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Creating future innovators
who change the world for the better.

Mission Statement
教育理念

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

Laurus is the only International School of Science in Japan.
日本で唯一のサイエンス・インターナショナルスクール
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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.

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。

Chairman,
Kiyomi Hioki

Head of school,
Mami Hioki
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Science education at Laurus
ローラスのサイエンス教育

The important things is for children to have lots of experiences.

At Laurus, children have the opportunity to observe various natural phenomena
in the open air during the four seasons and to experiment with a variety of subjects.
The children's eyes are always sparkling at the wonder of the world.
Why do clouds float? Why is there night and day?
These questions drive them to observe and to make predictions.
They experiment and see the results. Then we make a hypothesis about what it might be.
It is this repetition that develops the ability to think.
Science is not something that children are forced to learn.
It is the accumulation of fun and exciting experiences that cultivates children's zest for life,
fosters their ability to think for themselves, and nurtures the scientists of the future.

子供たちにとって大切なのは沢山体験すること。

ローラスでは移り変わる四季の中いろいろな自然現象を野外で観察したり、
さまざまなテーマで実験をしたり、体験します。
世界の不思議に子供たちはいつでも瞳を輝かせています。
なぜ雲は浮かんでいるの？どうして夜と昼はあるの？
疑問に突き動かされるようにじっと観察をして、予想をする。
何回も実験をして結果を見る。そして、こうなのではと仮説をたてる。
その繰り返しが考える力を育てます。
子供たちにとってサイエンスは強いられてする勉強ではありません。
楽しくてたまらない体験の積み重ね、わくわくどきどきが子供たちの生きる力を培い、
自分の頭で思考するちからを育み、未来のサイエンティストを育てるのです。
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Feature of early childhood education
ローラスのプリスクール教育の特長
The age of 1.5 to 3 years is an important time for the development of the heart, body and mind. Children's minds are full of
thoughts and feelings that they want to share, and the staff at Laurus listen to these thoughts and feelings and try their best to
speak them out in English. Children grow up with a sense of security that they are being looked after and understood, which
helps them to develop both mentally and physically.
Confidence that they are loved => mental stability => self-affirmation => improved communication skills & desire for
knowledge
Feature of curriculum
At Laurus, we are committed to the development of positive and knowledgeable children.
Science Wonder Experience Why? How? ⇒Curiosity
Formulate hypotheses ⇒ Ability to think and communicate in one's own words
Observation, experimentation and verification ⇒ Spirit of inquiry and fear of failure
Literacy Learning the sounds of English through phonics ⇒ Correct English pronunciation
Connecting sounds ⇒ Reading and writing skills ⇒ Establishing English skills
Enjoying stories ⇒ Reading comprehension and imagination
Rhythmic (Preschool) Concentrate and listen to sound => Concentration
Feel the music ⇒ Sense of rhythm and sound
Thinking and using the body to express oneself ⇒ Expressiveness and basic motor skills

1.5～3歳は心と体と頭が大きく育つ大切な時期です。子どもたちの心の中は伝えたい思いで溢れています。 Laurusのスタッフは一人一人の心に
寄り添い、その伝えたい思いに耳を傾け、それを英語で代弁する努力を続けています。子どもたちは、自分たちが大切に見守られ理解されている
という安心感を得ることで、心も体も健やかに成長していきます。
愛されているという自信⇒心の安定⇒自己肯定感⇒コミュニケーション能力 &知識欲のアップ
カリキュラムの特長
人間としての基礎が育つ大切なこの時期をどう過ごすか？ Laurusでは、前向きで知識欲旺盛な子どもたちの育成に努めています。
サイエンス不思議体験 なぜ？どうして？⇒好奇心
仮説を立てる⇒自分の言葉で考え、伝える力
観察・実験・検証⇒探求心や失敗を恐れない心
リテラシー フォニックスを通して英語の音を覚える⇒正しい英語の発音
音を繋げる⇒読む力と書く力⇒英語力の定着
物語を楽しむ⇒読解力と想像力
リトミック（ Preschool）集中して音を聞く⇒集中力
音楽を感じる⇒リズム感・音感
考えて体を使って表現する⇒表現力・基礎的な運動能力
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Preschool
プリスクール
We create an idealistic environment for young learners to explore and learn by providing a warm,welcoming environment. Students
are guided in the acquisition of important social skills, focusing on politeness and good manners. We create a safe environment to
help students grow both physically and emotionally.
最も理想的なかたちで英語を習得できるクラスです。 英語の環境の中で様々なアクティビティーを楽しくこなしているうちに、自然に英語や英語圏の文化
を習得するばかりでなく、 集団の中でのマナーや社会性を身につけることができます。
また、独自のカリキュラムでお子様の自立心と、学ぶ意欲を最大限にひきだします。

●Ages: From 1 year and a half to 3 years old
●Courses: Full day course (8:30-18:00), 5 hours course (9:00-14:00)
●Lesson hours: Monday to Friday (from 1 day / week)
●年齢：１歳半～３歳
●コース：フルデイコース (8:30-18:00)、5時間コース（ 9:00-14:00)
●レッスン時間：月曜～金曜・週１回より ※スクールによって異なります。

9:00
Free Play Time

9:30
Morning Assembly

9:45
Circle Time

10:15
Snack &
Story Time

10:40
ESL

11:00
Discovery Time

After greeting their teachers and friends, students put their belongings in their
lockers, change out of their uniforms and prepare for the day ahead.
パズルやブロックなどで自由に遊ぶ時間。終わったら必ずお片付けをします。

All Laurus students, from preschool to kindergarten, come together to say good
morning, sing and discuss the daily agenda.
皆で集まり、ローラスの誓いを大きな声で謳います。

Students and teachers sit together in a welcoming circle to practice daily English,
such as numbers, colors and days of the week.
天候、曜日、名前など日常の基本的な会話をマスター。英米の童謡や手遊びなどのムービングア
クティビティ。自然に英語独特のリズムやイントネーションを習得していきます。

Time to relax, have a snack and read a story.
子供たちの好きなリラックスした時間。

At a nearby nature park we encourage the children to search for new and interesting
plants and animals. What will we discover today?
月々のテーマにあわせて、フラッシュカードやワークシートで単語、センテンスなどを学びます。

By playing games, singing songs and exploring our interactive classroom, we learn
English in a fun, natural way.
公園に植物や生き物を探しに行きます。発見した物をじっくり観察してみよう。今日はどんなものを
発見できるかな？？

11:45
Lunch Time

Learning manners, nutrition and responsibility are all a part of lunch time.

13:00
Science Art
& Craft Time

Even for our young learners, experimentation and inquiry-based learning is
something we focus on. Students are given hands on experience to touch and
explore new ideas during our preschool science classes.

楽しいお弁当の時間。マナーもしっかり守りましょう。

月々のテーマに沿い、毎日違ったプロジェクトを実施。英語でクラフトやお絵かきに集中。

14:00

5 hours course students go home 5時間コースの方はここまで
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Extended care

14:00~

ここからは延長保育です

After a long day, our preschool students take a nap.

14:00
Nap Time

お昼寝したり絵を描いたりする自由な時間。

When the students wake up, we have a small snack, and students are given
another opportunity to socialize.

15:30
Snack Time

皆で仲良くお菓子を食べよう。

We prepare multiple crafts, puzzles and games designed to inspire students to be
creative and thoughtful while providing a safe area where they can learn and
explore.

16:00
Free Play

絵本やアート、積み木、パズルなどでお迎えが来るまで楽しもう。

18:00
Good bye

What a fun day we had! See you next time! 今日も一日楽しかったね !

Extended care
延長保育について
Children are welcome to stay after the lesson time for extended childcare, so please let us know if you would like our
extended childcare service. Times differ on each school, so please confirm it with the school.
レッスン終了後もお子様をお預かりすることができますので、ご希望の方はご利用下さい。
お預かりできる時間帯はスクールによって異なりますのでお確かめください。

Time

Tuition

8:00am - 8:30am

￥2,000 / 30min

8:30am - 18:00pm

￥1,000 / 30min

18:00pm - 18:30pm

￥2,000 / 30min

If you would like our extended childcare, please apply by the day before you need this service or if necessary tell the staff
in the morning on the day. If you contact us by 13:00, we will be able to look after your child in an emergency.
There is a limited number of children we can accept for extended childcare, so if you would like this service on a specific
day every week, please consult with the staff so that we can ensure a position. Sometimes we cannot accept for
extended childcare.
延長保育をご希望の方は前日までにお申し込みください。緊急の際はスタッフにご相談下さい。また、お迎えが遅れる場合などは
にお電話いただければ延長保育としてご希望の時間までお子様をお預かりすることが可能です。

13：00まで

尚、一日にお預かりできるお子様の人数に限りがございますので、毎週決まった曜日に延長保育をご希望の方は予めご相談ください。人数に
よってはお受けできない場合もございます。ご了承ください。
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Kindergarten
キンダーガーテン

Divided into three grades, students learn English in a natural native way. Our kindergarten curriculum is based around science
and literacy, encouraging experimentation and inquiry based learning. We provide both karate and physical education classes,
taught by specialist teaching staff, for physical and mental development.
年齢別に 3学年に分けることでしっかりとした英語力を身につけます。サイエンスとリテラシー（読み書き）を
2本の柱として、卒園時にはサイエンス学習
のプレゼンテーションができるまでになります。
また外遊びや PEの授業も積極的に行い、知的成長とともに心身の発達も促すバランスの取れた教育を行っています。

●Ages: From 3 to 6 years old
●Courses: Full day course (8:30-18:00), 5 hours course (9:00-14:00)
●Lesson hours: Monday to Friday
●年齢：３歳～６歳
●コース：フルデイコース (8:30-18:00)、5時間コース (9:00-14:00)
●レッスン時間：月曜～金曜（週 5日）または月曜～土曜（週 6日） ※スクールによって異なります。

K1 Typical Daily schedule
年少クラスの一日
9:00
9:30
Morning Assembly

9:45
Circle Time

10:00
Math
10:30
Exploration time or
P.E. (Karate)

11:30
English
12:00
13:00
Science

13:50
Closing Circle

(subject variations throughout the week)

（教科は曜日によって異なります。）

Free Play Time 簡単なエクササイズやパズル、積み木などで頭と体をリフレッシュ
Children from preschool and kindergarten join together for a warm and fun welcome
to the day! Teachers review the daily schedule with songs and topical discussions.
皆で集まり、ローラスの誓いを謳います。 How are you?にはじまり、天候、曜日、名前など日常の
基本的な会話をマスターします。

Students and teachers sit together in a welcoming circle to practice daily English,
such as numbers, colors and days of the week.
数字、色、曜日など日常の基本的な会話をマスター。英米の童謡や手遊びなどのムービングアク
ティビティ。自然に英語独特のリズムやイントネーションを習得していきます。

Students are encouraged to build awareness and readiness for mathematical
concepts with hands-on activities to do and real-world problems to solve.
実際にアクティビティを体験したり、現実社会の課題を解決したりする事で、算数のコンセプトに対す
る気付きと学習基盤を築きます。

Students go to the park and explore the natural environment around them. Once a
week we also have a P.E. class and a Karate class with our specialist teachers!
公園に行き、周囲の自然環境を学びます。また、週に一度、専門講師による
あります！

P.E.や空手のクラスが

Phonics provides the cornerstone from which our students learn to read and write.
Emphasis is also placed on speaking with a considered syllabus that includes
real-world situations such as role-play and show and tell.
Phonicsは、生徒が読み書きするための基礎を提供します。また、カリキュラムは
が置かれていて、 Role-playやShow and Tellなども実践しています。

Speakingに重点

Lunch Time
Epitomizing the Laurus school ethos, science classes challenge students via
stimulating thematic units which encourage children to hypothesize, experiment and
inquire!
サイエンスは、 ”世の中の不思議 ”を見て触って感じられるようなテーマを与え、生徒たちが仮説を立
て、実験し、探究するように促しています。

The day is brought to a close as children review the day’s taught content. This is also
an opportunity for a shared reading time and a goodbye song!
その日の学んだ内容を復習し、皆で感想を述べ合います。そして読書タイムの後、グッバイソングを
歌います。

14:00

5 hours course students go home 5時間コースの方はここまで
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Extended care ここからは延長保育です

14:00~

A fun time after school for studying and playing with friends.

14:00
Free Play Time

15:00
Exploration time

15:45
Snack Time

16:30
Study Time
18:00
Good bye

5時間コースの子どもたちはここで降園します。フルデーコースの子どもたちはパズル、ゲーム、
アートなど教室を広く、創造的に使いながら、日替わりの楽しいアクティビティを楽しみます。昼寝の
必要なお子さんは昼寝をします。

Go out and enjoy the outdoors.
公園や外で体を動かします。

The time for snack children love.

皆で仲良くお菓子を食べよう。

Children learn History and the Social Studies. Let’s learn more and more about our world!
宿題に取り組みます。宿題の終わったお子さんから好きな遊びを自分で選んで遊びながらお迎えを
待ちます。異年齢グループで活動することで、年下のお友達をいたわる心が育ちます。

What a fun day we had! See you next time! 今日も一日楽しかったね !

The two pillars of the Kindergarten curriculum
キンダーガーテンカリキュラムの2本の柱
Reading

＊Literacy＊

Writing
Speaking
Science
STEM

＊STEM＊

ICT
Math
Social Studies
Music
PE、Karate

The two pillars of the original Laurus curriculum are Literacy and Science/STEM. In terms of Literacy, we aim to ensure that all
children are literate by the time they graduate. Our goal is for students to be able to read and write at a level similar to that of a
native primary school student in three years. To date, almost all of our students have achieved this goal.
ローラスのオリジナルカリキュラムの 2本の柱は Literacyと Science・STEMです。
Literacyに関しては卒園までにはゆるぎない読み書きの力をつけます。目標はネイティブの小学校低学年のレベルの力を
今までほぼ全員の園児がその目標を達成して卒園しています。
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3年間でつけることです。

Curriculum
カリキュラム
At Laurus, there are three main types of learning: textbook-based, inquiry-based, and cross-curricular learning.
国際基準のカリキュラムを採用し、基礎はテキストでしっかり固め、クロスカリキュラの探究学習を行います。

Subject

Teacher

Class

教科

講師

授業

Class
teacher

Students build a solid foundation in the key areas of reading, writing, speaking and listening.
Following the internationally recognised Phonics reading and writing program, students are
provided a systematic and logical framework for development. JAPEC speaking and listening tests
track child growth to ensure no-one is left behind.

English

クラス担任

Language
Arts

Class
teacher
クラス担任

Social
Studies

Class
teacher
クラス担任

Math

Class
teacher
クラス担任

Art

Class
teacher
クラス担任

Englishの授業では、 Reading、Writing、SpeakingそしてListeningの重要な分野において、しっかりとした基礎を築
きます。国際的に認められている Phonicsプログラムを用いて、生徒達に体系的かつ論理的な英語力向
上のプログラムを提供しています。また、年に 2回、 JAPECのSpeakingとListeningテストを受験する事で、習熟度
を確認しています。

Language Arts has a wide-ranging remit for the ‘opening circle’ component of the schedule.
Language Arts includes language and vocabulary building, show and tell and various review
activities/discussions that expand upon concepts taught within core subjects.
Language Artsは、言語、語彙力向上、 Show and Tell、そして他の教科をより深く理解するため、様々な発表やディ
スカッションを通して英語学習のベースを作ります。

Laurus introduces bespoke units that start by students learning about themselves and expanding
outwards towards looking at the world around them, learning basic skills needed in life and
required in order to learn more about these topics in the future.
生徒達は、まずは自分自身について学び、周りの世界へと視野広げ、将来的にこれらのトピックについて深く学ぶ
ために必要な基本的なスキルを学びます。

Stimulating Math classes challenge students with hands-on activities to do and real-world problems
to solve. Children develop strategies to find solutions to problems via engaging and intuitive
lessons that foster interaction with mathematical concepts in a variety of ways.
算数の授業では、生徒達は実践的なアクティビティや実世界の課題解決に挑戦します。生徒達は、算数のコンセプ
トと結びつく、魅力的で直感的なレッスンを通じて、問題の答えを見つける戦略を練ります。

Self-expression and creativity are encouraged in art classes that utilise various forms of media and
work to supplement and enhance the rest of the curriculum including science, social studies and
seasonal crafts and activities.
様々な形のメディアを活用し、サイエンス、社会、そして季節のクラフトやアクティビティを通して自己表現と想像力を
養います。
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Curriculum
カリキュラム

Subject

Teacher

Class

教科

講師

授業

Specialist

At Laurus International, we put great importance on Science and the scientific process. We
encourage students to use logic and empower them with the skills to carry out their own
experiments and investigations. The curriculum covers all the fundamental disciplines, including
Biology, Chemistry, Physics and Earth Sciences.

Science
専門講師

STEM
*K3~

ICT
*K3~

Specialist
専門講師

Specialist
専門講師

Specialist

ローラスでは、科学的なプロセスを非常に重視しています。私たちは、生徒たちが論理的であること、実験や勉強を
する習慣を身に付けることを奨励しています。
カリキュラムは、生物学、化学、物理学、地球科学を含むすべての基本的な分野を網羅し、子どもたちの「なぜ？」
「どうして？」を育みます。

Students alternate between months of programming and other STEM activities. STEM activities
focus on engaging in Project Based Learning to research and engineer a solution to a real-world
problem, connected to other subject areas being explored at the time.
生徒達は数ヶ月のプログラミングと STEMアクティビティを交互に繰り返します。 STEMアクティビティは、同時期に探
究されている他の教科と結びつき、実世界の問題に対する解決策を研究し、エンジニアリングするプロジェクトベー
スの学習に重点を置いています。

Students use online resources in ICT to hone their keyboarding skills. It is important that these
classroom activities are linked to real-world concepts so that students can transfer their proficiency
to higher grades and beyond.
生徒達は、キーボーディングスキルを磨き、コンピュータの機能を操作する方法を学びます。これらの授業での活動
は、実世界でのコンセプトと結びついているので、生徒たちはより高いグレードへと彼らの習熟度を伸ばす事ができ
ます。

Expertise is provided by dedicated teachers in P.E. and Karate. P.E. covers topics such as balance,
body awareness, movement, coordination, free running and tumbling (gymnastics) while discipline
and self-control are instilled in Karate lessons via a nonviolent form of martial arts called Shotokan.

PE, Karate
専門講師

Specialist
Music
専門講師

PEと空手は専門講師が授業を担当します。空手は、規律や自己制御の精神を学ぶため、松濤館流で型をメインに
習得します。 PEでは、バランス、身体認識、ムーブメント（動き方）、身体調整、フリーランニング、タンブリング（体
操）などのトピックを広く扱います。

Active, holistic and play-based musical activities from our specialist music teachers inspire
students to develop skillsets and understanding in areas such as beat and tempo, loud and quiet
sounds, high and low pitch, musical structure and timbre.
アクティビティ、遊びをベースにしたホリスティックな音楽活動で、専門の音楽教師が生徒にビートやテンポ、大きな
音や小さな音、高音域や低音域、音楽のストラクチャ ―や音色などの知識とスキルを教えます。
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Innovator Education
イノベーター教育

Science
“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.

STEM
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.

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。

Programming
ケンブリッジICTシラバスに沿ったプログラミングのアクティビティを行う
ことで、子供たちは変数、アルゴリズム、文字列、ループ、そして構文
について必要な知識を身に付けます。さらに、子供たちが将来、実践
で使えるようにするため、実際のシステムやロボットをプログラミングし
て学びます。

By following the Cambridge ICT syllabus for programming and
supplementing it with additional activities, our students learn
everything they need to know about variables, algorithms, strings,
loops, and syntax. All of our students go on to program real systems
and real robots, ensuring they are ready for the world of tomorrow.
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Annual Schedule
年間スケジュール
Through many seasonal events, we provide opportunities for our students to come in contact with not only the English language, but
also foreign cultures. We bring together language, culture and people in a holistic way.
様々な季節のイベントを通して言語のみならず、外国の文化に触れる機会を多く提供し、言語と文化と人を有機的に結び付けていきます。

Schedule 時期

Term1

Event 行事

April

Entrance Ceremony 入園式

May

Observation Week 授業参観ウィーク

June

STEP Eiken-test, Sports Day STEP英検テスト、運動会

July

Summer Camp サマーキャンプ

August
September
October

Summer Vacation 夏休み
STEP Eiken mock test STEP英検模擬テスト
Excursion, Halloween Week 遠足、ハロウィンウィーク

Term2
November
December

Term3

Performance Day, Winter Camp 発表会、ウィンターキャンプ

January

STEP Eiken mock test STEP英検模擬テスト

February

JAPEC, STEM Fair JAPECテスト、STEMフェア

March

Spring Camp, Graduation Ceremony スプリングキャンプ、卒園式

Entrance Ceremony

Excursion

Sports Day

Summer Camp

Halloween

STEM Fair

Performance Day

Spring Camp

Graduation Ceremony
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Laurus Group
ローラスグループ

Date of Establishment
設立

Head Office
本部

Number of Students
生徒数

Members of
Teachers and Staff
講師数

The Chairman 理事長
The Principal 校長
Science Advisor
サイエンス顧問

November 21st, 2003
October 1st, 2001 (Foundation)

7F Green Oak Takanawadai, 2-26-10 Shirokanedai, Minato-ku, Tokyo
TEL. 03-5422-7390
FAX. 03-5422-7910

Approx. 1,200 (March 1st 2022)

Japanese staff 100
Native staff 100 (American, British, Canadian, Australian and Filipino etc.)

Kiyomi Hioki (Graduated from Yale School of Management, the US)
Mami Hioki (Graduated from Sophia University)

Seigo Murakami (Graduated from Kyoto University)
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(March 1 st 2022)

― 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

― Secondary school ―

Open September 2022 at Mita Campus.
We will move to new building in April 2023.

Mita station (Toei Subway Asakusa Line and Mita Line): 2-minutes walk
Tamachi station (JR Keihin-Tohoku Line and Yamanote Line): 5-mins walk
Akabanebashi station (Toei Oedo Line): 10-minutes walk

都営地下鉄浅草線・三田線 三田駅 徒歩2分
JR京浜東北線・山手線 田町駅 徒歩5分
都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩10分

Secondary (Open in September 2022)
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 school ―

Shirokane-takanawa (Tokyo Metro Namboku Line・Toei
Mita Line): 8-minute walk.
Mita (Toei Mita Line・Toei Asakusa Line): 9-minute walk.
Tamachi (JR Yamanote Line・JR Keihin Tohoku Line) /
Azabu-juban (Tokyo Metro Namboku Line・Toei Mita Line):
12-minute walk.

「白金高輪」駅（東京メトロ南北線・都営三田線）徒歩
8分
「三田」駅（都営三田線三田駅・都営浅草線）徒歩
9分
「田町」駅（JR山手線・JR京浜東北線）徒歩9分
「麻布十番」（東京メトロ南北線・都営大江戸線）徒歩
12分

Primary TEL: 03-6722-6310
FBR Mita Bldg. 4-1-27 Mita, Minato-ku, Tokyo 108-0073
港区三田4-1-27 FBR三田ビル 2F～5F
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― Preschool / Kindergarten ―

Aoyama TEL: 03-6450-6179

Shirokanedai TEL: 03-5422-7375

6-13-14, Minami-aoyama, Minato-ku

3-4-17 Shirokanedai, Minato-ku

港区南青山 6-13-14

港区白金台 3-4-17

Takanawa TEL: 03-6450-2923

Den-en-chofu TEL: 03-6715-6280

Regaro Takanawa 1F, 3-21-7 Takanawa, Minato-ku
港区高輪 3-21-7 レガロ高輪 1階

1-16-17 Tamagawa Den-en-chofu, Setagaya-ku
世田谷区玉川田園調布 1-16-17

Musashi-Shinjo TEL: 044-322-0182

Musashi-Kosugi TEL: 044-455-4014

Primo ichibankan 1F, 4-24-18, Suenaga, Takatsu-ku, Kawasaki-city

Park City Musashi-kosugi The Garden Towers WEST 2F W6, 2-228-1
Kosugi-cho,Nakahara-ku,Kawasaki-city

川崎市高津区末長 4-24-18 プリモ壱番館 1階

川崎市中原区小杉町 2丁目228 パークシティ武蔵小杉
ザ ガーデン タワーズウエスト 2階

Tsukishima school

Open in June 2022
Tsukishima station (Yurakucho Line):
6-minutes walk
Hatchobori station (Keiyo Line):
11-minutes walk
有楽町線 月島駅 徒歩6分
京葉線 八丁堀駅 徒歩11分

Tsukishima
Tsukishima PIER WEST SQUARE 1F 159, 1-11-8 Tsukuda, Chuo-ku, Tokyo 104-0051
東京都中央区佃 1丁目11-8 月島ピアウエストスクエア 1F 159号室
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