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学校が運営する
日本唯一のラジオ局

留学生と共に学ぶ
共生社会の実現へ

共に学び、共に感動する

共感理解教育の実践

www.seisa.ed.jpwww.seisa.ed.jp 星槎国際では、日本全国に60以上の学び舎があり、
また海外54カ国が教育特区として認可されています。



海外にいながら高校生活 帰国後に新入学・転入学
● 放送試聴、DVD教材による学習
自分の都合に合わせて、学習時間を作れます。レポートを作成し、現在のお住まい・滞
在先から郵送します。

● Skypeによる面接授業とコミュニケーション
普段の学習のサポート、フォローをします。定期的な顔合わせの場とすることで、学
習面だけでなく、生活面の状況を共有していきます。

● 長期休暇中の集中スクーリング
夏季・冬季・春季に行われる集中スクーリング（対面）に参加します（年間数日のみ）。
日本の仲間と一緒に学び、楽しむことで、友達づくりの場面となります。

● 110種類の授業
例えば国語は基礎クラス、英語は特進クラス、といったように、約110種類の選択授
業「ゼミ」から、自分の学力状況に応じて選択し、細かく時間割をデザインできます。

● 150種類の学校行事
夏休みの「夏企画」や、文化祭、体育祭、修学旅行、地域イベント、海外研修・・・ホンモノ
に触れる”生”の行事を通して、学校に行きたくなるキッカケが見つかります！

● 30種類の部活動・同好会
運動系は数多くが全国大会出場。大人気なのが文化系。
みんなにスポットライトが当たる、共感と理解を実践する部活動・同好会です。

How to Graduate “SEISA Kokusai High School”

in your residence country

● Learn using teaching materials such as broadband sources and DVDs.
You can learn according to your local lifestyle as well as the available time in 
your residency because the teaching materials can be adjusted and provided 
by the broadband.

● Follow your school assignment and study schedule by using Skype, 　
　 Email and other accessible devices.
You can communicate your teachers using Skype (Video call), Email and other 
SNS. Please feel free to contact us. 

● Available “Seasonal Intensive Schooling” in Japan.
SEISA provides from few days to a week intensive schooling program in the 
four seasons. You can learn with Japanese students and make friends with 
them. You can learn with Japanese students and make friends with them.

How to Enter “SEISA Kokusai High School”

 returning to Japan

● Learn using educational materials such as braoad band, DVD and 
　 other relevant on-line tools.
According to your lifestyle, interests, your level of learning, you can design 
your original curriculum in SEISA.

● Provide over 150 events and learning topics with interacting students.
School Fest, School Trip, Regional Events, and so on. You can make lots of 
learning experiences and friends in SEISA.

● Present you after school activities over 30 clubs including sports, 
　 arts and social-interactions.
Many club activities of sports participated in the National tournament every 
year. And, there is a lot of unique club activities of arts. Let’s make friends!
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星槎グループ SEISA GROUP http://www.seisagroup.jp/en/
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