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開設準備中

国際高等学校《全寮制》
MBA流のリーダー育成を英語で実践

世界標準の魅力ある国際教育を実践、
次世代で活躍できるリーダー育成のために
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次世代で活躍できる国際感覚を備えたリーダー育成と独創性の高い教育環境を実現
すべく、インターナショナル・ボーディングスクール（全寮制国際高等学校）の設置を
計画しています。多国籍の生徒を国内外から広く受け入れ、「リーダー教育」をコンセ
プトとした環境で世界標準の魅力ある高等学校教育を実践します。

サマースクール

NUCB International College

201007

本校は愛知県知事認可による高等学校（学校教育法第1条校）です。世界的に認識された高度な教育
プログラム認定（計画中）のもと、文部科学省学習指導要領に基づき、主に英語で授業を行います。2
年次から本格的に開始する国際標準の教育課程で求められる批判的思考能力（クリティカルシンキン
グ）や表現力を養うべく、1年次に国際的学習アプローチを学びます。正規の高等学校卒業資格と国際
標準教育課程修了者資格の取得により国内の大学進学はもちろん、海外大学への進学も優位となりま
す。また1クラスあたり25名の少人数教育を実施します。

POINT 1 日本および国際標準の高等学校卒業資格の2つを取得

本校の特徴

全世界の中学生を対象に夏季休暇を利用した全寮制サマースクールを開催
します。サマースクールでは様々なアクティビティーやプロジェクトを通し、
文化や習慣の違いに触れながら、探究心、達成感、国際的学びへの意欲を
高めます。サマースクール参加は出願の条件ではありませんが、出願/入学
前に全寮制体験と国際高等学校の雰囲気に触れる重要な機会です。

入学年の3月までに中学校（Year 9）を卒業した生徒に向けてBridging 
Programmeを4月上旬から6月末まで開催し、入学者一人ひとりのレベル
に合わせて入学前サポートを行います。英語と数学の2教科から選択するこ
とができます。例えば、英語上級者は学術英語を学んだり、数学のスキルアッ
プを目指すことができます。
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 場 所
愛知県日進市米野木町三ヶ峯
（名古屋商科大学 日進/長久手キャンパス内）

 開校予定
2022年4月（9月入学）

本校の最大の特徴は全寮制であるということです。キャンパスに併設された学生寮で、異なる宗教、言
語や考え方をもつ学生たちと3年間を共に過ごし、協調性や多様性への理解を自然に身につけ真の国際
人に成長します。学生生活の貴重な期間に学校での学び以外でも、リーダー教育に必要とされる素養を
最大限に養うことができるよう工夫された寮です。24時間体制で生徒をサポートするためにカウンセリ
ングに関する資格や経験を持つHouse Supervisorや自身も海外での学修体験を持つHouse 
Mentorが生活を共にします。

POINT2 全寮制教育による早期からのリーダー育成

アクティブラーニングとケースメソッド
学習経験の分類図である「学習定着率」※2を根拠とし、学
習定着率が高い上位3分類、グループ討論、フィールド
ワーク、プレゼンテーションを実践するのがアクティブ
ラーニングです。ケースと呼ばれる実社会の問題やその
状況を描いた物語の主人公になったつもりで、生徒は解
決策を考えグループでの議論を繰り返し、自分ならどうす
るのかと主体性を持って知識を活用するケースメソッド手
法を用いて授業を行います。

POINT3 リーダー教育をハーバード流のケースメソッドで実現

全教員が修士号以上の学位を有し、学術的、教育的そして文化的に経験豊富な教育のエキスパートと
して生徒を指導します。世界MBAランキングで国内1位に選ばれたMBA教育のエッセンスがボーディ
ングスクール教育で提供されます。QS社（英国）世界MBAランキングで国内1位として認められる
MBA教育での本学園の経験を新設校でも活用します。ハーバードビジネススクールでトレーニングを
受けた教員がリーダーシップ開発、ファイナンス、マーケティングなどの科目で生徒を指導します。

※1 QS Global MBA Rankings 2021　※2 Edgar Dale, Audio-Visual Method in teaching, New York : Dryden Press（1946）
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プログラム例
● 名古屋で日本文化体験ツアー
● ゲームとレクリエーション
● チームプロジェクト
● ボーディング体験会(寮モデルルーム)
● シアタースポーツ

サマースクール August 2021

8.19Thu▶8.21Sat 2泊3日

国際高等学校は、名古屋市郊外の日進/長久手キャンパス内にあり、
安全で広 と々した快適な環境の中で学ぶことができます。

国際高等学校会 場

対　象 2021年開催時に中学生1年生から3年生、
日常会話レベルの英語能力保持者

定　員 20名

※ 詳細は、本学Webサイト「サマースクール」でご確認ください。

国際寮（建設中） 未来のリーダー国際教育研究センター国際高等学校（改装中） サッカー場／陸上競技場

国連の持続可能な開発目標~SDGs~に焦
点を当てたプロジェクトや、様々なグループ
プロジェクトを通じ、リーダーシップスキル
を伸ばそう。

ハーバードビジネススクール流のケースメ
ソッドを用いた本格的な問題解決や、想
像力を鍛えるシアタースポーツ等に挑戦
しよう。

本学の教員や名古屋商科大学の学生メン
ターと一緒に、アクティビティーを楽しみな
がら、自己管理能力、振り返り、デザイン思
考、コミュニケーション能力を向上しよう。

Leadership リーダーシップ Collaboration コラボレーション Life Skills ライフスキル
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Your Pathway To Achievement

締　切

2021年7月11日（日）

国際高等学校《開設準備中》 
事務局 愛知県日進市米野木町三ヶ峯  |  東京オフィス 丸ビル7F NIC Summer Schoolinfo@ic.nucba.ac.jp 

tel.0561 73 8181平日9:00-17:00お問合せ・お申込みは
Webサイト、Eメール、
お電話にてお気軽に

サマースクールで養われる力

2021年 7月1日（木）受付開始

名古屋市科学館



学校説明会

Information Session
国際高等学校《開設準備中》ではオンライン学校説明会を開催しています。全寮制及び国際標準の教育課程、

ケースメソッドを代表とする本校の魅力をご説明する特色説明や、校長挨拶、また質疑応答で皆様からのご質

問にお答えします。

次回平日開催（日本語）: 7 月     1 日（木）15:00 GMT+9
　　　　　　　　　　　  7  月  15 日（木）15:00 GMT+9

　次回休日開催（日本語）: 6  月  26 日（土）10:30 GMT+9

ご予約は本校ウェブサイトhttps://ic.nucba.ac.jp/jp/（
NIC NUCBで検索可能）から、または右記QRコードよりお

願いいたします。

随時オンライン個別相談も上記QRコードから受け付けています。

一対一で皆様の進学相談に対応させていただきます。是非お気軽にご参加ください。

We are excited to invite you to our next online information session, which offers an opportunity for you
to hear first hand about our exciting, new international boarding school. Also, you can hear directly
from NIC Principal, Mr. Dennis Kelly. Time will be given for Q&A.

Next weekday sessions in English :
July 1st, Thursday at ① 9:00 AM GMT+9

②14:00 PM GMT+9
July 17th, Thursday at ①9:00 AM GMT+9

②14:00 PM GMT+9
Next weekend sessions in English :

July 10th, Saturday at ①9:00 AM GMT+9
②14:00 PM GMT+9

To register for an information session, simply visit the
NIC school website :https://ic.nucba.ac.jp/ or use the
QR code shown on the right.

We are also accepting requests for online individual consultation sessions on our website
or by using the QR code shown above.




