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Dr Rosanna Wong 博士,
DBE, JP

アジア・インターナショナル
スクール・リミテッド会長

長年にわたり伝承されてきた、伝統と革新のバランスのとれた卓越した教育は、ハロ
ウインターナショナルスクールを始め、ハロウ・イノベーション・リーダーシップ・アカデ
ミー、ハロウ・リトルライオンズと、全てのハロウの名のつく学校に受け継がれていま
す。私たちはハロウの価値観、理念、伝統を重んじ、ハロウの教育のモットーである
「Educational Excellence for Life and Leadership（人生とリーダーシップのた
めの卓越した教育）」のために、教育の最前線を走り続けていきます。

私たちには、知性や感性はもちろん、困難に立ち向かい、挑み続ける強い心を持った
若者を教育する義務と責任があります。

この冊子をご覧いただければ、私たちがこの使命にどれほど真剣に関わっているか、
そして、お子様を、誠実さと責任感を持って社会に貢献してゆく人材となるように教育
することが理解していただけると思います。私どもは、ハロウの伝統や教育理念を全
うし、より良き未来のために努力してゆくことを約束いたします。

Mel Mrowiec

イギリスハロウスクール前校長
ハロウ・インターナショナル
スクール・リミテッド会長

2022年に、イギリスハロウスクールは創立450周年を迎えます。この記念すべき年
に、日本で最初のハロウスクールであるハロウインターナショナルスクール安比ジャ
パンを開校することを大変嬉しく思います。

ハロウは20年以上もの間、アジアのさまざまな地域において学校を創設し、すべて
の学校が、イギリスハロウスクールの教育理念と現地のニーズとを融合させ、独特の
インターナショナルスクールとして教育を提供してきました。

ハロウ安比校は、全寮制の学校です。他の学校にない素晴らしい自然環境の中で、
11才から18才の生徒920名を教育します。そして、高い志を持つ生徒たちが、世界
の名門大学へ進学できるよう、サポートします。きめ細かな生活指導とがっしりしたハ
ウスシステムが学校の心臓部となります。さらに、スキー、スノーボード、ゴルフ、マウ
ンテンバイクなどの刺激的なコ・カリキュラム（課外授業・活動）が、生徒の学校生活を
より豊かで充実したものにします。

ハロウ・インターナショナルスクール・リミテッドを代表し、皆様をハロウ安比校という
素晴らしい「ファミリー」にお迎えすることを心よりお待ちしております。

もしい将来が
ここから始まります頼
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Julia Longbottom 

駐日本国英国大使

2022年夏にハロウ安比校が開校を迎えられることを大変嬉しく思います。

ハロウ安比校は、アジア初のユニークでエキサイティングな学校になることでしょ
う。見事な山々がそびえ立つ岩手県に位置し、日本の自然の美しさに囲まれなが
ら、920人の生徒の皆様はスキー、ゴルフ、テニス、サイクリングなどさまざまな冒
険を楽しむ機会に恵まれます。この類まれな環境にて卓越した教師陣から学ぶこと
ができるのです。 

ハロウスクールの教育は高く評価されており、ウィンストン・チャーチル卿、バイロ
ン卿、ジャワジャルラー・ネルー氏、ベネディクト・カンバーバッチ氏ほか、この学校
を卒業した方々の中には印象的な著名人がたくさんいます。数年、数十年後には、
ハロウ安比校の卒業生の名前が加わることでしょう。

ハロウ安比校は、すべての国籍の学生に、グローバルに活躍する人材や将来のリ
ーダーを育成するための質の高い英国式教育と「第二の故郷」を提供します。

ハロウ安比校のご発展とこの新しいコミュニティのご繁栄をお祈り申し上げます。

Farley氏はハロウアジアのグループ運営ディレクターであり、ハロウバンコク校の
校長（2012年~2019年）やブリティッシュ・スクール・イン・トウキョウの校長
（2003年~2009年）を務めてきました。彼は学校運営と教育面における経験が非
常に豊富であり、学校やカリキュラム設計管理、教育管理などを専門とし、東アジ
ア、ヨーロッパ、中東地域での実務経験もあります。Farley氏は、アジア・ブリティッ
シュインターナショナルスクール連盟（FOBISIA）の副会長、ハロウの多くのスクー
ル及びタイの東北にある慈善学校の理事も務めています。

ブリティッシュ・スクール・イン・トウキョウ(BST)にて校長を務めていた際には、在校
生徒数の倍増、BST昭和キャンパスの創設など、BSTに大きな変革をもたらしただ
けでなく、イギリスの私立学校監査局ISI（Independent Schools Inspectorate）
から最優秀レベルの学校として認定されるなど、素晴らしい実績も出してきました。

また、Farley氏は2012年から2020年までの間、ハロウバンコク校の校長を務
め、学生の大学合格実績など優れた結果を出し、、同校を世界トップクラスの学校
に育て上げました。在職中は学校の発展に尽力し、シックス・フォーム・センター、ク
リエィティブ・アート・センター、寄宿舎、アーリー・イヤー・センターなどの新設や改
築を行ない、彼の元でバンコク校は1600名の生徒を抱える学校に成長し、より多
くの学生たちがハロウの教育を受けられる体制を作り上げました。

Farley氏は、「ハロウ安比校はアジアにおける教育の中で、ユニークで心踊るプロ
ジェクトです。ハロウの抜きん出た教育水準と全寮制による親密な指導を安比高原
の美しい自然の中で行えば、必ず素晴らしい学校になります。世界的なコロナ禍で
はありますが、計画通り2022年の夏に開校する予定です。」と述べています。

Michael Farley 

ハロウ安比校
プロジェクト総責任者／初代校長
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ウィンストン・チャーチル卿
元イギリスの首相、

「最も偉大なイギリス人」

ジャワハルラール・ネルー
インドの初代首相

我々の伝承
イギリスハロウスクールは、世界トップクラスの名門パブリック・スクールの一つと称
されています。

1572年、ハロウスクールはエリザベス女王1世の許可を得てロンドンで創立されま
した。その後、4世紀以上に渡り、卓越した全人教育とハウスシステムで様々な人材
を輩出してきました。

詩人のジョージ・ゴードン・バイロン、物理学者のジョン・ウィリアム・ストラット、元イギ
リスの首相ウィンストン・チャーチル、インドの初代首相ジャワハルラール・ネルー、ヨ
ルダンのフセイン国王など、世界の指導的役割を果たしたリーダーや偉人、発明家
やノーベル賞受賞者たちを輩出してきました。

450年に渡り、リーダーを育成

スキャン
して見る

ジョン・ウィリアム・ストラット卿
ノーベル賞を受賞した物理学者

ジョージ・ゴードン・バイロン卿
最も偉大なイギリス詩人の一人
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アジア・インターナショナルスクール・リミテッドは、イギリスハロウスクールと緊密な協力関係にあります。

ハロウ・インターナショナルスクール・リミテッドは、イギリスハロウスクールの代理として、イギリス王室の認可を受けて
おり（ハロウスクールとジョン・ライオン・スクールが母体）、各地にあるハロウ・インターナショナルスクールを監督し、サ
ポートしています。

イギリスハロウスクールの役員は学期ごとに視察のためロンドンから来訪し、ハロウ・インターナショナルの専門家たちと
共に教育の質の保持、向上のために査察を行います。

各学校の視察は厳格に行われ、ハロウ・インターナショナル・スクール各校は、イギリスハロウスクールと同じ教育水準が
保たれます。そして強いネットワークで繋がれたハロウ・インターナショナル・スクール各校は、互いに協力しあい、この厳
格な教育水準を保っています。

ハロウ・インターナショナルスクール・リミテッド

1997年に発足したアジア・インターナショナルスクール・リミテッド（AISL）は、アジアのK~12教育（幼稚園から高校ま
での教育）におけるイギリス式教育の先駆者として、ハロウインターナショナル管理サービス有限会社及び関連会社に
全額出資しており、「ハロウ・インターナショナル・スクール」、「ハロウ・イノベーション・リーダーシップ・アカデミー」、「ハ
ロウ・リトルライオンズ・アーリーイヤーズ・センター」の運営にも携わっています。

私たちは、450年の歴史を誇るハロウスクールを規範とし、古くから受け継がれてきた「勇気」「名誉」「謙虚」「友情」と
いうハロウの四つの価値観を教育の中心に据えています。私たちは、この四つの価値観が全人教育の基盤であり、学校
を成功へと導いてくれると信じています。四つの価値観を具現化するもののひとつに「ハウスシステム」があります。「ハ
ウスシステム」は全人教育の核となります。さらに、リーダーシップを身につけることによって、生徒の態度・振る舞いなど
に変化が出てきます。ハロウの四つの価値観をベースに、先進的な手法を加味し、生徒たちの生涯にわたって恩恵を与
えられる教育を、私たちは目指しています。この先見性のある教育によって、卒業生たちは未来の牽引役となっていくこ
とでしょう。

バンコク、北京、香港、上海で創設したハロウ・インターナショナル・スクールは、現地の方々から高い評価を得ています。
さらに、2020年には深圳と海口で新たな学校を開校し、異なるバックグラウンドと才能を持つ学生たちの育成に尽力し
ています。

2020年に、ハロウ・イノベーション・リーダーシップ・アカデミーが中国で開校し、西洋と東洋の長所を統合したバイリンガ
ル教育を行っています。ハロウ・リトルライオンズ・アーリーイヤーズ・センターでは、幼い生徒たちが学校にあがるときか
らハロウの全人教育を受けることができます。

2020年度において、AISLがアジア地域で運営する学校の数は、24校に達しています。

アジア・インターナショナルスクール・リミテッド

密な協力関係緊

フォローする

Harrow International AISL

HarrowInternational

校舎設計
運営政策

品質保証

オンラインシステム

進学進路指導
サマープログラム

課外活動
プログラム

教員募集

カリキュラムデザイン
と査定

人材研修

英国ハロウスクール

＊2021年3月現在
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450年の歴史を持つイギリスのハロウスクールの四つの価値観「勇気」、「名誉」、
「謙虚」、「友情」は、私たちの教育の根幹であり、私たちの行いすべてに反映されて
います。

学科では卓越した教育が行われます。また、個人指導では各生徒が可能性を最大限
に開花できるよう指導し、「リーダーシップと社会貢献」のプログラムでは、品格と行
動力を身につけます。

伝統を重んじながらも、未来を見据えた革新にも力を入れ、新しい教育のあり方を追
求しています。そして、素晴らしい自然を持つハロウ安比校に合った教育の仕方や特
別なカリキュラムをデザインし、研修による教員の質の向上に努め、教育の最前線を
走り続けます。

これらのすべてを支えているものが、ハウスシステムです。ハロウスクールの伝統を
ベースに、学校内に小さなのコミュニティを作り出すことによって、幅広い活動、そし
て一人ひとりに合ったサポートを提供します。ハウスは、生徒たちのもう一つの家とい
えるでしょう。ハウスシステムの強みはその縦割り組織にあります。年少の生徒から年
長の生徒までが一つの「ファミリー」を形成し、年長の者が年少の者の面倒を見ます。

このような経験から生徒たちは、スキルや知識、人柄を豊かにし、バランスの取れた
優れた人材に成長します。私たちは、ハロウ・インターナショナル・スクールの卒業生
（ハロウヴィアン）が、ハロウで体得した四つの価値観の真価を発揮し、社会で優れた
功績や貢献を成し遂げてくれると信じています。

私たちのビジョン

スキャン
して見る

Educational Excellence for Life and Leadership
人生とリーダーシップのための卓越した教育
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私たちの目的は、さまざまな才能やバックグラウンドをもつ生徒たちが、生涯役に立つ学
力とリーダーシップを手に入れ、素晴らしい未来を迎えられるように育てることにありま
す。ハロウの教育を受けた学生たちが、日々変化していく社会に順応できる力を身につ
けられることを心から望んでいます。

ハロウ安比校では、下記にある四つの価値観に基づいて生徒たちを教育します。

たちの価値観私
先の見えない世界にても、希望と信念を持つこと
困難な決断であっても、自分の決断には責任をもつこと
態度や振る舞いが悪いときは、自他を問わず指摘すること
新たな考えを受け入れ、新たな課題を見つけること

勇　気

約束は守ること
困難な時でも、人が見ていない時でも、誠実な行いをすること
ハロウの伝統を重んじ、現代の価値観に当てはめること

名　誉

常に他者を思い、役に立つこと
正直で適切なフィードバックを交換し、失敗から学ぶこと
成功のいかんにかかわらず助け合い、仲間を称えること

謙　虚

他人の価値や違いを尊重し、協力することの強さを知ること
人に優しくし、人を進んで受け入れ、他者の貢献を大事にすること
自分が他者にして欲しいと思うことを行い、
自分が他の人にしてあげられる分だけを望むこと

友　情
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然と育む、
卓越された教育自

ハロウ安比校は岩手県の山々の中に位置しており、世界トップクラスの教育と素晴ら
しい自然とを融合させたこの学校は、アジアの中でも非常に異色な存在だと言える
でしょう。

見事な大自然に囲まれて、ハロウ安比校の生徒たちは、学業のみならずさまざまな分
野で各自の能力を向上させることができます。ハロウ安比校はイギリスのインターナ
ショナルカリキュラムを導入しているため、学生たちの学力向上もさることながら、世
界の名門大学への扉が開かれます。生徒たちがスポーツや創造芸術などを学べるよ
う独自のカリキュラムが用意してあり、スキー、水泳、テニス、ゴルフやマウンテンバ
イクなどのスポーツでは、専門コーチによる指導を受けることができます。

Educational Excellence for Life and Leadership（人生とリーダーシップのた
めの卓越した教育）という教育理念を基に、個別化されたケアと指導を行うことによ
って、生徒たちが優れた全寮制教育を受けられるように力を注ぎます。日本有数の自
然を誇る安比高原。その健全な環境は生徒たちを大きく成長させ、将来の成功へと
つながることでしょう。

ハロウ安比校は、11歳から18歳までの生徒を対象とする全寮制の学校であるた
め、イギリスのハロウスクールさながらの教育を受けることができます。広大な敷地
では最大920名の生徒が一緒に学びます。世界各国からやってくる生徒たちは、寮
（ハウス）でもう一つの家庭にいるような快適な生活ができます。

ハロウ安比校は、東アジアでは類を見ない国際的な教育体制が整っています。高い
学力水準、全人的な教育、そして、素晴らしい自然環境と三拍子そろっています。

ハロウ・インターナショナル・スクール安比校へ、ようこそ

スキャン
して見る　　　
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自然が舞台、
学び無限大大

ハロウ安比校は日本有数の自然環境を持つ安比高原に位置しています。学校全体が
素晴らしい大自然に囲まれ、澄んだ空気、緑豊かな木々や満天の星空といった、他の
学校にはない環境にあります。安比高原はスキーの聖地とも称されており、スキーに
加えて36ホールのゴルフ場やマウンテンバイクコース、室内プールや18面テニス
コートなども用意されているため、存分にスポーツを楽しめます。

優れた自然環境と最先端の設備が備わったこの場所で学ぶ生徒たちは、さらなる飛
躍を遂げるに違いないでしょう。ハロウ安比校は、学業とスポーツの両方を見事なバ
ランスで学ぶ条件が整っています。

物理を勉強するにせよ、新雪でスキーをするにせよ、学業は常に自然環境とスポー
ツと結びついており、明日の社会をリードする人材として成長するよい糧になるでし
ょう。

世界トップレベルの施設と、活気に満ちた学習環境

ハロウ安比校には、学習がはかどるように、最先端の施設が備わっています。

設計は、これまでのハロウ・インターナショナル・スクール各校の経験の蓄積を基に、
最先端のデジタル技術、デザイン、科学、自然への配慮を加味して行われました。

ランゲージ・センター、イノベーション・ハブ、クリエィティブ・アート・センター、デジタ
ル技術、寄宿舎、そして安比高原の自然を活用したスポーツプログラムなど、際だっ
た施設が用意されています。
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人教育全
世界トップクラスの教育には、きわめて優れた教師陣が必要不可欠です。

ハロウ・インターナショナル・スクールの教育チームは、ハロウ安比校の校長、教職
員、サポートスタッフに専門的アドバイスをします。AISLハロウ・アカデミーのサポー
トを受けて、彼らは専門能力を高め、最新の知識を学び、最高水準の教育を提供しま
す。チームは教育経験が豊富にある校長や、政府の顧問、そして影響力のある教育
研究家たちによって結成されています。

ハロウ・インターナショナル・スクール全校が同じ教育理念をかかげ、学生たちに一流
な教育を受けさせる事を最優先にしています。その結果として数多くの優秀な人材
を輩出し、保護者たちからも非常に高い評価を得ています。これらはハロウを世界的
な名門校に成長させる事にも繋がっています。私たちは、非常に優れた学校指導者、
教師だけを採用して職員の質を保持しています。教職員はみな高度な資格、高い学
歴を持っている者ばかりです。教師陣のほとんどはイギリス出身であり、オーストラ
リア、ニュージーランド、アイルランド出身の教師たちもいます。

そして、最高の自然環境を兼ね備えた唯一無二の学校に合うよう、精鋭揃いの教師
たちをグループ校から選んでハロウ安比校で教鞭を取らせます。応募者とは可能な
限りイギリスハロウスクールで面接を行い、ハロウの歴史ある伝統に触れられるよう
にしています。優秀な教師を採用できるよう、その過程は決して手を抜かず、最後ま
で「ハロウクォリティ」に恥じないように全力を尽しています。

さらに、生徒たちが安心して学校生活を楽しめるように、応募者のバックグラウンドを
入念に調査しています。

きわめて優れた教師陣

スキャン
して見る
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スー
パー・カリキュラム

全寮制

個別化されたケアハウスシステム

コ・カリキュラ

コア・カリキュラム
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スキャン
して見る

特別にデザインされたハロウ安比校のカリキュラムによって学力を伸ばした生徒たちは、16歳でIGCSEの試験、18歳でA 
Levelの試験を受けます。IGCSEとA Levelでは、幅広い科目の中から勉強したい科目を選んで受けることができます。

ハロウ安比校の教師陣は、最先端の教授法と教育施設、デジタル技術、そして安比高原の自然を利用して、カリキュラムを
さまざまな方法で強化・拡大します。例えば、理科を学ぶ際には、直接自然に触れながら実験することができ、天体観測や生
物観察も、映像ではなく大自然そのものを感じながら学ぶことができます。さらに、自然に満ちた環境下でインスピレーショ
ンを得て、美術、音楽、演劇などのクリエイティブな学習にもつなげることができます。

世界各地から学生が学びに来るため、ハロウ安比校はさまざまな文化や言語が交わる正真正銘のインターナショナルスク
ールです。授業は英語で行われますが、すべての生徒が、毎週3時間以上の日本語または中国語、もしくはその両方を学び
ます。そして、平日の夜または週末の時間を利用して、より専門的に学べる言語サポートもあります。

コア・カリキュラム

コア・
カリキュラム

スー
パー・

カリキュラム

コ・カリキュラ

全寮制

パストラルケアハウスシステム

イギリスのプレパラトリー・スクールのカリキュラムを模範に、主要科目として、数学、科学、プログラミング、英語、日本語、
中国語など、補助科目として、地理、歴史、芸術、演劇、音楽そして体育などを学びます。

生徒たちの勉強に対する意欲を高めながら、IGCSEやAレベルのテストに対応できる学力を身につける大切な準備期間に
あたる学年でもあります。

プレップスクール：7年生～9年生（11歳～14歳、日本の小学6年生から中学2年生）

A Levelで学ぶ科目を見極める土台となる学年。

必須選択科目として、英語(母国語または外国語としての英語)、数学、科学（化学、生物、物理の内より最低限1科目）があ
り、日本語または中国語が母国語の学生は自分の母国語を学ぶ事になります。また、選択科目として、デザイン、経済学、
プログラミング、デザインテクノロジー、演劇、音楽、ビジネス、地理、歴史、コンピューターサイエンス、体育、宗教学、統計
学などの教科があります。

その他にも、自分の興味のある教科を深く学べる授業や、「Future」と呼ばれるコースでは、大学の進路選択や将来のキャ
リアなどを考えたり、グローバル市民として活躍するスキルなどを学ぶ事になります。

シニアスクール：10年生・11年生（14歳～16歳、日本の中学3年生から高校1年生）

世界に羽ばたく準備と、大学進学そして、その先の人生の成功に向けて。

IGCSEを終えると、ハロウの生徒は「シックス・フォーム」と呼ばれる学年に上がり、大学進学に向けての準備が本格的に
始まります。A Level試験の対策授業を中心に2年間勉強し、世界の名門大学への進学準備を行います。Aレベル試験のカ
リキュラムは、イギリスが世界に誇る教育システムであり、世界の名門大学によって認められています。

シックス・フォームの2年間は刺激的でやりがいがあります。生徒たちは、自分が得意な科目を選ぶことができ、より深く勉
強することができます。科目には、会計学、デザイン、生物、ビジネス、化学、コンピューターサイエンス、経済学、英語、地
理、歴史、日本語、中国語、数学、メディア、音楽、物理、心理学などがあります。さらに、すべての生徒はEPQカリキュラム
（Extended Project Qualification）を通して、自分の好きな分野をより専門的に研究する力を養います。

その他にも、ヘッド・ガール、ヘッド・ボーイ、アカデミック・リーダーシップ・チーム、プリフェクト、生徒会役員など、様々なリー
ダーシップをとる機会を通じリーダーとしての経験を積むことができるのも最終学年の醍醐味です。

シックス・フォーム：12年生・13年生（16歳～18歳、日本の高校2年生～高校3年生）
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言語学習は、ハロウの教育において重要事項です。デジタル技術も活用して、新しい教授法で指導し、英語、日本語、中国
語の3カ国語に堪能になることを目指します。

ハロウ安比校のメイン言語は英語です。中国語と日本語をのぞき、授業はすべて英語で行われます。英語を母国語としな
い生徒たちは、専門家によるサポートを受けられるため、確実に英語力を向上させることができます。

さらに、日本語または中国語のカリキュラムも用意しているため、一つまたは両方を選択して勉強することができます。日
本語、中国語の授業時間もその他科目同様しっかりと確保し、IGCSEとA Levelの試験科目として選択することも可能です。

スーパー・カリキュラムでは、語学、文学、異文化の交流や理解を深める事ができるため、言語に対する理解だけでなく、生
涯役立つ力が養われます。そして、ハロウ安比校における文化交流は、日本が持つ環境や特徴を最大限に生かしたものが
用意されています。

充実した言語及び文化カリキュラム

16歳以下の全生徒が日本語を受講できます。日本国籍の生徒は必修です。必要であれば、日本の大学入試に対応できる
レベルまで日本語を伸ばします。日本語を母国語としない学生たちも、受講を通じて素早く自身の日本語能力を向上させる
事ができます。

ハロウ安比校で日本の文化や伝統を学ぶ事も学生生活の重要な要素の一つです。

最大、3カ国語に流暢になる機会を得て、ハロウ安比校の卒業生たちはコミュニケーションに大いに自信を持つことでしょう。

ハロウが長年中国で培った教育経験とハロウ・イノベーション・リーダーシップ・アカデミーが持つユニークな言語文化カリ
キュラムを融合させ、独自の講義内容になっています。16歳以下の非日本国籍の生徒は全員受講します。

中国語を母国語とする生徒も母国語としない生徒も、全員受講することが可能です

日本語カリキュラム

中国語カリキュラム

時間割にある授業は学校生活の一面にすぎません。生徒たちの能力や意欲を高め、多角的な探求心をかき立てるために
スーパー・カリキュラムが用意されています。スーパー・カリキュラムでは、試験対策といった枠を超えた学術的探求をめざ
します。

多種多様なスーパー・カリキュラムを用意することで、学生たちの好奇心と探究心を刺激し、研究、弁論、コミュニケーショ
ン、問題解決や知識応用などの力を高めると同時に、受験対策に応用させる事もできます。これらのスキルはきっと生涯を
通じて、学生たちをサポートし続けるでしょう。

学力を最大限に伸ばす スーパー・カリキュラム

ハロウ安比校のスーパー・カリキュラムには以下の活動が行われます。

芸術史
アジアポエム
天文学
書道
チャイナソサエティー
プログラミングクラブ
ディベートクラブ
エンジニアリングクラブ

アントレプレナーシップ
グラフィックデザイン
ジャパンソサエティー
哲学研究会
ロボット研究会
スポーツ科学研究会
STEAM

ス
ーパ

ー・カリキュラム

全寮制

パストラルケアハウスシステム

コ・カリキュラ

コア・
カリキュラム
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緑豊かな夏と白銀に染まる冬、その両方で素晴らしい体験ができるようにさまざまな課外活動が用意されています。

白銀に染まるホワイトシーズンでは、ウィンタースポーツが多く用意されています。レースアカデミーでは、スキーや
スノーボードが徹底的に学べるだけでなく、より踏み込んだアウトドア体験をしたい生徒たちには登山も挑戦できま
す。冬に行われる課外活動は単なるレクリエーションではなく、文武両道の人材として、幅広い知識とスキルの成長
に欠かせない学びです。冬のアクティビティで行われるスキーは、最大で週4回行うことが出来るほど充実したプロ
グラムとなります。

グリーンシーズンでも、数多くのアウトドアスポーツが用意されています。ゴルフやテニスは最先端の施設が用意さ
れており、一流のコーチによる指導を受けることもできます。そして、ラグビー、サッカー、バスケットボール、カヌ
ー、トレッキング、トレイルランニング、キャンプなども夏に行われる人気のある活動です。

冬の課外活動では、毎週少なくとも2回、スキーかスノーボードを楽しむことができます。放課後や週末の時間をスキ
ーやスノーボードに費やすことも可能です。

スキーとスノーボードの専門コーチによって生徒たちを技能に応じてグループ分けし、初心者から上級者に対応した
レッスンを行います。

通常のウィンタースポーツプログラムに加え、ハロウ安比校にはレースアカデミーも用意されています。優秀なスキ
ー選手、スノーボード選手は、レースアカデミーでより高度なレッスンが受けられます。そして、ハウス対抗戦や他校
との交流試合に参加することもできます。

ハロウ安比に来たときにはスキーやスノーボードがまったくできない初心者だとしても、卒業時には立派なスキーヤ
ー、スノーボーダーになります。生徒の多くは、選手になって数々の大会に出場し、どんな条件でも滑れるようになり
、生涯にわたってスキー、スノーボードを楽しめるようになるでしょう。

最終学年のシックス・フォームでは、岩手山に登ってキャンプで一夜を過ごし、翌日スキーで下山するという行事も
用意されています。

大自然の中で限りなく学ぶ コ・カリキュラ（課外授業と活動）

ホワイトシーズン：ウィンタースポーツ

ス
ーパ

ー・カリキュラム

全寮制

パストラルケアハウスシステム

コ・カリキュラ

コア・
カリキュラム
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グリーンシーズンには、ゴルフ、テニス、トレイルランニング、トレッキングやウォーター
スポーツなど、安比高原の素晴らしい自然環境をフルに活かした活動が用意されてい
ます。毎週、少なくとも2回以上サマースポーツを楽しむことができ、スポーツが好きな
学生たちは、スポーツアカデミーに参加することで週4回に増やすこともできます。

安比高原にはプロゴルフトーナメントも開催されるゴルフ場と18面のテニスコートがあ
り、他にもトレイルランニングやマウンテンバイクなど選択肢はいくらもあります。スポ
ーツアカデミーでは、専門コーチが作成した、より専門的なレッスンが受けられ、さらな
るスキル向上が期待できます。

グリーンシーズン：サマースポーツ

ホワイトシーズン、グリーンシーズンのスポーツ以外にも、さまざまな課外活動が用意さ
れています。多様な趣味に合わせられるように、音楽や芸術を始め、デジタルテクノロ
ジーやイノベーションなどを体験することもできます。具体的な活動の例は次の通りで
す。

学校の教育理念を反映して、多くの生徒は、自分がリーダーになって新しい活動を立ち
上げるでしょう。学校のコミュニティをさらに豊かにする意味でも、大いに喜ばしいこと
です。

その他のコ・カリキュラ（課外活動）

ア・カペラ

アニメクラブ

天文クラブ

バドミントン

バスケットボール

ボードゲーム

チェス

コーラス

サーキットトレーニング

プログラミングクラブ

クッキング

クリエイティブ・ライティング

ディベートクラブ

演劇

ファッションクラブ

映画クラブ

サッカー

乗馬

華道

茶道

模擬国連

オーケストラ

パーカッション

写真

バンド

ラグビー

サイエンスクラブ

校内新聞

卓球

トレイルランニング

バレーボール

ヨガ
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ハロウ安比校は、完全に統合されたデジタルキャンパスです。デジタルテクノロジー
は、私たちの教育にとって不可欠な存在であり、さまざまな面でカリキュラムや課外
活動の役に立っています。

ハロウ安比校は最先端のデジタルテクノロジーを用いて授業をおこないます。物理
的な教材とデジタル教材を融合させた最新の教育方法は、場所という概念にとらわ
れずにどこでも学習に集中できるようになっています。学校の安全管理の元で、学生
たちはインターネットを通じてさまざまな情報や教材を入手できます。例えば、ハロウ
スクール出身の著名人によるオンライントークやハロウファミリー内で行われる各種
大会、そして他のハロウスクールの生徒たちと交流することも可能です。

オンライン上に安全な共有スペースを作り、生徒だけでなくご家族の皆様も、時間割
やカリキュラム内容、宿題や学習の進みぐあいなどを確認できるようになっていま
す。そして、お子様の出席率などの勉強状況も確認できるため、遠く離れていても安
心です。オンラインでの問い合わせるシステムも導入してあり、保護者の方はどこに
いても手軽に教師と相談する事ができます。

「イノベーション・センター」はデータ化教育のコアとなっており、学生たちの想像力
やクリエイティブな発想を高めると同時にSTEAMカリキュラム（科学、技術、工学、
芸術、数学）のサポートも担っています。

デジタルキャンパスで未来のリーダーを育てる

30 31



スキャン
して見る

こにしかない、
全面的なサポートこ

生徒たちは十人十色であって、個人個人異なったニーズや必要なサポートがあります。

ハロウ安比校では、イギリス式サポート体制によって、一人ひとりに合わせた支援や
ケアを提供いたします。少人数クラスやハウスシステムのおかげで、教師は生徒各
人をよく知り、理解することができます。教師陣は生徒個々人の秀でた点、改善の余
地がある点をよく把握しています。

これらのサポートは、ハウスにおける人間関係が土台になっています。教師たちは、
生徒各人の生活状況までもを把握します。一緒に成功を喜び、困難に直面したとき
には的確なアドバイスをし、最適なサポートで学生たちを助けていきます。

このイギリス式ハウスシステムによる個人サポートは、生徒たちの学校生活の礎で
あり、生徒たちの健康面、精神面、学習面をサポートします。保護者の方々とも連絡
を取り合って、生徒たちが幸せな学校生活を送れるよう、力を尽くします。

学生一人ひとりに合ったサポート体制 パストラルケア

ス
ーパ

ー・カリキュラム

全寮制

パストラルケアハウスシステム

コ・カリキュラ

コア・
カリキュラム
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ハロウでは毎年、学生が行きたいと思う大学に進学出来ていることを誇りに思っており、これはハロウ安比校に通う
学生も例外ではありません。

9年生になると、個人の特性を図るテストを実施し、自分の興味のある分野や、スキルなど将来のキャリアを考えるきっ
かけとなります。11年生に上がる頃には、より個別のサポートが本格化し、大学進学カウンセラーとの個別面談にて、
未来のキャリアの選択肢や、科目選択のアドバイスなどが行われます。その他にも、10-11年生の期間にはハロウのキ
ャリアプログラムを通じ、様々なキャリアの可能性や、どのような職業があるのか、自分のスキルがどう職業と繋がるの
かなどを学ぶ事も出来ます。

世界の名門大学進学のための個別サポート

かしい学業実績

2020年
（I）GCSE成績のA*-A比率

78%
イギリスの平均より

51.6%
高い

イギリスの平均より

高い
30.2%

2020年
A-Level成績のA*-A比率

69%

主な進学先

イギリス 北アメリカ アジア地域

オックスフォード大学

ケンブリッジ大学

インペリアル・カレッジ・ロンドン 

ユニバーシティ・カレッジ・
ロンドン

エジンバラ大学

グラスゴー大学

キングス・カレッジ・ロンドン

マンチェスター大学

ウォーリック大学

ブリストル大学

スタンフォード大学

カリフォルニア大学
バークレー校

ペンシルベニア大学

カリフォルニア大学
ロサンゼルス校

トロント大学

コーネル大学

ミシガン大学

ノースウエスタン大学

ニューヨーク大学

カーネギー・メロン大学

京都大学

早稲田大学

北京大学

清華大学

香港大学

香港中文大学

香港科技大学

シドニー大学

完璧なサポートのもと、ハロウ・インターナショナル・スクール出身の学生たちは素晴らしい成績を
残しており、多くの生徒が世界の一流大学へ進学しています。

その結果として、オールド・ハロウヴィアンたち（卒業生）は、イギリス、アジア、北アメリカの名門大
学で学んでおり、世界の一流企業で働いています。

世界の名門大学へ

輝
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スキャン
して見る

Tatsuはエディンバラ大学を卒業し、国際関係の
学士号を取得しています。現在はフォーチュン・グ
ローバル500の企業に務めており、ヒューマンリ
ソース関連の仕事をしています。

Tatsu Kato
ハロウバンコク校卒業生（2015年）
イギリスエディンバラ大学

Takehiroはケンブリッジ大学の自然科学科を卒業
し、現在日本のデロイトトウシュトーマツに務めてい
ます。ハロウ在学中では、数学、科学、音楽の才能が
素晴らしく、数学学会の会長やオーケストラのチェ
ロの首席奏者、そして国際化学オリンピックチーム
の一員として活躍していました。

Takehiro Fujita
イギリスハロウスクール卒業生（2012年）
イギリスケンブリッジ大学

Ｊiはオックスフォード大学のペンブルック・コレッ
ジで数学を専攻しています。ハロウの全人教育
のもと、彼女の数学と物理で優れた成績を残して
います。在学中は生徒会長に選出されており、校
内新聞、ボランティアや芸術活動にも積極的に参
加していました。

Ji Won 
ハロウバンコク校卒業生（2018年）
イギリスオックスフォード大学

インターナショナル・ハロウ・スクールの卒業生（ハロウヴィアン）が世界に持つネットワークは日々拡大しており、優秀
な卒業生たちは自分の得意分野でハロウの価値観を体現しながら社会に貢献をしています。ハロウを卒業した学生た
ちも「ハロウファミリー」の一員であり、この繋がりは社会に出た後でもさまざまな面で役立つでしょう。

ハロウの卒業生 - 未来をリードするあまたの人材を輩出

Kerryはハロウ在学中に学生代表を務め、学術の
才能が非常に素晴らしく、現在はイギリスのケンブ
リッジ大学で法律を専攻しています。

Kerry Lui 
ハロウ香港校卒業生（2017年）
イギリスケンブリッジ大学

イギリスハロウスクールが持つ歴史ある伝統を取り入れ、ハロウ安比校の学生たちもハウスのメンバーになります。ハ
ウスにはそれぞれ異なる名前があり、旗やイメージカラーなども異なります。すべての教師、生徒は、いずれかのハウ
スの一員となります。

ハウスシステムの最大の強みはその縦割り組織にあります。年少の生徒から年長の生徒までがハウスの中に一つの
「ファミリー」を形成し、年長の者が年少の者の面倒を見ます。

このハウスシステムはハロウの教育で最も際立った特徴で、他の学校が決して真似できないコアな部分でもあります。
各ハウスのコミュニティは、強いつながりとサポートのネットワークがあります。ハウスマスターやチューターは、ハウス
の生徒を熟知しており、個別のサポートをします。したがって、もし生徒に問題が起こったときは、すぐさま適切な、その
生徒に合った対処をすることができ、問題を解消できます。

各ハウスへの愛着を高めるために、チャリティ・イベント、ダンス、ハウス対抗音楽会、ハウス対抗スポーツ大会などが
用意されています。これらのイベントを通じて、生徒は自分のハウスに誇りを持つようになります

このように、ハウスシステムは、ハロウ安比校の根幹だといえるでしょう。

友情の基盤

ウスシステムハ

ス
ーパ

ー・カリキュラム

全寮制

パストラルケアハウスシステム

コ・カリキュラ

コア・
カリキュラム
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スキャン
して見る

数百年の歴史を持つ伝統あるハロウ教育を体験するには、寮制は不可欠です。ハロウ・インターナショナル・スクール全
校の中で、ハロウ安比校だけが通学生を持たない「全寮制」の学校となっています。

生徒は、自分のハウスでコミュニティの一員となること、また、他のハウスメイトと共同生活すること、ハウスの間近に学
校の各施設があることから恩恵を受けます。

安比高原の自然の中にあるという立地条件が、生徒の寮生活の体験を実にユニークなものにしています。学びは学校
の一日には収まりません。朝早く起きて、水泳のトレーニングに加わったり、写真を撮ったりすることもあるでしょうし、教
師から特別指導を受けることもあるでしょう。学校が終わってからも、さらに勉強をしたり、課外活動で夜遅くまで頑張る
こともあるでしょう。夜8時から有名な政治家や俳優から話を聞くといったこともあるでしょう。天文クラブが、夜の勉強
時間の後に集まって澄んだ空を見上げることもあるでしょう。スキー・レース・チームが、ナイター照明に照らされたスロ
ープで技術を磨くといったこともあるでしょう。 

全寮制が、授業での学習と課外活動との相乗効果を可能にしているのです。

一生を通じて役に立つ寮生活

寮制全 全寮制のメリット

全人教育はハロウが世界に誇れる教育方式です。

生徒たちは、授業外の時間を使い、勉強、スポーツ、芸術、ボランティアなどの活動を行うことができます。これによっ
て、生徒たちは新しい分野に取り組んでみたり、心を癒やしたり、他のハウスの仲間と時間を過ごしたりすることがで
きます。その際には、学校の教職員、専門コーチがサポートを怠りません。

さらに、生徒たちは通学する時間が要らないため、好きなことに没頭する時間を余分に持てます。

• 充実したキャンパスライフ

各ハウスには、ハウスマスターもしくはハウスミストレス、そして教職員がいます。まるで家にいるかのような温かみ
や楽しさ、安心感を生徒が感じられるように、日々その責務をまっとうしています。

教職員たちは、生徒たちがきちんと日常生活を送れるようにサポートします。朝の支度を助けたり、その日の準備が
できているか確認したり、何か問題があったら解決してあげたりします。

ハウスには、常に誰か職員がいて、医療従事者も常駐しています。どんな時でも安心して生活を楽しめます。

•プロによるケアとアドバイス

両親から離れた寮生活によって、生徒たちは自信とコミュニケーション能力を養います。大学の進学で一人暮らしな
どが必要な場合でも、すぐに順応することができます。そして寮生活で身につけた様々な知識や経験は、大学や社会
に出た際もきっと役に立つでしょう。

• リーダーシップと独立心

英語学習の最善の方法は、英語に浸り切る環境に身を置くことです。ハロウ安比校のハウスでは、世界の各地からの
ハウスメイトたちと英語でコミュニケーションをします。

生徒たちは素早く英語を身につける事ができます。そして将来、どこの国や地域で活躍することになっても、その英
語力を存分に発揮できるでしょう。 

• 英語に没頭できる環境
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スキャン
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多くの生徒たちにとって、寮生活で得た最高のものは、友だちでしょう。

ハウスでは友だちと共に生活し、一緒にご飯を食べたり、勉強したり、難しいことに挑戦したりなど、さまざまなことを
友だちと一緒にします。このように深く結ばれた友情は、卒業した後でも途切れることはなく、生涯の友としてお互い
を支え合うようになるでしょう。

このような人との繋がりは、将来社会に出ても非常に役に立ちます。

• 一生ものの友情

成田空港 JR 成田エクスプレス
1時間

羽田空港

長野 （白馬）

仙台空港 仙台

関西空港 伊丹

新千歳ニセコ地区

東京

いわて花巻
空港

盛岡
花輪線
50分

新幹線「あさま号」
1時間30分

新幹線「はやぶさ」
2時間10分

新幹線「はやぶさ」
40分

バス

1時間10分

バス
50分

バス

1時間40分

タクシー

1時間15分
バス

3時間

電車
25分

電車
20分

飛行機
1時間25分

飛行機
1時間

安比高原駅

バス

日本は安定した活気のある先進国で、どの季節も観光客が多く来る人気の国です。岩手県に位置するハロウ安比校
は素晴らしい大自然に恵まれており、もう一つの家にいるかのような気持ちにさせます。

東京から3時間ほどでハロウ安比校に行く事ができます。そして、アジアの各地域からも、飛行機などを使用すれば
簡単に行くことができるため、お子様に会うのは難しい事ではありません。さらに、お子様に会いにいらした保護者の
方々は、「ハロウ・ペアレント・パッケージ」を利用して、スキーやテニス、ゴルフなどを楽しむことができます。遠く離
れた保護者の方たちは、私たちのオンライン相談システムを利用すれば、ハロウ安比校の教職員とすぐに連絡を取
ることができ、随時、進路や勉強の相談が行えます。

家族のような絆

う一つのホームも
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ハロウインターナショナルスクール安比ジャパン
岩手県八幡平市安比高原180-8
    harrowappi.jp
    info@harrowappi.jp


