
Announcement of "International Education Expo" （日本語文は英語文に続きます） 

The editorial team of eduJUMP! and the International School Times will hold an international education 

expo for the students and parents of preschoolers, elementary school students, junior high school students, 

and high schools. This exciting event will take place on Saturday, November 26th at Shibuya Solasta. 

[Background of "International Education Expo"] 

There are more than 800 preschools nationwide which provide English childcare and education for 

preschoolers, and there is an estimation of 16,000 or more children with high English 

proficiency graduate each year. This shows international education is prevailing from a young age. (*Based 

on our own research) 

Also, we see an increase in the number of elementary school students taking Eiken exams, and private 

elementary schools where lessons are carried out in English. Moreover, at the combined junior and high 

schools, international courses have become 10 times more popular than before. 

As the pandemic calms down, study abroad is getting resumed, and the number of students who take 

entrance exams to overseas universities is increasing, the noticeable fact we see is a demand for alternative 

ways to learn English and study in English. 

Our editors are digging deeper to analyse these facts and opening this event based on the following 9 

important trends in education. 

 

  ーーーー【Outline of the event】ーーーー 

Time: Morning hours: 9:30-11:50, Afternoon hours: 13:00-16:30 

Eligible to: 1. Kindergarten, elementary, junior high and high school students and parents/carers 

2. Educators 

3. Media persons 

Entry: 1. Kindergarten, elementary, junior high and high school students and 

parents/carers: https://forms.gle/N51zRPoMEhSubVaT7 

2. Educators: https://forms.gle/5q6CB7sQwe2FxSMv6 

3. Media persons: please find the information below.  

 

Participating schools: To be announced at the second press release 

Participation method: 1. Attendance at the venue (Shibuya Solasta 4F, 5 minutes walk from Shibuya Station, 

1-21-1, Doisaka, Shibuya-ku, Tokyo 150-0043) 

2. Visit the venue and participate in Zoom (Shibuya Solasta and Zoom) 

3. Zoom participation 

 

Guests: 

Main presentator: Tetsuro Nishiyama 

English education entrepreneur: Koki Shimazu 

More to be announced at the second press release 

 



[ 9 important trends in education that parents should know] 

Our editorial team is introducing articles about important trends in education with focus points on 

international education. 

Over the last 10 years, although with the pandemic of COVID-19, the number of students studying abroad 

has increased, online classes have become popular, also, the GIGA school concept has been accelerated. 

Our editorial team has come to think from the parents' point of view, the key to finding educational options 

and selecting the best for your child is to know the medium-to-long term trends in education. 

With schools and educators at this event, the educational trends will be explained well to you. 

   

[What you will find at this event] 

Parents of infants, preschoolers, and elementary and junior high schoolers will find out how to look out for 

information about international education. 

At "Education Expo 2022" this November, it will be the place to find the best-suited way for your child by 

talking directly to the affiliates about education for early years, English education and international 

curriculums.  

 

[How to participate] 

・Visiting the venue: 

Viewing interviews, ask and discuss directly with participating schools at a booth. 

*Some participating schools may only be online. 

・On-site + online: 

Viewing interviews, ask and discuss directly with participating schools at a booth, and watch online during 

the interval time. 

・Online type 

Watch interviews online, and consult with the participating schools online (possible to book an online 

meeting on another day). 

 

Our press release URL https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000077832.html 

Center for Innovation press release and list https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/77832 

 

 《This event accepts media coverage. 》 

Date and Time: Saturday, 26th November 2022, 9:30 -16:30 

Venue: Shibuya Sorasta 4th floor, 5 mins walk from Shibuya station. 1-21-1 Dogenzaka, Shibuya, Tokyo 

150-0043 

Coverage: Interview in person or via Zoom. 

Contents: Interview the entire event and schools, schools of your interest, cram schools, and speakers after 

the presentation. 

◆Participation methods for media: 

If you are a member of the media who would like to interview us on the day, please contact us by phone or 

email to the address below by November 25th. 

 

Mail to：info@edujump.net 

International Education Expo Secretariat 

Contact person：Murata（080-5540-6131） 

*Please note that we may not be able to meet your request for participation in the exhibition due to space 

limitations. 



「国際教育博」開催のお知らせ 

  eduJUMP!編集部及びインターナショナルスクールタイムズ編集部は、 

幼児、⼩学⽣、中学⽣、⾼校⽣及び保護者を対象とした国際教育博を11⽉26⽇（⼟）に渋⾕ソラスタで開催します。   

 

【国際教育博 開催背景】  

 幼児の英語保育・教育のプリスクールが全国で 800 園以上があり、毎年推定 16,000⼈以上の英語⼒が⾼い幼児が

卒園 し、低年齢から国際教育の広がりが⾒えています。（*編集部独⾃調査による）  

 

同時に英検の⼩学⽣の受験⽣数が増え、英語で科⽬を学べる私⽴⼩学校が増えています。 中⾼⼀貫校では、国際コー

スやインターナショナルコースが10 倍以上の⼤⼈気になっています。 

 

 コロナが落ち着き、留学が再開され、海外⼤学を受験する⽣徒が増えている中で、私たち編集部が現実として⽬にす

るの は、英語を学び、より英語で学ぶ選択肢の需要です。  

 

そこで編集部は、背景を分析するとともに、下記の9 つの重要な教育トレンドから本イベントを開催いたします。  

 

 

 

  ーーーー【開催概要】ーーーー 

⽇程：2022 年11⽉26⽇（⼟）  

時間： 午前の部 9:30〜11:50 午後の部 13:00〜16:30  

対象： ① 幼⼩中⾼校⽣及び保護者 ② 教育関係者 ③ メディア関係者  

申込み：  

① 幼⼩中⾼校⽣及び保護者申込み：https://forms.gle/N51zRPoMEhSubVaT7  

② 登壇や出展参加をご検討の学校、教育関係者 ：https://forms.gle/5q6CB7sQwe2FxSMv6  

③ メディア関係者：下記お問い合わせよりご連絡ください。  

 

参加校：第⼆弾のプレスリリースで配信予定  

参加⽅法： 

 ① 会場来場参加（渋⾕ソラスタ 4 階 渋⾕駅徒歩5 分 〒150-0043 東京都渋⾕区道⽞坂⼀丁⽬21 番1 号）  

② 会場来場及びZoom 参加 （渋⾕ソラスタ及びZoom ） 

③ Zoom 参加  

  ゲスト：  

総合司会：⻄⼭哲郎⽒  

英語教育起業家：嶋津幸樹⽒  

第⼆弾のプレスリリースで配信予定 ーーーーーーーーーーーーーーーーー    

 

  

 



 【親は知っておきたい9 つの教育トレンド】 

 編集部は、国際教育を中⼼に教育トレンドについて記事にしてきました。  

この10 年でコロナを挟み、留学が増え、オンライン授業が普及し、同時にGIGA スクール構想なども加速しました。  

編集部は、親の⽬線とともに考えた時に、ご家庭がお⼦さんの教育選択において、中⻑期的なトレンドを把握するこ

とが 「我が⼦にベストな選択肢」を選べるようになるのではないか、と考えました。  

学校、教育関係者とともに本イベントを開催し、社会に教育トレンドをわかりやすくお伝えします。 

 

 

    

  ① 怒涛のインターナショナルスクール開校ラッシュ！  

インターナショナルスクールの開校ラッシュが続き、キャピタル東京インターナショナルスクールが初等部を東京都港区 

に開校。インフィニティ国際学院が初等部を⼤阪に開校、中等部を北海道上川町に開校。 

 

 英国名⾨校の分校としてハロウ安⽐校が岩⼿県⼋幡平市に中等部・⾼等部を開校。  

ハーバードMBA 流ケースメソッドを取り⼊れた国際バカロレア候補校の国際⾼等学校が私⽴学校として開校。2023 年に 

は、ラグビー⽇本校が千葉県柏市に中等部・⾼等部が開校予定。  

 

マルバーン東京校が東京都⼩平市に初等部・中等部が開校予定。現在、ノースロンドン・カレッジが⽇本校の開校準備を 進

めています。 

 

 ② 公⽴私⽴学校に国際・インターナショナルコースが続々開講  

海外⼤学の合格者数、進学実績がこの10 年で急増する中で、中⾼受験で国際・インターナショナルコースが⼈気になっ て

います。 

 

 渋⾕教育学園渋⾕校、渋⾕教育学園幕張校をはじめ、三⽥国際学園、広尾学園のインターナショナルコース、広尾学園⼩ ⽯

川のインターナショナルコースなどが⼈気になり、海外の学校と提携校し、海外の卒業資格も取得できるダブルディプ ロ

マも増えています。 

 

 ⼯学院⼤学附属のインターナショナルクラス、⽂化学園⼤学杉並のダブル・ディプロマコース（DD）やかえつ有明、聖 学

院のグローバルイノベーションクラスも⼈気を集めています。従来の英語コースから「英語で何を学び、体験するか」 に軸

⾜を置いた国際・インターナショナルコースが⼈気になっています。  

 

③ STEAM 教育⼈気  

インターナショナルコースの⼈気とともに、⾃分の頭で考え、実験し、検証していくプロセスを習得するためにSTEAM 教

育に取り組むこと動きが盛んです。  

ローラス インターナショナルスクール オブサイエンスのように STEAM 教育を軸にしたインターナショナルスクールが

⼈ 気を集めています。 

 

 私⽴中⾼⼀貫校のドルトン東京学園では、STEAM 教育のためにSTEAM 棟を開設し、2023 年開校予定の芝国際中学校・ 

⾼等学校では、STEAM を軸に打ち出しています。  

 

STEAM 教育の⼈気は増加から学校教育の探究学習の軸に変化しています。  

＊STEAM とは、Science（科学）、Technology（技術）、Engineering（⼯学）、Art（芸術）、Mathematics（数学） の5

つの単語の頭⽂字 

 

 ④ 国際バカロレアやケンブリッジ国際など学びのカリキュラムも豊富に  

⽂科省は、世界的な学びの国内の国際バカロレア認定校を200 校を⽬標にしています。  



同時に国内では、イギリス式の世界的な学びのケンブリッジ国際カリキュラムの認定校も増えています。  

これまでの暗記型学びから「探究的な学び」に変化している中で、学びの特徴を知ることで我が⼦に合うか、を知ること が

できます。 探究的な学びの中⼼が電⼦黒板などのICT 機器です。 

  

⑤ ランチワークショップ「BenQ 電⼦⿊板で新しい学びのスタイルを」開催    

対象：学校関係者のみ （メディア様、取材歓迎です。事前にご相談ください） 

新しい学びのスタイルによって、⽣徒が主体的に学ぶようになる電⼦⿊板の活⽤事例とBenQ 電⼦⿊板の最新モデルをご紹

介します。当⽇は実機を使って実際に体験いただけます。 

お⾷事を事務局で⽤意するため、お申し込み時に参加申込が必要となります。 

 

⑥ この10 年で英語教育が激変！ 

⼩学校でも英語の科⽬が導⼊され、従来の読み書きの英語から、触れる、聞く、話す⼿法を中⼼に広がっています。英検の

受験者数も低年齢化し、英検を取得する⼩学⽣が増加。 

 

⑦ 英語幼児教育が激増！ 

⼩学⽣の下の年齢では、幼児教育で英語で保育・学ぶプリスクールが⼈気になっています。 

編集部の調べでは全国に800 園以上の英語で保育・学ぶプリスクールがあり、毎年16,000⼈以上の幼児が英語⼒を持ち、

卒園しています。 

東京都は、初の⼩学校を都⽴⽴川国際附属⼩学校として開校し、英語による授業を増やした⼩学校を開校し、プリスクール

卒園児の進学先として、⾼い⼈気になりました。 

 

⑧ コロナ明け留学再開 

コロナが落ち着き、留学が再開されました。 

留学再開と同時に、海外進学も多様化しています。 

広島県広島県神⽯⾼原町に開校した⼀条校の神⽯インターナショナルスクールは、英国、スイスの名⾨プレップスクール（中

⾼校相当）へ進学するための⽇本初のプレプレップスクールとして開校しています。 

 

⼤学から欧⽶の⼤学に進学するのではなく、⾼校、さらに下の年齢で海外のボーディングスクールに留学する「留学の低年

齢化」が加速しています。 

 

また、アメリカ、イギリスなどの⼤学でアジア⼈枠の多くを占める中国の留学⽣が減少したため、⽇本⼈にとって留学枠が

拡⼤しています。 

 

⑨ 奨学⾦制度が充実！ 

留学や理系⼥⼦のための奨学⾦などが急増しています。 

その背景には、企業経営者などによる奨学⾦の創⽴が相次いでいます。 

奨学⾦は、世界への進学⽀援から、多様な学びを社会が⽀援する仕組みとして整備されてきました。 

知っていればお得になる可能性が増える奨学⾦や給付⾦制度をまとめてご紹介します。 

 

【本イベントで分かること】 

乳幼児・⼩中学⽣のいる親は、どのように国際教育のアンテナを張るべきでしょうか。 

国際教育博 2022 年 11⽉では、幼児教育、英語教育、国際カリキュラムについて担当者が直接、対談や話すことでお⼦さ

んに向いている内容を知れるようなイベントを開催します。 

 

 



【参加⽅法】 

・来場型 

会場で対談を聞き、ブースで参加校に直接話を聞くことができます。 

＊⼀部登壇参加校は、オンラインのみの参加の場合があります。 

・来場型＋オンライン型 

会場で対談を聞き、ブースで参加校に直接話を聞き、間の時間帯にオンラインで視聴することができます。 

・オンライン型 

会場の対談の様⼦をオンラインで視聴し、参加校にオンラインで別⽇を含め相談をすることができます。 

 

当プレスリリースURL https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000077832.html 

Center For Innovation のプレスリリース⼀覧 https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/77832 

 

《当イベントは、メディア取材を受け付けます。》 

⽇時： 2022 年11⽉26⽇（⼟）9 時30 分〜16 時30 分 

場所：渋⾕ソラスタ 4 階 渋⾕駅徒歩5 分 〒150-0043 東京都渋⾕区道⽞坂⼀丁⽬21 番1 号 

取材：来場またはZoom で取材ができます。 

内容：本イベント全体およびご関⼼のある学校、スクール、塾、登壇者に登壇後に取材ができ 

◆ メディア関係者の参加⽅法: 

当⽇ご取材いただけるメディア関係者の⽅は、11⽉25⽇までに、お電話もしくは下記メールアドレスにご⼀報ください。 

 

メール：info@edujump.net 

国際教育博 事務局 

担当：村田（080-5540-6131） 

※登壇出展参加に関しましては、スペース等の関係でご希望に沿えない可能性がありますこと、ご了承願います。 

 


