
2021/7/1現在  2021年度　帰国生のための学校説明会・相談会

参加校・団体（都道府県・五十音順）

公益財団法人　海外子女教育振興財団

お申込み時にご提供いただいた情報を掲載しています。

今後、追加・変更の可能性がございます。

【参加校】

№ 学校名（クリックすると各学校のWEBサイトにジャンプします） 所在地（都道府県） 学校種別 男女別 備考

1 クラーク記念国際高等学校
全国36キャンパス

（詳細は学校Webサイトへ）
私立 共学 通信制

2 立命館慶祥中学校・高等学校 北海道 私立 共学

3 学校法人仙台育英学園　秀光中学校 宮城県 私立 共学

4 土浦日本大学高等学校 茨城県 私立 共学

5 茗溪学園中学校高等学校 茨城県 私立 共学

6 新島学園中学校高等学校 群馬県 私立 共学

7 コロンビアインターナショナルスクール 埼玉県 私立 共学
専修学校高校課程

（他、幼・小・中相当のプログラムあり）

8 栄東中学・高等学校 埼玉県 私立 共学

9 昌平中学・高等学校 埼玉県 私立 共学

10 学校法人船橋学園　東葉高等学校 千葉県 私立 共学

11 千葉大学 千葉県 国立 共学

12 東邦大学付属東邦中学校・高等学校 千葉県 私立 共学

13 アオバジャパン・インターナショナルスクール 東京都 私立 共学 インターナショナルスクール

14 青山学院高等部 東京都 私立 共学

15 江戸川女子中学校 東京都 私立 女子

16 桜美林中学校・高等学校 東京都 私立 共学

17 鴎友学園女子中学校 東京都 私立 女子

18 大妻多摩中学高等学校 東京都 私立 女子

19 大妻中学高等学校 東京都 私立 女子

20 かえつ有明中・高等学校 東京都 私立 共学

21 学習院女子中等科 東京都 私立 女子

22 学習院中等科 東京都 私立 男子

23 学校法人国際学園　星槎国際高等学校 東京都（北海道） 私立 共学

24 神田女学園中学校高等学校 東京都 私立 女子

25 共立女子第二中学校高等学校 東京都 私立 女子

26 共立女子中学校 東京都 私立 女子

27 京華女子中学・高等学校 東京都 私立 女子

28 京華中学・高等学校 東京都 私立 男子

29 啓明学園 東京都 私立 共学
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30 工学院大学附属中学校高等学校 東京都 私立 共学

31 麹町学園女子中学校高等学校 東京都 私立 女子

32 佼成学園女子中学高等学校 東京都 私立 女子

33 佼成学園中学校・高等学校 東京都 私立 男子

34 国際基督教大学高等学校 東京都 私立 共学

35 駒込中学校・高等学校 東京都 私立 共学

36
サレジアン国際学園中学校高等学校

（現校名：星美学園 2022年4月より校名変更・共学化）
東京都 私立 共学 現在女子校 2022年度より共学化

37 実践学園中学高等学校 東京都 私立 共学

38 実践女子学園中学校 東京都 私立 女子

39 品川エトワール女子高等学校 東京都 私立 女子 高校のみ女子校

40 芝浦工業大学附属中学高等学校 東京都 私立 共学

41 渋谷教育学園渋谷中学高等学校 東京都 私立 共学

42 順天中学高等学校 東京都 私立 共学

43 頌栄女子学院中学・高等学校 東京都 私立 女子

44 城西大学附属城西中学高等学校 東京都 私立 共学

45 昭和女子大学附属昭和小学校 東京都 私立 共学

46 成蹊小学校 東京都 私立 共学

47 成蹊中学・高等学校 東京都 私立 共学

48 聖心女子学院初等科 東京都 私立 女子

49 聖心女子学院中等科 東京都 私立 女子

50 聖ドミニコ学園中学高等学校 東京都 私立 女子

51 高輪中学校・高等学校 東京都 私立 男子

52 玉川学園 中学部・高等部 東京都 私立 共学 IBクラスのみ参加

53 中央大学杉並高等学校 東京都 私立 共学

54 中央大学附属中学校・高等学校 東京都 私立 共学

55 田園調布学園中等部・高等部 東京都 私立 女子

56 東京インターハイスクール 東京都 私立 共学 通信制

57 東京学芸大学附属大泉小学校 東京都 国立 共学

58 東京学芸大学附属高等学校 東京都 国立 共学

59 東京学芸大学附属国際中等教育学校 東京都 国立 共学

60 東京家政大学附属女子中学校・高等学校 東京都 私立 女子
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61 東京都市大学等々力中学校・高等学校 東京都 私立 共学

62 東京都市大学付属中学校・高等学校 東京都 私立 男子

63 桐朋女子中学校・高等学校 東京都 私立 女子

64 豊島岡女子学園中学校・高等学校 東京都 私立 女子

65 ドルトン東京学園　中等部・高等部 東京都 私立 共学

66 ビジネス・ブレークスルー大学 東京都 私立 共学

67 広尾学園小石川中学校・高等学校 東京都 私立 共学

68 広尾学園中学校・高等学校 東京都 私立 共学

69 富士見丘中学高等学校 東京都 私立 女子

70 宝仙学園中学校・高等学校　共学部　理数インター 東京都 私立 共学

71 三田国際学園中学校　高等学校 東京都 私立 共学

72 明星学園小学校 東京都 私立 共学

73 目白研心中学校高等学校 東京都 私立 共学

74 山脇学園中学校・高等学校 東京都 私立 女子

75 代々木グローバル高等学院 東京都 私立 共学 通信制

76 立教女学院中学校・高等学校 東京都 私立 女子

77 和洋九段女子中学校高等学校 東京都 私立 女子

78 青山学院横浜英和中学校 神奈川県 私立 共学

79 英理女子学院高等学校 神奈川県 私立 女子

80 神奈川県立横浜国際高等学校 神奈川県 公立 共学

81 神奈川大学附属中・高等学校 神奈川県 私立 共学

82 鎌倉学園中学校・高等学校 神奈川県 私立 男子

83 カリタス女子中学高等学校 神奈川県 私立 女子

84 関東学院中学校高等学校 神奈川県 私立 共学

85 関東学院六浦中学校・高等学校 神奈川県 私立 共学

86 公文国際学園中等部・高等部 神奈川県 私立 共学

87 湘南白百合学園中学校 神奈川県 私立 女子

88 清泉女学院中学高等学校 神奈川県 私立 女子

89 聖ヨゼフ学園中学・高等学校 神奈川県 私立 共学 高校は2023年度より共学化予定

90 聖和学院中学校・髙等学校 神奈川県 私立 女子

91 洗足学園中学校 神奈川県 私立 女子

92 桐蔭学園高等学校 神奈川県 私立 共学
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93 桐蔭学園中等教育学校 神奈川県 私立 共学

94 桐光学園中学校・高等学校 神奈川県 私立 別学

95 白鵬女子高等学校 神奈川県 私立 女子

96 森村学園中等部高等部 神奈川県 私立 共学

97 国際高等専門学校 石川県 私立 共学

98 帝京大学可児高等学校 岐阜県 私立 共学

99 麗澤瑞浪中学・高等学校 岐阜県 私立 共学

100 不二聖心女子学院中学校・高等学校 静岡県 私立 女子

101 愛知教育大学附属名古屋中学校 愛知県 国立 共学

102 愛知県立刈谷北高等学校 愛知県 公立 共学

103 愛知高等学校 愛知県 私立 共学

104 海陽中等教育学校 愛知県 私立 男子

105 滝高等学校 愛知県 私立 共学

106 名古屋国際中学校・高等学校 愛知県 私立 共学

107 名古屋中学・高等学校 愛知県 私立 男子

108 AIE国際高等学校 兵庫県 私立 共学 通信制

109 立命館大学 京都府・大阪府・滋賀県 私立 共学

110 京都教育大学附属桃山中学校 京都府 国立 共学

111 同志社国際中学校・高等学校 京都府 私立 共学

112 立命館宇治中学校・高等学校 京都府 私立 共学

113 アサンプション国際中学校高等学校 大阪府 私立 共学

114 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 大阪府 国立 共学

115 大阪国際中学校高等学校 大阪府 私立 共学

116 大阪女学院中学校・高等学校 大阪府 私立 女子

117 大阪市立水都国際高等学校 大阪府 公立 共学

118 大阪YMCAインターナショナルハイスクール 大阪府 私立 共学

119 関西大倉中学校・高等学校 大阪府 私立 共学

120
関西外語専門学校国際高等課程

（関西インターナショナルハイスクール）
大阪府 私立 共学 専修学校高校課程

121 関西学院千里国際中等部・高等部 大阪府 私立 共学

122 啓明学院中学校・高等学校 兵庫県 私立 共学

123 神戸国際中学校・高等学校 兵庫県 私立 女子
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124 松蔭中学校・高等学校 兵庫県 私立 女子

125 西大和学園中学校・高等学校 奈良県 私立 共学

126 高野山高等学校 和歌山県 私立 共学 通信制

127 朝日塾中等教育学校 岡山県 私立 共学

128 岡山理科大学附属中学校高等学校 岡山県 私立 共学

129 如水館中学高等学校 広島県 私立 共学

130 明徳義塾中学高等学校 高知県 私立 共学

131 立命館アジア太平洋大学 大分県 私立 共学

132 早稲田渋谷シンガポール校 シンガポール 私立 共学

133 慶應義塾ニューヨーク学院 アメリカ 私立 共学

134 立教英国学院 イギリス 私立 共学 小学部５年・６年、中学部、高等部

135 スイス公文学園高等部 スイス 私立 共学

【参加団体】

№ 団体名（クリックすると各団体のWEBサイトにジャンプします） 所在地（都道府県）

1 千葉県総合教育センター　学力調査部 千葉県

2 フレンズ　帰国生　母の会 東京都

3 文部科学省IB教育推進コンソーシアム事務局 東京都

4 With Kids 東京都

5 神奈川県教育委員会　教育局　指導部高校教育課 神奈川県

6 愛知県教育委員会 愛知県

7 大阪府教育委員会 大阪府

8 関西帰国生親の会かけはし 大阪府
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https://www.keio.edu/japanese
https://www.rikkyo.co.uk/
https://www.klas-ac.jp/
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/nyuushi/koukou/index.html
http://fkikoku.sun.bindcloud.jp/index.html
https://ibconsortium.mext.go.jp/
https://www.withkids-kaigai.com/
http://www.pref.kanagawa.jp/kyouiku/
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kotogakko/0000027366.html
http://www.schoolnavi.osaka-c.ed.jp/
http://www.ne.jp/asahi/kakehashi/kikoku/

