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ウッドサイドインターナショナルスクールについて 

ウッドサイドインターナショナルスクール(以下当校)は大学を模したカリキュ ラムと少人数ク
ラス編成を導入し、豊富な外国語クラス、生徒一人一人の個性を 尊重し、目の行き届いた安全
な学び舎で学習することが出来る学校です。生徒、 教員、スタッフそれぞれが個人の多様性を
尊重しあう国際色豊かな環境です 。 

当校生徒は成績や試験結果だけでなく、生徒の学習意欲や家族のサポートに重点 
を置いて入学を許可されます。当校入学後、生徒達が学習することを心から喜び、 
成功するための意欲を自発的に見せる姿を多くのご家族が体験されています。 
行き届いた教育と大学を模したカリキュラム、そして自尊心を育てる経験により、 
当校生徒はほぼ全員、第一志望大学に入学を許可されています。「健全な精神は、 
健全な肉体に宿る」という教育哲学に支えられた当校の生徒達は、多くの大規模 
高校卒業生よりも大学受験に有利で、大学試験官にとっても非常によい印象を与 
えています。 
当校では競争率の高い大学教育の予備教育をアメリカ人生徒、および留学生に提 
供しています。当校は17か国以上の留学生を迎えてきました。留学生との交流 
はアメリカ人生徒にも大変有意義な体験です。 
当校は様々な「壁」に当たった生徒達を受け入れてきました。学校の成績、感情 
的な試練、言葉の壁や特別な環境。あるいは才能ある音楽家やアスリート、また 
ホームスクール(家庭内教育)を受けてきた生徒達も含まれます。 
当校では教育熱心で、多様性のある教員が生徒とその学習に力を注いでいます。 
教員は当校の教育哲学の枠組みと教育指針ガイドラインに沿った上で、自由なカ 
リキュラムを組んでいます。教員の情熱は生徒達に直接伝わり、やる気を引き出 
します。 
統一学力テストは生徒の学習進度と理解度を調査するために行われますが、カリ 
キュラムを選択するためのものでも、生徒個人の成功を計るためのものでもあり 
ません。統一学力テストの結果に重点を置かないことは、当校の教育方針のひと 
つです。授業内の試験、学期末試験は成績評価の大きい部分を占めますが、生徒 
の学習意欲を保持するためと、学習に専念させるために役立っています。成績評 
価に対する学期末試験の割合は大きく、年度末試験前2週間はすべての復習に時 
間を割いて行われます。 
生徒の個性の尊重 

当校生徒は個々人の意見を尊重する校風の中、自己表現を尊重することができま 
す。学校スタッフの指導方針として、学力に直接関わらない事項であれば、学校 
規則に沿うことそのものよりも、各生徒の適性を尊重した学習指導に重きを置い 
 
 
 



 
 
ています。各生徒の適性や学習能力は補習や試験そのものに反映されます。当校 
では厳しい校則も制服もなく、座席表も決められていません。当校生徒は個性の 
自由、自ら考え行動出来る校風を享受しています。 
成績報告書は毎月一度(4週間に一度)生徒とその家族に報告されます。特別な 
ケアが必要とされる生徒には、学校側から毎週情報が提供されます。親子面談も 
年度内に渡って推奨されます。 
成績が卓越し、才能のある生徒には更に上級の課題が課され、場合によっては上 
級のクラスへ異動させることもあります。そのような優秀な生徒は飛び級をして 
卒業することも可能で、特定の大学へ進学希望があれば高校の必須取得単位を当 
地の大学授業を受講することにより、取得することも可能です。 
チュータリング(個人指導)は毎日行われており、教員により補習が必要とみな 
された場合や、学習進度に問題がある生徒に対して行われます。当校は生徒に自 
発的な学習を促し、主体的な学びを身につけさせるためあらゆる努力を払ってい 
ます。学校スタッフは生徒一人一人の成功を見据えて、生徒の自信を付けさせる 
ためのあらゆるサポートを行っています。 
今日、多くの学校がブロックシステム(選択科目数を少なく抑え、授業時間を長 
く採るシステム)を導入していますが、一クラスに35名以上の生徒がいること 
は少なくありません。そういった学校では教員の指導が行き届きにくく、学習要 
項の達成が遅れることもあります。 
少人数制、やる気のある教員、きめ細かな指導体制 

当校では、少人数クラス導入により教員が生徒一人一人に割く時間が確保でき、 
幅広く個性豊かなカリキュラムが可能になっています。当校では通常の学校基準 
よりも多い科目があり、生徒は個人の興味や学習意欲によって選択することがで 
きます。生徒は通常、必修科目9、10科目を受講し、内3、4科目は選択科目 
です。 
大学進学に向ける予備学習の他に、生徒は哲学、時事問題、体育、そして芸術を 
各学期、各学年通じて学習します。いくつかのクラスは週に2回か3回ですが、 
生徒は高校通年(4年間)に渡り学習していくことになり、その結果、生徒は学 
習をしっかりと身に付けることが出来ます。 
バラエティー豊かな学習コースは指導資格と経験、やる気のある教員によって指 
導されます。生徒は興味のある科目を選択し、それらが選択科目(音楽、芸術、 
哲学、クリエイティブライティング、あるいは時事問題)であっても、目標設定 
と成果の達成、そして広い成功体験を積むことが出来ます。このことが生徒の学 
習意欲に刺激を与え、大学予備授業を含めたすべての科目に対して意欲を高める 
ことを可能にするのです。 
成績優秀な生徒はいち早く教員により認知され、生徒の向上心や好奇心に沿った 
プログラムを組むことができます。生徒と教員の円滑なコミュニケーションが生 
徒の目標達成にむける努力をより強いものにします。これは心身共に健康である 
ことが不可欠です。 
大学予備校にありがちな、結果だけを求めるあまり生徒に多大なプレッシャーを 
かけるといったことは当校では極力回避されます。こういったプレッシャーは試 
験結果、成績、宿題の量、そしてスポーツ分野の実績などに対する過大な期待か 
ら来るものです。対照的に、当校ではよりよい人間関係や、生活していく上で大 
切なスキルを学び、自尊心を築き自分を取り巻く環境に感謝して卒業していくこ 
とに重点を置いています。 
 

入学申し込み(募集要項) ���学校訪問 当校入学担当係が当校見学日の設定と質問にお答えします。  

 



 

その際、生徒は一日体験入学をすることができます。生徒やご家族で当校を直接 見学すること
ができない場合はオンラインミーティングをお勧めします。 Admissions@wissf.org 

申し込み 入学申し込みを提出して下さい。オンライン申し込みが推奨されま す
。 ���https://wissf.org/apply/.	  第一次申し込み期限は12月1日です。(翌年度の入学)もし途中編入を
ご希望 される場合は、当校入学事務所に定員の空きがあるかお問い合わせ下さい。もし 紙の申
し込み用紙をご希望の場合は、入学事務所 admissions@wissf.org	  にお問 い合わせ下さい。日本
での学校の成績証明書をアップロード、あるいは郵送して 下さい。願書手続き費用として 100	  
ドルを添付して下さい。 

願書に必要なもの ���•	  生徒の氏名と連絡先 ���•	  生徒の両親あるいは後見人の氏名と連絡先 ���•	  生徒の現
在、あるいは以前通学していた学校名と住所 •	  生徒の緊急連絡先 

願書提出の際、以下の書類が必要になります。もし願書提出時にすべての書類が 
そろわない場合は、すべての書類がそろった際に提出しても構いません。願書の 
提出方法は後で提示されます。以下の書類に不足がある場合には入学に必要な面 
接が受けられません。 
•	  少なくとも2学期分の在学証明書 •	  成績証明書 

  
•	  少なくとも1通の推薦状(多くの場合現在通学している高校の校長からのも の) 

• 生徒の予防接種記録 	  

• 生徒のパスポートのコピー、身分証明書あるいは戸籍抄本 	  

• 銀行の残高証明書(留学生のみ) 	  

• 生徒、その家族あるいは後見人はコンピュータ画面で e-‐Signature	  が必要とな ります
。これは法的に有効なサインです。 	  面接 

• 願書の提出が受理されると、生徒の面接日が予定されます。これは学校で行われ 
• るか、あるいはスカイプでのオンライン面接になります。生徒の学術的目標につ 
• いて話し合い、あらゆる質問にお答えします。 
•  学費 ���学費とその支払い方法について https://wissf.org/tuition/.	  	  留学生 海外からの留
学生もアメリカ国籍を保持する生徒と同じ要件を満たす必要があり ます。留学生にのみ以下の
質問事項が課されます。 	  •	  アメリカ国内に住所のある、生徒の代理人の氏名および連絡先 •	  生
徒の国籍 ���•	  F1(学生ビザ)の有無 ���•	  銀行残高証明書 	  •	  必要書類の英訳 	  当校に通学するために留学
生は F1	  ビザが必要になります。 	  
•	  当校に入学が許可された場合、留学生は登録費として 4,000	  ドル(払い戻し 無し)が必要となり
ます。当校は生徒に I-‐20	  フォームを発行します。 ���•	  生徒は米国移民局ウェブサイトで SEVIS	  I-‐
901	  フォームを提出するために I-‐20	  フォームが必要となります。この件に関して詳細は 
www.fmjfee.com/i901fee/index.jsp.	  をご覧下さい。生徒のご家族は学生ビザを申 請、保持する
義務があります。 ���•	  I-‐20	  フォームを請求する前に、米国移民局で学生ビザを申請することが必
要 になります。学生ビザの申請、保持およびそのプロセスに関しては生徒本人が行 うことにな
ります。 

学生ビザが発行されると、生徒は当校にその旨を通知し、登録費用を支払い 、 そして初学期の
学費を納入します。留学生はプラン A	  あるいはプラン B	  の学費 納入方法が適用されますが、プ
ラン C(詳細は https://wissf.org/tuition	  /)は適 用されません。学費の納入が受理、確認されると
、生徒は米国移民法に従うこと になります。 



 

※ もし学生ビザが許可されなかった場合は、4,000	  ドルの留学生登録費用の うち 3,400	  ドルが
払い戻されます。その場合以下の要件を満たして下さい。 

• I-‐20	  フォーム(原本)の返却 	  

• 米国移民局からのビザ申請却下書類の提示 	  

• 当校への払い戻し要請通知 	  

• 以上の書類を I-‐20	  フォーム発行の日付から3ヶ月以内に提出、提示すること 	  

• 当校は申請費用を初期登録費として保管します。当校は登録費以外の支払い (学費そ
の他)に対して払い戻しは致しません。払い戻しは通常以上の書類が受 理されてから30日以内
に完済されます。 	  ※ 当校に入学する生徒は米国滞在に際し、健康保険の加入が義務づけられま 
す。当校に入学を許可された留学生は健康保険の証明が必要になります。 	  常に学究する学士、
心身共に健康な個人、貢献する国民 	  学校沿革 ���当校は WASC(Accrediting	  Commission	  for	  Schools,	  
Western	  association	  of	  Schools	  and	  Colleges)	  認定(米国政府認定組織)の、独立した、大学進学を
意識した私立 高校です。当校はアメリカ人とアメリカ国外からの留学生が“ユニバーサルクラ 
ス”で共に学んでいます。当校は地元コミュニティに寄与する精神と、グローバ ルなコミュニ
ティへの貢献を一つに結んだ教育哲学を過去40年間に渡って貫い てきました。当校はサンフラ
ンシスコのサンセット地区、ゴールデンゲートパー クから1ブロックという好立地です。この
立地条件は当校生徒にサンフランシス コ特有の多様性のある学術、文化、レジャーやコミュニ
ティがもたらす恩恵を与 えています。また、サンフランシスコ市内だけでなく、ベイエリア全
域からの通 学も可能です。 	  教育理念 当校は生徒に社会性、判断能力を身につけさせ、高校を
卒業した後も現代社会に おいて、生涯を通じて学ぶ姿勢を貫く人格基礎を築き上げることを理
念としてい ます。 	  価値観 すべての子供は学問的に成功することができる、学校の行き届いた
ケアが彼らの 可能性を育成し、開花させることができると私共は信じております。当校は生徒 
の自立を促し、自信と他者に対する思いやりを培う援助をし、当校のアカデミッ クなアプロー
チは生徒の判断能力を育て、社会の一員として羽ばたく力を養う手 助けをします。当校生徒は
国際的で、あらゆる場面で我慢強い精神力、多様性と お互いを尊ぶ健康的な関係を当校プログ
ラムの中で築き上げています。自己表現、 そして個人の権利と主張をも同時に尊重することは
次世代リーダーを育成するた め欠かせない要素と私共は考えております。 	  

プログラム 当校生徒は学生生活初日から、学習は生涯に渡って行われるものと教えられます。 
生徒と教員双方の地道な協力体制によって高等教育は更に促進されていきます。 当校のカレッ
ジカウンセラーは 9th	  Grade(米国における高等学校初年)から大 学進学に向けて計画を立てます
。問題解決の方法論、分析と批判的精神、そして 体系的なスタディスキルは当校のプログラム
の核と言えるでしょう。生徒は教員 や学校スタッフから適切かつ的確そして独創的なアドバイ
スや意見を受けること ができます。生徒が様々な形で自己表現をすることや、当校の幅広く相
互協力的 なカリキュラムがあらゆる場面において価値観を高める手助けをしています。 

留学生 ���留学生は英語の読解、会話を習得するため ELS	  教員と多くの時間を費やします。 留学生
はさらに数学、科学、そして芸術のクラスにアメリカ人生徒と一緒に学ぶ ことになります。こ
のことは生徒同士の文化交流を可能にし、円滑にすることを 推進します。 

	  
	  


