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At Tohoku International School our core values, or whole school learning goals, are 

promoted through our uniquely developed 5 STARS.  �e STARS essentially form the 

backbone to all programs o�ered here, and we consider these attributes to be critical for 

the development of the whole child into caring global citizens.  All students, parents, 

and teachers are expected to adhere to the principles presented through the STARS.

Knowledgeable 
知識のある人 挑戦する人

コミュニケーション
ができる人

心を開く人

Risk
TakersCommunicators

Responsible 
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WHO WE ARE

When choosing to take on a new role in a school, my �rst consideration 
is whether the school is somewhere where my own children can thrive, 
be happy and relish an environment that allows them to be 
independent, internationally minded and be part of a great 
community.  When I visited TIS for the �rst time this is exactly what I 
found; a small school with a huge heart, where everyone works together 
in a global context.  Our school is small, but loaded with opportunity. 
I welcome you to be part of our community.  Come and take a look and 
see what TIS can do for you!

Kathryn Simms Principal

A Message from the Principal

TIS 5 STARS
Tohoku International School (TIS) is the only international school in Tohoku (the 

northern part of Japan) o�ering an individualized and holistic academic program from 

Kindergarten through Grade 12. With a diverse sta� of highly quali�ed, international 

educators, our school has been serving the educational needs of Tohoku for nearly 50 

years. TIS is sponsored by Nanko Gakuen Corporation since 1988 and governed in 

conjunction with the TIS Council, an advisory board composed of the Principal and 

representatives from TIS stakeholders. TIS is accredited by both the Western Association 

of Schools and Colleges (WASC) and by the Japanese Ministry of Education (Gakko 

Hojin). We are also a fully authorized International Baccalaureate© school which o�ers 

both the PYP and DP Programmes.  All courses are taught in English and the school 

o�ers support for students with limited English, broadening the accessibility of our 

curriculum. Our approaches to learning are designed around �inking, Research, Social, 

Self-Management, and Communication Skills, we embrace 21st century competencies, 

such as con�ict-resolution, ethics, mindfulness, and the acceptance of diverse 

perspectives.

　東北インターナショナルスクール（TIS）は、幼稚科から高等科まで一貫教育を英語で行う東北で唯一のインターナショナルスクールです。TISでは国際基準

に基づいた包括的で質の高いカリキュラムを提供しています。世界中から優れた教師陣を揃え、50年近くに渡り東北における国際教育への要望に答えてきまし

た。TISは1988年より学校法人南光学園の傘下にて、校長をはじめとするTIS評議委員会の協力の下に運営されています。

　TISは、米国西部地域私立学校大学協会（WASC）及び日本の学校法人として、宮城県から各種学校教育法に基づいた教育機関としての正式な認定を受

けています。東北で唯一、国際バカロレアのPYPプログラムとDPプログラムを英語で提供し、授業は（日本語クラスを除き）全て英語で行われています。また英

語が母国語ではない生徒にもカリキュラムに対応できる力がつくべく手厚いEALサポートを行っています。

　TISの教育理念は、物事の解決力と心豊かで多様な視点を受け入れられる思考力をもち、探究心と社会性を備え、自己管理力、コミュニケーション能力に優れ

た、未来を担う生徒を育成する事にあります。

　勤務校として新しい学校を選択をする際、私が真っ先に考えるのは、果たして私自身の子供が、その学校
での環境を楽しみながら、幸せで独立心に溢れ、国際的な視野を持つ人として成長する事ができるかどう
か、そして素晴らしいコミュニティの一員になれるかということです。初めてTISを訪れた時、私はまさに、世
界を視野に入れ皆が一緒に協力し合う、小さいけれども大きく温かい心を持った学校をここに見つけまし
た。本校は、その規模は小さくとも、大きな可能性を生徒に与える事ができます。私たちのコミュニティへよう
こそ。TISが皆さんのためにできることをどうぞ見にきてください！

TISの教育理念は、この５つ星で示されています。

Open
Minded責任感の

ある人



TIS Elementary School is an 
authorized International Baccalaureate
Primary Years Programme (IB PYP)
school. As an international community,
we believe we learn best with and 
through one another, gathering 
from a variety of cultural backgrounds. �e students, teachers, parents, and wider community all 
support students’ learning and are valued members of the TIS community. Learning is viewed as 
both an individual and collective process, done best through hands-on, meaningful, relevant, 
and challenging inquiries into the real world. Our carefully designed Program of Inquiry is both 
rigorous and holistic, with equal value given to sciences, math, language, social studies, arts and 
physical education. Evolving technology and technological skills are incorporated into student 
learning. �rough integration and di�erentiation, TIS meets the needs of a diverse classroom, 
providing students with opportunities for self-expression, re�ection, and taking meaningful 
actions. Our focus on student-agency sees TIS students taking ownership of their own learning. 
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幼稚科

OUR PROGRAMS

Tohoku International School (TIS) provides a superb 
experiential learning environment for children to foster the 
development of their social, emotional, intellectual, and 
physical skills through an enriching and well-balanced 
academic program. 

Kindergarten

初等科 Elementary

TIS Secondary school is a vibrant community of learners using a variety of tools to deepen and 
extend their knowledge of the world. Students have opportunities to learn both individually and in 
a range of groups. Secondary School students from Grades 7 to 10 are o�ered a range of courses, 
including English, Math, History, Science, Geography, Japanese, Physical Education and Arts 
(Digital, Performing or Visual). Computer technology skills are integrated into coursework 
throughout the grades.

中・高等科Secondary 

At TIS, equality of opportunity is intrinsic, and this extends to our EAL students. O�ering 
comprehensive support from G1-12, our balanced and �exible EAL program re�ects the 
individual needs of EAL students. Providing support within an empathetic framework, the 
program takes place both within and outside of regular classrooms. �is program employs 
strategies which allow for EAL students to successfully assimilate into the mainstream 
curriculum and reach their full academic potential.  

英語サポートプログラム

TIS students study Japanese in classes that are suited to their level of Japanese language acquisition. 
�ey learn listening, speaking, reading, and writing skills in order to communicate using Japanese. 
Furthermore, students use Japanese to inquire on various topics, deepen their knowledge, gain 
insights, and cultivate a global perspective. TIS supports the students’ development of their 
Japanese language abilities while honoring their multilingual identities. 

日本語クラス

EAL (English as an Additional Language) Program

Japanese Language Class

　TISでは、生徒は各自の日本語習得
レベルに適した日本語クラスで学びま
す。聞く、話す、読む、書くという言語ス
キルを身につけ、日本語でコミュニケー
ションすることを学びます。また、日本語
を使って様々なトピックについて探究し、
知識を深め、洞察力をつけ、グローバル
な視点を養います。複数の言語を使用
する生徒たちの言語アイデンティティー
を尊重しつつ生徒それぞれの日本語能
力の成長をサポートします。

　生徒全員が平等に学ぶ機会を持つことはTISの信念であり、これは英語を外国語とする生徒たちに対しても同様です。TISのEALプログ
ラムは、１年生から12年生の生徒の英語能力に合わせた明確なサポートプランで、一般授業内でのサポートおよび集中英語レッスンを組み
合わせ、英語が母語でなくとも、生徒たちが英語で学ぶ様々な教科の授業に取り組み、成功していくよう手厚くサポートします。

　TIS幼稚科では、幼児の社会性、感情、知性そして身体の発達を目指し、バランスの取れた教育環境を提供しています。

　TIS初等科は国際バカロレアのPYP認定校です。国際的文化背景を持つコミュニティの一員として、児童たちが多様な文化の理解と尊重の
精神をもち、言語、社会、算数、美術、理科、体育の教科を学びながら、また、自ら考え問題解決ができる自立した学習者となるよう育成します。

　TISの中・高等科では、世界に関する知識を深めるべく、個人やグ
ループ活動等、生徒たちは様々な方法で学習しています。英語、数学、歴
史、科学、地理、日本語、体育、演劇、美術などの多彩でかつレベルの高
いコースがあり、各コースを通じて必要なコンピュータースキルも伸ばし
ます。11/12年生は、国際バカロレアのDPコースを履修します。この国
際的に評価されたDPプログラムを通して、生徒は世界中の大学、またあ
らゆる進路を選べる可能性と実力を身につける事が出来ます。

As part of our ongoing commitment to academic 
excellence, TIS has implemented the International 
Baccalaureate Diploma Programme for Grades 11 
and 12. �is internationally recognized program 
provides our learners with the opportunity to excel 
and opens the doors to further education in 
universities around the globe.
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WHY CHOOSE TIS LIFE AT TIS
An International, 

harmonious, 
collaborative 
community

国際的で協力的なコミュニティ

All classes
in English

全レッスンを
英語で指導

A curriculum
designed to allow
each student to be

best prepared for life
after high-school

高校卒業後の進路・人生設計に対応
できるカリキュラム

An
integrated

K-12
school

幼稚園から
高校までの一貫教育

Internationally
recognised

PYP and DP
Programmes

国際認知度の高い国際バカロレアの
PYPとDPプログラム

多様的なDPブログラムに向けて
対応する中高等科教育

A dedicated
EAL

support
program
手厚いEAL

サポートプログラム

TIS 
Secondary program 

is designed to 
prepare students for 
the diversity of DP

At Tohoku International School, students are able 
to apply their learning beyond the classroom. 
Teachers lead �eld trips around the Sendai area, 
enabling students to learn and experience more 
about the region. 

School Trips

Led by the Student Council, TIS students are 
active within the local community, organizing 
activities such as beach clean-ups and an annual 
food drive in which students collect and donate 
food and other supplies to those less fortunate.

Community Outreach

An After-School Activity program is 
run throughout the year.  Students are 
able to pursue a variety of interests, 
including activities such as Basketball, 
Gardening, Film-making, Programming, 
Drumming, Yoga, Guitar, and Visual 
Arts. A schoolbus provides transport 
after ASA.

ASA

School Picnics, Sports Day, Halloween 
Festival, Arts Night, Christmas Concert, 
Homecoming,  and many other colorful 
and fun activities are o�ered to students 
and members of the community. 

School Events

In order to broaden students' outlook, TIS regularly hosts 
guest speakers to enlighten students on global issues, social 
issues, and careers after graduation.  Examples include 
lawyers, authors, professional musicians, scientists, 
journalists, business leaders, and professors of various 
disciplines.

Guest Speakers

充実した校外学習

地域と密着したコミュニティ活動

多彩な放課後プログラム

楽しいスクールイベント

ゲストスピーカー

Small teacher/
student ratio 

means personalized 
support and 

attention
少人数制クラスにより実現する

きめ細やかな教育支援

Allowing
students to

enjoy everything
that nature
has to o�er.
自然の恵を享受できる
美しい環境のキャンパス 



Ming Chuan University
T A I W A N
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MUSICALS OUR GRADUATES 
�ough Tohoku International School o�ers an exciting and holistic approach to 

education, a focus on lifelong learning in an international setting is apparent 

throughout our various programs.  Our programs are designed to mesh vertically, in 

that students are constantly prepared for the challenges ahead.  �is extends to 

preparation for life after graduating TIS.

TIS understands that graduation is an integral stage of growth. As such, we assist 

students with preparing for life after TIS. 

TIS is well-known for its annual musical.  �is performance is embedded in the TIS 

culture, and is a source of pride for both our students and our community. �ese 

all-English productions are the result of not only our students on stage and backstage, 

but also the amazing e�orts of our wonderful teaching sta�, supportive PTA, and 

valuable community connections. Produced every year in the spring, these shows 

exemplify the creative and innovative talents of our school.

Hanyang University
Utah University Asia campus

S O U T H  K O R E A

University of Kent
E N G L A N D

Radboud University
T H E  N E T H E R L A N D S

University of Salamanca
University of Madrid 

S P A I N

　TISが毎年上演するミュージカルは地域で広く知られています。全編英語で演じるクオリティの高いTISのミュージカルは、出演する生徒達だけ
でなく、教員や保護者、コミュニティ全体が一丸となって創り上げる舞台で、TISが持つ優れた才能を見せることができる一大イベントです。

　TISは人間教育を大切にしながら、なおかつTIS卒業後の進路についてもフォーカスします。TISのプログラムは、生徒たちが生涯学習を続け、
人生の様々なチャレンジにも適応出来る能力を育成します。

進路実績
TIS Alumni have been accepted to public and private universities both at home and abroad, including:

Waseda University
Keio University
Sophia University
International Christian University
Meiji University
Hosei University
Meiji Gakuin University
Ritsumeikan Asia Paci�c University
Tokyo International University
Temple University Japan
Kyoto University of the Arts 

早稲田大学
慶應大学
上智大学

国際キリスト教大学
明治大学
法政大学

明治学院大学
立命館アジア太平洋大学

東京国際大学
テンプル大学日本校

京都芸術大学

J A P A N

Cornell University
University of Southern California 
University of California  - Davis
University of California  - Irvine
University of California  - Long Beach
University of California  - San Diego
University of California  - Santa Barbara 
San Diego State University
California State University Fullerton
University of South Florida
Washington State University
Georgia State University

A M E R I C A

University of  Toronto
Queen's University
University of Western Ontario

C A N A D A



Tohoku High School and Tohoku International School are sister schools.

Inquiry for
Tohoku High School

Tohoku High School 

東北高等学校と東北インターナショナルスクールは姉妹校です。

Famous Alumni of Tohoku High School
東北高等学校の歴史を作った先輩達とキャンパス
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俳優山谷花純さん。
鎌倉殿の13人、2代
将軍源頼家の妻役
で出演。

硬式野球部員やTIS
の生徒も使用する室
内練習場は国際化し
ている。

IT教育の先端基地
情報室や全自動客
席を有する多目的
ホールがある。

羽生結弦選手。彼を
知らない人はいな
い。伝説的存在。

プロフェッショナルの
代名詞。野球界に大
きな足跡を残してい
る。今尚、物語は続く！
ダルビッシュ有選手

国際的な活躍を見せ
た宮里藍さん。彼女
を慕う後輩は多い。

小松島校舎三楽館
のラウンジ、女子高
生の憩いの場になっ
ている。

羽生さん、ダルビッ
シュ有さん、荒川さん
が高校生活を送った
泉キャンパス校舎。

ⒸSDパドレス

Ⓒアフロスポーツ
Ⓒエイベックス
マネジメント

Ⓒ（有）エム・
プロジェクト

小松島
キャンパス

創進コース

TEL.022-234-6361（小松島キャンパス）
TEL.022-379-6001（泉キャンパス）東北高等学校お問い合わせ先

東北大学をはじめとする国公立大学の実績を出している「進学系
コース」。
東北大学の学生が運営する個別指導の「とんぺい学習会」も好
評！潜在能力を爆発させる教育システムが充実。英語対策でTIS
のサマースクールに参加あり。

Komatsushima
Campus

泉
キャンパス

Izumi
Campus

泉キャンパス Izumi Campus

Tohoku International School 

Komatsushima Campus小松島キャンパス

進学系

提携校の日本大学
進学制度適用

栄泉コース
キャリア学習（進路）が高い充実度。
大学や専門学校が実際に行っている教育実践を経験し自分に適し
た進路を見つけることが可能。
日本大学やそのほか有名私立大学に多くの進学実績あり。
就職支援も充実、就職内定率はほぼ100％。

スポーツコース
世界で通用するアスリートを育成することを目標に日々努力をす
るアスリートを応援するコース。
荒川静香選手、羽生結弦選手、ダルビッシュ有選手、宮里藍さんな
ど有名選手卒業生多数。
運動施設も充実、一部施設はTISの生徒とも共有。キャンパス内
にはTISの生徒も学園生活を満喫、国際的な雰囲気を醸し出して
います。
充実した進路指導でほとんどの生徒が大学進学します。

総合コース
自分に合った学習法と多彩な体験学習で「自分作り」を実践。
中学時代では体験できない学校行事も多々あり。独自の校外
研修や学習企画で人として必要な知識を学び社会で生き抜く
力を養成します。

文教コース
文武不岐の精神を伝統的に受け継いだ教育を展開。大学進学、専
門学校進学、就職と幅広い進路に対応しています。宮城学院女子
大学、東北福祉大学などの教育連携講座、専門学校の模擬講座も
好評。本学の人脈を生かし特別講演会では、体操の池谷氏、柔道
界の篠原氏にお越し頂きました。

提携校の日本大学
進学制度適用

文理コース
私立型のカリキュラム、提携校の日本大学進学を念頭に置いてい
るカリキュラムの為、数学も強化科目。国公立大学進学の実績高
く、充実した進学指導内容。TISとの英語力アップを目指すサマー
スクールもあり。

進学系

提携校の日本大学
進学制度適用

アルファタイプ

他の高校では体験できない学習システムを用意。起業に関する知
識を学びながら自分の将来像を作っていく「アントレプレナーシッ
プ」、私立大学進学にも応用できる理論的な思考を作る実践型授
業。TISとの英語力アップを目指すサマースクールも好評。

ベータタイプ

提携校の日本大学
進学制度適用

提携校の日本大学
進学制度適用

一番町キャンパス

Major Leaguer 
Yu Darvish 

Pro Skater 
Yuzuru Hanyu

Actress
Kasumi Yamaya  

Pro Golfer
Ai Miyazato

心と体を休めることのできるキャンパス
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