 時間

日本人教員担当

→

ネィティブ教員中心の授業

・

高 2・高 3 は English for Academic Purpose （アカデミック英語）実施

・

TOFEL iBT への対応と Application Essay への対応

→

言語学博士・服部孝彦教授監修

– 国内難関大・海外大学の双方のキャリアを視野に

3. さまざまな海外の学校や大学と連携した言語習得・活用プログラム。
本校の言語教育プログラム(Active languaeg Program)では、「日常生活場面に準拠したコミュニケーション能力・
レベル」を土台とし、さらに発展させ「国際社会で通用する論理性、社会性のある交渉型言語能力レベル」まで修得でき
ることを目標に教育を行っていきます。この外国語能力の習得のために海外の様々な大学、中等学校などと提携してプロ
グラムを進め、さらにより一層の「交渉型能力」「発信型能力」の育成のために、模擬国連プログラムやライティング・
コンテストプロジェクトなども行っています。
Languages Program には、以下のような生徒が主体となって実施するさまざまなアクティブ・モジュール・プログ
ラムがあります。
・Model UN （模擬国連）活動チーム： 模擬国連日本大会出場を目標に年間を通して活動
→ ネィティブ教員と日本人教員が複数で指導
・Writing Competition 活動チーム：全日本英語ライティングコンテストなどの参加と入賞を目標に年間を通して活動
→ ネィティブ教員と日本人教員が複数で指導
・Super English 活動チーム：TOEIC などの検定指導と外国語発表会を目指して年間を通して活動
→ ネィティブ教員が指導
本校の提携先の海外の主な大学、中等学校の学長、校長先生方からのメッセージを紹介します。
アメリカ・コネティカット

University of Saint Joseph 学長・Dr. Rhona Free

It is an honor for me to write to you on behalf of the faculty, staff and students of the University of
Saint Joseph.

Congratulations on the designation of Otsuma Nakano School as a model school for

the Super Global Education Program. Multicultural understanding is so critical for young adults,
and your students will have a great advantage having been exposed to a global curriculum with
opportunities for international study.
ニュージーランド・ニュープリマス

New Plymouth Girls High School 校長

Ms. Jenny Ellis

The similarity between our schools that are both traditional and innovative is very interesting.

I

wish you well in the coming year as you move forward with your exciting programme as an
educational model school for “Super Global Education.” Congratulations on your selection.

Thank

you again for enabling our school community to host your staff and students.
オーストラリア・ケアンズ

St. Andrew’s Catholic College 校長

Mr. Lee MacMaster

As you know, I am very keen to see the program between Otsuma Nakano High School and St.
Andrew’s Catholic College continue to grow over the coming years.

It is important for both Schools

to continue to learn from each other and allow our students to experience the cultures of each other’s

country.

It was a joy to be with your school and I look forward to further opportunities for the two schools to

develop our strong relationship.
西アフリカ・ブルキナファソ

Embassy of Burkina Faso

Mme. Angelina Nana （原文はフランス語）

ブルキナ・ファソと日本は経済支援や文化、スポーツの支援など様々なつながりがあります。私たちの
ことをもっと日本の皆さんに知ってもらって、さらに交流を深め、共に発展していくためには大妻中野
の学生のような若い人たちの力が必要です。アフリカは、貧困に苦しんでいますが、国民の多くは自分
たちをポジティブに捉え、生活に喜びを持っています。心は豊かで、何でも分ち合うホスピタリテｲーの
気持ちに溢れています。

4.

―「帰国小学生英語講座」のご案内

－

本校では帰国生小学生のために無料で、英語保持教室を開講しています。担当するのは、
本校のネィティブ・スピーカー教員です。今年度で 8 年目を迎える本校の帰国生教育取組
の一つです。毎週土曜日

10:45 － 12:35 に本校・英語室で行っております。海外生活で

身につけた英語力をキープし、さらに伸ばす英語レッスンを行います。昨年より特に、
Reading & Writing などのアカデミックな内容を取り入れて、単に楽しく英語の話す力を
キープするだけに留まらない将来の英語力の伸長に必要な学習を行います。また、帰国生
の保護者同士のネットワークのハブとしての役割も果たす講座になっております。帰国後、
英語保持のために何か取り組みを探していらっしゃる方がおりましたら、ぜひ連絡をいた
だければ嬉しく思います。対象は帰国生の女子小学生となります。
詳細につきましては、toiawase@otsumanakano.ac.jp まで連絡をお願いいたします。
5.

保護者の急な帰国転勤にも対応、編入試験日なども柔軟に
・

編入は高校 2 年次の年度末まで OK. – 受験は随時受け付け

・

出願書類は、① 編入試験申込書、②

・

本校在籍中に再び海外へ、そして帰国へ

本校への編入のケース

本中学途中海外転出 →

中学へ編入

→

面接のみ

本中学途中海外転出 →

高校へ編入

→

学科試験（国語・数学・英語）と面接

・

在籍校成績証明書、

③

保護者在留証明書

学科試験は国語、数学、英語 3 教科、それぞれ 30 分で編入希望学年に応じた基本的な内容
海外での学習履歴を考慮し、相談や学習アドバイスを事前に行いながら、編入試験を受験

・ 面接は保護者同伴。自己アピール力を重視します。英語圏現地校、インター生は英語でのインタビューもあります。

6.

2012 年度から現在まで、本校に帰国編入（中 1~高 2 の途中編入）した生徒の出身校

USA / New Jersey - Montgomery Upper Middle School

USA / New York - Eastchester Middle School

USA / Detroit - Novi High School

USA / Indiana - Lawrence Central High School

USA / New York – Northside Blodgett Middle school

USA / Washington State – Shahala Middle School

USA / New York – Rye Neck Middles School
UK / London - International School of London
France / Paris -

German / Munich -International School

Institut Culturel Franco-Japonais

Brazil / Sao Paulo -St. Francis College
Indonesia / Jakarta - Multicultural International School
Indonesia / Jakarta - Jakarta International School
Indonesia / Jakarta -Australian International School

Indonesia / Jakarta – ジャカルタ日本人学校

Kenya / Nairobi – International School of Kenya
Vietnam / Hanoi -ハノイ日本人学校
Thailand / Bangkok - The American School of Bangkok
Thailand / Bangkok - International School of Bangkok
China / Hong Kong - 香港日本人学校中学部

China / Beijing – Canadian International School of Beijing

China / Beijing – 清華大学附属国際高校

China / Shanghai – 上海復旦大学附属国際高校

Australia / Brisbane – Iron Riverside School

