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サレジアン国際学園 中学校高等学校

21 世 紀に活躍できる「世界市民 」の育成
産業革命は、人びとの暮らしを 豊かにしました。
そして21世紀。テクノロジーの目覚ましい進化は、
私たち人類を幸せにできるでしょうか。
この問いに対する解を、誰かが与えてくれることはありません。

AIやロボットといった革新技術を活用して
すべての人びとが幸せに生きていける社会を創造するのは、
私たち1人ひとりです。
新しい時代の、新しい世界で、あなたはどのように輝きたいか？
真の自由を手にするための確かな力を、
ぜひサレジアン国際学園で手にしてください。
共に喜び、共に生きる素敵な友人たちと一緒に。
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EDUCATION AT SALESIAN
［ 詳しくはこちら ］

サレジアン国際学園の教育

21世紀に活躍できる「世界市民」の育成
［ 5 つの 教 育 重 点項目 ］

サレジ アン国 際 学園で 培う
5 つのチカラ
これからの時代に求められる力とは、
与えられたタスクを他者よりも
早く正確に処理する能力ではありません。
課題を自ら発見し、最適解を構築し、
課題解決する能力こそが必要になります。
すべての生徒がその力を確実に養っていくために、
本校では右の 5点を重視しています。

グローバ
ル社会の共
通言語である
英語の修得。多
様な分野で自己
実現を達成するた
めにも言語活用力
を身につける。

PBL（ Project Based Learning ）

考え
続ける力

何かを推進する
際の選択に対して多くの
検討・検証を重ね、最適解
の精度を自ら上げられる力を
身につける。

心 の教育

コミュニ
ケーション力

自他の幸せを築くことが

できる人を育てるための

本校では全ての教科において

言語活用力

PBL 型授業が導入されています。

理性・宗教・慈愛に

重点を置いた全人間教育

PBL は、一つの正解の無い課 題に対しての
最適解を構築する過程で、主体的な学びを促し、

テクノロジーの進化に伴うパラ
ダイムシフトに対応するだけ
でなく、変革の中で新しい
価値を創造する力を身
につける。

知識を定着させ、思考を深めることを可能にします。
授業は下の図のような流れで展開されます。
この授業を通じて、

バックボーンの違う人
との協働で、相手の
立場を尊重しなが
らミッションを完
了に導くタフな
交 渉 力を身
につける。

数学・科学
リテラシー

右の 5 つのチカラを着実に育んでいきます。

STEP 1
トリガークエスチョン
TRIGGER QUESTION

たとえば「カーボンニュートラルに向けた原子力
発電の是非」や「赤ちゃんポストに関する生命
と人権の問題」等。正解の無い課題に直面し、
内発的知的探究心を刺激されることから主体
的な学びが始まります。

3
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STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

ASSESSMENT

個人で最適解を構築

グループディスカッション

グループの結論選択

プレゼンテーション

ルーブリック評価

SEARCHING FOR ANSWERS

多くの資料の閲覧やタブレット検索を行うこと
で課題に関連する情報を収集し、個人として
の意見と最適解を構築。理論の裏づけとなる
エビデンスを能動的に獲得する学習を通じて
知識定着率が高まります。

GROUP DISCUSSION

個々の生徒が導き出した最 適 解を持ち寄る、
真剣勝負の話し合い。同級生の多様な価値観
は 、自らの視 野を広げてくれることでしょう。
友人の秀逸な理論展開に出会うことで、思考
のスイッチが入ります。

GROUP DECISION

PRESENTATION

ディスカッションで議 論を尽くした後は 、グ 「持ち回り」などではなくつねに公正な視点から
ループとしての結論を選択します。ここではグ プレゼンターに選出される生徒は、グループ
ループ内で最も合理的で説得力を持った生徒 の代 表としてクラスへのプレゼンテーション
の意見を採択し、最終的なプレゼンテーション を実施。論拠を明確にしながら、聴衆を惹き
の準備を始めます。
つける表現を学びます。

RUBRIC EVALUATION

PBL型の授業後も、検証やレポートの提出を実
施。授業における生徒たちの成果は、知識の
獲得量だけでなく、授業にどのように貢献し、
何を発見し、どれだけ思考を深めることがで
きたのかが評価されます。

SALESIAN INTERNATIONAL SCHOOL
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ENGLISH EDUCATION

SCIENCE & ICT LITERACY

［ 英語・国際教育 ］

［ 理数・ICT教育 ］

本 物の英 語を、使いこなす人へ

より良い未 来を、創 造するスキル

「なぜ英語を学ぶのか？」を自ら考え、世界に向けた貢献意欲を培うプログラム。

1

豊富な英語の授業数で、インプット（読む・聞く）と

社会やビジネスを目覚ましいスピードで進化させつつあります。

アウトプット（話す・書く）の高度なスキルをバランス良く養っていきます。

そこに生きる私たちは、日頃から科学的に思考し

外国人教師との充実したチームティーチングとPBL 型授業を通じて、世界へ向けて

高度な技術を活用していく力＝数学・科学リテラシーを身につけなければなりません。

自分の意見を発信する基礎的な力を徹底的に磨いてください。

そんなスキルこそが、人類の理想の未来を切り拓くのです。

Why learn English? The program cultivates a desire to contribute to the world
by encouraging students to think independently with an abundance of English classes.
Students will develop a good balance of input（reading and listening）and output (speaking and writing) skills.
Through team-teaching with foreign teachers and PBL-type classes,
students will thoroughly hone their basic skills to communicate their opinions to the world.

Advanced technologies represented by AI and automation are now evolving society and business
at a remarkable pace. We who live in such a world where we must acquire the ability
to think scientifically and utilize advanced technology on a daily basis, i.e., mathematical and scientific literacy.
Such skills will pave the way to an ideal future for humankind.

CAMBRIDGE INTERNATIONAL

2

ケンブリッジ国際認定校

ENGLISH CONTEST
校内コンテスト、外部コンテストへむけた指導

エッセイライティングコンテスト、スピーチコンテスト、ブックラ
イティングコンテスト、ディベート大会など、英語の習熟度を競
う多彩なコンテストを校内で実施します。優秀者や優秀作品は、
外部で開催されるコンテストへも積極的に参加。それを勝ち抜
くための細やかな指導が行われます。

5
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SCHOOL ENGLISH TRAINING

1

校内英語研修

本校は、ケンブリッジ国際認定校です。ケンブリッジ大学国際
教育機構から教材やトレーニングなど幅広いサポートを受け、
Cambridge Lower Secondar y 、IGCSE 、および国際的な
Advanced（ A-Level ）プログラムを提供されることで、世界水
準の高度な教育を実施しています。

3

AI やロボットに代表される先進テクノロジーがいま、

Support for English test certification
検定試験対策

朝自習で生徒1人ひとりの目標に応じた演習を継続的に実 施。
校内で行う英検・GTEC の結果分析によって個々の強みと弱点
を明らかにし、その後の指導に役立てます。さらに個別に面接
指導などを行い、スコアアップをサポートします（放課後を利
用した外部機構による有料講座も設置）。

2

理科

中1・2・3 の各学年で実施される全員参加の研修で、多数の留
学生を招きクラス・グループごとのプログラムを用意。バックグ
ラウンドが異なる人とのコミュニケーションを楽しむ段階から、
論理的に思考し、ディベートの基礎を学び実践するまで、生徒
のレベルに応じた様々な活動を行います。

4

SCIENCE PROGRAM

数学

多様な実験を通して、疑問・仮説・検証・考察という問題解決
のプロセスをたどる学びを体得し、生徒たちの論理的思考力
を研ぎ澄ましていきます。３つの理科室の他、自由に使用でき
る新設ラボや広大な学園全体をフィールドとして、生徒の好奇
心・探究心をかきたてる環境が用意されています。

3

ICT PROGRAM
ICT教育
iPad で有用な情報を収集し、スライドや動画を使って他者に

自分の意見を分かりやすく伝える力を養います。自らの学びを
記録し、定期的に振り返ることで学習のPDCAサイクルをまわ
す。そうしたプログラムを通じて、1年次からICTを正しく効果的
に活用するスキルを高めていきます。

MATHEMATICS PROGRAM
本校の数学は、中学3年間で数学ⅠAの内容まで扱い、グループ活
動を主体とする授業を通して、お互いに切磋琢磨しながら数学力
を高めることができます。また、基礎の徹底をはかるためのツール
「Qubena」や高度な内容を研究したい生徒のための「数学ゼミ」
など、さまざまな生徒のニーズに応える環境を用意しています。

4

ICT ENVIRONMENT
ICT 環境

生徒 1人に1台、キーボード付きの iPad を支給。Wi-Fi 環境が
整った教 室には 、電子黒 板も備えられています。さらにコン
ピューター室では、40 台のノートPCが利用できます。
［使用システム］GoogleWorkspace・ロイロノート・schoolTakt・
Qubena・ジャパンナレッジschool など

SALESIAN INTERNATIONAL SCHOOL
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EDUCATION ROADMAP

3 か月、1 年の中長 期留学
高校1年次に 3か月、1年の留学を用意しています。留学先はオーストラリアのク

［ 6 年間の学び ］

イーンズランド州立校。EQI（クイーンズランド州政府教育省国際教育部門）の
トレーニングを受け認定されたハイレベルな学校の中から、生徒1人ひとりの

「世界市民 」へ 、成長するプログラム

ニーズに合った学校をマッチングします。各留学先には、キャリアカウンセラー
が常駐し、科目選択や進路の相談に応じます。また、ホームステイ中のトラブル

21世紀に活躍できる「世界市民」へ。2 つのクラスで基礎学力と

に対応する24 時間のホットラインが開設されています。長期留学から帰国後

学問に向かう姿勢を身につけ、国際社会に通用する

は、指定のIELTS のスコアを取得することで、クイーンズランド大学、グリフィ

論理的思考力やプレゼンテーション力を磨いていきます。

ス大学、クイーンズランド工科大学へ進学するという選択肢が加わります。

To become "global citizens" who can play active roles in the 21st century,
students will acquire basic academic skills and an academic attitude in two classes,
and hone their logical thinking and presentation skills that can be used in international society.

教育省推薦ホスト校リスト（一部抜粋）
MitcheltonState High School ／ Cleveland State High School ／ Springfield Central State High School／ Centenary State High School etc...

中学

高校

中1

中 2・中 3

高1

高 2・高 3

基礎・基本を大切にじっくりと

基礎からプロセス重視へ

幅広く視野を広げる

未来を切り開く力を身につける

個人研究ゼミ

AG: 英数理社は ALL ENGLISH
SG...STANDARD GROUP / AG...ADVANCED GROUP

インターナショナルクラス

インターナショナルクラス

SG：週10 時間の英語授業

本科クラス

本科クラス

事前学習

PBL 型授業（双方向型・思考型・問題解決授業）

先端研究を行う
理系の大学

個人研究ゼミ

SG：海外研修プログラム

英語で学ぶ
国際系大学

AG: 英数理社は ALL ENGLISH

海外の大学

SG...STANDARD GROUP / AG...ADVANCED GROUP

基礎学力の定着をサポート

受験指導

英語 4 技能検定
視野を広げ
自己の適性を探究する

進路指導

進路指導
SALESIAN INTERNATIONAL SCHOOL

「生きる」ことについて考える

難関私立大学

PBL 型授業（双方向型・思考型・問題解決授業）
学習

学習

基礎学力の定着をサポート

国公立

文系・理系別授業

英語 4 技能検定

7

進路

視野を広げ
自己の適性を探究する

自己の適性を磨く

進路実現

SALESIAN INTERNATIONAL SCHOOL
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REGULAR CLASS

［ 本科クラス ］

［ 本科クラス ］
個人研究は、総合的な学習の時間を利用した探究型の授業です。

中学では週 3 時間、高校では週 2 時間、大学のゼミナールのように複数学年で学びを深めます。
ゼミナールでは、自分の好きな分野から各自でテーマを設定し、研究を通して緻密に学習。

学びの集大成として、高校 2 年次に最終論文を執筆します。主体的な学びを思う存分楽しんでください。

サレジアン国際の教育

基 礎を学び、知的好 奇心を解き放 つ

研 究 方法を知る

問い

中学 1年生の1年間は、研究の基礎となるアカデミックスキルを学びます。文章
の書き方からデータ分析など、文理問わず研究者としての視 点を身につけて
いきます。また、複数学年で学びあうゼミナールに備え、SELなど他者との協働
に関するスキルも学びます。

本科クラスでは、主体的に考える・取り組む６年間を通して、生徒のエージェンシーを養います。

PBL 型授業を軸に、学問と社会のつながりを意識しながら基礎学力の定着を目指します。
さらに、興味関心のあるゼミナールを選択して探究活動を行う「個人研究」を実施。
英語の授業では、
「世界市民」として自らの考えを発信するための言語活用力を身につけます。

表現

探究型授業

［ 個人研究 ］

The Regular Class develops student agency through six years of learning to think and work independently.
Based on PBL-type classes, we aim to establish basic academic skills while being aware of the connection between academics and society.
In addition, "Individual Research," in which students select a seminar of their interest and conduct exploratory activities, are conducted.
In English classes, students acquire the language skills to communicate themselves as "global citizens.

収集

検証

研 究 課 題を設 定する
興味関心に基づいて所属するゼミナールを選択。複数学年による学び合いで
課題意識を養い、独自の研究テーマを設定します。

課 題 解決 のために研 究する
大学レベルの実験器具を備えたサイエンスラボでの実験や、フィールドワークを
通して研究を推進 。研究という社会貢献を通して、エージェンシーを養います。

［ LEARNING SYSTEM ］

［ PROGRAMMING ］

4つの力を伸ばす学習システム

プログラミング

数学・科学リテラシー
プログラミングや統 計学など、今後の社会で必須とされるスキ
ルを基礎から学んでいきます。サイエンスラボでの実験では、最
先端の実験器具に触れながら科学リテラシーを身につけます。

考え続ける力
自ら設 定したテーマの研究は 、決して簡単な作業ではありませ
ん。時に悩みながらも試行錯誤を続け、粘り強く考え抜くことで
壁を乗り越えていきます。

コミュニケーション力
複数学年で学び合うゼミナールでは、学年を問わず議論を交わし、
お互いにアドバイスを送りながら研究を深めていきます。そうした環
境で、ロジカルでクリティカルなコミュニケーション力が養われます。

中1では、生徒 2 人で1台のLEGO SPIKEを使用します。身近な
テーマを扱った問題解決型の学習を通して基礎からプログラミ
ングを学び、その後の発展内容へと繋げていきます。
［ CURRICULUM ］

本科クラス 3 年間のカリキュラム

言語活用力
「世界市民」として多様な人と関わり、地球上どこでも活躍できる
よう、ケンブリッジのカリキュラムも活用しながら英語力を高めます。

［ SEMINAR ］

開講ゼミナール例
プログラミングゼミ

E研

entrepreneur
養成講座
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「日常生活や社会をちょっと良くするアプリを作る！」がこの
ゼミの目標です。プログラミングの基礎やデザイン理論など
関連する知識を幅広く学んだあと、最終的には一人一人が自
分の目標に沿ってアプリを作成していきます。

21世紀の大きな課題である、環境問題やエネルギー開発に
ついて考える研究室です。地球環境メカニズムの解明や再生
可能エネルギーの研究、エコな商品の開発などを行います。
未来の日本・世界について、どのような社会が望ましいのか、
政治・経済・思想・哲学などを通して考えます。具体的に解決
したい社会課題に対して、アントレプレナーシップを発揮し、
実際に行動・解決に向かうことを最終目標とします。

第1年生

第2年生

第3年生

国語

合計

5

5

5

15

社会

3

3

4

10

数学

5

5

5

15

理科

3

4

4

11

音楽

2

1

1

4

美術

2

2

2

6

保健体育

3

3

3

9

技術・家庭

2

2

1

5

英語

8

8

8

24

宗教

2

2

2

6

総合的な学習

3

3

3

9

特別活動

1

1

1

3

合計

39

39

39
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INTERNATIONAL CLASS

［ インターナショナルクラス ］

英 語で 学び、考え、伝える環 境 がある
AGとSGが混在するホームルームは、外国人教師と日本人教師のチームで
担任・副担任業務を務め、基本的に英語による学級経営を実践。
ケンブリッジ国際認定校のブログラムを最大限に活かし、優れた「世界市民」を育成します。
In homerooms with a mix of AG and SG students, a team of foreign and Japanese teachers serve as
homeroom teachers and sub-homeroom teachers and classroom management is basically conducted in English.
We make the most of our Cambridge International accreditation to nurture excellent "world citizens".

［ インターナショナルクラス ］

インターナショナルクラスでは、英語習熟度別に 2 つのグループで授業を展開。

帰国生など高い英語力をもつ生徒と学習歴は浅くとも英語学習に高い意欲のある生徒が共に生活し、成長していきます。
※本校は学校教育法第1条の定める「中学校・高等学校」です。英語で教育を受けていても単位取得が可能で、高等過程を修了すると日本の大学の受験資格を得ることができます。

ADVANCED GROUP /AG

STANDARD GROUP /SG

Independent user からProficient userへ。

主要教科を、専門性をもった外国人教師か
ら 英 語 で 学 び ま す。英 語 週 1 0 時 間 は 、
Cambridge Lower Secondaryからスタート。
数学・理科・社会も海外大学進学を目標と
するカリキュラムに沿って授業がプログラ
ムされています。平均して週の 3/5は英語に
よる授業となります。

英 語 習熟 度 別
2 つの 授 業 展 開
ホームルームクラスは

2グループ混合で編成され、

英語・数学・理科・社会

外国人教員と日本人教員が
担当します。

各専門分野を持つ外国人教 員によるオールイン
グリッシュの授業

国語・その他教科

英語週 10 時間は、外国人教師主導で日本
人教師がサポートに入るチームティーチン
グ形式です。English skillsの修得とPBL型
授業を2 つの軸とし、中1では Cambridge
カリキュラムのStage 6をベースにバランス
良く学習します。各年度末のアセスメントで
承認されれば、ADVANCED GROUPへ移動
することができます。

英語

外国人教員を主体とするチーム・ティーチング

国語・数学・理科・社会・その他の教科

日本語による授業

日本語による授業

MESSAGE
FROM
TEACHER

一 番大事 なことは 、学び合うことです！
楽しみ、興奮、素晴らしい！これらがここサ
レジ アンにお ける 学 び の 旅 で、あ な たを
待っている奇跡です。そしてこれらの奇跡を
達 成するために、私 達は挑 戦し、その挑 戦
を通して成長するために努力する必要があ
ります。さあ、お互い向き合って、伝え合うこ
とを学び、自分を表現しましょう。考えてい
ること、感じていること、信じていることを
言語を使って共有しましょう。そして一番大
事なことは、学びあうことです！

Enjoyment, Excitement, Excellent, these
are the wonders that await you in your
learning journey here at Salesian.
In order to achieve these wonders, we must
undertake challenges and strive for growth
through these challenges.
So, let's face them together, learn to
communicate, express ourselves, share
what we think, feel and believe through our
language and, most importantly, learn from
one another!

Elliot Smith 先生（ AG 英語／HR 担当）

［ CURRICULUM ］

インターナショナルクラス 3 年間のカリキュラム
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第1年生

第2年生

第3年生

国語

5

5

5

合計

15

社会

3

3

4

10

数学

5

5

5

15

理科

3

4

4

11

音楽

2

1

1

4

美術

2

2

2

6

保健体育

3

3

3

9

技術・家庭

2

2

1

5

英語

10

10

10

30

宗教

2

2

2

6

総合的な学習

1

1

1

3

特別活動

1

1

1

3

合計

39

39

39
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EDUCATIONAL SUPPORT

世界のサレジアン・シスターズ姉妹校との連携
グローバル社会においては、
世界の様々な問題を自分ごととして捉え、

基礎学力を鍛える授業と学年に応じたキャリア教育、

その解決のため国籍・人種・文化を超えて

世界に広がる姉妹校ネットワークを通じて、

人びとと協力しながら行動していく力が問われます。

世界市民へと逞しく成長していく生徒たちをサポートします。

イタリアを拠点とするサレジアン・シスターズは、
世界の97カ国で教育活動を展開。

The school supports students as they steadily grow into becoming
world citizens through classes that foster basic academic abilities by providing career education according to grade
and by making the most of the network of
our sister schools around the world.

この広いネットワークを活用し、同世代の生徒たちが
連携して多様な意見を出し合うことで、
世界の問題解決のための具体的な取り組みに挑戦します。

基礎力を培う朝自習
朝礼後から1時限開始までの15 分間を
朝自習の時間にしています。
国数英 3 教科のオンライン教材を使用し、
基礎的な内容に繰り返し取り組むことで、
思考力の礎となる基礎学力を確実に身につけます。
また学習する教科や単元は自分で決めるため、
計画を立て主体的に学習する姿勢も養われます。

充実した大学入試対応
PBL型授業や個人研究を始めとするすべての教育活動で
身につけた力を、刻々と変化する大学入試、
特に多面的に選考される総合型選抜入試で
発揮できるように指導します。面接の練習や志望理由書・
小論文の作成も、1人ひとりのニーズに応じて
丁寧にサポートしていきます。また、思考力を問う出題や

Career guidance

キャリア教育では、
「どう生きていくか」を問い続け、主体的に自分が描く道を歩んでいけるように
多種多様な機会を設けていきます。キャリアデザインとともに、自分の勉強方法をデザインして
いけるように朝自習や各種講習など、自ら考えて学習に向かう体制をとっていきます。

キャリア教育

情報の統合・考察力を問う出題が増えていく共通テスト・
一般選抜型入試にも、大学入試対策講座や
夏期進学講習で対応します。

サレジアン国際学園のキャリアデザイン 6 年間の流れ

海外の大学も視野に

「世界市民力」
心の教育・考え続ける力・コミュニケーション力・言語活用力・数学科学リテラシー
「生きる」ことについて考える
（ライフキャリア）

中1
● ロールモデル講座
（夢の教室〜
Catch a dream 〜）

中2
● 語り場・しゃべり場

あらゆる方向へ興味関心を伸ばしながら
自己の適性を探す

中3

高1

SALESIAN INTERNATIONAL SCHOOL

高2

高3

● 企業研究・職場体験

● オリエンテーション

● 進路ガイダンス

● マネジメントプログラム

● 職業ガイダンス

● 進路ガイダンス

● スペシャリストの講演

● 職業ガイダンス

● インターンシップ
（希望者）

マインドマップの修正

人生ロードマップに着手

（35 歳の自分に取材）

（高校コース選択）

サレジアンノート（中1）、サレジアンキャリアパスポート（中1〜中 3）の活用

13

自己の適性を
「実現する」

● マネジメントプログラム
（経済学・社会学入門、
まちづくり体験）

● インターンシップ
（希望者）
マインドマップの作成

自己の適性を「磨き」
将来に向けて明確な針路を描く

● 進路ガイダンス

人生ロードマップの絞り込み・再構築

世界市民を目指すサレジアン生の進路は、
国内に限りません。
海外大学進学に必須となる課外活動は
生徒主体で取り組む環境が整っており、
ボランティア活動なども積極的に実施。
多様な経歴を持つネイティブ教員とも協力し、
海外大学受験をしっかりとサポートします。

高校版進路・キャリアノート、ポートフォリオの活用

SALESIAN INTERNATIONAL SCHOOL 14

SCHOOL LIFE

制服紹介

クラブ活動紹介

ヨーロピアントラッドを、着こなす

仲間とともに、チャレンジする歓び

英国の格式高い制服をイメージした洗練されたスタイルが、いつも生徒の心を前向きにしてくれます。

サレジアン国際学園のクラブ活動は、生徒が主体となって運営を行います。

ベストやニットなどバリエーションも豊富なので、シーンに応じて着こなしてください。

クラブ活動は、PBL型授業で身につけた力を発揮する場でもあり、活動目標の設定や練習日程の調整、練習内容の決定など、

The school uniform is inspired by refined British school styles. It aims to encourage positive attitude in students.
With plenty of variations such as vests and sweaters,
students can be stylish according to the occasion.

勝敗や成果だけではない学びを求め、仲間と考え、話し合いながら運営していきます。
Salesian International School club activities are run proactively by the students.
Club activities are also an opportunity for students to put into practice the skills they learned in project-based learning classes. Furthermore,
club activities require actions such as setting goals, adjusting practice schedules and deciding on
what to practice through thinking and discussion among club members.

振り返ることで進化し続ける
「クラブ・イン テリジェンス・ワークシート」を
定 期 的 に使 用し 、各クラブ で 運 営 状 況を振り返ります。

WINTER
& VARIATION

ワークフローシステムを利用した
クラブ運営
練 習日 程 の 調 整 や 試 合 の 出 場 申 請 には 、
企 業も使 用 するワークフローシステムを 導 入 。
教 員の 最 終 承 認を 除く、
ほ ぼ 全 てのプロセス が 生 徒 によって行 わ れます。

上品なウインドペンチェックのジャケットに
落ち着いたボトムスを合わせ、
シックなコーディネートに。
An elegant single breasted charcoal gray jacket
with light gray piping and a subtle windpen check design.
It is paired with subdued bottoms for a chic look.

技術の向上に向けて
生 徒 が 運 営 の主 体となるクラブ活 動 で すが、
競 技 経 験 を持 つ 顧 問 の 指 導 や 外 部 コー チ 制 度 の 導 入など、
技 術 面 で の サ ポートも充 実しています。

活動は週 3日まで

SUMMER
& VARIATION
冬服とは違った印象の、明るくアクティブな
スタイル。機能性にも優れ、
暑い夏を快適に過ごせます。

授 業 内 で 行 わ れるプレ ゼン テ ーションの 準 備 や
個 人 研 究との 両 立をは かるため 、
クラブ活 動 は 週 3 日を上 限とします。
限られ た日数 をどのように使 用 するの か、
生 徒 たちは 主 体 的 に考えて活 動 を行 います。

運動部

陸上・軟式野球・卓球・ダンス・テニス・バスケットボール・バレーボール

文化 部

美術・英語・演劇・クラフト・吹奏楽・合唱・デジタルコンテンツ制作

A bright and active style that looks different
from the winter uniforms. It is also highly functional,
allowing you to spend the hot summer in comfort.

新設予定／軽音楽・釣り・ボランティア・サッカー（フットサル）・水泳・剣道

※クラブは、一定の人数がいること、生徒総会で認められること、空いている活動場所があることなど諸条件を満たしたうえで新設されます。

15
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SCHOOL LIFE

サレジアン国際学園

Question

1日のスケジュール

Question

新入生の人数とクラスを教えてください

中学1年生は120 名です。男子は 53 名・女

全力で打ち込むクラブ活動。サレジアン国際学園のスクールライフは、いつも新鮮な刺激と発見に溢れています。
多くの素敵な体験を重ねて、心身ともに成長してください。
Classes that stimulate intellectual curiosity and inquisitiveness. Enjoyable conversations with fellow students.
Club activities that you devote yourself to. School life at Salesian International School is always full of fresh invigoration and discovery.
We hope that you will have many wonderful experiences and grow both mentally and physically.

朝自習
8: 45

8: 15

9: 30

10: 25

当日の朝まで申し込み可能な、昼食販売

本科・インターナショナル Standard は、

があります。成長期に必要な栄養バラン

英語ゼロベースで入学可能です。

スも考慮されたお弁当が指定の時間に

2クラス（ Advanced35 名・Standard27
名）と本科が2クラス体制です。

AdvancedGroupについては、英検 2 級

到 着します。保 護 者 様 の端 末 からクレ

レベル以上が目安になります。

ジットカード決済が可能です。

14: 40

15: 35

13: 55

17: 45
一般下校
清掃
終礼

第7 時限

第6 時限

13: 00

ANSWER

子は 67 名です。附属小学校からは 32 名

第5 時限

11: 30

10: 35

ANSWER

の入学です。インターナショナルクラスが

13: 45
昼休み

第4 時限

9: 40

12: 15

第3 時限

第2 時限

第1 時限

朝礼

HR
8: 25

11: 20

昼食はお弁当ですか？

のですか？

ANSWER
知的好奇心や探究心をかきたてる授業。学び合う仲間たちとの楽しい会話。

Question

英語のレベルはどのくらいで入学できる

14: 50

クラブ活動／課外活動
土 13:40〜16:40
夏 16:15〜18:15
冬 16:15〜17:45

最終下校
夏 18:30
土 17:00
冬 18:00

16: 15

土曜日は 4 時限まで!

僕

は、新しい学校の一員になれることにわくわ

は 、星 美 学 園に 通っていた 姉 がきっかけ で、
学校見学や授業体験に訪れました。そこで接し

た先生方や学校の温かい雰囲気に憧れて私もここで

と思います。僕はイタリア人と日本人のルーツを持つ

学びたいと思いました。本科を選んだ理由は、自分が

ので、学校の原点がイタリアにあることも魅力でした。

興味を持っている理科、歴史、公民について、ゼミナー

F ・T さ ん
本科クラス 新入生

A ・F さ ん
インターナショナルクラス 新入生

なこともあると思うけれど、サレジアンは伸びてゆく

日本の学校に通ったことはないけれど、英語で授業
を受けながら、日本語の上達も望めると思います。ドン
ボスコ図書館も大好きで、すごい！サレジアンで友人
たちと共に成長できることを楽しみにしています。
I chose Salesian because I am excited to be a part of a new
school. It will be challenging, but I know our school can
thrive through it. Also, I was very pleased to learn that it
is Italian because it corresponds with my half-Italian,
half-Japanese heritage. I have never attended a Japanese
school, so the ability to learn Japanese while still taking
courses in English is promising. Finally, I love the Don
Bosco Library; it is so impressive! I look forward to
growing up with my peers at Salesian.

SCHOOL EVENT 2023
4 April
5 May
6 June
・入学式
・始業式
・避難訓練
・体力測定
・新入生歓迎会
中学
・本科バスツアー／1年
・宿泊OR／1年
・学力推移調査／1〜3年
・校内英語研修／1年
高校
・大学合同説明会／2・3年
・宿泊OR／1年
・錬成会／1年
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私

くしてサレジアン中学校を選びました。大変

・健康診断
・聖母祭
・保護者会
・マリア・マザレロの祝日

ルで専門的にじっくりと学んでみたかったからです。こ
れからクラブ活動やPBL 型授業など、初めて体験する
ことを頑張っていきたいです。新しい学校生活や新し
い友人との会話を、思い切り楽しみたいと思います。
My older sister attended Seibi Gakuen, so I visited the
school and took classes to see what it was like. The
teachers I met, and the warm atmosphere of the school
made me want to study here. The reason I picked the
Regular Course is because I am interested in science,
history and civics, and the Regular Course has seminars
which allow specialized learning without rushing. I would
like to do my best experiencing new things such as club
activities and project-based learning. I hope to really enjoy
my new school life and conversations with new friends.

春夏秋冬、胸が高鳴る

・環境月間
・体育祭
・クラブ保護者会
・中間試験

7 July
・期末試験
・保護者個別面談／1年
・終業式
中学
・校内英語研修／1・2年
高校
・夏期進学講習
・保護者個別面談／3年

8 August
・オーストラリア
スタディーツアー
／希望者
・カトリック女子球技大会
・クラブ合宿
・語学研修旅行／希望者
高校
・夏期進学合宿
・夏期勉強合宿

9 September
・始業式
・避難訓練

10 October 11 November 12 December 1 January
・学園祭
・中間試験

・追悼ミサ
・保護者個別面談

中学
・軽井沢総合的学習／2年

中学
・京都・奈良修学旅行／3年
・北区オリエン
テーリング／1年
高校
・大学模擬授業／1・2年
・修養の日／3年

・期末試験
・生徒会選挙
・終業式
・クリスマス・ミサ
中学
・職場体験／3年
高校
・大学共通プレテスト
／3年希望者

・始業式
・ボランティアウィーク
・聖ヨハネ・ボスコの祝日
高校
・大学共通テスト／3年
・オーストラリア
中長期留学／1年

2 February 3 March
・マラソン大会
高校
・卒業ミサ／2・3年

・期末試験
・合唱コンクール
・生徒総会
・修了式
・海外研修旅行／希望者
・サレジアン・
インターナショナル・ウィーク
中学
・卒業証書授与を伴う
感謝のミサ
高校
・卒業式
・長崎研修旅行／2年
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INSTITUTION
緑豊かな高台のキャンパス
緩やかな坂を登ると、高台に広がる緑豊かなキャンパス。
充実の施設・設備を紹介します。
The lush green campus spreads out onhigh ground as you climb a gentle slope.
We will introduce a full range of facilities and equipment.

6

8

7

9

1

幼稚園から短期大学までが入る

5

広々とした敷地のほぼ中央に位置する
個人研究など、

中学校・高等学校のキャンパス。

より高度な研究を目指す学生も満足できる環境を整備。

心踊る学校生活の舞台です。

中学校高等学校レベルよりも
高い実験・実習をすることができます。

13

10
以前と比べ、倍以上の広さに大きく
リニューアルされた図書室。蔵書も増え、
多彩な洋書やサイエンスコーナーが
生徒たちの探究心を刺激します。

14

2

11
正門や玄関の正面、通用階段の途中、
体育館の入り口など、学園のいたる所に
マリア様がいてくださり、

3

生徒たちを見守っています。
マリア様と向かい合うことで、自分とも向き合う。
いつも見ていてくださるという気持ちを育み、
生徒たちは、自ら考え行動する姿勢を

4
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自然と身につけていきます。

12

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

中庭スペース
外観
教室
マリア像・ステンドグラス
廊下
自習室
コンピューター室
物理室
聖堂
サイエンスラボ
図書室
グラウンド
テニスコート
体育館

［ 詳しくはこちら ］
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いつも︑

世界を目指して

HISTORY
本校は、カトリック女子修道会「サレジアン・シスターズ」が創立母体です。
サレジアン・シスターズは、1872 年に聖ヨハネ・ボスコ、聖マリア・ドメニカ・マザレロによって設立され、
イタリアのローマ市に本部を置いています。
現在世界97か国に支部を設け、教育及び社会事業に従事しています。
The school was founded by the Salesian Sisters, a Catholic congregation for women.
The Salesian Sisters were founded in 1872 by St. John Bosco and St. Maria Domenica Mazarello and have their headquarters in Rome, Italy.
Currently, the Sisters have branches in 97 countries around the world and are engaged in educational and social projects.

（沿革）
1929 年（昭和 4 年）

サレジアン・シスターズ来日

1947 年（昭和 22 年）

星美学園小学校、星美学園中学校 創立

1948 年（昭和 23 年） 星美学園高等学校 創立
1951年（昭和 26 年）

学校法人 星美学園 創立

1953 年（昭和 28 年） 星美学園幼稚園 創立
1960 年（昭和 35 年） 星美学園短期大学 創立
1974 年（昭和 49 年） 中学・高等学校 普通教室棟 落成
1983 年（昭和 58 年） 星美学園総合計画新築工事 起工
1987 年（昭和 62 年） 星美学園総合計画 落成記念式典 及び 祝賀会 挙行
2003 年（平成 15 年） 普通教室棟 L ANシステム 完成
2004 年（平成 16 年） 総合グラウンド改修工事 完成
2015 年（平成 27年）

ICT環境整備、教員用 iPad 導入

2016 年（平成 28 年） 電子黒板、無線 L AN 工事、教員用 iPadひとり一台導入
2017 年（平成 29 年）

MESSAGE
学校長
森下 愛弓
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2018 年（平成 30 年） 新中学1年、新高校 1年、iPadひとり一台運用開始

立者ドン・ボスコの「良き市民たれ！」と

問いに仲間と共に最 適な答えを見つけていく

いう言葉を、サレジアン国際学園は「21

練習をしていきます。世界のサレジアン生が集

世紀に活躍できる世界市民の育成」と新たに

まって、世界会議にも参加します。また、ボラ

捉えて、現代教育を展開しています。サレジア

ンティア活動や環 境月間など、世界の問題に

ンの強み、それは 、創設当初から世界を意識

も関わっていきます。そして、その基 盤には 、

していたことです。本 校と同じ理 念で 教 育を

心の教 育があります。自分も他者も認める人

行っている姉妹校は、世界 97 か国に広がって

に成長するための大 切な教育です。これがあ

います。この世界とのつながりを大切にしなが

るからこそ、世界市民としての意識をもつこと

ら、サレジアン生には世界を目指して学 校 生

ができます。人も自分もすべてＯＫとなるため

活を送ってほしいと考えます。そのために、学

の日常生 活を考えて、工夫できる人こそ真の

校にはたくさんの仕掛けがあります。変化のめ

意味での世界市民といえます。サレジアン生に

まぐるしい時 代に正 解のない問いにチャレン

は 、豊かな心を育み、世界で 渡り合える力を

ジすることを目標に、授 業で考え、生徒 会 活

つけて、世界に羽ばたいていくことを期待して

動や行事、クラブ活動で考え、生活の中での

います。

創

普通教室棟（中学校、高校）電子黒板工事

2020 年（令和 2 年）

普通教室棟全面リニューアル工事

起工

2021年（令和 3 年）

普通教室棟全面リニューアル工事

完成

2022 年（令和 4 年）

サレジアン国際学園中学校高等学校と改称し、共学化スタート

創立者

聖ヨハネ・ボスコ

共創立者

聖マリア・ドメニカ・マザレロ
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