インターナショナルコース
TEIKYO HIGH SCHOOL
INTERNATIONAL COURSE

留学制度

The Studying Abroad Curriculum

1 年留学（留学課程のみ）
留学先：アメリカ合衆国・カナダ・オーストラリア・
ニュージーランド・イギリス
期

間：高校 1 年 8 月〜高校 2 年 8 月

費

用：200 万〜 250 万円

留学課程では全員が 1 年間の留学に挑戦します。本校の特徴は全
て交換留学であることです。正規留学（私費留学）に比べると、費
用は半分程度に抑えられる上に、より現地の高校生に近い環境・カ
リキュラムで学ぶことができます。

ターム留学・セメスター留学（英語特化課程のみ）
留学先：アメリカ合衆国・カナダ・オーストラリア
期

間：ターム留学

高校 1 年 1 月〜高校 2 年 4 月

セメスター留学 高校 1 年 1 月〜高校 2 年 6 月
費

用：120 万〜 200 万円

英語特化課程の希望者を対象に、ターム・セメスター留学を実施
しています。1、2 学期で身に着けた英語力を基に、さらなる成長を
目指して留学に挑戦します。

短期語学研修（留学課程・英語特化課程）
留学先：オーストラリア・ニュージーランド

「国際社会に貢献できる人材の育成」

期

間：高校 1、2 年 3 月（2 週間）

費

用：50 万〜 70 万円

"To Cultivate a Person Who Can Act Globally"
インターナショナルコースでは、英語力を武器に、国際社会に主体
的に関わり、活躍・貢献できる人材の育成を目指しています。目的に
合わせた留学制度、広い視野と主体性を養う探究学習を中心に、単に
英語を学ぶだけではなく、英語を 1 つの「ツール」として考え、世界
中の人々と議論、協働できるような能力・姿勢を養っていきます。

留学課程・英語特化課程の希望者を対象に、春休みに短期語学研
修を実施します。現地では文化体験の他、現地校の生徒との交流会
を行い、実践的な英語に触れ、英語学習への意欲向上につながります。

One-year Studying Abroad
Students in the studying-abroad curriculum are supposed to study abroad
for one year. The main feature of the curriculum is that they study abroad as
exchange students. Compared to regular studying abroad (private studying
abroad), the cost is half as reasonable as that of the regular one. Moreover,
they can study in the environment and curriculum which are similar to those
for local students.

Studying Abroad for One Term
We offer a one-term or one semester studying abroad program to students
in the English-centered curriculum. They are expected to grow up with the
English skills acquired in the 1st and 2nd term.

Short-term Studying Abroad
We offer a short studying abroad program for those who undergo the studyingabroad curriculum and English-centered one and want to join it during the
spring vacation. In the country, students are supposed to experience the local
culture, interact with local students in different schools, and be exposed to the
authentic English, which will motivates them to improve their English.

進学実績
インターナショナルコースの生徒は多くが総合型選抜と学校推薦型
選抜で受験に挑戦します。留学や探究学習で得た学び、経験、英語力
を武器に、毎年多くの生徒が第 1 志望校に合格しています。

Achievement of Future Courses

Most of students in the international course take Integrated Selection System
and Recommendation-based Selection System to go to university. They utilize
what they have learned and skills from studying abroad, the inquiry program,
and a lot experience.

2021 年度進学実績

Academic Achievements in 2021

大学名

合格者数

学部名

学部別合格者数

国際基督教大学

1

教養学部

1

総合グローバル学部

2

文学部

1

経済学部

1

文学部

1

国際政治経済学部

1

地球社会共生学部

1

経済学部

2

経営学部

1

異文化コミュニケーション学部

1

国際経営学部

1

文学部

1

キャリアデザイン学部

1

現代福祉学部

2

理学部

1

上智大学

4

学習院大学

1

青山学院大学

2

立教大学

中央大学

法政大学

東京理科大学

4

1

4

1

In the international course, students are expected;
(1) to be people who can involve themselves autonomously in the globalized
society and actively contribute to it with the English skills.
(2) to acquire not only fluent English but the attitude and the skill to discuss and
cooperate with people around the world by regarding English as a "means" to
communicate with each other, and through various attempts, such as studying
abroad, which can be designed by objectives of each student, and inquiry based
learning, which aims to provide wide perspectives and autonomy.
帝京高等学校

インターナショナルコース

Teikyo High School International course

帝京高等学校

〒 173-8555 東京都板橋区稲荷台 27-1
https://www.teikyo.ed.jp
27-1 Inaridai, Itabashi-ku, Tokyo 173-8555
https://www.teikyo.ed.jp

英語学習・探究学習
英語学習プログラム
英語学習の面では、3 年次までに CEFR（国際的な語学力をはか
る指標）の B2 レベル（英検準 1 級、TOEFL72 点以上）に到達する
ことを目指しています。「Speaking&Writing」、「時事英語」、「西洋
文化史」、
「国際関係」
、
「TOEFL・TOEIC 演習」といった学校独自
の授業ではネイティヴ教員が中心となり、英語で授業を行います。
その他には、イングリッシュ・ラウンジを利用した英会話プログラ
ムや、外国人留学生との交流会、英語スピーチコンテストへの挑戦
など、日常的に英語を使用する環境の中で、実践的な英語力を伸ば
していきます。

探究学習プログラム
探究学習の面では、
「国際社会」と「地域社会」という 2 つの視点
から、問題解決能力を養います。1 年次では、SDGs 学習やワーク
ショップ、地域の方々との交流会を通して、地域社会の課題につい
て考察を深めます。2 年次では模擬国連や弁論大会、英語劇、スタディ
ツアーを通して、より多くの人々と交流し、議論や協働を通じて国
際社会の抱える課題に対する理解を深めます。3 年次では探究活動
の集大成として卒業論文（英文）を作成し、自らが社会に対してど
のように働きかけていくかを考え、進路選択につなげていきます。

English Education / Inquiry Program

English Education
Students are expected to reach B2 level of CEFR (Common European
Framework of Reference for Languages) before they graduate. In order to reach
the level, they are supposed to get at least Pre-grade 1 in Eiken Exam or 72 in
TOEFL, and so on. The course offers lessons which are unique and conducted
by native speakers of English, for example "Speaking & Writing", "Current Affair
English", "Civilization of the Western Culture", "International Relations", and
"TOEFL•TOEIC". These lessons are conducted in English. Also, it offers English
conversation activities in the Lounge Room, where the native staffs are, an
exchange meeting with exchange students, and opportunities to join speech
competitions. Students will be able to improve their practical English skills in
the environment where they are exposed to English daily.

模擬国連
各国大使の立場をロールプレイングしながら、国際的な諸問題につ
いて議論し、解決策を探るプログラムです。

The Model United Nations
By playing a part of an ambassador of a country, participants are supposed to
discuss international issues and figure out solutions to the issues.

Inquiry Program
When it comes to the inquiry program, students are expected to nourish
problem-solving skills form the "international" and "local" perspectives. The first
graders will deepen their own thoughts on issues the local society has thorough
learning SDGs, joining various kinds of workshops, and interacting with local
people. The second graders will deepen the understanding to issues global
society possess by undergoing the model United Nations, speech competitions,
English drama and study tour, and by interacting, discussing, and cooperating
with many people. The third graders will figure out the way they contribute to
the society by writing theses, which is the summary of the three-year inquiry
program.

英語劇
本校の文化祭である「蜂桜祭」で上演します。探究学習で学んだ知
識を脚本に加え、オリジナルの英語劇に仕上げます。英語能力の向上
に加え、表現力や協働性を身につける場と考えています。

スタディツアー
3 泊 4 日でベトナムの孤児院やベトナム戦争に関わる史跡を巡り、
開発途上国の抱える課題や、戦争がもたらす社会問題について考えま
す。

The English Drama
Second graders are going to perform an English drama at the school festival (Hooh Sai). They will improve their English skills by making use of what they have
learned in the inquiry program, and writing the script based on an actual work. In
addition, they will master the way express themselves effectively and the attitude
to cooperate with others.

The Study Tour
The second graders go to an orphanage and ruins of Vietnam War in Vietnam,
and think about issues developing countries have and problems caused by
wars.

