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Agenda

Connecting with the world, thriving in diversity.

–Aiming to educate global-minded citizens with strong language skills.–
グローバル化の進んだ時代を生きていく生徒たちが将来の活躍の場を広げられ
るよう、多様性を受容する姿勢と実践的な英語力の育成に一層力を入れています。

としたブリティッシュヒルズ（福島県）での研修や、各種語学研修の機会も充実さ
せています。

英語教育においては大学入試の変化をみすえ、4 技能をバランスよく伸ばして

2015 年度にグローバル教
そして、
学園としてグローバル教育を推進していくため、

いくことや資格試験対策に注力しています。アメリカなどの伝統校との 20 年来

育センターを立ち上げました。英語の授業や海外研修に加えて、
日々の学校生活

の交換留学制度に加え、中学校から本格的に英語の学習を始めた生徒も対象

の中で多様性への理解を深められるよう、
グローバルプログラムも開始しています。

英語教育

4 技能を重視した実践的な英語教育を行っています。
英語教育においては、
「聞く」
「読む」
「話す「
」書く」

教科書を中心に 4 技能をバランスよく鍛える授業、

の 4 技能をバランスよく身につけることが大切です。 1 時間は ICT 機器を活用した発音やリスニングの

AL 型の授業を導入したことで、従来の講義中心

1 時間はクラスを 2 つに分け少人数
トレーニング、

の授業では不足しがちであった
「話す」
「書く」活動

で会話中心の授業を行っています。本校には英語

を充実させることができました。中学・中等前期課

を母語とする外国人教員が 11 名おり、会話を中心

程では、週 6 時間の英語の授業のうち、4 時間は

に授業を受け持っています。

2015 年度中学・中等前期課程で行った各技能を伸ばす特徴的な活動についてご紹介します。

英語村
Toin English Village（桐蔭英語村）は、英語を使った様々
なアクティビティを行うことを目的として2014 年 4 月に開設さ
れた施設です。明るい装飾が印象的な English Only の本
施設には、
専任の外国人教員が所属し、
イースター、
ハロウィン
など年間を通じて様々なイベントが企画されています。生徒に
とっては教室とは違う雰囲気の中、
楽しみながら自然と英語に
慣れ親しむことができる場となっています。中学・中等1年生は
英語の授業でも年 4 回ずつ利用するほか、
中学・高校の ESS
クラブの生徒たちが放課後の活動の場として利用しています。

聞く

読む

話す

書く

· 英検対策としてリスニン · タブレット端末で自分の · 中学・中等 3 年生ではス · 生 徒 間 で ランダムに
グのトレーニングを強化。 音読する姿を動画撮影

· 歌・デジタル化した洋書
など、楽しみながら英語
を聞ける教材を授業で

し提出。教員が発音や読
み方について指導。

· 多読を推奨し、洋書5,000
冊以上を図書室の蔵書

使用。

ピーチコンテストを実施。 エッセイを交換し互い

●

2015 年度から新たな資格試験対策を開
ていることをふまえ、

にコメントを付け合う

3 級、準 2 級、2 級の
始しました。年 3 回の英検の試験前には、

語での会話を録音し、
コ

「交換エッセイ」を実施。

1次試験受験者を対象とした無料講座を開設しています（準1
級は常設有料講座あり）
。さらに 2 次試験へ進んだ生徒全員に門

メントしあう活動を実施。 · アカデミックライティン
グ講座を開講。

鳳凰杯 全国中学生英語スピーチコンテスト：
［朝日新聞社特別賞］─ 中等教育学校 3 年生生徒（2014 年）

日本英語検定協会［優良団体賞］─ 中等教育学校（前期課程）／中学校・高等学校女子部（2014 年度）

●

大学受験において英語資格試験のスコアが一層重視され

· 授業内でペアになり英

に追加。
最近の受賞歴

資格試験

戸を開き、
教員が個別に模擬面接を行っています。丁寧に対
策を行うことで、
生徒は自信を持って試験に臨むことができて

TOEICや
います。さらに英語力を伸ばしたい生徒向けには、
IELTS、TEAPといった試験の受験サポートも行っています。
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各種語学研修・交換留学制度

2015 年度から新たな海外語学研修がスタート。
海外語学研修・交換留学制度の一覧は次ページへ。

桐蔭学園では、数日間の語学研修から1 年間の長期留学まで、生徒の希望と語学力に応じて様々な語学研修・交換留学の機会を用意しています。

語学研修・交換留学のサポート
桐蔭学園の各種語学研修・交換留学は学校が責
任を持って、生徒・保護者をサポートする体制が整っ
ています。
海外語学研修

・現地には本校の教員が必ず帯同します。
・事前に英語村にて10 数名程度の少人数で、挨拶や
ホームステイ先での会話、道の尋ね方など、実践的な
英会話を学ぶ機会を設けています。

交換留学

・本校の担当教員が留学日程の調整、
保険の手配など
を行い、
現地の習慣や学校文化についても丁寧に伝
えています。
・提携校での授業スタイルに慣れるため、英語を母語と
する担当者によるきめ細かい事前サポートがあります。
・留学経験者・参加者の保護者会をつくり、情報交換
の機会を設けています。

Mさん

留学体験記

高校 2 年

During my time at St.Paul ’
s School I learned
how it felt to live on my own, what it was like
to study in an American environment, and
American culture. Yet, one of the most important things I learned was public speaking.
I was never a shy person, but even a person
like me gets nervous when speaking in front of
s School there were
other people. Yet, at St.Paul ’
many opportunities where we had to make
a speech or a presentation. In almost all my
classes I had to prepare a speech. Therefore I
was able to practice public speaking on a daily
basis. For example, in my theater class we would
act out a scene, improvise or make a speech in
front of our class. Then, the teacher asks the
class to tell me how I can improve. Then the
teacher tells me what I need to work on. Then I

say the whole thing again. By doing this every
day, I started to feel less nervous and felt like I
was getting better. Also thanks to the lessons
on improvisation I was able to learn how to act
t seem
when I forget my next line so I wouldn’
like I messed up.
When you are an adult there are many occasions where you will have to make a speech or
presentations. For a job, wedding, award, no
matter what occasion it is, it is necessary for
us to convince the audience that what you are
saying is important.
I feel very grateful that I had the chance to
practice this at a young age. I also hope to see
the Japanese education program incorporation
public speaking into their language program in
the near future.

2015 年 3 月よりアメリカ・セントポールズ校へ留学

（英文要旨）今回の留学で、
親元を離

れて生活をすること、
米国で学ぶと
いうこと、
そして米国文化を学んで
きました。私はシャイな人間ではあ
りませんが、
それでも人前でスピー
チをするときには緊張します。留

留学生受け入れ

学先では、人前で発表をし、級友
や先生の講評を聴いてから再度ト

交換留学の提携先であるアメリカ、
ニュージーランド

ライするということを毎日繰り返し、

の学校などから毎年数十名の留学生が来日し、全員

大分うまくなりました。社会に出れ

が本校生徒の自宅にホームステイをしています。ご家

ば人前で話す機会は多くあり、説

庭の温かいご協力のおかげで、ホームステイをきっか

得力を持って話さなければなりま

けに長く友人関係が続いたり、
家族ぐるみの付き合い

せん。日本でもこういう機会が増

が生まれたりと例年ご好評をいただいております。

えればと思っています。

グローバルプログラム
在 校 生 全 員に、多様 性への寛 容さや異文化

INFORMATION

模擬国連世界大会で見事準優勝
東京大学の推薦入試にも合格

フードフェアと題して食堂でインドカレーやシーフー

への興味関心を高めてもらいたいという思いから、 ドパエリアを提供するなど、
楽しみながら異文化に

2015 年度よりグローバルプログラムを開始しました。 ふれられるイベントを企画しています。将来的には、
希望する生徒に対して学外での国際交流や国際

海外提携校との関係を深化させ、両校の生徒が

学生会議への参加支援を行ったほか、
グローバル

共に学べる機会を設けていきたいと考えています。

中等後期課程の部活動の一つである模擬国連部から日本代表
となったメンバーは、2015 年 5 月にニューヨークの国連本部で開かれ
た世界大会に出場し、見事準優勝に輝きました。大会では参加者
が国連加盟国の大使になりきり、安全保障や人権などの課題につ
いて議論します。生徒たちは紳士的でありつつも毅然とした態度で
交渉に臨み、立派にシリア大使役を務めました。緊迫した状況の中
で世界各国の参加者と渡り合った経験は生徒たちをたくましく成長
させ、
メンバーの一人は推薦入試で東京大学に合格しました。

「コタエ」のない問いに挑み続けるからこそ得られる
「多様性」を受け入れる心
グローバル教育センターでは、
学園全体に対して「多様性」
にふれられる取り組みを進めています。校内や身近にある
「多様性」に気づきそこからどうコミュニケーションを図るか

グローバル教育センター
センター長

奥山則和

教諭

について考えるところから、最終的には海外の人と協働して
解決策を練る力を育成していきます。校内外で、
身近にあるグ

ターでは授業で培った英語力を活かすべく、英検などの資
格試験受験を支援し、各種語学研修や海外留学制度を整
備しました。また、海外からの留学生が一般授業へ出席し、
英語を使っての交流を促進しています。
あらかじめ用意された「コタエ」などない中、お互いを尊

ローバルな一面を体験できる試みを積極的に提供しています。 重しつつ「最適な解」が見つけられるよう、授業内外での環
英語力はグローバル社会を生き抜くスキルです。当セン

境の醸成に努めています。

対象学年 高校 1年
期間 約 10日間
人数 約 40 名

ニュージーランド
語学研修

対象学年 中学 3 年
期間 約 10日間
人数 約 40 名

カナダ語学研修

2015 年度開始

女子

女子

男子

長期留学 約9カ月間

・全米で最も長い歴史を持つプレップスクールだが、伝
統にとらわれるのを嫌う進歩的な校風の学校。
・広々としたキャンパスは自由闊達で清新な空気に溢れ
ている。

短期留学 約5週間

フィリップス・アカデミー・アンドーヴァー

短期留学 約3週間

長期留学 約10カ月間

サミュエル・マーズデン・カレジエート・スクール

・首都ウェリントン南部の丘陵地に広大なキャンパスを持
・首都ウェリントンの高級住宅地カロリにある幼小中高
つ小中高からなる男子校。
からなる女子校。
・学業はもちろんスポーツにも力を入れ、プロの選手とし
・アカデミックな指導には定評があり、全国統一学力テ
て活躍する卒業生もいる。
ストでは毎年全国上位3校の中に入る実力。

短期留学 約3週間

長期留学 約10カ月間

S a m u e l M a r s d e n 女子
Collegi ate School

Scots College
男子

8

7

スコッツ・カレッジ

共学

8 7

・森に囲まれた全寮制のプレップスクール。

ターム

中期／学期留学 約10 週間

共学

留学生受け入れのサポ�トが手厚く�
英語の授業も充実

共学

・米国の有力大学進学を志す海外からの留学生へのサ
ポートが大変充実している学校。
・基礎から英語を学ぶ生徒も手厚く対応してもらえる。

短期留学 約5週間

クッシング・アカデミー

Cushing Aca dem y

5

（2016年4月現在）

長期留学 約9カ月間
・他校に先んじて世界各国から留学生を受け入れてきた
進学校。
・美術や音楽などの芸術教育も充実している。

短期留学 約5週間

ノースフィールド・マウント・ハーマン・スクール

共学
Northfield
Mou n t H e r mon Sc hool

6

3 1 5

6 4 2

・全校生徒が一堂に会するディナーなどの恒例行事があり、 ・学校全体が家族のような温かいコミュニティーを形成
している。
躾を含めた紳士淑女教育を大切にする伝統校。
・厳格な校風で、制服はないが男子生徒には上着とネク
タイの着用が義務づけられている。

中期／学期留学 約10 週間

ターム

ディアーフィールド・アカデミー

セントポールズ・スクール

S t. Pa u l’s S c h o o l

Deerfield
Academ y
共学

4

3

桐蔭学園の海外提携校

・ J.F.ケネディ大統領の母校として名高い。
・コネチカット州中部の裕福な住宅地に広大なキャンパ
スを持ち、音楽や演劇など芸術教育も盛んである。

長期留学 約9カ月間

チョート・ローズマリー・ホール

Phillips Academ y
A ndov er

Choate
Rosemary Hall
共学

2

1
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対象学年 高校 1年
期間 約 15日間
人数 約 30 名

セブ島語学研修

2015 年度開始

対象学年 中学 3 年
期間 約 7日間
人数 約 40 名

男子

男子

全米屈指の名門校

シンガポール
語学研修

2015 年度開始

対象学年 中等 3 、4 年
期間 約 10日間
人数 約 60 名

カナダ語学研修

（2016年4月現在）

希望制の
語学研修
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