帰国生のための
学校説明会・相談会

2019年

主催：海外子女教育振興財団
後援：外務省、文部科学省
名古屋会場のみ
大阪会場のみ
東京会場のみ
協力：大阪会場のみ

会場の様子（’18大阪）

愛知県、愛知県教育委員会、名古屋市教育委員会、中部経済連合会、中日新聞社
兵庫県教育委員会
東京都
大阪府教育委員会

海外子女教育振興財団では、すでに日本に帰国した、もしくは一時帰国する小学校・中学校・高校段階の
子どもたちとその保護者を対象に今年も学校説明会・相談会を開催します。
学校選択に関する講話を行うほか、小学校から大学までのおもな帰国生受け入れ校や教育委員会の担当者
が、各校の指導方針・授業・課外活動などの特色や選考方法・時期・応募資格などについて説明し、具体
的な質問にもおこたえします。また、帰国子女教育の全般的な内容や外国語保持に関する相談のブースも
開設します。ぜひご活用いただき、学校選択にお役立てください。なお、入場・相談は無料です。

＜大阪会場＞

＜名古屋会場＞

＜東京会場＞

7月25日（木）
12：00 〜 15：30

7月26日（金）
12：00 〜 15：30

7月30日（火）
11：30 〜 16：00

大阪府立国際会議場 グランキューブ大阪

愛知県産業労働センター
ウインクあいち

東京都立産業貿易センター
台東館

（11：30「パネルディスカッション」受付予定、
（11：30「講話」受付予定、
（11：00「講話」受付予定、
13：00「講話」
「相談会」受付予定）
12：00「パネルディスカッション」
「相談会」受付予定） 11：30「パネルディスカッション」
「相談会」受付予定）
（大阪市北区中之島5-3-51）
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京阪電車「中之島（大阪国際会議場）
」より徒歩１ （愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38）
（東京都台東区花川戸2-6-5）
分／ JR「福島」より徒歩15分、同じく「新福島」
より徒歩10分／阪神本線「福島」より徒歩10分 JR「名古屋駅・桜通口」より徒歩5分など 東京メトロ・東武スカイツリーライン「浅草」よ
り徒歩５分、都営地下鉄「浅草」より徒歩８分
／大阪市営地下鉄「阿波座」より徒歩15分
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学校別ブースに分かれての個別説明・相談
財団の教育相談ブースおよび外国語保持相談ブースでの個別相談
○
各種団体による教育相談ブースでの個別相談（東京：国立特別支援教育総合研究所、フレンズ帰国生母の会、With Kids
大阪：関西帰国生親の会かけはし、ECHO〈神戸帰国子女親の会〉）
○ 海外子女教育振興財団教育相談員による講話
○ 学校資料の配付
○ 帰国生によるパネルディスカッション
○ 各種講話（各会場で内容が異なります）
○
○

お申し込み・詳細はこちらまで
公益財団法人

海外子女教育振興財団

※各会場への直接の問い合わせはご遠慮ください。

URL https://www.joes.or.jp

情報サービスチーム TEL 03-4330-1349 FAX 03-4330-1355 E-mail kokunai-sanka@joes.or.jp
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参加校

（６月12日現在）50音順（下線は国・公立）
。変更になる場合もありますので、最新情報は本財団ホームページでご確認ください。

【大阪会場】
朝日塾中等 アサンプション国際中・高 育英西中・高 Ｎ高 大阪学芸高・附中 大阪教育大附高池田校舎 大阪女学院中・高 大阪市立水
都国際中・高 大阪府教育庁教育振興室高等学校課学事グループ 大阪府立千里高 大阪ＹＭＣＡ国際専門学校国際高等課程国際学科
岡山理科大附高 沖縄尚学高・附中 小林聖心女子学院小・中・高 海陽中等 関西インターナショナルハイスクール
（関西外語専門学校
国際高等課程）関西学院中 関西学院千里国際中・高 京都インターナショナルユニバーシティーアカデミー
（高）京都外国語大 京都
外国語大西高 京都教育大附桃山中 京都聖母学院小・中・高 金蘭千里中・高 クラーク記念国際高 慶應義塾ニューヨーク学院 啓明学
院中・高 神戸国際中・高 神戸市教育委員会 神戸野田高 高野山高 香里ヌヴェール学院中・高 国際高専 コリア国際学園高 自由学園
松蔭中・高 樟蔭中・高 上智大 如水館中・高 親和中・女子高 須磨学園高・中 清教学園中・高 帝京ロンドン学園 同志社国際中・高 同志
社国際学院初 東洋大附姫路中・高 奈良県立国際高 西大和学園 東山中・高 兵庫県教育委員会 兵庫県立芦屋国際中等 福岡雙葉中・
高 不二聖心女子学院中・高 武庫川女子大附中・高 明徳義塾中・高 立命館宇治中・高 立命館守山中・高 麗澤瑞浪中・高 早稲田渋谷シ
ンガポール校 早稲田摂陵中・高 早稲田大本庄高
（資料参加）
ＡＩＥ国際高 桜美林中・高 大阪市立大 開志国際高 海城中・高 カリタス女子中・高 京都ノートルダム女子大 共立女子第二中・高 公
文国際学園中・高 慶應義塾湘南藤沢中・高 国際基督教大 国際基督教大高 国立特別支援総合研究所 コロンビアインターナショナ
ルスクール 札幌聖心女子学院中・高 昌平中・高 スイス公文学園高 千葉大 桐蔭学園中等・高 東京都立大
（現首都大東京）名古屋イ
ンターナショナルスクール 名古屋国際中・高 函館ラ・サール中・高 広尾学園中・高 明治大 文部科学省 I B教育推進コンソーシアム
立教英国学院小・中・高 立命館大 立命館アジア太平洋大 立命館慶祥中・高 リンデンホールスクール小・中高学部 麗澤中・高

【名古屋会場】
愛知高 愛知教育大附名古屋中 愛知県教育委員会 愛知県立刈谷北高 愛知県立千種高 愛知県立中村高 アオバジャパン・インターナ
ショナルスクール 朝日塾中等 鶯谷中・高 栄徳高 Ｎ高 沖縄尚学高・附中 海陽中等 関西学院千里国際中・高 京都外国語大 金城学院
中 クラーク記念国際高 慶應義塾ニューヨーク学院 高野山高 国際高専 コリア国際学園高 自由学園 上智大 如水館中・高 星槎国際
高 滝高 中京大 中京大附中京高 中部大 帝京ロンドン学園 同志社国際中・高 東京都立大（現首都大東京）名古屋インターナショナ
ルスクール 名古屋大 名古屋中・高 名古屋国際中・高 南山国際高･中 西大和学園 不二聖心女子学院中・高 明徳義塾中・高 文部科学
省 I B教育推進コンソーシアム 立命館宇治中・高 立命館守山中・高 麗澤瑞浪中・高 早稲田渋谷シンガポール校 早稲田摂陵中・高 早
稲田大本庄高
（資料参加）
愛知県立豊橋東高 ＡＩＥ国際高 桜美林中・高 大阪市立大 大阪ＹＭＣＡ国際専門学校国際高等課程国際学科 開志国際高 海城中・
高 カリタス女子中・高 関西インターナショナルハイスクール
（関西外語専門学校国際高等課程）共立女子第二中・高 金蘭千里中・
高 公文国際学園中・高 慶應義塾湘南藤沢中・高 香里ヌヴェール学院中・高 国際基督教大 国際基督教大高 国立特別支援総合研究
所 コロンビアインターナショナルスクール 札幌聖心女子学院中・高 昌平中・高 スイス公文学園高 千葉大 桐蔭学園中等・高 同志
社国際学院初 名古屋市立名東高 函館ラ・サール中・高 広尾学園中・高 明治大 立教英国学院小・中・高 立命館大 立命館アジア太平
洋大 立命館慶祥中・高 リンデンホールスクール小・中高学部 麗澤中・高

【東京会場】
アオバジャパン・インターナショナルスクール 青山学院高 青山学院横浜英和中・高 朝日塾中等 郁文館中・高・グローバル高 市川
中・高 穎明館中・高 英理女子学院高 Ｎ高 ＬＣＡ国際小 鷗友学園女子中 大妻中・高 大妻中野中・高 お茶の水女子大附中 海城中・高
開成学園中・高 開智小
（総合部）海陽中等 かえつ有明中・高 学習院中 学習院女子中・高 加藤学園暁秀中・高 神奈川県教育委員会
神奈川県立横浜国際高 鎌倉学園中・高 カリタス女子中・高 川村中・高 関西学院千里国際中・高 神田女学園中・高 関東学院六浦小・
中・高 関東国際高 暁星国際小・中・高 京都外国語大 共立女子中・高 共立女子第二中・高 国本女子中・高 公文国際学園中・高 クラー
ク記念国際高 慶應義塾ニューヨーク学院 京華中・高 京華女子中・高 啓明学園 工学院大附中・高 攻玉社中 佼成学園中・高 佼成学
園女子中・高 神戸野田高 高野山高 国際高専 国際基督教大高 コリア国際学園高 コロンビアインターナショナルスクール さいたま
市立大宮国際中等 栄東中・高 札幌聖心女子学院中・高 自修館中等 実践学園中・高 実践女子学園中・高 品川翔英高 渋谷教育学園渋
谷中・高 自由学園 自由の森学園中･高 十文字中・高 淑徳中・高 順天中・高 順天堂大 頌栄女子学院中・高 城西大附城西中・高 聖徳学
園中・高 湘南白百合学園中・高 昌平中・高 昭和女子大付昭和小・中 女子聖学院中・高 白百合学園中・高 スイス公文学園高 巣鴨中・
高 聖学院中・高 成蹊中・高 星槎国際高 成城学園中・高 聖心女子学院 清泉女学院中・高 聖ドミニコ学園中・高 聖ヨゼフ学園中・高
青稜中・高 洗足学園中 仙台育英学園 高輪中 玉川学園 千葉大 中央大杉並高 筑波大附坂戸高 土浦日本大高・中等 帝京中・高 帝京
大小 帝京ロンドン学園 田園調布学園中・高 桐蔭学園中等・高 東京インターハイスクール 東京学芸大附高 東京学芸大附大泉小 東
京学芸大附国際中等 東京女学館中・高 東京女子学院中・高 東京都教育委員会 東京都市大付中・高 東京都市大等々力中・高 東京都
立大
（現首都大東京）東京都立国際高 東京都立立川国際中等 東京都立白鷗高・附中 桐光学園中・高 同志社国際中・高 桐朋女子中・
高 東邦大付東邦中・高 豊島岡女子学園中・高 ドルトン東京学園中・高 中村中・高 西大和学園 日本女子大附中 函館ラ・サール中・高
一橋大 広尾学園中・高 不二聖心女子学院中・高 富士見中・高 富士見丘中・高 藤村女子中・高 文化学園大杉並中・高 文京学院大女子
中・高 法政大 法政大国際高 宝仙学園中・高・共学部理数インター 北海道大 幕張インターナショナルスクール 三田国際学園中・高
宮城学院高 明星学園中・高 武蔵野大附千代田高等学院 村田女子高 茗溪学園中・高 明徳義塾中・高 目白研心中・高 森村学園中・高
文部科学省 I B教育推進コンソーシアム 山脇学園中・高 横浜雙葉中・高 立教英国学院小・中・高 立教女学院中 立命館大 立命館アジ
ア太平洋大 立命館宇治中・高 立命館慶祥中・高 リンデンホールスクール小・中高学部 麗澤中・高 早稲田渋谷シンガポール校 早稲
田摂陵中・高 早稲田大本庄高 和洋九段女子中
（資料参加）
宇都宮海星女子学院中・高 ＡＩＥ国際高 桜美林中・高 大阪市立大 開志国際高 鎌倉女子大中・高 関西インターナショナルハイスク
ール
（関西外語専門学校国際高等課程）金蘭千里中・高 ぐんま国際アカデミー初・中・高 慶應義塾湘南藤沢中・高 国際基督教大 品川
エトワール女子高 上智大 成蹊小 千葉県総合教育センター学力調査部 東京成徳大中・高 八王子学園八王子中・高 聖園女学院
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