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日本で唯一のサイエンス・インターナショナルスクール

Mission Statement
教育理念
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Creating future innovators 

who change the world for the better.

世界をより良く変革するイノベーターを育成する
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ローラスへようこそ！
 
世界は凄まじい勢いで変化しています。
私たちが今経験しているこの激動の時代は“第４次産業革命”と呼ばれています。
AIやIoTまたビッグデータ等のイノベーションがこの技術革新を先導し、今世界中を飲み込んでいます。それと同時に加速する
グローバライゼーションにより一国だけでは解決できない問題は増加する一方であり、さらに複雑性を増していきます。

これから20年後、30年後の未来は、私たちの想像をはるかに超えたものであるのは間違いありません。これからの時代を生
きる子供たちには、自分の頭で考える力、問題解決力、クリティカルシンキング、創造力が必要になってきます。しかしながら現
在の日本の教育は50年前から全く変わっていません。これこそが、私たちが2010年に Bilinga Science International 
Schoolを設立し、2016年に Laurus International School of Science初等部を開校し、そして2022年に中高等部を開校する
理由です。

日本で唯一のサイエンス・インターナショナルスクールとして、私たちは生徒が自分の未来を切り拓く能力と技術を身に着け、こ
の不確実の時代に世界と社会にポジティブに貢献できるイノベーターになれるよう、献身的にサポートしていきます。

From the Board of Directors
ご挨拶

Welcome to Laurus!

The world is changing rapidly, and we are experiencing what many have called the fourth industrial 
revolution. This revolution is being led by innovations such as artificial intelligence, the internet of 
things and big data. These innovations are consuming the world. Rapid globalization has also 
created more and more complicated international problems. In a further 20 years, the world will be 
beyond our imagination, and our children will need the abilities and skills to solve problems without 
clear answers.

Although our world is rapidly changing, education at Japanese schools has changed very little in 50 
years. That is one of the reasons we decided to open an international science school in 2010 and the 
Laurus International School of Science Primary School in 2016 and Secondary School in 2022.

As the first and only international school of science in Japan, we promise to devote ourselves to 
equipping your children with the tools and knowledge they will need to create their own future. Not 
only will we guide and encourage them to become innovators and leaders, we will help them 
become responsible, contributing members of society during an era of uncertainty.

Chairman,
 Kiyomi Hioki

Head of school, 
Mami Hioki



Learning on Saturday
サタデーでの学び
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The Saturday International Course is recommended for students who 
are keen to study abroad or at international school in the near future 
and for returnees who want to maintain their English language skills. 
In particular, the Saturday Primary offers a combination of Laurus' 
original STEM curriculum, Innovator Education, and the Cambridge 
curriculum, providing a place where students from international 
schools and returnees can continue to use English at a high level.

In addition, the highly academic and enriching content of the 
Cambridge curriculum is offered by experienced teachers. Students 
explore new topics not only by textbook, but also by doing projects in 
which students work on social issues to find solutions and develop 
new ideas to make the world a better place. 

近い将来海外やインターナショナルスクールに進学を希望されている方や、帰国
子女で英語力を維持したい方などにおすすめのサタデーインターナショナルコース
です。特にサタデープライマリーでは、ローラスオリジナルのSTEMカリキュラムで
あるイノベーター教育とケンブリッジカリキュラムを組み合わせた内容が学べ、イン
ターナショナルスクール出身の生徒や帰国子女の方が高いレベルの英語を使い
続けることができる場を提供いたします。

また、ケンブリッジカリキュラムを取り入れた非常にアカデミックで充実した内容を
経験豊富な講師陣が提供します。生徒は新しい概念を教科書だけではなく、プロ
ジェクトを通して学ぶことで、世界で起きている様々な社会問題を取り上げ解決す
る糸口を模索したり、世界をより良くする新しいアイディアに取り組みます。

Using leading technology
最先端の技術を使った学び

Robot Drone 3D Printer VR 

One of the features of our education is introducing leading technologies into the classroom.Enabling students to enjoy 
and use the latest innovations, such as robots, drones, 3D printers and VR, is a step into the future.

最先端の技術を使うことも、私たちの教育の特徴のひとつです。ロボット、ドローン、3Dプリンター、VRなどの最新の技術を子どもたちが楽し
んで使えるようになることが、未来へのステップになります。



Our Saturday Primary School lessons are based on Cambridge Curriculum to 
improve academic skills and give students the tools they need for life in the 21st 
century. The programme is designed for learners who have basic skills in English 
and are willing to reach the next level of English understanding. We also focus on 
such skills as making speeches and writing essays. Classes focus on subjects such 
as Social Studies, Science, STEM and entrepreneurship. The programme also 
includes an eLearning platform as well as lessons for preparing and taking the 
EIKEN test at school every year, which can give parents a clear indication of their 
child’s improvement.
サタデープライマリースクールではケンブリッジカリキュラムの授業で基礎学力を高めつつ、 21世
紀に求められている英語力、サイエンスマインド、起業家精神などのスキルを身に着けます。この
コースは既に英語の基礎を学習し終え、次のレベルの英語運用能力（英語でスピーチをする、
エッセイを書く、社会・理科・ STEM・起業精神などの教科学習やプロジェクトを行うなど）を高めた
い生徒向けにデザインされています。 eLearning や毎年の英検受験及び対策も含まれます。

The schedule of Level 4 class / レベル4 クラスのスケジュール

9:50
Submitting homework

Reviewing the previous week’s reading and writing homework assignments together.
毎週出される読解と英文作成の宿題を提出し、授業に備えます。

10:00
Ondoku and Pronunciation 

Developing student’s English competency through reading and pronunciation practice with an iPA chart.
英文の音読と iPAチャートを使った発音練習を行い、英語の発声に重点を置いた英語能力を高めます。

10:20
Language Arts

(Cambridge International 
Curriculum) 

Using a Cambridge textbook for learning vocabulary and grammar. There is also a lecture for specific skills, such as 
using a dictionary, writing an essay, and improving speaking skills.   
ケンブリッジの教科書を使って語彙や文法を学んでいきます。また辞書の使い方、エッセイの書き方、スピー
キング改善など特別なスキル習得のための講義を行います。

10:50 
Writing/ Speaking / 
Discussion* / TEST

Students think through and organise what they have learnt by writing and speaking. Also as a review of the class, a 
vocabulary test is given at the end. 
新しいトピックやスキルを学んだあとは、作文やスピーチをすることで生徒が学習内容を整理する時間を設け
ています。また毎クラス、復習として語彙テストを行います。

12:00-13:00
Lunch Time / Excersice

Students enjoy eating and socializing with their classmates during lunch time and can have fun in the P.E room.
お昼休憩ではランチを食べた後、体育室で体をたくさん動かします。

13:00
Science

(Cambridge International 
Curriculum) 

Using a Cambridge science textbook for learning new topics and developing their scientific mind. There is also a  
lecture on specific skills, such as conducting experiments and writing a report.   
ケンブリッジの理科の教科書を使ってサイエンスマインドを学んでいきます。また実験のしかたやレポートの
書き方など特別なスキル習得のための授業を行います。

14:00
Social Studies, STEM, 

Entrepreneurship 

As the only international science school in Japan, we put great importance on project based-learning. We 
encourage students to use logic and empower them with the skills to carry out their own experiments and 
investigations. The curriculum encourages students to develop critical thinking by learning social studies, STEM, 
and entrepreneurship.
サイエンス・インターナショナルスクールとして探求型学習のプロセスを非常に重視しています。生徒たちは探
求を通じて論理的に物事を考え、ロジカルシンキングを身に付けます。カリキュラムは、 STEM、社会科を通し
て批判的思考を身に着けます。またアントレプレナーシップ（起業家精神）を学べるプロジェクトもあります。

15:00
Homework explanation

Reading and writing homework will be explained and assigned for the week. 
読解とエッセイの宿題について説明を行います。

●年齢：小学生
●レベル別コース：5時間コース（10:00-15:00)
※フルデイコースはございません。

Saturday Primary School
サタデープライマリースクール

●Age: Primary school aged students
●Leveled Course: 5 hour course (10:00-15:00)
※There is no full day course for Saturday Primary School.
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Cambridge Assessment International Education is a department of the University of Cambridge, providing international 
education programmes, examinations and qualifications to 10,000 schools in more than 160 countries. Its qualifications are 
accepted and valued by many leading universities and employers around the world.

The Cambridge curriculum provides a clear pathway for students’ continuous academic growth:

ケンブリッジインターナショナルスクールはケンブリッジ大学の非営利団体で、160カ国以上、10,000校に国際教育プログラム、試験、資格を提供

しています。その資格は、世界中の多くの一流大学への進学や海外での就職時にも認められています。

当校は今後中高等部の設立も計画しており、2022年9月には中等部が開校いたします。

下記は、生徒がケンブリッジのカリキュラムで学ぶことで、大学進学までにどのような資格を得ることができるのかを示しています。

The Cambridge Advanced curriculum is a 2-year course (AS and A-level) for students from 16 to 18. 
The Cambridge A-level diploma is accepted by all English speaking universities in the world and also recognised by 
MEXT (文部科学省) in applying for universities in Japan.

Laurus International School of Science looks forward to a future of assisting our students in fulfilling their educational 
dreams and reaching top tier universities.

Cambridge Advancedのカリキュラムは、16歳から18歳までの生徒を対象とした2年間のコース（ASおよびAレベル）です。

ケンブリッジAレベル資格を持っている学生は、世界中の英語を公用語とした大学で受け入れられ、日本の大学への出願においても文部科学

省によって認められています。

ローラス インターナショナルスクール オブ サイエンスは、夢を叶え、世界の一流大学へ羽ばたく学生をサポートできることを楽しみにしていま

す。

ケンブリッジカリキュラムについて

About Laurus Cambridge Curriculum
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“Why? For what reason?” By asking these questions and developing a 
hypothesis, repeating the experiments and observing the results, we 
can objectively analyse things from different angles, and gain the 
ability to think for ourselves. This process fosters an inquisitive mind, 
critical thinking and the ability to think for oneself.

Innovator Education
イノベーター教育

Science

STEM

Social Studies

Entrepreneurship

STEM stands for Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics. With a focus on interdisciplinary learning, we are raising 
talented youth with the critical thinking and judgment skills necessary 
to create new opportunities in the 21st century.

Our social studies program is fully based on inquiry or project based 
learning to learn how our world and society works. Students will 
explore a variety of topics from the local community to the history, 
famous people who changed the world and so on. This program 
aims to inspire students curiosity and interests rather than a study in 
a structured way. 

なぜだろう？どうして？と問いながら仮説を立て、実験観察を繰り返しま

す。様々な角度から客観的に分析し、自分で考える力をつけることがで

きます。

このプロセスにより探究心、クリティカルシンキング、自分で考える力を

培います。

Science Technology Engineering Mathematics の略で、これらを横断

的に学ぶことで、２１世紀を切り拓くために必要なしっかりした考えと判断

力を持った人材を育成します。また、エンジニアリングデザインプロセス

を元に、問題解決力、情報分析力、創造力、プレゼンテーション能力の

向上を図ります。

私たちの社会科プログラムは、私たちの世界や社会がどのように機能

しているかを学ぶために、探究型学習やプロジェクト型学習を全面的

に取り入れています。地域社会から歴史、世界を変えた有名人など、

さまざまなトピックを探求していきます。授業では体系的な学習という

よりも、生徒の好奇心や興味関心を引き立てることを目的としていま

す。

This day and age is no longer about choosing professions. Children 
are supposed to think of solutions to their own or other people’s real 
world problems. As a school we are there to guide them in the 
process of learning the skills needed for　problem-solving, creativity, 
originality and risk taking and to enable them to utilize those qualities 
in a successful career.

これからは職業を選ぶ時代ではありません。子供たちが現実世界で自

分が困っていること、人が困っている問題に対して様々なソリューション

を考え、それをビジネスにしていくためのスキルや問題解決力、創造

力、独創性、リスクを恐れない資質などを身に付けます。



・Entrance Fee（入学金） :￥55,000
・Annual Fee（教育管理費） :￥21,000 / year 年
・Facility rental Fee（施設使用料） :￥20,000 / year 年
・Monthly materials fee（月額教材費） :￥1,200
・It is necessary for students to buy materials and print texts.（その他教材費等）

Schools
Tuition 授業料

5 hours course (10:00-15:00）

Saturday　土曜日 ￥50,000

Courses & Tuition
コースと料金について

*Lessons are provided 42 weeks/year.　*レッスンは 年間 42 週となります。

Enrollment
募集要項

Course　コース   ・5 hours course (10:00-15:00)  

Ages　募集対象   ・Primary Students: From 6 to 12 years old　小学生：6歳～12歳

Schools 開講スクール   Primary school 初等部

Application Period　出願期間   Application closes as soon as the class is at capacity.　順次受付

How to Apply　出願方法   Attend Orientation / Submit Application Forms　郵送またはスクール受付にご提出

Required Documents　出願書類   Application Forms, Health certificate　願書、健康診断書

Admission Exam　入学考査    Interview & Assessment　書類審査の上、見学と個別考査

Results　考査結果発表    As soon as possible　順次

―　Laurus International School of Science　―
ローラス インターナショナルスクール オブ サイエンス
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Move to new building in April 2023
Tokyo Joshi Gakuen 7-10F. 4-1-30 Shiba, Minato-ku 108-0014
東京都港区芝4－1－30　東京女子学園内 7F-10F

Primary TEL: 03-6722-6310
FBR Mita Bldg. 4-1-27 Mita, Minato-ku, Tokyo 108-0073
〒108-0073  東京都港区三田 4-1-27 FBR三田ビル  2F～5F


