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◉小田急線 → 成城学園前駅より徒歩10 分
◉東急田園都市線 → 二子玉川駅よりバス20分

2023年度 中学校 帰国生募集要項
※募集要項の詳細につきましては、必ず学校 HPをご確認ください。

募集人数

出願資格

男子若干名
Ⅱ類：最難関国公立大
Ⅰ類：難関国公立私大

1） 2010年4月2日から2011年4月
１日までに生まれた者

2） 日本の義務教育期間における海外
就学期間が通算１年以上

3） 2023年度入学試験の出願時点で、
帰国3年以内

※その他、応相談

入試日程

出　願：2022年12/1（木）～

　　　  2023年1/6（金） 午前7時

※インターネットによる出願となります。

試験日：2023年１/6（金）

発　表：2023年1/6（金）

手　続：2023年1/7（土）～2/7（火）

※日曜・祝日を除く。

入試概要

一般入試（2/1・2 /1午後・2/3・2/5）、

グローバル入試（2/3）含め

何回受験しても25,000円！

※1回分の受験料で全回受験可能。

手続時費用：50,000円のみ！

※残りは入学後に納入。

手続締め切り：2 /7（火）

入試科目

［A方式］
作文型：英語・算数・作文（日本語）

国語型：英語・算数・国語
（全教科：各45分）

［B方式］
2科型：国語・算数

4科型：国語・算数・社会・理科
（国/算：各45分・社/ 理：合わせて45分）

在外経験生徒の進学実績を教えてください。Q

帰国生入試の第3期生（2016年入学）は現在の大学1年生（※卒

業時帰国生数は38名）ですが、東京大学（7名）、京都大学、東京工

業大学（3名）、一橋大学（2名）、北海道大学、東北大学、東京外国

語大学（2名）、東京農工大学の他、早稲田大学（5名）・慶應義塾大

学（3名）など、帰国生は大変優れた進学実績を残してくれました。

A

どんな受験準備をしたらいいですか？Q

いわゆる「難問・奇問」の出題は一切ありません。どの教科もたい

へんオーソドックスな出題傾向です。また、国語では漢字の止め・

はねの徹底、算数では計算の正確さなど、基本を徹底的に身につけ

ることから始めてください。なお、A方式の英語は英検準1級レベ

ル程度です。

A

帰国生はどのくらい入学しているのでしょうか？Q

2014（平成26）年度に開始された帰国生入試によって、2019年

度から中高6学年すべてに帰国生が在籍することになりました。

内訳）中学1年：60名、中学2年：45名、中学3年：40名

　　  高校1年：44名、高校2年：47名、高校3年：50名
※上記はそれぞれ帰国生入試による入学時の在籍者数。

A

帰国生に対する入学後のクラス配置・授業形態は
一般生（国内生）と異なっていますか？Q

クラス編成・授業体制については、基本的に一般生と区別はしませ

んが、英語については希望者を対象にネイティブスピーカーによ

る取り出し授業を行います。（※受講希望者は、4月当初のトライ

アル（1週間）を受ける必要があります。）取り出し授業は、中1～

高1までの4年間に渡り、週4時間実施します。

A

帰国生入試とグローバル入試の状況を
教えてください。Q

帰国生入試では、280名が応募し、151名が合格しました。滞在国

は、最も多いのがアメリカ68名、次いでイギリス44名、シンガポー

ル40名となり、世界各国から志願しています。一般入試と同時に

行われるグローバル入試では、帰国生入試の資格を持たない国内イ

ンター校の卒業生や英語が得意な受験生など40名が志願し、15名

が合格しました。（詳しくは入試資料集「T-file」をご覧ください。）

A

帰国生入試志願者 試験方法の割合

帰国生入試志願者　滞在・帰国後年数、海外最終在籍校

 A 方式 国語　  A 方式 作文　  B 方式 2 教科　  B 方式 4 教科

志願者 32.5% 11.8% 52.1%

3.6%

合格者 39.7% 53.0%

0.7%

6.6%

入学者 50.0% 38.3%

3.3%

8.3%

海外最終
在籍校

日本人学校
34.3%

インター校
25. 4%

現地校
40.4%

帰国後
年数

6ヶ月未満
20.4%

1年未満
9.6%

2年半以上
42.1%

1年半未満
10.4%2年半未満

9.6% 2年未満
7.9%

滞在
年数

2～3年
13.2%

3～4年
21.1%

4～5年
20.0%

5～6年
13.9%

6年以上
23.9%

1～２年
7.9%



数字で見るトシコーの強み

ネイティブスピーカー
による取り出し授業
英語補習

英語の取り出し授業では、希望者を対象にネイ

ティブスピーカーによる特別指導を行います。

橋の成り立ちや竜巻の発生を調べ、英語で発表

するなど、「英語で学ぶ」ことを主とし、海外現

地校と同等のカリキュラムで編成されていま

す。また、英検級別対策講座や「eラーニング」

学習システムにより、英検1級までの自学自習

が可能です。

先生と生徒の距離が近い
師近距離
本校では学校と生徒をつなげるしくみがたくさんあります。

職員室前の学習スペース「 スタディラウンジ 」では、授業で

わからないことを質問したり、帰国生のカルチャーギャップ

に対する悩みなどを相談することができます。また学校の様

子を保護者に伝えるため、学年通信も毎週発行しています。

きれいな校舎と
広々としたグラウンド

中学3年・3学期、
希望者を対象として

A・B方式に計4つの
受験型得意科目を
活かせる入試制度

「ニュージーランド3ヵ月
ターム留学」を実施

55の豊富なクラブ数

60
テーマ

講座

31
社

4時間 200回

2022年度
国公立大学
合格者数

早稲田大・慶應義塾大・
上智大・東京理科大・
延べ合格者数

86人 257人
8,600

㎡
280人

3カ月

93% 175
放課後の基礎補習・応用講座
春夏冬の特別講習
中 1 から高 3 まで、英・数を中心として「 基礎 」

と「 応用 」に分けた放課後の基礎補習・応用講座

を実施。また、夏期・冬期・春期の長期休暇中に

は特別講習が組まれます。帰国生は、それぞれ

の実力に合わせて多くの講座の中から選ぶこと

が可能です。

日本の社会を知る
キャリア・スタディ

キャリア・スタディは、中3を対象とした学習プログラ

ム。企業別の事前学習を経て、生徒たちだけで企業訪問を

します。日本の企業やあらゆる職業の先輩たちと触れ合う

ことで、帰国生に社会の構造や自分の生き方について考え

るきっかけを与えます。また企業研修で体験したことをレ

ポートにまとめプレゼンテーションを行い、世界に通用す

る職業観や人生観を身につけます。

※2020・2021年度はコロナ禍のため、企業訪問を中止しました。

本校では、「 帰国生入試 」に合格し締め切りまでに入

学の手続きをとれば、その後再び海外に戻った場合で

も、原則として元の学年に随時、戻れるように対応し

ています。

入学後の「 編入保証 」

合格者
151名

保護者からのメッセージ

清水 菜穂さん

8 期生保護者

スイス滞在３年、

アルゼンチン滞在２年

トシコーは息子にとって、迷うことなく第一志望の学

校です。入学後は英語力を維持しつつ、他の科目の成績

も帰国当初より遥かに伸びています。また、放課後は憧

れのバスケットボール部でトレーニングを重ね、文武

両道を目指しています。帰国生でも社会からはみ出さ

ない、秩序のある聡明な日本人になってほしい。トシコ

―で親のその願いが叶いつつあります。

生徒の眼差しがキラキラしていた
所にとても惹かれました。

Message 01

曽羽 真紀子さん

７期生保護者

メキシコ滞在 2 年 4 ヶ月

この学校を選んだのは、文武両道をサポートしてくだ

さる環境が整っていたからです。部活はサッカー部に

入部しましたが、全国大会出場を目指し、仲間からよい

刺激を受けながら日々練習に打ち込んでいます。また、

英語力は帰国時より確実に上がっており、取り出し授

業のおかげだと感じております。先生方は、それぞれの

生徒に合わせた厳しくも優しいご指導をしてくださり、

息子から学校の話を聞くのが楽しみな毎日です。

先生方の親身なご指導により、
充実した学校生活を過ごしています。

Message 02

杉原 裕子さん

６期生保護者

フランス滞在 3 年

帰国生として入学しても、すぐにトシコーの生活に

馴染むことができました。先生方は、生徒一人ひと

りをよく見てくださり、きめ細かく指導してくださ

います。サッカー部で大好きなサッカーを続けなが

ら、仲間と励まし合い、通学時間などを利用して驚

くほどの集中力で勉強しています。まさに、「 勉強も

クラブも 100 対 100 」を体現できています。

「 勉強もクラブも 100 対 100 」の
学校生活を送っています。

Message 03

海外現地校
同一学年レベルの

授業を実施 中学では通常授業内に科学実験が週1回あり、3年間で約

60テーマを実施。高校で理系に進んだ場合、化学+物理ま

たは生物でそれぞれ、1年間で20テーマの実験があります。

授業はクラスを2分割した20人前後の少人数制を導入。実

験後は記述式レポートの提出が必須で、個別添削指導が毎回

受けられるため、分析力や思考力も飛躍的に向上します。高

度な実験が可能な設備や実験器具、薬品も充実しています。

自ら考え、
発見する科学実験

論文・レポート・プレゼン指導で
磨く日本語表現力
科学実験でのレポート提出をはじめ、高 1 の中期修了論文で

は、中 1 ～中 3 までの体験学習などを踏まえ、自らテーマを

設定。文献調査やフィールドワークをもとに 4 , 000 字以上

の論文を執筆し、研究成果のプレゼンテーションを行います。

1 年にわたる少人数制のレポート・プレゼン指導により、帰

国生の論理的思考力と日本語表現力を磨きます。

4,000字

科学実験
中学 3 年間のテーマ数

2019 年度キャリア・
スタディ訪問企業数

1 週間の英語取り出し
授業時間

中高 6年間の「 学年通信」発行回数合計

グラウンド面積 2022年度帰国生入試志願者数

クラブ加入率（ 中学 ） 中高 6 学年の
補習・講習等の合計講座数

中期修了論文の文字数

「編入保証」
とは？

［取り出し授業受講者数］（2022年4月時点）

（高1）28名、（中3）29名、（中2）31名、
（中1）51名　※中1はトライアル受講者数

※2019年度キャリア・スタディ訪問企業数

※中学・高校合計

帰国生第6 期（ 現高 1）〜第 8 期（ 現中 2 ）の保護者に聞きました！


