






中学1年生 中学2・3年生 高　校

■誰にでも優しい社会
■点字・手話体験
■アイマスク・誘導体験
■インスタントシニア体験
■社会福祉新聞
■あーすぷらざ研修
■平和をつくるためにできること（提言）
■ワークショップとプレゼンテーション

社会集団の中での生き方を学ぶ 日本に過ごす者としてのアイデンティティーを育て
人としての土台をつくる

社会とのつながりを意識しながら、
 変化に強い人を育てる

■一人で行う職業体験
■華道・茶道・日本舞踊体験
■鎌倉研修
■横浜研修
■ 長崎研修
　 平和学習・震災学習・
　 課題解決学習
■ ワークショップと
　 プレゼンテーション

■総合的な探究の時間
1年次は「自分」そして「自分たち」のスキルを上げ、2年次以降
の探究活動につなげる

■社会問題探究
少子化問題や貧困問題など、様々な社会問題に対してアプローチを考える

■企業・起業探究
高校生の視点からビジネスプランを考えたり、企業の動きを探究する

「小さな平和」から「大きな平和」を

人としての土台をつくる

キリスト教に基づく建学の精神と、世界平和を願った創立者の
想いを土台とした、グローバル教育を実践しています。「『小さ
な平和』から『大きな平和』を」というコンセプトのもと、「いつ
でも、どこでも、誰とでも協力できる社会をつくる」ための働き
ができる人として成長することを目指します。

いろんな体験学習やプロフェッショナルとの出会い、

ワークショップやプレゼンテーションに

繰り返しテーマを変えながら幾度もチャレンジします。

そうした学びから、たしかな「発信力」が育まれます。

じっくり6年間をかけて人としての基盤を築き、成長していきます。

いろんな体験学習やプロフェッショナルとの出会い、

ワークショップやプレゼンテーションに

繰り返しテーマを変えながら幾度もチャレンジします。

そうした学びから、たしかな「発信力」が育まれます。

じっくり6年間をかけて人としての基盤を築き、成長していきます。

言語力

思考力 たくましさ

伝える言葉

主体的な判断 内面的な強さ

経験は力。
繰り返す学びで
プレゼンテーションが
得意になります。

経験は力。
繰り返す学びで
プレゼンテーションが
得意になります。

「言語力・思考力・たくましさ」を育てる総合学習

藤井 希さん

中学3年
ウワサの調査隊　隊長

総合学習では様々な体験をし、そこで学んだことを日常生活に活
かすことで、経験とします。私にとって、すごく印象的だった内容
は、『戦争と平和』というテーマで、戦時中あるいは戦後の日本を
班ごとで調べて、みんなの前で発表をしたことです。私の班は
「ウワサの調査隊」として、「無差別爆撃」や「進駐軍」という言葉
の意味を調査しました。私はリーダーだったのですっごく忙し
かったのですが…逆にすごく嬉しかったことがあって！ 同じ班
の仲間が、「この企画で戦争の価値観や見方が変わった！」と

言ってくれたのです。「あぁ、頑張って
まとめた甲斐があったな」と安心しま
した。この調査で戦時中の人々の気持
ちをよく知ることができて、本当によ
かったと思っています。
中学生は色々な考えを持ち、それを発
表し、本当にたくさんの経験をするこ
とで強く成長するんだなと思いました。
これからも、もっともっと強く成長し
たいです。

在校生の声
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ネイティブの先生たちとの
コミュニケーションを通して身につけるのは
“実践的な英語力”

ネイティブの先生たちとの
コミュニケーションを通して身につけるのは
“実践的な英語力”

アレセイアの英語

正しい学習方法で努力を重ねれば、
誰でも英語が話せるようになります。
アレセイアではネイティブ教師が受け持つ授
業と日本人教師が受け持つ授業の２種類があ
ります。ネイティブ教師の授業はそれぞれのク
ラスを半分に分けた少人数制で、オールイング
リッシュ授業を行います。日本人教師による授
業では、教科書を用いて、英語表現や英文法な
ど総合的な英語能力を養う授業を行います。
日本人教師とネイティブ教師がそれぞれの特
徴を生かし、英語を自分の言語として相手に伝
えることができるように工夫した授業を行なっ
ています。

■ 週に３度（中３は２度）のオールイングリッシュによる少人数制の授業で
　 生きた英語に数多く触れる。
■ 「分かる・伝わる」経験を繰り返し、英語をツールとして使う自信を育てる。
■ グループワークやプレゼンテーションなどを通して表現力を養う。

ネイティブ教師による授業の特徴

■ 単語テストなどの小テストを通じて、英語活動を支える基礎的な学力を身につける。
■ 日本語と英語の違いを読むことや聞くこと、書くことや話すことを通して理解する。
■ 自分の言葉（英語）で内容をまとめ、要約する力を育てる。

日本人教師による授業の特徴

英語は “才能”ではありません。

もっと英語に挑戦したい人へ

ネイティブ教師による放課後の講座で、「中学
から高いレベルの英語力を身につける」こと
が目標です。英会話だけでなく、正しく読んで
書く力を身につけるためのグラマー(文法)も
体系的に学んでいきます。
＊選考試験があります。

ファウンデーションコースJr.
ネイティブ教師による「気軽に楽しみ
ながら英会話ができる」放課後の講
座です。「英語はちょっと苦手だけど
ネイティブと話してみたい」「習った英
語表現を実践してみたい」という人に
最適です。

国際英語塾Jr.
昼休みにネイティブ教師と気

軽におしゃべりをすることが

できます。カジュアルな会話だ

けでなく、英検の面接対策も

可能です。

ネイティブティーチャーズルーム

Speak as much as you can. 
Don’t worry about making mistakes.

ミスをおそれず、たくさん話そう

    Our English classes use pair work and group 
work as well as presentations and discussions 
without using Japanese , to enhance the four 
skills: reading, writing, listening, and speaking. 
Students improve their confidence using English 
by speaking without worrying about making 
m i s t a ke s .  The r e  a r e  s i x  n a t i v e - s p e a ke r  
instructors in th is school ,  so you can speak 
English anytime you want. Don’be shy. Talk to 
us ,  t a lk to each other － because the most 
important thing is to enjoy speaking in English.

授業ではグループワークやペアワーク、発表や議論を
日本語は使わず、すべて英語で行い、読む・書く・聞
く・話すの4つの力を伸ばしていきます。失敗をおそれ
ず声に出すことで生徒たちは英語に対する自信を高め
ていきます。アレセイアには6人のネイティブの先生が
いて、いつでも英語で話すことができます。恥かしがら
ずに勇気を出して話しかけてみてください。なにより大
切なのは英語による会話を楽しむことなのですから。

ネイティブの先生から

ビル先生
［英語科］

もっとアレセイアを知りたい！

生徒・先生の
インタビュー動画
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アレセイアの学び
基礎学力フォロー
■ 学習クリニック・フォローアップ(指名制)

／ 中学1年 ⇨ 中学3年

英語と数学の基礎学力定着のための講座です。日頃の小テストや定期試験の結果により指名されます。
アレセイアの高校生や、大学生チューターのサポートを受けながら、各々のつまずきを克服します。

カウンター学習・チューターがいる学習室／ 中学1年 ⇨ 高校3年
ちょっとした質問は職員室のカウンターで！ 気軽に入れる職員室がアレセイアの特徴です。
また、学習室には卒業生の大学生がチューターとして常駐しているので、気軽に相談することができます。

／ 中学1年 ⇨ 中学3年

■ 学習クリニック・アドバンスト（希望制)

学力充実サポート

中学2年生、3年生対象の、英語と数学の演習講座です。土曜日と、長期休暇中に行われ、応用を中心とし
た演習で力を伸ばします。

■ 私学テストによる学力診断と学習指導
年3回私学テストにより、客観的な学力を診断します。個人成績表読み方講座を行い、生徒個人が自分の
学力を把握し、学習につなげるよう指導します。

■ 放課後オンライン講座
より学びたいという生徒向けのオンラインリアルタイム講座です。中学英文法や高校英文法、高校数学を
自宅に居ながら学ぶことができます。

■ GUセミナー

ＧＵシステム ／ 高校1年 ⇨ 高校3年

GUセミナーは、土曜日、夏・冬・春休みに継続する講座です。授業で学んだ知識のレベルアップを図りな
がら、模擬試験で自分の力を試し、難関大学受験に向けた応用力を身につけます。

■ GUサポート
AI学習ツールを用いた基礎学習の徹底、モチベーションアッププログラム、進路選択のためのガイダンス
などを行います。保護者向けの進路ガイダンスも行っています。

分からないことがあっても、すぐそばに先生やチューターがいます。

ICT教材を自在に活用して弱点の克服や授業の予習復習、

様々な学びのチャンスに対応しています。

確かな基礎学力の定着から、応用力、学力の充実、そして夢の実現まで

幅広く自立学習を支援し、学ぶ楽しさを深めていきます。

分からないことがあっても、すぐそばに先生やチューターがいます。

ICT教材を自在に活用して弱点の克服や授業の予習復習、

様々な学びのチャンスに対応しています。

確かな基礎学力の定着から、応用力、学力の充実、そして夢の実現まで

幅広く自立学習を支援し、学ぶ楽しさを深めていきます。

自立学習を支える
様々な学習サポートが
一人ひとりの力を伸ばします。

自立学習を支える
様々な学習サポートが
一人ひとりの力を伸ばします。

効率の良い学習を実現

学内では学習支援ソフト（ロイロノート）
を積極的に活用して問題の配布や回収、
解答の解説・添削を効率よく行います。他
の生徒の様々な解答に多く触れることが
できるのも、ICTを活用した学習だからこ
そできること。また、Google Workspace
を活用したクラス内の情報の共有や簡易
的なテストやアンケートなどの教育活動
に学校を上げて取り組みます。

電子黒板とタブレットで
多面的なアプローチ

一人一台iPadが配布され、毎朝の連
絡や授業での課題の共有・提出はも
ちろん、プリント類の共有などにも
使用しています。また全教室に電子
黒板機能付きのプロジェクターが完
備されており、プレゼンテーション
だけでなく生徒同士の解答の共有
や主体的な学びに日々活用されてい
ます。

オンライン学習にも対応

AI学習支援システムMonoxer（モノ
グサ）を活用して、英語と数学の基礎
学力定着を目指します。タブレットが
導入されたため、学校が休校になっ
たときにも、自宅にいながら学習活
動を続けることが出来ます。端末は
セルラーモデルを採用しているた
め、いつでもどこでも使用することが
可能です。

ICTを活用した学習
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 8：15～ 8：30

 8：30　 

 8：30～ 8：40

 8：40～ 8：55

 9：00～ 9：50

 10：00～ 10：50

 10：50～ 11：10

 11：10～ 12：00

 12：10～ 13：00

朝読書（月・木・金）

始　業

H　R

礼　拝

1校時

2校時

リラックスタイム

3校時

4校時

※6月～9月は
　部活動のみ18：3018：00　

昼休み

5校時

6校時

HR・清掃

放課後
16：00～ 17：00
16：00～ 17：30
※6月～9月は18：00

（学習クリニック）
（部活動）

完全下校

13：00～ 13：35 

13：35～ 14：25

14：35～ 15：25

15：30～ 16：00

16：00～

■入学式
■キリスト教強調週間
■創立記念礼拝
■ 新入生歓迎スポーツ大会

■中１、中２修養会

■生徒会選挙

■面談週間
■讃美歌コンクール
■中３横浜研修

■淡江（台湾）文化交流

■オーストラリア語学研修

■広島平和の旅

■英国語学研修

■平和祭

■中２職業体験

■防災訓練

■弁論大会

■体育祭
■中3長崎研修旅行

■中１あーすぷらざ研修
■芸術観賞会
■収穫感謝礼拝
■クリスマスツリー点灯式

3 March2 February1 January12December11November10October9 September8 August7 July6 June5 May4 April

■球技大会
■中２職業体験プレゼン
■クリスマス礼拝
■キャロリング

■中２鎌倉研修 ■入学試験

■入学者説明会

■中１平和学習プレゼン
■中２日本文化体験
■中３長崎研修プレゼン
■卒業式

SCHOOL EVENTS アレセイアの年間行事 アレセイアで過ごす学校生活は1日1日が楽しさと発見の連続です。なんでも語り合える仲間たちと輝きに満ちた毎日を。

TIMETABLE アレセイアの１日

3月／中2 日本文化体験

9月／平和祭

6月／讃美歌コンクール

1月／中2 鎌倉研修

12月／クリスマス礼拝

10月／体育祭

SCHOOL UNIFORM 制 服

ランチルーム

ロビニアホール

基本スタイル

制服はグレーのスーツスタイル。正装
時にはネクタイ、リボン着用。

夏スタイル

衣替えはなく、夏生地と冬生地のス
ラックス、スカートを季節にあわせて
選べます。

女子スラックス

女子のスラックスは冬も暖かく、自由
に動き回れると好評です。

紺色のセーター、ベスト、ポロシャツ
を組み合わせて、夏冬の区別なく自
由に着用できます。

セーター・ベストスタイル

4月／新入生歓迎スポーツ大会

8月／広島平和の旅4月／入学式 5月／中１、中２ 修養会
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