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TGUISS
学校像

多様で異なる人々と
共生・共存でき、
進展する内外の国際化の
中で活躍する力を持った
生徒を育てる学校



沿革

2007年 開校

2010年 国際バカロレア中等教育プログラム（MYP）認定校

2011年 ユネスコスクール加盟校

2014年 スーパーサイエンスハイスクール（SSH）指定校

2015年 スーパーグローバルハイスクール（SGH）指定校

2015年 国際バカロレアディプロマプログラム（DP）認定校

2016年 DP開始



帰国生徒教育・グローバル人材教育

附属大泉中学校 (2009年3月閉校）
1965年（昭和40）帰国子女教育学級設置

附属高等学校大泉校舎（2012年3月閉校）
1974年（昭和49）10月開校 帰国生徒のみの学校

帰国生徒

• 入学時 30％程度

• ６年生 45％程度

附属国際中等教育学校
2007年（平成19）開校



国際バカロレア教育

１～４年生全員 ５～６年生選択



日本の教育とIBの親和性
教育基本法前文

我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いて
きた民主的で文化的な国家を更に発展させると
ともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献
することを願うものである。

我々は、この理想を実現するために、個人の尊
重を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神
を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の
育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文
化の創造を目指す教育を推進する。

ここに、我々は、日本国憲法の精神にのっとり、
わが国の未来を切り拓く教育の基本を確立し、
その進行を図るため、この法律を制定する。

IBの理念
国際バカロレア（IB）は、多様な文化の理解と

尊重の精神を通じて、より良い、より平和な世

界を築くことに貢献する、探究心、知識、思い

やりに富んだ若者の育成を目的としています。

IBのプログラムは、世界各地で学ぶ児童生徒に、

人がもつ違いを違いとして理解し、自分と異な

る考えの人々にもそれぞれの正しさがあり得る

と認めることのできる人として、積極的に、そ

して共感する心をもって生涯にわたって学び続

けるよう働きかけています。



IB World School 国公立学校初のIB認定校



MYPとDPの科目群

●言語と文学【日本語A：文学HL】【English A：Language and literature HL】

●言語の取得【English B HL】 ●個人と社会【歴史HL】 ●理科【化学 SL】

●数学【Mathematics: Applications and interpretation SL】 ●芸術【Visual arts SL】

※【English A： Language and  literature HL】と【English B HL】はどちらかの選択になります。

MYP 学習指導要領

Language and literature 言語と文学 国語

Language acquisition 言語の習得 英語・その他言語

Individuals and societies 個人と社会 社会、地歴・公民

Sciences 理科 理科

Mathematics 数学 数学

Arts 芸術 美術・音楽、芸術

Physical and Health Education 保健体育 保健体育

Design デザイン 技術・家庭、情報

Personal Project パーソナル プロジェクト 総合的な学習の時間

英語 日本語



育てたい生徒像

◆現代的な課題を読み解く力を持った生徒

◆知識とイメージを自分で再構成する力を

持った生徒

◆対話を通して人との関係を作り出す力を

持った生徒

◆異文化への寛容性・耐性を持った生徒



現代的な課題を読み解く力
を持った生徒



普段の授業

・AEDの適切な設置場所？

・外交交渉はどうあるべき？

・戦争と平和とは？

・水俣病と福島

失敗から何を学ぶ？

・各国の環境に適した車？

・よりよいコミュニケーション？

・生命とは何か？



国際教養

課題研究
ISSチャレンジ

グローバル部門ファイナリスト サイエンス部門ファイナリスト

◆ バスで快適な通勤・通学を目指す ◆ シュウ酸カルシウム結晶の合成 針状結
晶の合成に必要な要素の発見

◆ Teen Dating DV Prevention ◆ 花を食べる生物とアントシアニンの関
係ーナメクジと餌と腸内細菌層の変
化ー

◆ エシカル消費に対する社会貢献的意識
の実態

◆ 医薬品が植物の成長におよぼす影響

◆ プラスチック製品の紙素材による代替商
品の開発

◆ 身近に存在するマイクロプラスチックの測
定



国際教養

ワークキャンプ
・富士
・沖縄
・バンクーバー

フィールドワーク



知識とイメージを自分で
再構成する力を持った生徒



関連づける
連携させる
探究する Statement of 

inquiry

Global contexts

Key concepts
Related concepts

実社会
実生活

学習
内容



プレゼンテーション



行動につなげる



コンクール
2021

• 「話してみよう韓国語」高校生全国大会2021 「スキット部門」奨励賞
• Change Maker Awardsチーム部門銀賞
• 高校生アートライター大賞・英文エッセイコンテスト 優秀賞
• 社会共創コンテスト2021 奨励賞
• 第11回高校生バイオサミットin鶴岡 優秀賞
• Michele Steel Best of JALT 2020 Award 受賞
• 全国中学生人権作文コンテスト東京都大会 優秀賞 作文委員会賞
• 世界連邦運動協会 全国小・通学校作文・ポスターコンクール武蔵野支部市議
会議長賞

• IIBCエッセイコンテスト特別賞受賞
• ボランティア・スピリット・アワード ブロック賞 コミュニティ賞
• TAMAサイエンスフェスティバル 優秀賞
• 高校生地球環境論文賞 最優秀賞
• 中学生の「税についての作文」会長賞 税務署長賞他
• PHP作文甲子園 優秀賞
• 地球環境論文賞 最優秀賞
• はばたけ未来の吉岡彌生賞 高校生の部 優秀賞
• ブックフィルムフェスティバル 中学生以下の部門 準優秀賞
• 東日本高校生コンクールフランス語暗唱コンクール 審査員特別賞
• ジュニア農芸化学会2022 金賞
• Change Maker Awards（個人部門）金賞



対話を通して人との関係を作
り出す力を持った生徒

19



Sports 
Festival

School 
Festival
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Service and 
Action

Creativity
Activity
Service

21



世代・文化の
異なる人との
関わり
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TGUISS

日本財団
CANPAN 大泉ボランティアセン

ター

ボランティア部

管弦楽部

大泉病院
旭出学園

日本ファンドレイジン
グ協会

JTBコミュニケーショ
ンズ

国際NGO WVJ

プラン・ジャパン 一般社団法人
PARACUP

一般社団法人ナンフェ
ス

NPOアスヘノキボウ

復幸まちづくり女川合
同会社

木楽舎
『ソトコト』

まるごとにっぽん

東京サラヤ株式会社

ヤフー株式会社

男女共同参画センター
えーる

みどりのまちづくりセ
ンター

サッカー部

中村町会

パークロード
石神井商店街

未来ね・り・ま
練馬第二事業所

障害者支援センターさ
くら

練馬ゆめの木

練馬区広報課

生徒の活動をささえるネットワーク



異文化への寛容性・耐性を持った
生徒
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長期留学

海外ボランティア

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=401151410077863&set=a.400486956810975.1073741846.100005490220100&type=3&theater


多様
diversity



少人数・習熟度別
英語教育

イマージョン

JSL

FLS
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海外進学状況（2021年度入試）
https://www.iss.oizumi.u-
gakugei.ac.jp/education/course/

https://www.iss.oizumi.u-gakugei.ac.jp/education/course/


国内進学状況（2022年度入試）



お子様にあった学校選択を

• 友人環境

• 好みの学びのスタイル

• 余暇の使い方

TGUISS

✓ 6年間の中高一貫

✓多様な経験を持つ生徒

✓探究的な学び

✓課外の活動


