帰国生特別プログラム

( 育成目標 )

グローバル基準のハイレベルな英語プログラム

対象レベル：

英検 2 級 ～ 準 1 級（中 1 入学時）

英語で考え、英語で探求する
●
●
●
●

海外で培った英語力をグローバルスタンダードの英語教育で維持・伸長します。
クリティカルシンキングを重視し、深い学び、対話的な学びを実現します。
プロジェクト型の活動を中軸に置き、探求する力とマインドを育てます。
海外の大学の授業で通用するアカデミックイングリッシュを養います。

Language Arts

Project

言語力と思考力を高める英語教育

英語を駆使して、世界とつながる

＜週３～４時間、ネイティブによる授業＞

＜週２時間、ネイティブと日本人による TT＞

英語をグローバル時代に必要な「コミュニケー
ションのツール」そして「思考のツール」とし
てとらえ、文学探求や社会課題の探究を通し
て、総合的な言語技術を英語で育成します。

課題探求を中軸に置き、グローバルに通用する
課題解決力と表現力を育成します。模擬国連を
通じた国際課題の探求や TED を用いたアカデ
ミック・アウトプットのトレーニングを展開し
ます。

アメリカ現地校やインター校で使われる教材
を使っての授業。ここでは「神話や物語が文化
の価値や信念を伝えるのにどのような役割を
担っているのか」という問いを議論し、神話の
創作およびプレゼンテーションを行いました。

答えのない問いに対して、リサーチや議論を通
して自らの意見を深めていきます。例えば「多
文化社会の現在、日本人としてのアイデンティ
ティが意味するものは何か」。最後は５分のプ
レゼンと 500 語のエッセイを仕上げます。

Students’ Voices
取り出し授業は、プレゼンテーションや読解を中心に様々な活動に取り組んでいます。少人数できめ
細かく指導していただけ、インターナショナルスクールに通っていた時と変わらない感覚で学べ、英
語力を伸ばしていけると感じています。将来は海外の大学も視野にいれているのでこの先も高い英語
力やグローバルな考え方を身に付けられるように頑張ります。大妻ではいろいろなタイプの友人と出
会うことができ、元気で明るい人が多く、笑いの絶えない毎日です。
（ブラジル・インター校）
小学校 5 年生の時に海外から帰国しましたが、現地で身につけた英語力をさらに伸ばしたいという思
いで取り出し授業を希望し、大妻を受験しました。授業では、エッセイやディスカッション、プレゼ
ンテーションの課題が多く、最初はうまく「自分の意見」が出せませんでしたが、回数を重ねるにつ
れ少しずつアイデアをまとめられるようになり、考える幅が広がったように思います。先生との距離
も近く、いつも明るい雰囲気で英語学習に取り組めています。
（オーストラリア・現地校）

帰国生の力と個性を育てる取り組みと魅力
授業の枠を超えて英語にチャレンジ
放課後

スムーズなスタートをサポート

アドバンスト英語講座

帰国生サポート

対象レベル： 英検 3 級～準 2 級

中1

＜対象レベルは中１入学時点の英語力＞

GLAP は受講していないけれども、英語にもっ
とチャレンジしたいという生徒を対象にネイテ
ィブによる放課後英語講座を週に 1 回（2 時間）
開講します。普段の授業の枠とレベルを超えて、
実践的な英語学習につなげます。

帰国生対象補習

中 1 では、放課後に国語、数学の帰国生補習を行
います。日本の中高の勉強に必要とされる基礎学
力、基礎学習習慣を身に付けます。
（帰国生入試で英語を受験し、入学した生徒を対
象に、国・算のうち受験していないほうの科目の
受講を必須とします。
）

帰国生担当教員
本校にはかつて自らが帰
国生だった教員が皆さん
のサポートに当たります。

グローバル課外活動

世界とつながる、未来とつながる

模擬国連を中軸にし、グローバルな社会課題に取り組むプロジェクトを活発化させています。帰国生、国
内生が一緒になり、
「より良い未来」を目指して、世界・未来とつながる探究活動や社会貢献活動に取り組
みます。2019 度は本校の生徒が全国高校模擬国連大会で優秀賞を獲得し、日本代表にも選ばれました。

大妻で模擬国連に参加しよう

大妻模擬国連大会

模擬国連は学びの宝石箱。他校のレベルの
高い生徒から刺激を受け、切磋琢磨しなが
らともに成長をしていくことができます。
全国大会の役員を務める教員が指導に当た
大妻は全国最大級の会議を主催しています。2019 年 12 月は 34 校
り、皆さんの活動を支援します。

400 名が参加。各校の精鋭が大妻に集まり、熱い会議を展開しました。

海外進学

可能性をもっと広く、志をもっと高く

国内大学はもちろん、海外大学への進学についても指導・サポート
体制を用意しています。海外進学に精通した教員をアドバイザー
として配置し、カウンセリングやエッセイや出願の指導に当たり
ます。2019 年度にはイェール大学を始めとした海外の名門大学
に通う学生を招待し、海外進学ガイダンスを開催いたしました。

Nina Liang
Native Coordinator

2018 年度生

海外大学合格実績

・ King’s College London（UK）
・ University of Sussex（UK）
・ University of Warwick（UK）
、ほか

2019 年度生

海外大学合格実績

・ Griffith University（AUS）

I am honored and truly excited to be a part of the Language Arts program at Otsuma.
I'm passionate about helping students strengthen their abilities to think independently
and critically, and to develop the skills they need to succeed in our ever-changing world.
I want to encourage students to find and achieve their dreams, while working with
them to create a supportive environment in which we can open our minds and enjoy
learning from each other. Most importantly, I hope that students will grow into lifelong,
active learners who will help build a better future for their communities. I look forward
to broadening the horizons of my students as we make discoveries together.

海外帰国生のみなさまへ
学校長

成島

由美

令和の時代を迎え、すでに日本がグローバル社会になっていることは多くの
人が実感していると思います。英語力はもちろん、異文化コミュニケーション
がより重要になってくる時代です。帰国生の皆さんは、小学校までの間に海外
での生活を経験され、多様な価値観や異文化に触れた貴重な経験をお持ちです。
また沢山の出会い、別れを経験する中で、忍耐力やコミュニケーション力を身
につけてきたことでしょう。
大妻の伝統の中で受け継がれてきた理念のもと、海外経験を生かし、幅広い
視野、独自の視座で自ら幸せな人生を創り、社会に、世界に貢献できる人間に
育っていただきたいと考えています。
皆さまのご入学を心よりお待ち申し上げております。

募集人員

女子

受験資格

・2021年3月小学校卒業見込みの者（現地校からの出願の場合は同等の資格を有する者）
・保護者の海外在留のため、本人が継続して１年以上海外に在住し、その帰国後3年以内
（2018年3月1日以降）の者。
①本人の留学などによる海外在住は不可。
②「継続して1年以上」とは、渡航開始から帰国日・帰国予定日までの期間を示す
（帰国予定が2021年3月末の場合も可）。
・在住経験が複数回ある場合は、2018年3月1日以降に帰国した「在住経験」が「継続し
て1年以上」の者を資格対象とする。

出願期間

2020年11月17日（火）0時

試験日

2020年12月13日（日）

合格発表

2020年12月14日（月） 9時～10時00分 <場所> 大妻中学高等学校校舎
（本校ホームページでの発表は、同日 9時～17時00分）

入学手続き

若干名

2020年12月14日（月）

～
～

～

12月8日（火）17時00分

入学金振込
2021年1月29日（金）12時00分まで
手続書類送付 2021年1月29日（金）消印有効

試験科目
及び選抜方法

筆記試験 国語50分、算数50分、英語50分 から ２教科選択
面接 保護者1名同伴
[英語入試の概要] （2020年度参考）
・英検二級～準一級を目安のレベルとする
・語彙、熟語表現の問題：10問 英検二級レベルの単語、表現が中心
・リーディング問題：3問 標準的な内容理解を問う問題を中心とし筆記問題も出題
・ライティング問題：120～150字程度

必要書類

（１）海外在留証明書（本校所定の用紙）…本校ホームページよりダウンロード
（２）在留中の場合は、海外における最終学校最終学年の通知表のコピー
既に帰国している場合は、帰国前の最終学校最終学年の通知表のコピー、および
現在在籍している小学校の通知表のコピー

( 詳細版は9月末にホームページに掲載予定 )

