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三輪田学園にとって「帰国生」とは？

⚫H5年から 若干名を募集 （毎年入学者１～８名）

⚫父母の転勤・転住に伴い、１年以上海外に在住し、帰国後３年以内の方

⚫中国・香港・タイ・シンガポール・マレーシア・インドネシア・ドイツ・

アメリカ・イギリス・ロシアなど

⚫学校種：日本人学校・インターナショナル・現地校

⚫帰国生≠ 英語ができる

→英語圏以外、日本人学校でも英語を学んでいる生徒の増加



三輪田での６年間

中１親睦合宿 放課後学習「まなびクラブ」

➢帰国生と一般生は同じクラス・同じカリキュラムで学びます

～中１・中２～ 中１では、人間関係の構築・学習習慣の確立から！

中２ English Camp
数学習熟度別分割授業
探究 MIWADA-HUB



充実した学習サポート体制

・「まなびクラブ」

・ 放課後補習

・ アダプティブラーニング「スタディサプリ」など

・ 長期休暇中の指名補習と希望制の講習

～一人ひとりに寄り添った教育～



三輪田での６年間 ～中３・高１～

中３ 広島修学旅行（平和教育）
邦楽鑑賞教室
社会科読書→卒業論文
総復習テスト

高１ 高大連携★法政大学との学び
ボランティア
進路研究→文理選択



三輪田での６年間 ～高２・高３～

高２ 関西修学旅行
必修１６時間 文理授業１７時間

高３ 運動会で魅せる圧巻の団結力
必修１１時間で各自オリジナルの時間割
文理に分かれてコース授業



👉アルファベット・フォニックスから
テキストはNew Crown ・Keyワーク
スモールステップ学習で着実に！
英検は４級からチャレンジ

★Standard Class★
ほとんどの生徒がこの
クラスでスタート

英語教育：一人ひとりの力に合わせて伸ばすクラス編成



★Advanced Class★

２０２０年度 中１ 4級２名 ３級４名 計 ６名 ➡中２ １６名×２クラス

２０２１年度 中１ 4級４名 ３級９名 計１３名

英語の時間すべて取り出し

※ティームティーチング

学年 対象者 TT※ 日本人教員 ネイティブ教員

中１ CSE1000点以上～３級 2時間 ３時間

中２ 英検準２級
＋定期考査上位者 2時間 ３時間 １時間

中３ 英検準２級
＋定期考査上位者 2時間 ３時間 １時間

英語教育：一人ひとりの力に合わせて伸ばすクラス編成



→中１で準2級の合格を目指す

★Advanced Class ★ 👉Standard Classと共通のテキスト
（New Crown ・Keyワーク・Phonics)に
英会話用コースブックを加えて、
より速い進度の授業展開

英語教育：一人ひとりの力に合わせて伸ばすクラス編成



2020年11月13日実施
Junior High School Recitation Contest 

保護者の方
にはZoom
で配信

中１
Advanced Class

Malalaさんの
ノーベル平和賞受
賞スピーチの一部
を暗誦しました！

いっぱい練習
しました。



学年 対象者 日本人授業 ネイティブ教員

中１ 英検準2級以上 ２時間 ３時間

中２ 英検２級相当 ２時間 ４時間

中３ 英検２級 ２時間 ４時間

★Honors Class★ 英語の時間すべて取り出し

２０２０年度中１ ２級２名 準２級１名 計３名 ➡ 中２ ８名

２０２１年度中１ 準２級 5名

英語教育：一人ひとりの力に合わせて伸ばすクラス編成



ESL用テキスト、英検2級～準１級を目指す

インタラクティブな授業展開

日本人教員による文法力強化

★Honors Class★





運用力・表現力を高める授業

英語でプレゼン・スピーチ

ライティングはネイティブチェック

中２は英語漬けのEnglish Camp

中３以上はトピックを決めてディベート

全クラスで実施



ITを活かした授業展開 iPadを使って主体的に

プレゼンテーション
音読テスト→ネイティブ教員の評価
宿題や小テストの訂正ノートの提出

ライティングの提出→添削

録音機能を利用→ライティング・
スピーキング2技能評価



１．myOn (Reader / News) で多読多聴

各自のレベルに合わせて e-learning

myOn has more than 6,000 digital books and current news!  
Enjoy reading English books and news on myOn!



授業内＋休暇中最大３０回までのレッスン

２．オンライン英会話



３．Miwada English Online →College Pathway

●英検対策・English Assessment Test 受験→IELTS・TOEFLのスコア換算

豊富な学習コンテンツ



海外協定大学推薦制度

●SAT・Essay不要
●三輪田の評定平均値+英語力で推薦
●日本の大学と併願可能



1. 英語検定試験校内全員受験・・英検、TOEFL primary

2. Speakingの強化・・マンツーマンのオンライン英会話

3.  Writingの強化 ネイティブ教員の添削

4.  レベル別補習（基礎・標準・発展）
目的別補習（英検対策・受験対策）

中２～高２
英検準1級対策講座

高校英語：生徒の希望の進路を叶える指導



準1級 2級 準2級 3級 4級

中1 － 2% 4% 9% 73%

中2 0.4% － 12% 63% 19%

中3 － 13% 41% 36% 5%

2020年度中学英検取得状況

中1目標4級以上

達成率：88％
中2目標3級以上

達成率：75.4％
中3目標準2級以上

達成率：54％

高3目標2級以上

達成率：６２％



豊富な海外体験・英語関連行事

English camp

Global Day-trip

Global Gateway

国際教養大学
English Village

Home Stay 
in Canada

中学生



マルタ海外研修

『トビタテ！留学JAPAN 』で世界中へ！

イギリス語学研修

オーストラリア
ターム留学・イヤー留学高校生

豊富な海外体験・英語関連行事



充実のICT教育

Office365 ProPlus
全生徒がアカウントを所有

iPad
全生徒が所有



充実のICT教育

MacBook Air
Boot Campで

MacもWindowsも

全生徒が使用

イラストレーター フォトショップ

全生徒が授業で

Adobe Creative Cloud

を使用



充実のICT教育

Python
パイソン

プログラミング言語



早慶上理：１６

2020年度の大学合格実績

卒業生157名GMARCH：５０

主な指定校推薦枠

東京理科大 ３
明治 １
立教 １
法政 ７

北里 ２
明治薬科 １
東京薬科 １
明治学院 ３

津田塾 １
東京女子 ３
日本女子 ３
その他 １００校以上



一般選抜型入試から

学校推薦型入試と総合選抜型入試へ

（学校案内３７ページ）

この３月の卒業生の65人（４割以上）が

推薦と総合で12月までに進路を決める

変化する大学入試



帰国生の進路は・・

・語学（英語）・国際系は多い

・理系・芸術系・教育系など多岐に

わたる

・海外大学進学への道も

東京女子大

ICU

東邦

看護

University

of

Nottingham



入学後に再び海外へ出られる場合

保護者の転勤・転住で再び海外へ出られる場合、

出国前に「復学願い」を出しておけば

帰国後元の学年に復学することができます



在学中に1年以上留学する場合

本校の留学規定に則り、１年以上留学する場合

１．本校在籍のまま留学し、元の学年に復します
→海外の学校で履修した単位を

本校の単位として認定

２．本校を退学し、学年を1年下がって編入



文化系クラブ

１９

ESS・写真
科学・演劇
放送・天文

長唄・箏曲
書道・華道
茶道・美術

音楽・器楽
調理・新聞
パソコン・読書
イラストレーション



運動クラブ

８

体操
卓球
水泳

バスケットボール
バレーボール
バドミントン

ダンス
ソフトテニス


