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芝国際高等学校  （届出予定）

2022年
EVENT INFORMATION
ホームページ、またはQRコードから、ご予約のうえ、ご来校ください。

説明会予約受付スタート

5 ⁄ 1 日

午前0時より
夢をかなえる、芝国際４つのコース

最難関選抜
コース

（全特待生）

コースの特長 学んだことを実社会で役立てるために、世の中の課題に取り組み解決を
図って行きます。また最先端のSTEAM教育と、グローバルな体験を通
じて、社会と世界から信頼され活躍できる人を育てます。

国公立・早慶上理・ICU・海外大学など目指す進路

一人ひとりの夢の実現に寄り添う、独自カリキュラム
志望校に合わせた無駄のないカスタマイズ学習
全員必修の“Core”、選択必修の“Choice”、選択授業の“Plus”の3つの構成
からなる芝国際独自のカリキュラムです。組み合わせも多彩で、志望に合わ
せた、無駄のない学びを実現しています。

難関選抜
コース

（特待生含）

コースの特長 学んだことを実社会で役立てるために、十分な知識や思考力・判断力を
身につけ、世の中の課題に取り組み解決を図って行きます。また最先端
のSTEAM教育とグローバルな体験を通じて、社会と世界に信頼され活
躍できる人を育てます。

早慶上理・ICU・GMARCHなど目指す進路

特別進学
コース

コースの特長 十分な知識・思考力を身につけることによって、実社会に役立つ思考力・
判断力・表現力を養います。また最先端のSTEAM教育とグローバルな
体験を通じて、社会と世界に信頼され活躍できる人を育てます。

GMARCHなど目指す進路

学校見学、オープンスクール
新校舎の見学は11月以降となります。

高校オープンスクール

7 ⁄23
14:00～ 16:00

土 8 ⁄27
14:00～ 16:00

土

文化祭個別相談ブース

9 ⁄24
10:00～ 15:00

土 9 ⁄25
10:00～ 15:00

日

※学校説明会等の日程・内容は変更になる可能性があります。予めご了承ください。 変更になる場合は、HPにてご連絡いたします。

国際生説明会
全体説明会実施後に、個別相談、施設見学（新校舎見学は11月以降）があります。

8 ⁄6
　全体会10:00～ 11:00

土 8 ⁄28
　全体会10:00～ 11:00

日 9 ⁄ 17
　全体会10:00～ 11:00

土 10 ⁄22
　全体会14:00～ 15:00

土 11 ⁄ 12
　全体会14:00～ 15:00

土

高校イブニング説明会　各日とも全体会 17:30～18:30
全体説明会実施後に、個別相談、施設見学（新校舎見学は11月以降）があります。

9 ⁄21 水6 ⁄22 水 10 ⁄ 19 水 11 ⁄9 水 11 ⁄30 水

高校説明会　各日とも全体会 14:00～15:00
全体説明会実施後に、個別相談、施設見学（新校舎見学は11月以降）があります。

9 ⁄ 17土 10 ⁄ 15 土 10 ⁄29 土 11 ⁄5 土

11 ⁄26 土 12 ⁄3 土11 ⁄ 19 土

選択必修
Choice

選択授業
Plus
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Core
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独自
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速報版

芝国際高等学校
誕生。特待生制度充実・第1期生募集中

2023年4月開校!（
共
学
）

探 究・協 働・
創造の実践。
世界標準の学
びで夢を実現

（届出予定）

中学生のみなさんへ

※進級時に、成績等によりコースが変わることはあります。 

コースの特長 世界標準のカリキュラムを採用し、英語はPhilosophy・Language 
Artsを学びます。3ケ月の短期留学も学校負担で参加できます（費用学
校負担は特待生）。

海外大学・国公立・早慶上理・ICU・GMARCHなど目指す進路

コースの特長 海外生活や国際生活を活かし、世界で活躍できる英語力を育てます。国
際生クラスという環境があるから、安心・安全な空間で自分の個性が活
かした学びと体験ができます。主に国内の中学校、海外日本人学校等の
出身者を想定しています。

海外大学・国公立・早慶上理・ICU・GMARCHなど目指す進路

CORE
クラス

（特待生含）

ADVANCED
クラス

（特待生含）国
際
生
コ
ー
ス



全体で共有6
小グループの解決を、教室全体で共有し、
ブラッシュアップします。

グループディスカッション5
投げかけられた問いに対して個人で考え、
小グループで考えます。

ケースメソッド4
実際にあった例などを通して、どのように解決していくか、
教員が問いを投げかけます。

獲得した知識の確認（アウトプット）3
思考するための知識が得られているかを確認します。

知識の習得（インプット）2
思考するためのベースとなる知識を習得します。
日本式の講義なども多用します。

2023年4月開校。芝国際で、世界標準の学びを。

探究・協働・創造型の新校舎
都心部に位置する最先端学習環境

Learning Foundation 9

2022年11月。探究・協働・創造の場をテーマに、新たな校
舎が誕生します。地域や企業と協働できる空間や、情報端
末が充実した共用スペースには、壁一面を書架化した開か
れた図書スペースがあり、自由な探究学習や創造活動が
可能に。日本では珍しい次世代型の校舎です。

State-of-the-art 
learning environment

夢を発見するための豊富な体験プログラム
Learning Foundation 3
今ある職業がなくなるなら、自分で職業を作ればいい！起業
（アントレプレナーシップ）教育を目的に、企業や地域とのコ
ラボレーションを行う探究ゼミや、一流の起業家に出会える
場を多数用意。早い段
階から、社会でどう活躍
するか、そのためにはど
のような進路を選択す
べきかを学びます。

ハイレベルなSTEAM教育で
世界で活躍できる力を養う

Learning Foundation 2

科学とロボット教育の第一人者北原達彦正先生が、学んだこと
が日常でどのように役に立つかを中心としたSTEAM授業を展
開。また、国内の中高教育では珍しい、AIバイリンガル教育を
先導する石角友愛氏が開発する教育カリキュラムで、世界標準
の授業が受講できます。

やりたい部活がきっと見つかる！
話題のeスポーツから鉄道まで

Learning Foundation 5

話題のeスポーツから、サッカー、ダンス、アニメ研究、鉄道研
究など、受験生の希望を聞きながら設置部活を決定します。
2022年5月から、希望部活の募集をいたしますので、ご期待く
ださい。(詳しくはHPにて)

ハーバード流 対話形式授業
Learning Foundation 1
芝国際の授業は、従来の日本の授業とは異なります。得た知識
をどのように使うか、知識を活かしてどう行動するかが、授業の
ゴールです。丁寧に広く知識をインプットできる、優れた日本の
教育と、ハーバード大学の「白熱教室」で用いられているメソッ
ドを採用。現実に起こった具体的事例を通じ、未来の問題を解
決する力を養います。

Harvard-style interactive lessons
Experiential education 
to promote entrepreneurship

充実した特待生制度
Learning Foundation 7
国と都からの支援金の他に、学校からの支援金（特待生）制
度も充実しています。中学校の内申で決まるものと、入試の
得点で決まるものがあるので、自分の得意を活かして特待
生になることができます。
※内申の目安あり。一般入試の得点で決定します。詳細は7 月以降順次
公開予定。

Scholarship opportunities

研修旅行・特待生は3か月留学費を支給
Learning Foundation 8
高校研修旅行はサンフラン
シスコ（予定）。世界トップ
クラスの大学で、ケースメ
ソッドを大学生とディス
カッションするリアル「白熱
教室」を体験できます。特
待生によっては短期留学費
用も支給します。
※特待生の選定基準は別途お問い
合わせ下さい。

Study abroad 
at a world-class university

「世界標準教育」×「新しい学力」 芝国際のスゴイ学び

SHIBAKOKUSAI 9 Learning Foundations

Advanced STEAM education

弱点克服はチェック&フォロー
大学受験対策は放課後予備校

Learning Foundation 4

弱点を作らないために、「わかったつもり」と「実際にできる」
を峻別する学習システム。授業前のCheckと放課後の
Followで弱点を作らない仕組みが安定した成績を支えます。
国公立や早慶上理などの最難関大学受験のために校内に放
課後予備校を設定。普段の授業と連動しているから、学校の
学習と予備校の学習の異なる学習を行う必要がありません。

Check and follow system

生徒の自立を尊重した校風
ゼロから自分たちで創れる学校行事

Learning Foundation 6

学校行事は勉強とは別の学
びがあります。ゴールを共
有したら、具体的なプログ
ラムは生徒が作ります。ど
のように創意工夫し盛り上
げて行くかは生徒のアイ
ディアと行動次第。押しつ
けられた行事ではないから
「本気」で取り組めます。

Creativity and self-reliance

Clubs that suit your passion

ゴールの共有1
その単元を通して学ぶゴールを先生と生徒が共有します。

大学への最短距離 
芝国際の授業サイクル例

模
擬
試
験
等

知識を
元に皆で
課外解決

習得度の
チェック

習熟の
確認
教え合い

知識の
習得

授業

授業

授業

家庭学習

十分に
理解できて
いない

動画で
もう一度
習得

世界標準のグローバルな
学びを叶える新たな学校が、
港区芝に誕生。

一人ひとりの可能性を拡げるための
新しい学力を養いながら、世界標準の
学びで、多様な価値観をもつ人たちとと

もに、自分の夢を実現できる
力を育てる。

夢の実現
サポート

目指す進路が見つかる

最先端
カリキュラム

可能性や才能を伸ばす

芝国際の
部活と行事

協働できる人を育てる

世界標準の
体験

世界を知るための学び
芝国際の教育
可能性を広げ、夢を実現する

● STEAM教育 
● データサイエンス・AI教育
● クリティカル＆デザインシンキング
● ハーバード流 対話形式授業

● 行き先選択制の研修旅行
● 生徒主体のイベント開催
● 話題の部活eスポーツも
　 やりたい部活がきっとみつかる

● カスタマイズ教科学習
● SAT（海外大学）対策講座
● 放課後予備校・東大チューター
● サポートカンファレンス
● 受験で有利になる英検対策

● ハーバード流 対話形式授業
● アントレプレナーシップ（起業教育）
● スタンフォード大学 海外研修
● 豊富な留学制度
● 日本有数の最先端校舎

2023年4月。芝国際中学校高等学校は、

世界標準のグローバルな学びと創造の実践に特化した、

新たな共学校としてスタートします。

また、日本で唯一のサイエンスインターナショナルスクールである、

Laurus International School of Scienceの

芝国際新校舎移転の強みを活かした教育を目指します。


