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「Little Angels International School （LAIS）」運営開始に関するお知らせ

あらゆる年齢層に対し生涯に渡るリカレント教育を提供する株式会社ビジネス・ブレークスルー（所在地：東京都
千代田区、代表取締役社長：柴田巌、以下 BBT）は、当社グループの新たなインターナショナルスクールとして「Little
Angels International School （LAIS）」の運営を開始いたしますのでお知らせします。
「アオバジャパン・インターナショナルスクール（「以下 A-JIS」）」を運営する当社連結子会社(㈱株式会社アオバインタ
ーナショナルエデュケイショナルシステムズは、2019 年５月に Little Angels 学園㈱を子会社化し、同年７月より「Little
Angels International School（以下「LAIS」の運営を開始することとなりました。
A-JIS は、日本の歴史あるインターナショナルスクールとして 40 年以上にわたり、国際的な教育を提供し続けています。
世界標準のより優れた教育の提供に向けてＩＢ（国際バカロレア）の導入に取り組み、2015 年にＰＹＰ（初等教育プログラム）
とＤＰ（ディプロマ資格プログラム）、2016 年にＭＹＰ（中等教育プログラム）の認定校に承認された、IB 一貫校です。
LAIS は、2002 年に幼児を対象としたインターナショナルスクールからスタートし、現在は幼児から高等部までの一貫校
となっています。小学部は、基本は英語ベースながら、日本語及び IT/STEM 教育や中国語等、テクノロジーの発展と国
際化が急激に進む２１世紀を生きる子どもたちに必要な教育を意識したカリキュラムとなっているほか、中学部・高校部に
おいてはケンブリッジ国際教育機構認定校のインターナショナルスクールです。
ケンブリッジ大学国際教育機構は、英ケンブリッジ大学傘下の団体で、5～19 歳を対象とする国際教育プログラム及び
資格試験(IGCSE 等)を提供する世界最大の国際教育機関です。現在、世界で 160 か国以上、1 万校以上においてその
カリキュラムが学ばれています。
また、同機構の認定する A レベルを修了した生徒は、英語圏を中心に世界中の大学において大学入学資格として認
められており、A レベル成績優秀者の入学申請を優遇するケースもあります。また、文部科学省により日本国内において
も修了者は日本の大学入学資格が認められます。
当社グループでの LAIS 運営開始により、当社グループの拠点数は８拠点となり世界標準の教育の提供体制・地域が
拡大されます。

当社グループは、グループ全体で取り組む「世界で活躍できるグローバルリーダーの育成」のために、今後、日本におけ
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る国際教育を推進するとともに、当社が提供する高等教育・社会人教育との連携を強化する事により、１歳から大学院、
ビジネスパーソン、経営者までをもカバーする「生涯教育のプラットフォーム」として事業発展するとともに生涯教育を通じ
て社会貢献してまいります。

Little Angels International School の概要
・運営会社 Little Angels学園株式会社
（㈱アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズの完全子会社）
・所 在 地

東京三鷹市下連雀9-7-14

・認

証

ケンブリッジ国際教育機構認定校

・対

象

幼児園～高等部門

・生 徒 数

約80名

・運営時間

8：30～18：30

・URL: https://angelsenglish.com/
■（ご参考）
（※1）ケンブリッジ国際教育機構（本部ケンブリッジ、イギリス）が提供する国際的な教育プログラム。
IGCSE および A レベル（一般教育修了上級）は、1858 年、好奇心によって見聞を広げ、学びにおける情熱を永続させる教育プログラ
ムとして、国際的に通用する大学入学資格（国際バカロレア資格）を与え、大学進学へのルートを確保することを目的として設置。
現在、認定校に対する共通カリキュラムの作成や、世界共通の IGCSE 試験等を実施。国内大学への入学資格として認められる。 （参
考：文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1369935.htm） （参考：文部科学省
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314.htm）
ケ ン ブ リ ッ ジ 国 際 教 育 機 お よ び Cambridge International の プ ロ グ ラ ム の 詳 細 に つ い て は 、 ウ ェ ブ サ イ ト
（https://www.cambridgeinternational.org/）をご覧ください。

（※2）国際バカロレア機構（本部ジュネーブ、スイス）が提供する国際的な教育プログラム。
国際バカロレア（IB：International Baccalaureate）は、1968 年、チャレンジに満ちた総合的な教育プログラムとして、世界の複雑さ
を理解して、そのことに対処できる生徒を育成し、生徒に対し、未来へ責任ある行動をとるための態度とスキルを身に付けさせる
とともに、国際的に通用する大学入学資格（国際バカロレア資格）を与え、大学進学へのルートを確保することを目的として設置。
現在、認定校に対する共通カリキュラムの作成や、世界共通の国際バカロレア試験、国際バカロレア資格の授与等を実施。 （参
考：文部科学省 http://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/ib/1307998.htm）
（※3）当社グループのインターナショナルスクール並びに幼児教育の既存拠点は以下のとおり。
・アオバジャパン・インターナショナルスクール 光が丘キャンパス（練馬区光が丘） ※ＰＹＰ，ＭＹＰ，ＤＰ認定校
・アオバジャパン・インターナショナルスクール 目黒キャンパス（目黒区青葉台） ※ＰＹＰ認定校
・アオバジャパン・バイリンガルプリスクール 晴海キャンパス（中央区晴海） ※ＰＹＰ認定校
・アオバジャパン・バイリンガルプリスクール 芝浦キャンパス（港区芝浦） ※ＰＹＰ認定校
・アオバジャパン・バイリンガルプリスクール 早稲田キャンパス（新宿区高田馬場） ※ＰＹＰ認定校
・サマーヒルインターナショナルスクール（港区元麻布） ※ＰＹＰ認定校
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・アオバジャパン・バイリンガルプリスクール 三鷹キャンパス（東京都三鷹市） ※ＰＹＰ候補校

アオバジャパン・インターナショナルスクールは、2015 年年６月、同年７月において、IB のディプロマ・プログラム（DP）と初等教育プロ
グラム（PYP）の認証校となりました。また、2016 年 9 月には中等教育プログラム（MYP）についても認定校となり、初等部（PYP）、中等
部（MYP）、高等部（DP）の全課程においてＩＢ教育を提供できる体制が整いました。現在、これら全プログラムの認証を保有する学校
は、国内に 8 校しか存在しておりません。（A-JIS は国内 5 校目）
なお、アオバジャパン・バイリンガルプリスクール 三鷹キャンパスは、国際バカロレア（IB）「初等教育プログラム」（PYP）の候補校（※）
です。同スクールは、IB ワールドスクール（IB 認定校）として認定に向けた申請段階にあります。この IB ワールドスクールとは、「質の高
い、チャレンジに満ちた国際教育に信念をもって取り組むことにコミットする」という理念を共有する学校です。アオバジャパン・バイリンガ
ルプリスクール 三鷹キャンパスも、このような教育に取り組むことが、生徒にとって重要なことであると信じています。
※IB の「初等教育プログラム」（PYP）、「中等教育プログラム」（MYP）、「ディプロマプログラム」（DP）の 3 つのプログラム（および「IB キ
ャリア関連サーティフィケイト」）を実施することができるのは、国際バカロレア機構に認定された学校のみです。候補校であることは、IB
ワールドスクールとして認定されることを保証するものではありません。
IB および IB のプログラムの詳細については、ウェブサイト（http://www.ibo.org）をご覧ください。

【アオバジャパン・インターナショナルスクールについて】
株式会社ビジネス・ブレークスルー（所在地：東京都千代田区、代表取締役：柴田巌、以下 BBT）の子会社である株式会社アオバ
インターナショナルエデュケイショナルシステムズ（本店：東京都練馬区）が運営する歴史あるインターナショナルスクール。1976 年
に目黒区青葉台での開校。幼児から 12 年生（高校 3 年生）までを対象とした、特定の宗教を持たない共学のインター
ナショナルスクール。日本語クラス以外の授業はすべて英語で行われる。国際バカロレアのカリキュラムに積極的に参
加できるようになるための英語サポートプログラムも充実している。幼稚園から高校までの全ての課程において北米お
よび国際水準のカリキュラムを提供、卒業生は世界中の大学への出願資格が得られる。さらに、アオバは CIS（カウン
シル オブ インターナショナル スクールズ）および NEASC(ニューイングランド アソシエイション オブ スクールズ
アンド カレッジズ)の認証も受けている。また、国際バカロレア機構（ＩＢＯ）より国際バカロレア（ＩＢ）ＤＰ（高等部）
、ＭＹＰ（中
等 部 ）， Ｐ Ｙ Ｐ （ 初 等 部 ・ 幼 稚 部 ） の 認 定 校 と し て 承 認 さ れ て お り 、 す べ て の 課 程 に お い て Ｉ Ｂ 教 育 を 提 供 し て い ま す 。
http://www.aobajapan.jp/

【BBT について】
グローバル環境で活躍できる人材の育成を目的として 1998 年に世界的経営コンサルタント大前研一により設立された教育会
社。設立当初から革新的な遠隔教育システムによる双方向性を確保した質の高い教育の提供を目指し、多様な配信メディアを
通じてマネジメント教育プログラムを提供。大学、大学院、起業家養成プログラム、ビジネス英語や経営者のための勉強会等多
用な教育プログラムを運営するほか、法人研修の提供やＴＶ番組の制作など様々な顔を持つ。2013 年 10 月のアオバジャパ
ン・インターナショナルスクールへの経営参加を契機に、生涯の学習をサポートするプラットフォーム構築をグループ戦略の柱の
１つとして明確に位置づけている。在籍会員数約 1 万人、輩出人数はのべ約 5 万人以上。http://www.bbt757.com/

【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ビジネス・ブレークスルー 広報担当
TEL：03-6271-0757

FAX：03-3265-1381

E-mail：bbt-pr@ohmae.ac.jp

E-mail：hakamada@ohmae.ac.jp

3

The Partnership between Little Angels International School (LAIS) and
Business Breakthrough (BBT)
Business Breakthrough Inc., a company that offers a life-long recurrent education for people of all ages, is announcing
that in May 2019, acquired Little Angels International School’s operating body, Little Angels Gakuen K.K. through
its consolidated subsidiary, Aoba Japan Educational Systems.
A-JIS has been providing international education for over 40 years as a well-established international school in Japan.
To offer a world standard education, they are working to adopt an IB Program (International Baccalaureate Program).
Currently, there are six locations in Tokyo that they operate with an IB authorization (PYP, MYP, DP) and another
that is currently a PYP candidate.
LAIS started as a preschool in 2002 and is now an international school that caters to all age groups through high
school. Although the classes are mainly held in English, we also offer Japanese, Chinese, IT/STEM, and a unique
robotics education in order to cope with ongoing globalization. Furthermore, the middle school and high school is
accredited by Cambridge Assessment International Education.
Cambridge Assessment International Education is an NPO operating under the University of Cambridge and is one
of the world's largest international educational institutions that provides educational programs and qualification
exams (IGCSE, A-levels, etc.) for ages 5-19. Their curriculum has been adopted in more than 10,000 schools located
in 160 countries.
In addition, students who have completed the A-levels will receive qualifications to enter universities around the
world. Moreover, students who have achieved distinguished results in the A-levels may be awarded university credits
and receive preferential treatment for the college applications process. In Japan, The Ministry of Education recognizes
the completion of A-levels as an adequate qualification for college entrance.
As a result of this partnership, the number of global education bases of this group will now be at eight, and we expect
a healthy synergy on both the educational front as well as the business front.
Our group will promote the expansion of international and early childhood education, as well as the introduction of
an international standard curricula to further develop global leaders who can compete in an international environment.
By strengthening the coordinated efforts of our schools with the consequent higher education institutions, we will
continue to contribute and develop as a "lifetime education platform" that covers all the steps of life.
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Company Overview
Company Name: Little Angels Gakuen K.K.
(A full subsidiary of Aoba International Educational Systems Co., Ltd.)
Location: 9-7-14 Shimorenjaku, Mitaka-shi, Tokyo
Certification: Cambridge Assessment International Education
Target clients: Pre-K until university
Student Count: 80+
Operating time: 8: 30-18: 30
URL: https://angelsenglish.com/
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