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3年間、新しい風が吹く
私 か ら 世 界 へ

グローバル企業の最前線を視察

トップ企業研修
Google本社などを訪れ、世界をリードするテクノロジー
企業の勢いや、働く人々の雰囲気を実感します。

サンフランシスコで学ぶ多様性

ダイバーシティ（多様性）研修
さまざまな人が暮らす街中を散策し、
多様性を自ら体感します。

生命の尊さを大自然の中で実感

ネイチャー研修
ヨセミテ国立公園の大自然の中で、地球の成り立ちや、
生物の多様性、生命の神秘などを学びます。

日米の高校生によるZoomセッション

Eiri World Café
英理女子学院と日本・アメリカの10
校以上の高校に所属する生徒が集
まり、Zoomで世界の問題を語り合
います。

スタンフォード大学でプレゼンテーション

Stanford e-Eiri
オンラインでスタンフォード大学の先
生と学んだ後、修学旅行中にスタン
フォード大学でSDGｓに関する自分の
研究を英語で発表します。

英語でプレゼン学習もSTEAM学習も！

Eiri Communication
Program（ECP）
英語でのリサーチやプレゼンテーション方法
などだけでなく、世界の課題やプログラミング
の基礎などを英語で集中的に学ぶ3日間です。

スタンフォード大学でプレゼンテーション

SDGs 探究発表
スタンフォード大学で、SDGsに関する
自分の探究活動を発表。授業で培っ
た英語力やLanguage Artsを駆使し、
世界の課題の解決策を提案します。

3  世界基準の教養

    

サンフランシスコ 修学旅行
2  多様性多文化理解

    

セブ島語学研修 ［12月に約1週間実施予定］
フィリピンのセブ島で行われる短期集中型の語学研修です。
英語学習によりフォーカスし、マンツーマンレッスンを中心
とした1週間英語漬けとなるプログラムです。

オーストラリア研修
［夏休み期間中に約10日間実施予定］
ケアンズやシドニーなどにホームステイしながら、
現地の姉妹校などに通学するプログラムです。

海外にいる先生と「聞く・話す」

オンライン英会話
英語の授業の中で、フィリピンの先生とマンツーマン
でオンライン英会話授業を行います。

海外からの留学生と学ぶ

インターン生と英語学習
英語を母国語とするテンプル大学の学生
が、インターンとして授業や放課後の学習
をサポートしてくれます。英語の発音や
表現などを、きめ細かく学ぶことができ
ます。

現地の授業に英語で参加

オンライン留学
コロナウイルスの関係で渡航が難
しくなった2020年には、海外渡航
せずに1日中英語のマンツーマン
レッスンを受講できる“オンライン
英語留学“を実施しました。

自分の意思を英語で伝える

世界の高校生との
ディスカッション
サンフランシスコやニューヨー
クの高校生と交流を行ってい
ます。自己紹介から始まり、社
会の課題・問題などに関する
ディスカッションを重ねます。1  語学力育成

    世界の共通言語である「英語」を学んで、
世界の人々とともに生きる力を養います。

高校生のうちから多様な世界の人々と接する
ことで、柔軟性や協調性を育みます。

世界の動きや課題を理解し、今後の世界を
生きるために欠かせない教養を習得します。

あ

とどけ、わたしからの
新しい風！
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私 か ら 世 界 へ

私 か ら 世 界 へ

海の宝アカデミックコンテスト
全国大会準優勝

オーストラリア学期留学
オーストラリア研修
セブ島語学研修

STEAM JAPAN AWARD
参加

帰国生入学・編入学

※1.高野（コウノ）さんが開発した米由来のプラスチックの名称
※2.全国の中学生・高校生を対象にした、海の素晴らしさを伝える研究や作品のプレゼンテーションコンテスト（主催：北海道大学大学院水産科学研究院）
　

※.自ら設定した社会課題の解決に取り組み、新たな変化を生み出す中学生・高校生を表彰するアワード（主催：STEAM JAPAN AWARD 実行委員会）

英理iグローバル部に入学した一番の目的は、留学する

ことにありました。海外で生活するには、言葉の壁だけ

ではなく、さまざまな場面で「自分自身で乗り越える力」

が必要になります。自身を鍛える機会を求めていた私

にとって、英理の海外研修のプログラムの充実ぶりは大

きな魅力でした。そして、実際に「どうすれば乗り越える

ことができるか」に取り組んだのが、１年生の1～３月に

参加した「オーストラリア学期留学」でした。もっとも大

きな成果は、物事に対する自分の取り組み方や進め方

を確立できたことです。帰国後の授業でも、自分の理解

力や思考力が上がったという実感があります。今後も世

界とコミュニケーションできる授業やプログラムには積

極的に参加して、得た経験を活かせる将来の道を見つ

けていきたいです。

現地で手に入れたのは、
世界の荒波を乗り越えていく自信。

山 本　歩 佳 さん　
Honoka  Yamamoto　（横浜市立境木中学校 出身） 　

日本は自然災害に悩まされていますが、海の生き物は

自然災害が起きる度に流れ出る大量のゴミに苦しめら

れています。この問題を解決したいと思い、私は総合

学習で『廃棄する予定のコメからプラスチックを作る』

をテーマに取り組んできました。そして開発したのが、

石油成分が一切含まれていない100%コメ由来のプラ

スチック『コノマイ※1』です。この成果をプレゼンテー

ションし、全国大会で準優勝をいただいたのが「海の

宝アカデミックコンテスト※2」でした。先生から応募を

勧められた時は、「海の生き物のために行動を起こせ

る！」と胸が躍り、研究者になるという子どもの頃から

の夢が現実に近づいたと嬉しくなりました。将来は海

外の大学院にも進み、「クジラといえばあの人だよ

ね！」と知られるような存在になりたいです。

海の生き物の素晴らしさを、
世界中の人々に伝えていきたい。

高 野　優 花 さん　
Yuka Kono　（横浜市立西中学校 出身） 　

SDGsをテーマに探究活動を行う授業の中で、私

はゴミ問題の解決策を考案しました。それは、「江

戸時代の文化をテーマとした服のリメイク術」で

す。制作した動画を配信していますが、社会的な

評価を得たかったことから「STEAM JAPAN 

AWARD※」に応募し、多くの収穫がありました。

解決策の課題が明確になり、自分の世界に対す

る取り組みが間違っていないと自信を持てるよう

になりました。

SDGsの解決策を考え、行動したことで
自分と世界がリンクしました。

山 下　莉 音 さん　
Rinon Yamashi ta　（横浜市立栗田谷中学校 出身） 　

iグローバル部の教育は、海外からの帰国生にとっ

ても魅力的なものです。さまざまな文化や言語、生

活や歴史などを学べるので、自分の視野がさらに

広がり、国際的な仕事に就く際にも活きると手応え

を感じています。正解を覚える詰め込み型ではな

く、問題の答えを見出していく授業が多いので、思

考力も鍛えられます。相手を尊重しながら、自由に

意見を語り合える環境なので、海外で学んでいる

感覚に近いです。

ここは、まだ知らない世界を知り、
国際的な舞台に近づける場所。

（左） 安 保　玲 香  さん Reika  Ampo
（ドイツ Dresden
International School 出身）

（右） 曲　雅 昕  さん Yashin Chi
（中国・遼寧省出身）

私 か ら 世 界 へ

私 か ら 世 界 へ
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3年間の学習プラン 

1年 2年 3年

大学受験対策（ Check & Follow System）

知識･技能

主体的な学び

TGG研修※※ TGG研修※※

ECP※※ オーストラリア海外研修※ オーストラリア研修※

セブ島語学研修※ 学期留学※

大学入試レベル以上の世界に通用する英語力を育成（Language Arts）海外とつなぐオンライン英会話/1000冊以上の英語の本を読める・聞けるアプリケーションを活用

 

語
　
学

 

世
界
の
人
々
に
貢
献
で
き
る
人
へ

知
識
・
教
養

進
学

グローバルプレゼンテーション講座※
SDGｓ
卒業発表

サンフランシスコ修学旅行

課外講座※

SDGｓに対する取り組み（国際貢献）

 

多
文
化

ダイバーシティ研修＠市内（班別行動）
ネイチャー研修＠ヨセミテ国立公園

SDGｓ発表研修＠スタンフォード大学
トップ企業研修＠Googleほか

※希望制 ※※P2.P8.P10参照 

P7

intelligent knowledge

intercultural
experience

international
communication

世界とつながる知識・教養

世界を感じる多文化体験

世界に出会える語学力
コミュニケーション力

P7

P9

P11

「3つのi」の力で世界に
ふみ出すiグローバル部の教育
世界とつながるための礎となる「知識・教養」。世界や人々と出会うための「語学力・コミュニケーション力」。

そして、世界とつながって価値観を分かち合う「多文化体験」。

3つのｉの力を自分の中に培うことで、国内外の名門大学への進学を実現して、世界に貢献する女性になる。

変化していく時代の中で、世界を舞台に社会に貢献し、自らの人生も輝かせる人になるための教育です。
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テクノロジーによって社会が大きく変わる中、

文理どちらかに偏りすぎることなく、文理融合し

た幅広い教養やICTリテラシーを養います。

ICTスキルやデータ活用術も習得

文理融合リテラシー
知識の習得は従来型、思考力・判断力はアクティ

ブ・ラーニング型の授業で養成。それぞれの長所

を取り入れた学び方を導入しています。

知識も思考力も身に付ける学習スタイル

ディープ・アクティブ・ラーニング
脳科学の観点からも学習にふさわしい朝の15分

間、タブレットなどを活用した小テストを実施。毎

日の積み重ねで基礎学力を固めます。

脳のゴールデンタイムを有効活用

朝学習
国公立・難関私立大学、医学部などの上位校をめ

ざす生徒に向けて、授業終了後に開講。受験に必

要なプラスαのハイレベルな講座を行います。

大学入試に向けて受験対策講座を開講

英理予備校
朝学習や授業中にタブレットなどで小テストを

実施。すぐ返信される結果をもとに学習を支援

し、できないことを早期に解決します。 

わからないことを早期解決

Check ＆ Follow System
 

1年

英　語 7時間/週

数　学 6時間/週

国　語 4時間/週

理　科 7時間/週

社　会 4時間/週

文　系

英　語 7時間/週

数　学 6時間/週

国　語 5時間/週

社　会 6時間/週

理　系

英　語 7時間/週

数　学 6時間/週

国　語 4時間/週

理　科 5時間/週

社　会 2時間/週

2年

文　系

英　語※ 15時間/週

数　学 2時間/週

国　語 4時間/週

理　科※ 3時間/週

社　会※ 10時間/週

小論文※     3時間/週 小論文※ 3時間/週

理　系

英　語※ 12時間/週

数　学

理　科

5時間/週

国　語※ 5時間/週

8時間/週

社　会※ 4時間/週

3年
iグローバル部
カリキュラム概要

週35時間の授業時間のうち、英語を7～15時間と多く配置したカリキュラムです。

※は選択科目を含みます。詳細は本校Webサイトをご覧ください。
※カリキュラムは変更されることがあります。

詳しくは
カリキュラム表を
Check！

知識・教養の習得

PROGR AM

学習フォロー

PROGR AM

進学サポート

PROGR AM

課題を発見したり、
　　解決するチカラは、世界共通。

intelligent 
knowledge

世界とつながる知識・教養

３つのi - ①

0 1
POINT

0 2
POINT

0 3
POINT

文理をバランスよく融合して

学び、国内トップレベルの

国公立・難関私立大学、

海外大学入試に対応

文理融合の

カリキュラムを設定し、

大学入試だけにとらわれない

学びを実践

Check ＆ 

Follow Systemで

できない箇所を

早期に解決

放課後に、映像や動画を加工しながらプログラミ

ングを学んだり、アイデアを3Dプリンターで形に

することができます。

アメリカ発のオンライン学習サイトを活用

放課後コンピュータサイエンスアワー

自由
参加
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語学教育に重点を置き、英語の授業時間数を

標準よりも多く設定。難関大学入試をクリアでき、

世界で通用する英語力を身に付けます。

世界で通用する英語力を養う

英語重点カリキュラム
電子書籍ライブラリー『Literacy Pro LIBRARY』

の洋書1000冊の中から、自分の英語力や興味に

合わせて選び、タブレットなどで読み進めます。

タブレットなどで「読む・聞く」を日常的に

多読・多聴
大学受験時にも利用できる英検の取得を推奨し

ています。生徒の希望やレベルに応じて、教員が

きめ細やかな補習などを行います。

英検2級以上の取得をめざす

英検フォロー

In order to enhance communication skills, I encourage students to try and say exactly what they 

mean even though it can be hard. In my class, the textbook is a jumping off point for communicating 

in class. We start with a topic, look at the vocabulary and then students expand on the topic in small 

group discussions. So try  to have as many conversations as possible in English. Never pass up an 

opportunity to use your English.

学んだ英語が、
　使える英語に変わっていく。

日々の学習プログラム

PROGR AM

実践的な英語学習

PROGR AM

英理の先生から皆さんへ　～グローバル社会でコミュニケーション力を伸ばす教育～

多言語学習

PROGR AM

international
communication
世界に出会える語学力

コミュニケーション力

３つのi - ②

0 1
POINT

0 2
POINT

0 3
POINT

充実した英語授業数を確保し、

大学入試や世界に通用する

英語力を習得

iグローバル部の英語時間数：7～15時間/週

英語圏の人に

自らの考えを伝える

論理的な英語表現

（Language Arts）を学習

言語や習慣、

文化の違いを理解し、

世界で通用する

コミュニケーション力を養成 Kurt Wunderlich

外部の体験型英語学習施設を活用し、空港やホ

テルなど “リアル”な場面での英語コミュニケー

ション方法を学びます。　

リアルな場面で英語力アップ

東京グローバル
ゲートウエイ研修（TGG） グローバルビジネスの第一線で活躍されている

ビジネスパーソンの方から、”世界の人々に自らの

考えを伝え、共感し行動してもらうプレゼン”につ

いて教えていただきます。

プレゼンを伝授

グローバルプレゼンテーション講座
生徒たちの間で関心の高い韓国語講座を開催し

ています。英理の専任スタッフ（韓国語通訳資格

保有者）と、韓国の音楽、CM、ドラマなども活用し

て学びます。

資格を持つ専任スタッフが指導

韓国語講座

自由
参加

自由
参加
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世界に貢献できることが、
見えてくる。

0 1
POINT

0 2
POINT

0 3
POINT

世界の直面する課題と

達成すべき目標である

「持続可能な開発目標（SDGs）」

を3年間を通して探究

プレゼンテーションの機会を

数多く設け、自分の考えを

多様な人々に伝える力、

相手と協働する力を養成

海外への修学旅行を

はじめとして、

実際に多文化にふれる

機会を数多く設定

intercultural
experience

世界を感じる多文化体験

３つのi - ③

日々の学習プログラム

PROGR AM

多文化体験

PROGR AM

英理iグローバル部では、世界共通語である英語の習得のみならず、さまざまな国際交流プログラ

ム・海外からの留学生との交流などを通じて、異なる文化的背景を持つ人と積極的に触れ合い、多様

な考え方や価値観を育むことができます。同時に、自分自身の考えを持ち、それを世界中の人に伝え

られる力も育てていきます。

英理の先生から皆さんへ　～多様性にふれ、世界に飛び立つための教育～

菅原 喜一

世界が抱える課題(SDGs:  Sus t a inab le  

Development Goals)を理解し、その課題を解決

する方法を自ら考えて、実際の行動につなげます。

SDGsの課題を考える

SDGsをテーマとした思考力育成
留学生を積極的に受け入れており、共に過ごす学

校生活は、グローバルな社会に羽ばたく生徒たち

にとって貴重な経験となっています。

異なる価値観を持つ友人との学校生活

留学生受け入れ
オーストラリアやニュージーランドの学校にター

ム（学期）留学することが可能です。現地でホーム

ステイしながら通学し、日本と異なる文化の中で

生活・学習します。

リアルな多文化体験

ターム（学期）留学
海外から日本のテンプル大学に留学している学

生をインターン生として受け入れています。英会

話の授業や休み時間・放課後などに交流し、多様

性の理解を深めることができます。

日常からグローバル体験

留学生との日常的な交流
SDGsについての探究～解決提案を、1年次に日

本語でプレゼンテーションを行ったのち、2年次

には英語でプレゼンテーションを行います。

SDGsをより深く学ぶ

SDGs探究英語プレゼンテーション
 アメリカの名門・スタンフォード大学と英理をオ

ンラインでつなぎ、SDGsのテーマについて生徒

自らが英語で講義を行ったりディスカッションを

行い、実践的に学びます。

スタンフォード大学とのオンライン講座

Stanford e-Eiri

希望
選抜制 希望制
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大 学 や そ の 先 へ

大学のことが
よくわかりました！

目標は、国内・海外の
難関大学への合格
3年間、一人ひとりの学力を、カンファレンス（学習指導会議）と

進路カウンセリングを通じて徹底サポート。

自分がめざす進路に向けた最短ルートでの実現を図ります。

十分なバックアップ体制で、国公立・難関私大・海外大への合格をめざします。

進学説明会・個人面談
学年ごとに進学説明会を定期的に開催し、希望する大学合格に向けて段階

的にサポートします。入試に向けた準備の進め方について具体的に知ること

ができます。また、個人面談もあわせて定期的に実施します。

Event

学校･分野別大学説明会
毎年多くの大学に来校していただき、1学期には大学別の説明会、2学期には分野別の

大学説明会を開催。各大学の担当者から直接話を聞くことで、なりたい自分をイメージ

することができます。

Event

●東京大学　

●京都大学　

●北海道大学　

●東北大学

●一橋大学　

●名古屋大学

●大阪大学　

●九州大学　

●慶應義塾大学　

●早稲田大学　

●上智大学

●東京理科大学

●明治大学　

●青山学院大学

●立教大学　

●中央大学　

　　

●国際基督教大学（ICU）
●国際教養大学（AIU）
●立命館アジア太平洋大学（APU）
●学習院大学

●法政大学　

●東洋大学 情報連携学部

  （INIAD）　
●海外大学　など

想定する進学先

大学では
いろいろなことが
学べるのね！

夢に向かって
まっしぐら！

フォローアップも

充実しています！

一人ひとりの学びに
向けた「カンファレンス」
学習カウンセリング（担任面談）を定期的に

実施し、最適な学習づくりを徹底的にサ

ポートします。また、事前にクラス担任と教

科担当の教員で、生徒一人ひとりの学習状

況や成績推移、進路目標などに基づきカン

ファレンス（学習指導会議）を開催。個々の

強み・弱みを発見し、その後の課題や目標

を明確にしていきます。

「定期試験･模擬試験･検定」
で学力を鍛錬
年間通じて定期試験･模擬試験･検定をバ

ランス良く実施。コンスタントに試験勉強

を重ねることで、速いペースで学力を積み

上げていくことができます。特に模擬試験

については、プレ課題→試験→事後解説→

学習カウンセリングの流れを作り、学びの

PDCAサイクルが効率的に循環していくよ

うに支援します。

「大学訪問・大学教授の
セミナー」で進路を
具体的にイメージ
目標とする大学のキャンパスを実際に見学

したり、大学の教授にさまざまな学問領域

についてお話しいただくセミナーに参加す

ることで、希望する進路の具体的なイメー

ジを固めます。

R E P OR T
コロナ禍における教育

オンラインを活用した授業
オンラインコミュニケーションツールを活用して、生徒

が在宅のまま授業に参加しました。「リアルタイム型（教

員と生徒がライブでつながり、授業を進めるスタイル）」

と「オンデマンド型（教員が録画した授業を生徒が視聴

し、課題などに取り組むスタイル）」を組み合わせること

で、対面できない状況でも学びを深められます。

オンラインでの面談
学校で直接接することができない中

で、オンラインで生徒や保護者の皆

様とオンライン上で面談を実施しま

した。学習や生活について不安なこ

とが生じた場合にも、きめ細かくサ

ポートします。

Zoomでつながる世界
海外からゲストに参加していただく

授業を開講しました。アメリカやカナ

ダなどに在住して活躍されている

方々で、海外で学び、仕事や生活をす

る楽しさや苦労などについて話をう

かがいました。

多様な入試に対応した
「特別講習」「事後課題」
一般選抜・総合型選抜・大学入学共通テス

トなど多様な入試に向けて、期末試験終了

後は実力を養成する特別講習を実施しま

す。最新の入試傾向を分析し、近年注目を

集めている思考力問題、論述問題などにも

チャレンジ。講習後は事後課題を配布し

て、学んだことの定着・発展

を促進。大学合格に向け、さ

らに一歩進みます。

FUTURE
STEPS 

START
英理iグローバル部では、コロナ禍によって学校での授業を実施できない時期にも、

オンラインを活用して教育活動を進めてきました。今後、感染症や自然災害などで

通常授業の実施が難しい際にも、柔軟に対応を進めてまいります。

どんどん学力がアップ！

生徒一人ひとりの
情報を共有！
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iグローバル部開校時に整備した校舎で学びます。Wi-Fiやデジタルサイネージなどを備えたIoT対応の環境で

す。自分でプログラミングして開閉できるロッカーも設置しています。すべての教室に電子黒板やプロジェク

ターを備え、アクティブ・ラーニングやプレゼンテーション形式の授業を盛り上げます。また、タブレットを1人1

台保有して、授業や部活、自宅などさまざまなシーンで活用します。

パイピング（縁取り）で
演出した知性あふれる
ブレザーとスカートスタイル

自由に選べる2色のシャツ・
ベストと、冬服と色違いの
スカートスタイル

4月

5月

6月
7月

9月

10月

11月
12月

1月

2月
3月

8月

DAILY SCHEDULE 1日のスケジュール

8:15-8:30

8:45-12:35

16:05-16:15

登校
「おはようございます！」と元気な

挨拶で登校。最寄り駅（東急東横線・

JR横浜線「菊名駅」）から徒歩７分と

いう近さです。

朝テスト
タブレットを活用した朝テストに

取り組むます。日々の学習の理解

度を確認でき、定着に役立ちます。

8:30-8:40
ショートホームルーム
担任の先生と１日の予定や学習目標

などを確認します。

午前授業
各50分の授業で4時間行います。

12:35-13:10
昼休み
友達とランチタイムです。教室のほ

か、フリースペースで食べることも

可能です。

13:15-16:05
午後授業
午後も各50分の授業で3時間行

います（木曜日のみ２時間）。

ホームルーム清掃
ホームルーム後、教室清掃を行っ

てから下校します。

放課後
朝テストや授業で理解しきれな

かった箇所をじっくりと学べます。

また、部活動のほか、協働プロジェ

クト、課外講座などに参加できる

時間帯でもあります。

16:15

8:15
・入学式
・新入生
  オリエンテーション
  （エンカウンター授業）

→入学式
新しい制服に身を包んで
高校生活のスタートです。

・進学説明会
・大学学部別説明会
・芸術鑑賞会

・期末試験 ・進路面談
・オーストラリア研修
  姉妹校交流 (希望制)
・特別講習
・TOKYO GLOBAL GATEWAY①（1年）

・期末試験
・セブ島英語研修
  （希望制）
・特別講習

・進路面談
・分野別大学説明会
  （1,2年）

・進路面談
・大学入学
  共通テスト

・体育祭 ・中間試験
・進路面談
・SDGs特別講座（１年）
・学校別大学説明会
・進学説明会（３年）

・英理 Communication Program（ECP）
・大学キャンパス見学

・文化祭
・地域清掃

・茶道体験講座
・中間試験
・サンフランシスコ修学旅行（２年）

・大学一般入試
・TOKYO GLOBAL GATEWAY②（１年）
・SDGs中間発表（１年）

→体育祭
優勝をめざして学年が
一致団結して臨みます。

             ↑文化祭

生徒自身が、企画・運営する文化祭。
クラブごとの展示・販売や、クラブ活
動の公演などで盛り上がります。

↑茶道体験講座
永い歴史を持つ華道にふれて、
日本文化の奥深さを学びます。

SC
HO

OL
 L

IF
E SCHOOL LIFE

S C H O O L  L IF E

3年間ずっと夢中になれる
キャンパスライフ

年間行事スケジュール

ENJOY!

大
事
な
時
期
も

し
っ
か
り
サ
ポ
ー
ト

     ↑ 卒業式

それぞれの進路に羽ばたく卒業
式。楽しかった高校時代の思い出
が駆け巡ります。

リボンとネクタイは気分

に合わせてコーディネー

トできるアイテム

創立者が刺繍した手まり

の色を配したチェック柄が

特徴のデザイン

襟元のVラインのブルー

がアクセントのベストは、

ネイビーとホワイトの２色

を自由にコーディネート 

英理女子学院指定の

正かばんのほか、バッ

クパックを選んで通学

することができます

・期末試験
・卒業式
・特別講習（1,2年）

ド
キ
ド
キ
ワ
ク
ワ
ク
の

一
年
が
始
ま
る
よ

文
化
祭
は

一
大
イ
ベ
ン
ト

冬服

WINTER

夏服

SUMMER

初代の制服にも使

われていたワイン

レッドのリボンで襟

元をパイピング

ブレザー

ブルーの半袖シャツのほ

か、ホワイトの半袖・長袖

シャツの着用もOK

シャツ

バッグベストスカート

リボン・ネクタイ

C H E C K !
最先端をいく電子工作スペース

『Makers’Hub （メーカーズ・ハブ）』
３Dプリンターやレーザーカッター、３Dスキャナーなど

を設置した最先端の電子工作スペースです。皆さん自身

のアイデアを、実際に形にしてみましょう！ あなたのアイ

デアが世の中を変える発明になるかもしれません。

F A C I L I T Y  学習環境

S C H O O L  U N I F O R M   制服
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いま、あなたは世界が大きく変わっていることを感じているでしょう。コロナウイル

スの世界的な感染拡大、テクノロジーの進化やDX(デジタルトランスフォーメーショ

ン)化、地球規模での課題(SDGs)に対する人々の意識。これまでの日常・常識が、当

たり前ではなくなり、あなた自身が考え、行動することが必要な世の中になりまし

た。英理iグローバル部は、このような世界であなたが多様な人々と協働して生き抜

く力を育む場です。あなた自身の可能性を広げ、あなたから世界に新しい風を届け

ていきましょう。

世界に、あなたからの新しい風を届けましょう

トヨタ自動車、日本ロレアルにてマー
ケティングの仕事に携わり、ロンドン
ビジネススクールにてMBAを取得。
2008年学校法人高木学園に入職し、
2009年より理事長を務める。

理事長  髙木 暁子 
Akiko Takagi

塾・予備校の運営を経て、複数の私立
中高に勤務。新規立ち上げや改革に
関わった後に英理女子学院高等学校
の校長に就任。これから日本に求め
られる教育を探究・実践している。

校　長  山崎 達雄
Tatsuo Yamazaki

受験生の皆さんへ

SC
HO

OL
 L

IF
E

海外の高校生との交流
将来、世界の人々と関わりながら生きてい

く力を身に付けるために、海外の高校生と

日常的に交流を行っています。アメリカ・

ニューヨークやサンフランシスコの高校

生たちと文化や社会の問題についてディ

スカッションします。

課外活動

プレゼンテーション力を磨くことは、
自分の可能性を広げること。

ｉグローバル部には、個性豊かで探究心にあふ

れる生徒がたくさん集まっています。私が担当す

る講座では、プレゼンテーションという誰もが必

要とするスキルを磨きながら、自分というものを理

解し、世界の問題に目を向けます。講座を通じて

自信を手に入れ、可能性を広げていきましょう。

上原 正太郎 氏　
Mr.Shotaro Uehara

日本マイクロソフト株式会社
Azureビジネス本部　業務執行役員　本部長 

テクノロジーを活かすことも
未来に貢献する方法の一つです。

私がデザインを監修したiグローバル棟では、皆さ

んが未来のグローバル社会に、テクノロジーを活

かして貢献できるようになる教育を行います。AI

やIoTなどの情報通信技術を、高校生の頃から楽

しみながら学ぶことで、皆さんの人生の可能性は

大きく広がることでしょう。

坂村 健 先生　　　
Dr.Ken Sakamura

東洋大学情報連携学部長
東京大学名誉教授

Take actions to realize the sustainable

development of the world

I am delighted to announce the launch of “Stanford e-Eiri,” 

a new online educational program specifically developed 

for students at Eiri. Stanford e-Eiri is a unique program that 

focuses on UN SDGs. Stanford experts and community 

leaders will engage Eiri students online for about six 

months. I hope the launch of Stanford e-Eiri will open the 

doors for the girls to explore global issues. I believe that the 

participating students will be inspired to take action and to 

address sustainable development goals around the world.

Dr. Gary Mukai　
Director of the Stanford Program on International and
Cross-Cultural Education (SPICE)

EXTRACURRICULAR
 ACTIVITIES

今後の世界を生き抜く力を
育む教育

ENJOY!

課外活動

グローバルプレゼンテーション講座
世界で自分の考えを伝え、人々と

協働するために。日本語だけでな

く英語でも人の心に残るプレゼン

テーションのコツを、現役のグ

ローバルビジネスパーソンから学

んでいます。

課外活動

プログラミング講座
テクノロジーが進化する社会の共通言

語である「プログラミング」を学んでいま

す。動画や画像などをデザインしたり、

編集しながら、プログラミング言語を無

理なく習得することができます。

課外活動
※詳細は募集要項（2021年9月以降配布予定）、もしくは本校Webサイトをご覧ください。

推薦入試

専願

調査書・面接

12月中旬に、中学校の先生を通して「進路相談」を実施します。推薦入試・書類選考型の試験の受験希望者は、必ずこの「進路相談」を受けてください。 

一般入試 オープン型

オープン

英語・数学・国語・面接

一般入試 書類選考型

専願・併願

書類選考

試験名称

区　　分

選考方法

備　　考

 入試情報

特待生制度
iグローバル部の選考基準を満たし、さらに次の内申基準を満たす者は特待生となります。

帰国生入学試験 帰国生・留学生が居心地の良い環境です

（下表は昨年度入試実績）

iグローバル部では、帰国生・留学生を積極的に受け入れています。帰国生・留学生と一般生がともに多様性を尊重しながら学んでおり、双方が日本文化、海外の文化

を柔軟に受け入れることができる環境です。

※Honors選考で合格した場合、英語の授業はHonorsクラスでの取り出し授業での受講となります。

試  験  日   

試験科目

帰国入試実施要項

全世界入試

国内入試

全世界入試

国内入試

加点制度
英語検定・数学検定、部活動・生徒会活動などでの加点制度あり。（詳細は今年度の募集要項をご覧ください。）

これからの世界をリードする皆さんへ

※加点制度を使っての特待生合格はありません。 ※詳細は募集要項（2021年9月以降配布予定）、もしくは本校Webサイトをご覧ください。

入学金・施設費支給　授業料支給（3年間）25/25

入学金・施設費支給　授業料支給（年次更新）24/25

入学金・施設費支給　授業料半額支給（年次更新）23/25

入学金・施設費支給20～22/25

S1特待

S2 特待

S3 特待

A 特待

区　分 内　容内申基準（国社数理英5科合計）

iグローバル部入試概要 全入試インターネット出願です

Honors選考：書類選考＋オンライン面接（本人と保護者） 一般選考：書類選考＋オンライン面接（本人と保護者）

Honors選考：英語essay＋面接（本人と保護者） 一般選考：日本語小論文＋面接（本人と保護者）

9月18日（土） ・ 11月21日（日）

11月21日（日）
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オープンスクール

学校説明会　

 7月25日（日）
  8月22日（日）

 9月25日（土）
10月16日（土）
10月23日（土）
11月  6日（土）
11月20日（土）
11月27日（土）
12月  4日（土）

1 3：0 0～1 5：0 0
  9：0 0～ 1 1：0 0

1 4：3 0～1 6：3 0
1 4：3 0～1 6：3 0
1 4：3 0～1 6：3 0
1 4：3 0～1 6：3 0
1 4：3 0～1 6：3 0
1 4：3 0～1 6：3 0
1 4：3 0～1 6：3 0

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回

※帰国生の方は、iグローバル部説明会後に行われる帰国生対象説明会にご参加ください。
　（第4回まで実施）

※帰国生の方対象の相談コーナーも設置しております。

※詳細は本校Webサイトをご覧ください。（事前申し込みが必要なイベントもございます）
※状況により、実施方法・内容が変更になる可能性があります。

学校紹介イベント
2021 EVENT SCHEDULE

英理 iグローバル部の魅力を実感していただくチャンスです！

ぜひお気軽にご参加ください。

東急東横線・JR横浜線 菊名駅西口から徒歩7分。新横浜駅徒歩16分。
（駅からは平坦な道で、通学しやすい環境です）

■最寄り駅からのアクセス

町田

新横浜
プリンス
ホテル

横浜
アリーナ

JR
東
海
道
新
幹
線

環
状

2号
線

港北警察署

東
京

附属幼稚園

菊名ドライビング
スクール

ヒロセ
電機

サミット
ストア

桜田公園 クリー
ニング店

クリーニング店

セブンーイレブン
不二家

JR横浜線 

小田
原

菊名駅
東神奈川

浜
横

　
道
街
島
綱

　
線
横
東
急
東

谷
渋

鉄下
地営

市浜
横

駅浜
横新

新
横
浜
駅

鶴見川

アマノ

英理女子学院高等学校

※数字は菊名駅までの所要時間

二子玉川

至池袋

渋谷
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ACCESS

西口

横浜、武蔵小杉、自由が丘、
渋谷、町田などのターミナル駅から
１本で最寄り駅「菊名」に
アクセスすることが可能です。   

■最寄り駅までのアクセス
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