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ご挨拶

本日はご来場いただき、ありがとうございます。
私たち私立小学校は、建学からの理念に基づき、独自の教育を展開しています。また、カリキュ

ラムや方法の独自性だけでなく、今まで積み上げてきた教育内容の一貫性もあり、保護者の方
に安心してお子様を預けていただける環境を整えています。
今後、世界は大きく変化していくものと考えられます。現在ある職業の多くが、人工知能や

ロボットにとってかわられ、現在の子どもたちが大人になるときは、半数以上が今はまだない
新しい職業に就くようになると言われています。そのような未来社会を乗り切っていく真の実
力を培うことが求められています。そうした力をつけるために、私立小学校は大きな役割を担
うことが出来ると自負しています。
私立小学校はそれぞれに理念も形態も異なります。また、校舎や施設といったハード面、カ

リキュラムや教材などのソフト面、さらには交通アクセスや併設校、進学先もそれぞれです。
それだけに保護者の方が選択できる良さがあると言えます。本日は、皆様の学校の選択におい
て何か参考になることがあれば幸いです。そして、興味や関心を持たれた学校がありましたら、
その先生方と話してみてください。きっと学校の雰囲気を感じていただけると思います。また、
さらに個々の学校で開催される説明会やイベントにご参加ください。私どもの学校を良く知っ
ていただき、最良の選択をしていただきたいと思います。
本日が、皆様にとって有意義な時間となりますようお祈り申し上げます。

東急線小田急線沿線私立小学校合同相談会　実行委員一同
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カリタス小学校
住所 〒214-0012

神奈川県川崎市多摩区中野島4-6-1

最寄り駅 JR南武線「中野島駅」
小田急線「登戸駅」

電話 044-922-8822

URL http://www.caritas.or.jp/es/

創立年度 1963年

系列校 カリタス幼稚園
カリタス女子中学高等学校

教員数（講師含む） 51名

募集人数 108名

併設幼稚園からの
入学者数 約50名 1 学年学級数 3学級 1 学級児童数 36名

学期制 3学期制 始業時刻 8時15分 1 コマの時間 45分 制服の有無 あり 給食 なし

建学の精神・教育理念・教育目標
1953年にカナダのケベックカリタス修道女会の 3人のシスター
が来日し、1961年に中学 ･高等学校を開設後、幼稚園、小学校
も開設され川崎市内唯一のカトリック校として発展してきまし
た。カトリック教育の理念に基づき、「神を信頼し人のために
つくす普遍的な愛をもった人間」への成長を導きます。人間性
の基礎づくりにあたる小学校時代には、神と人々に愛され、子
どもらしく生きることを学校生活の中で学びます。

特色ある教育実践・教育活動
１年生から国語、算数、総合は担任と補助職員が指導。専門教
科は専科教員が指導します。高学年は担任が行う総合以外は専
科制を取り入れています。入学時から英仏の二ケ国語を学び語
学力と共に国際社会への関心、国際理解の深まりにつながって
います。各学年に学年担任を配置し、３年生以上の外国語と算
数は少人数指導で基礎基本の充実をはかります。30年以上の実
績がある総合学習では主体的に学ぶ子どもたちの姿が見られま
す。

アフタースクール、土曜日の扱い
2020年 4月に理究キッズと協同でアフタースクール「ダン・ラ・
ジョア」を開設しました。学園敷地内の施設にてカリタスの教
育理念のもと、カリタスらしいアットホームな雰囲気を大切に
しながら運営されています。プログラムはカリタス小学校の教
育に合わせた内容を、小学校の教育をよく理解したスタッフが
担当しています。開設は学校行事と連動しており土日、祝日、
年末年始、夏休みのお盆期間などはお休みとなります。

セキュリティー
警備員が３～４名常駐しています。登校時は、スクールバスが
出る登戸駅と向ヶ丘遊園駅に警備員と教員がいます。下校時は、
教員が駅まで付き添うと共に警備員も登戸駅に待機します。保
護者による見守り活動もあります。情報連絡システムにより、
家庭への緊急連絡（保護者へのメール等）を行っています。また、
2021年度からは GPS 端末を提供し（希望制・利用料は保護者
負担）、登下校中の児童の位置情報が家庭に届きます。

宿泊行事
自然体験、仲間づくり、生活の自立を目標に各学年にふさわし
い宿泊活動を行っています。
【2年】学校宿泊（1泊、育てた野菜でカレー等を作って食べます）
【3年】山中湖宿泊（2泊 3日、カヌー、平尾山ハイキング）
【4年】黒姫宿泊（秋4泊 5日、冬2泊 3日　ハイキング、雪遊び）
【5年】黒姫宿泊（4泊 5日　火打山登山、山小屋宿泊）
【6年】岩手宿泊（3泊 4日　宮沢賢治の学習（花巻）、農村体験
　　　　		　　　（遠野））

保護者の関り
保護者が月１回のペースで来校できるように行事が組まれてい
ます。他に参加は任意ですが、「学習参加」という形で多摩川
探検や総合の授業に参加することがあります。
また、学園の宗教センターでは、キリスト教の価値観のもと、
お互いの親睦を深める様々な会や講座に加え、父親の会、マレ
子どもの会などが設定されています（任意）。

外国語・国際理解教育
1年生から複言語（英語、フランス語）教育を行います。電子
黒板やタブレットを使います。外国人の教師も指導しています。
少人数指導により、各言語の発音やイントネーションに耳を慣
らしたり、体を使って表現したりするところから始めます。歌っ
たり、遊んだりしながら外国語を楽しく学びます。言葉は道具
と考え、外国語おしゃべり横丁、仏人留学生との交流、仏人学
校一日入学など外国語を使う場面を数多く取り入れています。

クラブ活動等
○男子サッカー（1～ 6年）金曜日の放課後に行います。学年
を超えた男子の絆が築かれます。私立小学校の交流試合に出場
します。○バスケットボール（4～ 6年）希望者を募り練習し
私立小学校の交流試合に出場します。○陸上フェスティバル、
相撲大会、駅伝大会等に希望者を募り出場します。○クリスマ
スミサに向け 5年生以上から聖歌隊、聖劇参加者を募ります。
毎年、病院や老人ホームなどの施設訪問をしています。

入学希望者へのメッセージ
学校のすぐ近くに多摩川が流れ、四季折々の豊かな自然に恵まれています。１年生は年間に 10回程多摩川探検に出かけます。多
摩川探検には希望者の保護者も参加でき、子どもたちと共に多摩川探検を楽しんでいます。多摩川で思いっきり遊んだこと、発
見したことは、子どもたちの学びへとつながっていきます。子どもたちと保護者の方々との共通の話題になることも子どもたち
の学ぶ意欲となっています。また、ヤギやヒツジなどの動物飼育を行い優しい心を育んでいます。休み時間には、校庭を子ども
たちと動物たちが走り回っている姿がほほえましく感じられます。
「教室はまちがうところ」と捉え、失敗をおそれない、のびのびとした校風が特徴です。自然が大好き、動物が大好き、友だち
が大好き、学校が大好き・・・。大好きをいっぱいつくりたい子どもたちを待っています。
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国本小学校
住所 〒157-0067

東京都世田谷区喜多見8-15-33

最寄り駅 小田急線「喜多見駅」下車徒歩2分

電話 03-3416-4721

URL http://www.kunimoto.ed.jp/es/

創立年度 昭和29年

系列校 国本幼稚園、国本女子中学校、
国本女子高等学校

教員数（講師含む） 28名

募集人数 50名（男女合計で）25名
2クラス編制

併設幼稚園からの
入学者数

募集人数の半数を超えない
範囲で推薦を受け付ける 1 学年学級数 2学級 1 学級児童数 25名

学期制 3学期制 始業時刻 8時30分 1 コマの時間 45分 制服の有無 あり 給食 月、水、金の週3回（希望
制）他の曜日はお弁当

建学の精神・教育理念・教育目標
創立者有木春来は、教育目標を次の 3つと定めた。①「真心の
発揮」真っ直ぐな心で物事に取り組んでいくこと。②「自然に
対する素直さの涵養」私たちを生み、育んでくれる自然、その
懐に生かされている私たち人間、そしてその創造主である神を
幼子のように受け入れ、愛し、敬う心を養い育てること。③「恩
を知り恩に報いる心の育成」	人に助けられて生きることに感謝
し、人を助けることでその感謝を示す心を育み成長させること。

特色ある教育実践・教育活動
創立以来 1クラス 25名の少人数教育を実施し、学習面・生活
面の両方できめ細かい指導を行っている。「良い授業・面白く
て実のある授業」を教員の研究課題とし、基礎学力定着の徹底
と思考力・応用力の育成に取り組んでいる。英語・習字は 1年
次より実施し、音楽や茶道などの情操教育にも力を入れている。
また、命の尊厳を知るための学習「命のカリキュラム」を各教
科及び様々な学校生活の場面に取り込んでいる。

アフタースクール、土曜日の扱い
小田急こどもみらいクラブ（学童保育）と提携し、喜多見教室等
で優先枠、優待枠がある。土曜日は月に1～ 2回が家庭学習日
となりその他の土曜日は4時間授業を実施。

セキュリティー
児童一人一人が登下校管理システムのカードを持っており、登
校・下校の時刻が保護者の携帯端末に送られる。正門には警備
担当者が児童がいる時間帯には常駐している。全ての校門には
監視カメラが設置されている。防犯訓練・避難訓練は各学期に
1度、学園全体での訓練を年に 2度行っている。

宿泊行事
1 ～ 6年生全員で 2泊 3日の林間学校を実施。全校を 12 の縦割
り班（1～ 6年生がそれぞれ 4人ずつ）に編成し、3日間寝食を
ともにする。富士山麓と八ヶ岳山麓の 2か所を隔年で行ってい
る。6年生は 9月に 2泊 3日で日光方面に修学旅行を実施。夏休
み中には 3～ 6年生の有志を対象に海外英語研修としてオース
トラリアに 1週間ホームステイを実施。春休みには 3～ 5年生
の有志を対象に 3泊 4日のスキースクールを志賀高原で実施。

保護者の関り
授業参観、懇談会（各学期）、運動会、個人面談（1・2学期）、
自由研究作品展、文化祭、マラソン大会、音楽発表会、書き初
め展、学芸会等、年間を通して月に 1度程度の行事がある。行
事は基本的に土曜、日曜日に設定されている。また、行事に対
するお手伝い等は、年度初めの学級懇談会で均等に割り振りを
行う。

外国語・国際理解教育
創立時より 1 ～ 6年で英語教育を実施。平成 30年度より低学
年週 1時間・中学年週 2時間・高学年週 3時間でのカリキュラ
ムを実施している。令和元年度より毎回の授業をネイティブス
ピーカー 1人と日本人英語教員 2名の手厚い 3人体制で行って
いる。また、自身の英語能力を客観的に判断できる術として校
内で英検受験ができるようになっており、校長自ら放課後に有
志を対象にした英検合格講座を実施している。

クラブ活動等
課外のクラブ活動として、サッカークラブと女子のミニバス
ケットクラブ、金管クラブの 3つがある。運動クラブの 2つは、
放課後練習のほかに、私立小学校のチームや地域のクラブチー
ムと交流試合を行ったり、夏休みには合宿を行ったりしている。
金管クラブは、国本女子高等学校吹奏楽部との合同練習、年 2
回の体験型鑑賞会やコンサート等、積極的に活動をしている。

入学希望者へのメッセージ
「国際コミュニケーション能力」の育成に力を入れています。国際コミュニケーション能力とは、地球規模で起きる環境問題、
経済問題等で諸外国と円滑に対応できる 3つの力です。①日本人として世界の人たちと臆することなく、共に生きていく力（共
生力）②自分の意志で正しい方向を考え、決定し行動する力（自己決定行動力）③何事にも自ら積極的に取り組む力（主体性）。
この 3つを念頭に、コミュニケーションツールとしての英語能力を向上させ、伝統ある「命のカリキュラム」を基盤として、人
間性豊かに国際社会で活躍できる真のエリートを育てます。
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相模女子大学小学部
住所 〒252-0383

神奈川県相模原市南区文京2-1-1

最寄り駅 小田急線「相模大野駅」

電話 042-742-1444

URL https://www.sagami-wu.ac.jp/sho/

創立年度 1951年

系列校 相模女子大学、短期大学部、大学院、
中学部高等部、認定こども園幼稚部

教員数（講師含む） 36名

募集人数 80名

併設幼稚園からの
入学者数 20名程度 1 学年学級数 3学級 1 学級児童数 28名程度

学期制 3学期制 始業時刻 8時20分 1 コマの時間 40分 制服の有無 有り 給食 全員週2回
（希望者5回）

建学の精神・教育理念・教育目標
スクールコンセプト「毎日会いたい友だちがいる　毎日受けた
い授業がある」
目指す子ども像「自分からできる子ども」

特色ある教育実践・教育活動
・少人数学級編成・独自の学習活動「つなぐ手」の実施・全学
年プログラミングの授業を実施・英語教育（週 2時間　オンラ
イン英会話　全校スピーチコンテスト　オーストラリアホーム
ステイ　English	Camp）・縦割り活動・基礎学力の徹底（ベル
トタイム、毎日計算プリント「クリア」）・全校で漢字検定の実
施（11年連続優秀団体賞受賞）・2020年度より「探究の時間」
スタート・クラブ活動

アフタースクール、土曜日の扱い
小学部では、放課後の時間を有効に使った学校完結型学習支援
システム「放課後クラブ」を運営しています。小学部の校舎を
開放し、専門のスタッフにより、最長で 20時まで、英会話やス
ポーツ、受験対応の個別指導などを行っています。

セキュリティー
学園の全ての出入り口に警備員と監視カメラを配置し、警備員
が定期的に巡回しています。「ツイタもん」アプリによる一斉
連絡システムを利用し、緊急時も迅速な対応ができるように
なっています。また、電車やバスで通学する児童のために、各
駅やバス停ごとの広域避難所を載せた「防災ハンドブック」を
全児童が所持しています。

宿泊行事
4年生　	横浜・三浦体験学校（1泊2日）　English	Camp（2泊3日）
5年生　臨海学校（3泊 4日）　スキー学校（3泊 4日）
6年生　富士山自然体験学校（2泊 3日）　修学旅行（2泊 3日）

保護者の関り
本部役員のほかに、卒業対策委員会、クラス代表委員、書友ク
ラブなどがあります。任期は 1年間、それぞれの行事のサポー
トなどを行います。事情の許される範囲でご協力をお願いいた
します。
また、全員の方に、年に 2日程度の行事等のお手伝いをしてい
ただきます。

外国語・国際理解教育
小学部の英語教育は、「自分の考えを英語で表現する子ども」を
目標に、全学年週 2時間のネイティブと日本人教師 2人の計 3人
体制で英語の授業を展開しています。2021年 4月より、1年生か
ら少人数制での展開を実施します。4年生以上は少人数制での展
開を実施しており、年 20回のオンライン英会話の学習と合わせて、
1人ひとりに対応した英語力の向上を目指しています。学習成果
の発表として、全校スピーチコンテストを実施します。スピーチ
コンテストでは、他教科で学習したことも生かした内容で発表し
ています。
また、オーストラリアやインドネシアの学校と姉妹校提携をして、
ホームステイなどの交流活動を展開しています。

探究心と行動力を育む「探究の時間」
小学部の新たな教育活動が「探究の時間」です。
これからの世界を生き抜いていく子は、やりたいことを明確に持
ち、自分なりの工夫で、問題を解決する力を持っている子です。
学校教育にも、このような個人の力を伸ばす教育活動が必要と考
えます。また、小学校教育の枠やレベルを超えたテーマに子ども
たちが挑戦する機会を持つことも必要だと考えています。そこで、
新たなプログラムとして「探究の時間」を設けました。４年生以
上の児童が研究テーマを持ち、毎週２時間、探究活動に取り組み
ます。学期の最後の週は「探究週間」。探究活動に徹底的に取り
組み、活動のまとめや成果の発表、友達との意見交換などの時間
としています。

入学希望者へのメッセージ
私たちの学校は、「毎日会いたい友だちがいる　毎日受けたい授業がある」のスクールコンセプトに示したように、子どもたち
にとって学校に来ることが楽しいと思える学校づくりを目指しています。また、つなぐ手の授業やレゴやペッパーを使ったプロ
グラミング教育、オンライン英会話など、子どもたちの将来に必要な学習を積極的に取り入れ「わかる」を「できる」に変える、
そんな学習をつくりあげています。
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品川翔英小学校
住所 〒140-0015

東京都品川区西大井1-6-13

最寄り駅「西大井駅」（JR）「大井町駅」（JR・東急大井町線）

電話 03-3774-1157

URL http://www.shinagawa-shouei.ac.jp/
primaryschool/

創立年度 1952年（大井小学校）、1957年小野学園小学
校へ校名変更、2020年品川翔英小学校へ

系列校 品川翔英幼稚園、品川翔英中学校、
品川翔英高等学校

教員数（講師含む） 26名

募集人数 40名

併設幼稚園からの
入学者数 若干名 1 学年学級数 1学級 1 学級児童数 40名

学期制 3学期制 始業時刻 8時30分 1 コマの時間 45分 制服の有無 有 給食 お弁当・パン・
牛乳注文有

建学の精神・教育理念・教育目標
頭（知育）と心（徳育）と体（体育）のバランスのとれた教育
が人を育てる
キャッチフレーズ「品川から　世界へ　未来へ　英知が飛翔す
る」
校訓「自主・創造・貢献」
自ら考えて行動し、新しく創り出し、社会に貢献できる人
材を育てていく
人間教育の土台造りをになっている。

特色ある教育実践・教育活動
学級担任制と教科担任制をとり、指導に広さと深みをもってい
る。オリジナルテキスト・問題集を用いて発展的かつ複合的学
習を行っている。基礎学力の徹底強化と自発的かつ継続的な学
習習慣と集中力の育成を行いながら、数多くの学校行事に取り
組み、感性を養っている。
2020年度から一人一台のタブレット（iPad）を実施し、授業の活
用を随時始めている。

アフタースクール、土曜日の扱い
アフタースクールあり（平日～ 19：00、長期休業8：00～ 19：00）
土曜日は毎週 3時間授業（年間 11回は教員研修日のため休校）
希望者を対象としたロボット講座・サイエンス講座も実施して
いる。
学習定着のため翔英ゼミも開講し、中学受験の備えなど将来的
な展望も視野に入れて導入。

セキュリティー
校門に守衛室・8台の監視カメラ（24時間）、IC タグによる登
下校メール、緊急連絡メールシステム
警察、学校サポーターとの連携

宿泊行事
1年～ 5年林間学校（小野学園山中湖セミナーハウス）、
6年修学旅行（京都・奈良方面）、
希望者	海外研修（オーストリア・ブリスベン）・スキー教室（苗場）

保護者の関り
文化祭でのバザー・屋台、父親会によるお楽しみ会、担任との
個人面談（2回）行事後の片付け手伝い

外国語・国際理解教育
全学年週 2時間、日本人とネイティヴによる 4領域（聞く・話す・
読む・書く）を意識した学習。フォニックスメソッドを用いて
いる。希望者は夏季オーストラリア研修にも 1年生から参加可。
海外学校の訪問交流も受け入れている。
英検にも積極的に参加させている。

クラブ活動等
奉仕活動として 4つの部活動がある（保健・生活・図書・報道）
放課後特別活動（花まる学習会、ECCジュニア、各種教室（水泳・
ピアノ・絵画・体操・茶道）、小野の子クラブ（アフタースクール）
児童会活動を柱として 4つの部活動（奉仕活動）を実施し
ている。学校への帰属意識を高め、自らが学校を良くして
いこうという気持ちを育て、一人ひとりの感性を養ってい
る。

入学希望者へのメッセージ
建学の精神や伝統を守りつつ、時代に適応した改革を進めています。優れた知識を持ち、それを生かして飛び立てる人、自ら学
び　新しく創り出し　社会に貢献していける人材を育成する品川翔英です。人間教育の土台である初等教育で様々な体験を通し
て、主体的に生きた学びをしてほしいと願っています。
自分の事は自分でできるようにあきらめないで頑張ってください。おはようございますが笑顔で毎朝いえるように、ありがとう
とごめんなさいが伝えられるように、一日いちにちを大切に生活してください。
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湘南白百合学園小学校
住所 〒251-0035

神奈川県藤沢市片瀬海岸2-2-30

最寄り駅 小田急江ノ島線「片瀬江ノ島駅」より徒歩5分、江ノ電「江
ノ島駅」、湘南モノレール「湘南江の島駅」より徒歩10分

電話 0466-22-0200

URL https://www.shonan-shirayuri.ac.jp　
/syougakkou/

創立年度 1936年

系列校 湘南白百合学園幼稚園、湘南白百合学
園中学校・高等学校、白百合女子大学

教員数（講師含む） 45名

募集人数 108名
（内部進学者含む）

併設幼稚園からの
入学者数 1 学年学級数 3学級 1 学級児童数 36名

学期制 3学期制 始業時刻 8時25分 1 コマの時間 45分 制服の有無 あり 給食
なし	 お弁当事
前申込制	パン・
牛乳の注文可

建学の精神・教育理念・教育目標
本校は、「キリスト教の精神に根ざした価値観を養い、神と人
の前に誠実に歩み、愛の心をもって社会に奉仕できる女性を育
成すること」を目的としています。この建学の精神を具現化し
た校訓は、私たちの日々の目標です。
従順　	正しいこと、よいことは進んでひきうけ、最後まで責任

をもって果たします。
勤勉　すすんで勉強し、何ごとも力いっぱいいたします。
愛徳　	思いやりの心を持って、おたがいの進歩としあわせをね

がい、よろこんで助け合います。

特色ある教育実践・教育活動
①キリスト教の精神に基づいた一人一人を大切にした教育
②女性の特性を生かした教育
③当たり前のことが当たり前にできる教育
④基礎基本の定着の上に立った発展学習
⑤特色ある体験学習

アフタースクール、土曜日の扱い
土曜日なし　行事を行う場合あり。
外部業者と提携し、希望者が利用可能。

セキュリティー
正門には防犯カメラがあり、専属警備員が常駐しています。
登下校通知システムも導入しました。さらに学校独自の防災手
帳	「白百合防災ブック」を活用して、地震や津波に対して、	一
人一人がしっかり対応できるように、全学年で防災の授業を	
行っています。

宿泊行事
足柄体験学習（4年）清里野外学習（5年）
修学旅行（6年）

保護者の関り
全校保護者会、学年保護者会、クラス懇談会、授業参観、
個人面談、ステラ会（母親対象）、ポーロ会（父親対象）、
登下校指導

外国語・国際理解教育
1年生から週 2時間の英語の授業が始まります。音声教育を中
心に、きれいな発音を目指して指導しています。ネイティブス
ピーカーと日本人教師によるティーム・ティーチングの充実し
た授業を行っています。独自の教材を使用し、ICT機器も活用
しながら、日々、英語力の定着を図っています。

クラブ活動等
演劇、科学、器楽、声楽、手芸、イラスト、放送、料理、パソ
コン、茶道、フラワー、体操、卓球、テニス、バスケットボール、
バドミントン、陸上、球技

入学希望者へのメッセージ
本校は、「一人一人がかけがえのない存在である。」という、キリスト教的世界観、価値観のもと、積極的で、主体的に行動でき
る子供に成長するように、日々の教育を行っています。
子供たちは、学校生活の中で、神様からいただいた才能・能力を磨き、輝かせていきます。
私たちは、思いやりある、優しい心でまわりの方々と接し、社会に、世界に奉仕できる未来を切り開く女性の育成を目指してい
ます。
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昭和女子大学附属昭和小学校
住所 〒154-8533

東京都世田谷区太子堂1-7-57

最寄り駅「三軒茶屋」

電話 03-3411-5114

URL http://es.swu.ac.jp

創立年度 1953年

系列校

教員数（講師含む） 44名

募集人数 105名

併設幼稚園からの
入学者数 約30名 1 学年学級数 3学級 1 学級児童数 35名

学期制 2学期制 始業時刻 8時20分 1 コマの時間 45分 制服の有無 有 給食 有

建学の精神・教育理念・教育目標
「世の光となろう」という建学の精神のもと、社会で中心となっ
て活躍しながら人のために尽くす人、暗闇を照らす光のように
輝く人の育成を目指しています。そのために「目あてをさして
進む人」「まごころを尽くす人」「からだを丈夫にする人」の 3
つの目標を掲げています。児童は、幼い時から友とともに、こ
の目標を達成しようと励み、「からだ」「こころ」「知恵」のバ
ランスのとれた人としての基礎が育まれます。

特色ある教育実践・教育活動
伝統を誇る総合学習、異学年児童が共同生活を行う宿泊行事、
先進的な英語教育やコンピュータ教育、個々の児童の興味を広
げる特別クラブ活動など独自の教育を展開し、児童の「からだ」
「こころ」「知恵」をすこやかに、すくすくと伸ばします。
専科制による学習指導の充実と、児童一人一人を多くの教師で
育てることを目指しています。クラス担任は同学年内で連絡を
密にとり、学年としての統一した指導を行っています。

アフタースクール、土曜日の扱い
社会福祉法人	共生会 SHOWAによる「昭和小学校アフタース
クール」を、小学校に隣接する建物で運営しています。学園内
で行われる習い事や、長期休暇中の地域行事への参加等、経験
豊かなスタッフが児童の放課後を支援します。平日は、授業終
了後から 19時まで、長期休暇中や休校日などは 8時半から 19
時まで運営しています（土・日・祝日・年始年末は閉室）。
初等部は土曜日は原則休校ですが、年に数回学校行事のための
登校があります。

セキュリティー
24時間警備の守衛室や、巡回警備、防犯センサーなどに加え、
登下校の管理や緊急メールのシステムが整備されています。ま
た、避難訓練や非常食の備蓄など、震災・災害対策もきめ細か
く行っています。

宿泊行事　※コロナ禍にともなう変更あり。
1・2年生とも　学校宿泊　1泊
3・6年生　田園学寮　2泊 3日（神奈川県）
4・5年生　田園学寮　3泊 4日（神奈川県）
4・5年生　海浜学寮　3泊 4日（千葉県）
6年生　修学旅行　4泊 5日（北海道）
6年生　卒業旅行　2泊 3日（千葉県）
5・6年生希望者　ボストンフレンドシップツアー 10泊 11日	
（アメリカ）

保護者の関わり
学年末や年度末を含め、年間数回の懇談会、公開学習の際に、
学校への来校をお願いしています。また、学園祭や運動会など、
学校行事への協力や父母会活動への参加もお願いしています。

外国語・国際理解教育
「小学校からのグローバルマインド育成」を大切に、平成 7年
度から独自の英語教育を実践しています（1・2年生は週 1時間、
3年生以上は週 2時間実施）。
5・6年生の希望者は、アメリカにあるキャンパス「昭和ボスト
ン」で、11日間のプログラムに参加し、現地の同年代の子ども
たちと英語で授業を受けたり、ボストンの歴史ある街を散策し
たりします。外国を身近に感じ、興味を広げながら、英語学習
への意欲を高めています。

クラブ活動等
水曜日の 5時間目には、4年生以上がバレーボール、バスケッ
トボール、陸上など、10種目の中から好きな種目を選び、縦割
りグループで活動するコース別体育を実施しています。また、
6時間目にも、4年生以上の希望者による特別クラブ活動を行っ
ています。吹奏楽、美術、ダンスなどの中から希望するものを
一つ選んで活動します（1コマ 70分間の丁寧な指導で、大きな
成果が上がるよう計画されています）。

入学希望者へのメッセージ
小学校時代は、人生 100年の礎を築く大切な時期です。その長い人生の中で直面する様々な問題を解決する能力を身につけ、さ
らには知的想像力を高め、新たな課題へと発展させていく力を養います。人に頼らず、自分の力で問題を解決できたという充実
感、新しいことを知るわくわく感などの積み重ねが、子どもたちの確かな未来へつながるものと考えています。昭和小学校では、
子どもたち一人一人が、自分の中に光るものを見出すとともに、友達と尊重し合い、ともに輝ける人間に育っていけるような教
育を実践しています。
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精華小学校
住所 〒221-0844

神奈川県横浜市神奈川区沢渡18

最寄り駅「横浜駅」徒歩13分

電話 045-311-2963

URL http://www.seika-net.ed.jp/

創立年度 1922年（2022年に100周年を迎えます。）

系列校 神奈川学園中学校・高等学校

教員数（講師含む） 31名

募集人数 80名

併設幼稚園からの
入学者数 ― 1 学年学級数 2学級 1 学級児童数 40名

学期制 2学期制 始業時刻 8時40分 1 コマの時間 45分 制服の有無 有 給食 無

建学の精神・教育理念・教育目標
校訓「人のおせわにならぬよう	　人のおせわのできるよう」は、
創立より精華小学校の教育に関わってきた 2代校長岸田与一が
作りました。この校訓は、子ども達にとっても教員にとっても
大切な指針です。2022年、本校は創立 100周年を迎えます。

特色ある教育実践・教育活動
三大行事は、運動会・学芸会・文化祭。5年生春休みに 4泊 5日
の関西旅行を行い、関西旅行記をかきあげる。作品は文化祭で
展示。毎朝グラウンドを 3周する西グラウンド 3周運動、精華
の子 100冊の本運動を行っている。

アフタースクール、土曜日の扱い
アフタースクールなし　土曜日は原則としてお休みです。

セキュリティー
登下校メール配信　緊急おしらせメール　守衛あり　携帯電話
は持込許可書申請の上で許可、常時使用は不可

守衛常駐。カードをかざすことで、登下校を保護者に知らせる。
下校訓練年 2回

宿泊行事
夏季教室（3年：保田海岸 1泊　4年：野辺山 2泊　5年：那須
高原 2泊　6年：富士五湖 2泊）
教育旅行（4年：県内 1泊　5年：東海 1泊　6年：関西 4泊）
卒業旅行 1泊
以下は希望者のみ　4～ 6年ブリティッシュヒルズ研修 2泊　4
～ 6年オーストラリア語学研修 7日間

保護者の関り
写真係　5種類（生活指導、ベルマーク、交流企画、服装、保健）
の各委員会　卒業委員　同窓会委員　を 6年間のどこか 1年間
で引き受ける。1人 1回。

外国語・国際理解教育
英語の授業数：1年～ 3年週 1コマ　4年～ 6年週 2コマ　授業
は全学年児童 20名に対して英語教員 2名（ネイティブ 1名）で
実施。授業の他には、希望者を対象にした校内英語研修（1～
4年対象 /夏休み /春休み	各 2日間）・国内英語研修（4～ 6年
対象 /	夏休み /2泊 3日 / ブリティッシュヒルズ）・海外英語研
修（4～ 6年対象 /夏休み /6泊 7日 / オーストラリア）も実施
している。

クラブ活動等
木曜日の 6時間目を 15分延長し、1時間で行う。委員会活動と
隔週で行うので年 14、5回程度。サッカー、ボール、バトミン
トン、卓球、バスケットボール、パズル、音楽、造形、ホーム、
囲碁将棋、体操、ダンス、パソコン、読書、科学研究など。
4～ 6年生が縦割り活動で行う。1年に 1回変更可能。

入学希望者へのメッセージ
（6年生代表委員児童より）私が、他校にはない精華の特徴をあげるとするならば、それは「学ぶ機会の多さ」だと思います。精
華では低学年から学校外での授業があり 3年生からは県外での宿泊体験学習が始まります。その体験をまとめた旅行記を書くこ
とで文章を書くことに慣れ、自分の考えや現地で得た情報をまとめることが得意になりました。5年生の関西旅行では奈良・京
都の歴史的建造物を 5日間見学し、たくさんの情報を関西旅行記としてまとめて文章にするという作業を自分一人で行いました。
また、これから必要とされてくる英語も、1年生から外国人 2人を含めた教員 4人での授業、夏休みの海外ホームスティなど充実
して英語に親しめるので英語に対しての抵抗がありませんでした。他にも、低学年から高学年まで様々な学ぶ機会があり、成長
のきっかけを存分に与えてくれる学校だと思います。
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成城学園初等学校
住所 〒157-8522

東京都世田谷区祖師谷3-52-38

最寄り駅 小田急線「成城学園前駅」

電話 03-3482-2106

URL http://www.seijogakuen.ed.jp/shoto

創立年度 1917年

系列校 成城幼稚園　成城学園中学校高等学
校　成城大学　成城大学大学院

教員数（講師含む） 41名

募集人数 男女各34名　計68名

併設幼稚園からの
入学者数 男女各20名 1 学年学級数 3学級 1 学級児童数 36名

学期制 3学期制 始業時刻 8時30分 1 コマの時間 45分 制服の有無 無 給食 お弁当

建学の精神・教育理念・教育目標
「子ども達は、それぞれに違った天分や能力を持っています。
それらを学校生活の中で発見し、遺憾なく発揮せしめること」　
創立以来の四綱領：「個性尊重の教育、附・能率の高い教育」「自
然と親しむ教育、附・剛健不撓の意志の教育」「心情の教育、附・
鑑賞の教育」「科学的研究を基とする教育」成城学園第二世紀
の教育改革 3本柱：「国際理解教育」「理数系教育」「情操・教養
教育」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

特色ある教育実践・教育活動
「子どもを中心に考えた学校づくり」をめざし、独自の研究に
基づき他校には見られない教科を特設。美術を「絵」「工芸」「彫
塑」の 3領域に分け、専門教員が指導する。低学年の「遊び」「散
歩」、中学年までの「舞踊」、高学年の「映像」、全学年の「英語」
や「つながり」など、多彩なカリキュラムを用意している。「つ
ながり」は縦の人間関係を深める活動である。体験を重視し、
年 2回の運動会や音楽の会、年 3回の劇の会がある。

アフタースクール、土曜日の扱い
アフタースクール：無　土曜日は原則休校。年に数回学校行事
のために登校する日がある。

セキュリティー
学園の入り口の案内所が「防犯センター」の役割を担っている。
さらに、初等学校の 2門には常時守衛が立ち、来校者の確認を
する。防犯カメラの設置もしている。2019年 9月より新校舎に
なり、教室内の防犯対策も万全である。

宿泊行事
春の学校：3年生（2泊 3日）夏の学校：4年生（3泊 4日）5～ 6
年生（4泊 5日）スキー学校：4～ 6年生（4泊 5日）他に高学年
希望者による、「新・自然体験の旅」、「オーストラリア・ホーム
ステイの旅」等がある。

保護者の関わり
初等学校父母の会が組織されており、様々なところで子ども達
の教育活動をサポートしている。文化祭の餅つきや木工コー
ナーを担当して行事を盛り上げたり、講演会を企画運営したり、
仕事を分担して行っている。
運動会（春）は、父母合同運動会と称している。

外国語・国際理解教育
創立当初から英語教育を実践している。1～ 2年生は 20分授業
を週 2回、3年生以上は 45分授業を週 2回実施。どの授業も、
日本人教師と外国人講師の 2名体制で行っている。英語を英語
のまま理解しコミュニケーションをとることを基本に、学園あ
げて幼稚園から高校までの「CAN	DOリスト」を作成して、指
導している。

クラブ活動等
5 ～ 6年生に「特別研究」と称する教科を設け、週に 1時間実施。
子ども達が自ら活動を選び参加する。サッカー部やラグビー部
の運動部が 9部門、書道や太鼓部の文化部が 7部門ある。全て
教員が指導する。放課後の課外活動としては、ライフセービン
グ部、合唱部、ブラスバンド部があり、希望者が活動している。

入学希望者へのメッセージ
大正 6年（1917年）に創立者澤柳政太郎が、当時の画一的な教育を打破するための実験学校として創立した。澤柳の「求むる所
第一義」の言葉通り、「理想の教育」「本当の教育」を求めて、日々、研究・実践している。中でも、今、最も大切にしているのは、「豊
かに感じる心」「深く考え、創造し、表現する力」である。そのために学びの環境を整備した。森の中にたたずむ小さな「学び舎」
のコンセプトは、「学びにつながる環境」「人とつながる場」「温もり」である。理科の部屋から「観察の森」に出られ、学びに
直結した環境である。廊下がそのまま「つながる～む」というホールになり異年齢や同年齢の活動の場になる。さらに、その横
には「図書のへや」があり、いつでも読書の世界に浸ることができる。最も長く過ごす普通教室は木をふんだんに使用している。
この成城の環境で、一人ひとりが逞しく学び、人間関係を深めていくことを願っている。
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聖セシリア小学校
住所 〒242-0006

神奈川県大和市南林間3-10-1

最寄り駅 東急田園都市線「中央林間駅」
小田急江ノ島線「南林間駅」

電話 046-275-3055

URL http://www.st-cecilia-e.ed.jp/

創立年度 1929年

系列校 聖セシリア女子中学校高等学校、聖セ
シリア幼稚園、聖セシリア喜多見幼稚園

教員数（講師含む） 18名

募集人数 40名

併設幼稚園からの
入学者数 20名 1 学年学級数 1～ 2学級 1 学級児童数 20～ 25名

学期制 2学期制 始業時刻 8時20分 1 コマの時間 45分 制服の有無 有り 給食 お弁当（お弁当注
文システムあり）

建学の精神・教育理念・教育目標
聖セシリアの教育は、カトリック精神に基づき「信じ	希望し	
愛深く」を心の糧として知育、徳育、体育のバランスのとれた
総合教育を目指しています。
神を識り、人を愛し、奉仕する心をもって広く社会に貢献でき
る知性をもった人間の育成が聖セシリアの建学の精神であり、
社会的使命です。

特色ある教育実践・教育活動
学習指導…少人数のクラス編成や専科の教員による専門的な授
業、1年生から始まる会話を中心とした英語の授業など、「学ぶ
楽しさ」を通して確かな学力を育みます。
カトリック教育…日々の祈りや宗教の授業、クリスマス会など
の宗教行事を通して、子どもたちの心の中に思いやりや優しさ
を育み、豊かな人間形成を目指します。	
体験学習…2年生から始まる宿泊学習や学習内容に合わせた校
外学習など、生きた学びを育みます。

アフタースクール、土曜日の扱い
【	聖セシリア	アフタースクールの特長	】	
			・	学校内に設置してあります。安心かつ安全で、学校施設を最
大限活用できます。	

			・	楽しくてためになる「体験プログラム」や充実の「学習プロ
グラム」がたくさんあります。	

			・	夏休みなどの長期休業日も朝 8時 30分から夜 7時まで開室
しています。

【土曜日の扱い】
			・	基本的に休みですが、行事を土曜日に実施することがあります。

セキュリティー
緊急時一斉連絡システムや登下校確認システムを導入していま
す。また、防犯フェンスを設置するとともに、校門には警備員
を配置しています。

宿泊行事
宿泊行事は 2年生から始まります。2年生は 1泊、3～ 5年生は
2泊、6年生は 3泊で実施しています。学年に合わせて様々な体
験ができるプログラムになっています。

保護者の関り
学園全体で行うバザーを中心とした青葉祭では出店のお手伝い
をお願いしています。保護者同士コミュニケーションをとりな
がら、楽しく活動しています。

外国語・国際理解教育
英語の授業は 1年生から始まります。1～ 4年生は週 1時間、5、
6年生は週 2時間、専任のイギリス人教師が指導しています。
「聞く」「話す」を中心に英語の歌やゲームを取り入れ、「英語
の楽しさ」を感じさせる授業を行っています。

クラブ活動等
課外活動として、聖歌隊や吹奏楽部、タグラグビー部があります。
クラブ活動は、サッカーやバスケットボール、卓球、バドミン
トン、英語、科学、演劇、手芸、将棋、美術があり、興味、関
心に合わせて、希望のクラブに入ることができます。
その他、算数検定や作文術などの放課後活動もあります。

入学希望者へのメッセージ
聖セシリア小学校は、イエス・キリストによる「愛」の教えに基づく教育を実践しています。子どもを信じ、未来に希望を持ち、
深い愛を持って教育を行います。6年間をかけて最も伝えたいことは、「あなたが大切な人である」ということです。小学校時代
は、身体の成長と将来の自分作りの基礎となる時期です。困難に出会ってもしなやかに処することのできる強さを持つ「すなお
さ」を、人の心の痛みを理解できるあたたかな「明るさ」を、知性と力を人のために生かすことのできる「学び」の基礎を、日々
の教育活動を通して育成いたします。



─ 12─

聖ドミニコ学園小学校
住所 〒157-0076

東京都世田谷区岡本1-10-1

最寄り駅 田園都市線「用賀駅」、田園都市線「二
子玉川駅」

電話 03-3700-0017

URL https://www.dominic.ed.jp

創立年度 1954年

系列校 聖ドミニコ学園幼稚園　聖ドミニコ
学園中学高等学校

教員数（講師含む） 33名

募集人数 約60名（内部進学者を
含めない）

併設幼稚園からの
入学者数 約30名 1 学年学級数 2学級 1 学級児童数 40名

学期制 3学期制 始業時刻 8時30分 1 コマの時間 45分 制服の有無 有 給食 有（月・水・
金のみ）

建学の精神・教育理念・教育目標
聖ドミニコ会のモットーである「真理を求め、自由に生きる」
は聖ドミニコ学園の建学の精神でもあります。これを受けて小
学校では「よく生き、たくましく生き、愛し愛される人」を目
指しています。自分だけではなく誰かのために行動すること。
またいつも自分を見失わず、自身で考え判断して行動できるこ
と。そして周囲から多くの愛を受けることで他者へ愛を注げる
ことができる人へと成長してほしいと願っています。

特色ある教育実践・教育活動
10教科を専科教師が指導し、教科の面白さを十分に伝えられる
ので個性や可能性を大きく伸ばしています。語学や書き方では
チームティーチング制を取り入れ、きめ細やかに指導ています。
作文、ダンス、英語、フランス語など本校の特色ある教科があり、
1年生から行っています。5、6年生は奉仕・児童会活動があり、
誰かのために自分の力を使う機会となっています。

アフタースクール、土曜日の扱い
アフタースクールは行っていません。土曜日はお休み。男子は
月に 1度、親睦ラグビーを行っています。

セキュリティー
遠方からの通学のためにスクールバスを運行しています。用賀
駅、上野毛駅、成城学園前駅の 3方面に警備員を配備し、学園
には 3名が常駐しています。徒歩児童は集団下校を行っていま
す。その他にはは防犯カメラ、登下校メールシステム、緊急時
メール配信システムなどを導入しています。

宿泊行事
4年生、5年生はそれぞれ 2泊 3日の林間学校、6年生は 2泊 3
日の修学旅行があります。その他には夏休み中に、1年生から 6
年生の男子のみ 2泊 3日のラグビー合宿が、また 3年生以上の
信者の児童は信者合宿があります。

保護者の関り
後援会は聖ドミニコ学園の教職員、在校生、在園児の保護者、
並びに後援会の目的に賛同する有志で組織しています。会の目
的は会員相互の親和を図り、聖ドミニコ学園の教育環境の整備
と学園の発展のために協力することにあります。その活動の一
環として「親睦の集い」が毎年 10月に開かれ、模擬店・バザー
など、和やかな雰囲気のうちに行われています。また奉仕活動
を通して、いつも協力し合う体制にあります。

外国語・国際理解教育
英語は週 2時間（5、6年は 3時間）、フランス語は週に 1時間。
英語は「聞く、話す、読む、書く」の基礎力をつけることを目
標にしています。低学年は日本人とネイティブによる指導。3
年生以上は年 6回、様々な国のゲストが英語だけで行う授業が
あります。フランス語はフランス人教師と日本人教師のチーム
ティーチングによる授業と日本人教師による文法を中心とした
授業を隔週で展開。フランスの文化についても学習します。

クラブ活動等
5、6年生が毎週金曜日の 6校時に行っています。運動系は、バ
スケットボール・バドミントン・サッカー・テニス・ラクロス・
ダンス。文科系は科学・音楽・家庭科・図工・英語・文芸があり、
子供たち一人ひとりの個性を発揮する場となっています。年度
末には 1年の活動の締めくくりとしてクラブ発表を行っていま
す。

入学希望者へのメッセージ
本校では、学校説明会・体験授業（5月）、学園オープンスクール（6月）、入試説明会・入試体験（9月）、公開授業（5月・9月）、
学校案内（ミニ説明会）など受験をお考えの方にお越しいただける機会を設けています。また男児親睦ラグビー、学園祭、運動会、
親睦の集い（保護者主催）などの公開行事もあります。体験できる授業や行事もありますので、ぜひお越しください。新型コロ
ナウイルス感染拡大を防ぐため、公開を見合わせている行事もございますので、詳しくはホームページでご確認ください。
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清明学園初等学校
住所 〒145-0066

東京都大田区南雪谷3-12-26

最寄り駅 東急池上線「雪が谷大塚駅」

電話 03-3726-7138

URL https://www.seimei-gakuen.ed.jp/

創立年度 1930年

系列校 清明幼稚園、清明学園中学校

教員数（講師含む） 22名

募集人数 80名

併設幼稚園からの
入学者数 非公表 1 学年学級数 2学級 1 学級児童数 40名

学期制 3学期制 始業時刻 8時30分 1 コマの時間 45分 制服の有無 有 給食 なし
（お弁当）

建学の精神・教育理念・教育目標
創立者、濱野重郎の「子供と共に生き　子供を生かし　子供を
通して生きる」との教育信条を、日々の教育実践の中であきら
かにすることをねらっている。また学校生活や行事で子供が中
心となる学校作りを行っている。子供が学園のカリキュラムの
中で「考える子」「創造する子」「表現する子」へと成長するこ
とを目標としている。
・個性尊重の教育を実践
・低学年総合学習
・初等部中等部九か年一貫教育

特色ある教育実践・教育活動
本学園教育の特色は、
1. 幼稚園と初等部 2年生までの関連（第 1教育期）
2.初等学校3年から中学校1年までの基礎学力の充実（第2教育期）
3. 中学校 2年 3年の受験指導の徹底（第 3教育期）
である。各教育期を通した一貫教育では、成長発達における適
時性を重視し、「個を生かす」という教育理念にたって、個性
の尊重、望ましい生活習慣の確立、個別指導、能率高い教育の
指針としている。

アフタースクール、土曜日の扱い
休みは第二、四土曜日。
授業は通常通り行っている。3年生以上の算数では、専科の教
師も補助に入って、個別学習を充実させている。

セキュリティー
・警備員を配置。定期的に巡回見回りを行う。
・門の施錠。
・来訪者は名簿に記載し、来校証を着ける。
・地域警察との連携。
・防犯カメラの設置。
・子ども安全連絡網の配信
・AED設置
・防災備蓄庫完備

宿泊行事
・3、5、7、9年生は北軽井沢	清明学園浅間寮にて山の学校
・4、6、8年生は愛知県伊良湖で水泳指導	海の学校
・修学旅行

保護者の関り
学園の保護者は全員後援会の役員となり、活発に活動している。
総務部、厚生部、文化部の三部に分かれ、様々な活動を企画、
実行している。2学期の初めには、三部合同により、清明祭を
開催し、和楽親睦をはかっている。

外国語・国際理解教育
できるだけ毎日英語に触れることによって、より英語に慣れる
ことができるよう 1年生からほぼ毎日実施。またALTの外国
人講師が授業に参加している。

クラブ活動等
クラブ活動や児童会活動は、子どもたちの主体性を大切にした
いと考えている。以下のようなクラブや委員会があり、活発に
活動している。
・児童会活動（1～ 5学年）
・委員会活動（園芸、生活、体育、図書、放送、保健）
・クラブ活動（1～ 4学年）
音楽部、美術部、料理部、囲碁・将棋部、演劇部、科学部、サッカー
部、野球部、卓球部、バドミントン部、バレーボール部、陸上部、
ダンス部

入学希望者へのメッセージ
「子どもと共に生き、子どもを生かし、子どもを通して生きる」という創立者　濱野重郎の言葉のもと、学校生活全てにおいて
子どもが中心となる学校づくりを目指しています。望まれる子ども像は、一言で言うと「子どもらしい子」です。自然の中では
虫探しに夢中になり、きれいな花にうっとりし、また、おもちゃ作りでは工作に夢中になり、読み聞かせでは本の中の主人公に
なりきれるような子を望んでいます。そういう子が、学園教育の中で「考える子」「創造する子」「表現する子」へと成長してい
きます。また低学年では、生まれる月による発達の違いにも目を向けた学習体制を整えます。
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洗足学園小学校
住所 〒213-8580

神奈川県川崎市高津区久本2-3-1

最寄り駅 JR南武線「武蔵溝ノ口駅」、東急田園
都市線・大井町線「溝の口駅」

電話 044-856-2964

URL http://www.senzoku.ed.jp/

創立年度 1949年

系列校 洗足学園大学附属幼稚園/洗足学園中学・高等学校/洗足こ
ども短期大学/洗足学園音楽大学/洗足学園音楽大学大学院

教員数（講師含む） 34名

募集人数 50名

併設幼稚園からの
入学者数 21名 1 学年学級数 2学級 1 学級児童数 40名

学期制 3学期制 始業時刻 8時30分 1 コマの時間 45分 制服の有無 有り 給食 無し

建学の精神・教育理念・教育目標
イエスが最後の晩餐の前に弟子の足を洗い清め、互いに謙虚な
気持ちを持つよう教えたとする故事にちなみ校名を「洗足」と
しました。教育理念は、謙虚にして慈愛に満ちた心をもち、社
会に奉仕貢献する人材を育て、社会にあってリーダーの役割
を果たす人材の育成です。教育目標は　1. なにごとも自分で考
えて行動のできる子　2. 大きな夢を持ち、粘り強くがんばる子　
3. 人のためになることをすすんでできる子　の 3つです。

特色ある教育実践・教育活動
充実した設備と優れた教育環境があります。全児童が国・私立
中への進学を希望するため、きめ細やかな進路指導と、高い学
力を目指した教育課程を編成しています。オリジナルテキスト
や独自の検定、本物に触れる授業を重視する多くの校外学習や
「学級農園」などもあります。ハイレベルのオーケストラ活動
も魅力です。広い校庭は、雨上がりでもすぐ遊べる特殊な人工
芝。ビオトープも設けられ、野菜・草花の育成や自然観察も行
えます。ICT教育環境の整備も充実しています。

アフタースクール、土曜日の扱い
なし。学芸会、運動会は土曜日に開催。

セキュリティー
学園正門に守衛を配し、校舎内の定時巡回を行うとともに、児
童の登下校時に教員が通学路で安全指導を行っています。また、
IC カードにてご家庭に児童の登下校をメール連絡したり、一
斉メールで緊急連絡等を行う「登下校安全管理システム」を導
入しています。

宿泊行事
夏季移動教室（長野県黒姫高原）、夏の学校（校内宿泊）、修学
旅行（屋久島等）

保護者の関り
年に 5･6回、各学年毎に保護者会を開催しています。また、各
学期に 1回ずつ個人面談を実施しています。

外国語・国際理解教育
3 ～ 6年生で週 1回の英語授業を実施し、5・6年生は週 2回の
朝の英語も実施しています。クラスを 20人ずつの 2つに分け、
それぞれ児童 20人に対してネイティブ教諭と日本人教諭の 2名
で指導しています。

クラブ活動等
絵画・科学・家庭・器楽・演劇・日本の遊び・パソコン・英語・
野球・卓球・ミニサッカー・ミニバスケット・陸上・ダンス

入学希望者へのメッセージ
本校は、将来において、社会の様々な分野で活躍するリーダーとなる人格と能力を創り上げる場でありたいと考えています。そ
のために必要な知性や思いやりの心、強い精神力、体力などを培うために各種の取り組みをおこなっています。その結果は、在
校生だけでなく、卒業生やその保護者の方々からも、楽しく充実した学校生活を得られたと評価していただいています。ぜひ本
校の教育実践をご覧ください。
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捜真小学校
住所 〒221-8720神奈川県横浜市神奈川区

中丸8番地

最寄り駅 東急東横線「反町駅」、横浜市営地下
鉄ブルーライン「三ツ沢下町駅」

電話 045-491-4227

URL http://www.soshin.ac.jp/primary/

創立年度 1957年

系列校 捜真女学校中学部・高等学部

教員数（講師含む） 29名

募集人数 60名

併設幼稚園からの
入学者数 併設幼稚園なし 1 学年学級数 2学級 1 学級児童数 30名

学期制 3学期制 始業時刻 8時25分 1 コマの時間 45分 制服の有無 有 給食 週1回の
お弁当給食

建学の精神・教育理念・教育目標
「神の愛に基づいた愛の教育」「愛の心の教育」	常に変化する社
会の価値観の中にあって、動くことのない “ 聖書にある真理 ”
を捜しつつ、自己の能力を最善に伸ばす教育を進め	ています。
自分を愛するように他者を愛し、感謝の心をもって社会のため
に奉仕できる人格を育てています。

特色ある教育実践・教育活動
・	子どもの個性を生かしつつ、一人ひとりに寄り添った教育を
進めるために、1学級 30名の少人数制としています。

・	音楽鑑賞会や演劇鑑賞会など、「本物にふれる教育」を通して
子ども達の感性を豊かに育む情操教育を大切にしています。

・	一人 1台の iPad を使ってのプログラミング学習やプレゼン
テーション学習など、ICT教育を充実させています。

アフタースクール、土曜日の扱い
・	アフタースクールは、放課後に本校敷地内で 18：30 まで、長
期休みは午前中からお子様をお預かりいたします。
学習サポートや季節の行事、様々な習い事教室をご用意して
います。

・土曜日は原則的に登校はありません。

セキュリティー
・校門での警備員立哨および施錠
・校門への防犯カメラの設置
・来校者への身分証明プレート
・登下校確認メール
・緊急地震速報
・学校Web 掲示板を使用した家庭との安否確認連絡　

宿泊行事
静岡県にある自然豊かな本学院宿泊施設で自然教室を行ってい
ます。
1年生～ 3年生、4年生～ 5年生で、それぞれ縦割りのグループ
に分かれて楽しい 3日間を過ごします。

保護者の関り
・個人面談週間の設定
・各種 PTA行事（自由参加）
・スポーツに親しむ会、学習発表会、クリスマス礼拝への参加
など

外国語・国際理解教育
1年生から 6年生まで、年間を通してネイテイブスピーカーの
教師と共に学ぶ英語の時間があります。ALL	English で言葉を
シャワーのように浴びながら、英語でのコミュニケーションを
大切にしています。またこの時間の他に、5，6年生では、中高
の英語科教師と共に「リーディング」「ライティング」に更に
力を入れた授業も行っています。

クラブ活動等
･ 児童が活動内容を考える「ジョイフルタイム」
･有志による「特別クラブ（吹奏楽、聖歌隊、美術）」

入学希望者へのメッセージ
本校は創立以来、キリスト教に基づく「愛の心の教育」に重点をおいてきました。職員は子どもの心を受け入れ、個性を大切に
しています。児童は、自分の思いを受け入れてもらえる安心感から、「自己存在の意義」を感じ、「前向き・肯定的に生きる力」
が育ちます。そして自分に与えられた能力を最大限に伸ばし、人のため、社会のために貢献できる人へと成長します。子どもた
ちの伸び伸びとした様子、教職員と子どもたちの関わりを、是非ご覧いただきたいと思います。
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玉川学園小学部
住所 〒194-8610

東京都町田市玉川学園6-1-1

最寄り駅 小田急線「玉川学園前」駅より徒歩約
10分

電話 042-739-8931

URL https://www.tamagawa.jp/academy/

創立年度 1929年

系列校 玉川学園幼稚部・中学部・高等部、
玉川大学・大学院

教員数（講師含む） 66名

募集人数 90名（内部進学者除く）

併設幼稚園からの
入学者数 約38名 1 学年学級数 4学級 1 学級児童数 30名前後

学期制 1～ 5年生：3学期制
6年生：2学期制 始業時刻 8時20分 1 コマの時間 1～ 5年生：45分

6年生：50分 制服の有無 男子のみ
制服あり 給食 なし

建学の精神・教育理念・教育目標
創立以来「全人教育」を教育理念の中心として、人間形成には
『真・善・美・聖・健・富』の 6つの価値を調和的に創造する
ことを教育の理想としています。小学部では知育、徳育、体育
を兼ね備えたバランスの取れた人間形成を目指します。協力す
る心や、感謝の気持ちを素直に抱く「きれいな心」、自ら調べ
て表現・創造する「よい頭」、自然に身体を動かす習慣を体得し、
忍耐力や精神力を備える「つよい体」を育みます。

特色ある教育実践・教育活動
幼稚園から大学院までが一つのキャンパスに集う恵まれた教育
環境の中で、小中連携や中高連携だけではなく、大学や大学院、
研究所などとも連携・協力して、教育効果を高める活動を実践
しています。多様な学齢との交流や、学内の「ホンモノに触れる」
多くの機会が、学習意欲を向上させ、探究力を培います。その
ほか、各教科が相互に連携し、教科横断的な学習を行うことで、
教科の枠に縛られない生きた知識を学びます。

アフタースクール、土曜日の扱い
週 5日制を実施しています。土曜日は学校行事のほか、課外活
動や補習の時間にあてたりと、個人の向上に役立つ時間として
います。放課後は、1～ 6年生の希望者を対象に「延長教育プ
ログラム」を実施しています。

セキュリティー
学内には防犯・防災専門施設があり、専門スタッフが 24時間
365日体制で学内を巡回。また、ALSOKによる「あんしん教室」
を実施して、子供たちの防犯意識向上のための取り組みも積極
的に行っています。そのほか、小田急電鉄と提携して「あんし
んグーパス」システムを導入し、登下校の安全管理を行ってい
ます。登校時と下校時、校舎内に設置した装置に定期券をかざ
すと、保護者の携帯電話にメールで通知されます。

宿泊行事
・林間学校
3年生は山中湖で、4年生は長野県の富士見高原で自然をテー
マに 10以上の体験グループに分かれて活動します。6年生は
さらに大きな自然の中で心と体を鍛えます。

・スキー学校
4年生と5年生は長野県の志賀高原で「ハンネス・シュナイダー	
スキー学校」を 5日間の日程で実施します。

・宿泊訓練
1年生と 2年生は 10月に宿泊訓練を行います。学校に 1泊し、
災害時の心得を体験的に学ばせます。

保護者の関り
父母会では、シエラレオネへの献品、リサイクル活動、図書の
整備のほか、外部講師を招いて行う「父母教養講座」の開催など、
盛んに活動しています。

外国語・国際理解教育
玉川学園では、創立以来「国際教育」を教育信条の一つに掲
げ、国際社会で求められる有能な人材を育てます。「英語を
学ぶ」Japanese	Predominant クラス、「英語で学ぶ」English	
Predominant クラスがあり、共に全クラス「英語」週 5時間実施。
また、ICTやテレビ会議システムを使って海外の学校と交流し
ています。海外交流校との交換訪問等を通して国際理解の芽を
育てます。

クラブ活動等
6年生から希望者は課外活動（クラブ）に参加することができ
ます。（2020年度実績）剣道、少林寺拳法、バドミントン、陸上、
水泳、デンマーク体操、野球、サッカー、ラグビー、エアロビッ
ク、吹奏楽、オーケストラ、ハンドベルクワイア、美術、サイ
エンスクラブ、ロボット、サンゴ
（女子のみの参加としているクラブもあります。）

入学希望者へのメッセージ
私たちの仕事は、子どもたちがその年代なりの夢をもつこと、そしてそれを実現させるためのお手伝いをすることだと考えてい
ます。そのためには、子どもの「きれいな心」「よい頭」「つよい体」を育てなければなりません。どんな夢でも、この 3つなし
にそれを実現することはできないからです。夢を持って、それに向かって努力している子どもは喜びに満ちています。子どもた
ちには、いつも「喜んでいますか。喜ばれていますか」と問いかけています。自分の夢を実現し、神と人から愛されて、世界に
役立つ玉川っ子に育ってくれることを祈りながら、日々の教育活動にあたっています。
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帝京大学小学校
住所 〒206-8561

東京都多摩市和田1254-6

最寄り駅「多摩センター駅」、「高幡不動駅」、「聖蹟桜ヶ丘駅」

電話 042-357-5577

URL https://www.teikyo-sho.ed.jp

創立年度 2005年度

系列校 帝京大学中学校、帝京中学校、帝京
八王子中学校

教員数（講師含む） 42名

募集人数 80名

併設幼稚園からの
入学者数 約10名 1 学年学級数 3学級 1 学級児童数 45名

学期制 3学期制 始業時刻 8時30分 1 コマの時間 40分 制服の有無 有 給食 有
（完全給食）

建学の精神・教育理念・教育目標
帝京大学グループの建学の精神、
努力をすべての基とし偏見を排し
幅広い知識を身につけ
国際的視野に立って判断ができ
実学を通して創造力および人間味豊かな
専門性ある人材の養成を目的とする
に則り、『知・情・意・体』のバランスのとれた児童の育成を
目指します。

特色ある教育実践・教育活動
令和 2年度より実施された新学習指導要領のキーワード「アク
ティブ・ラーニング」を重視し、先取りした形で授業に取り組
んでいる。知識の習得のみならず、課題の発見・解決に向け、
電子黒板を使って主体的・協働的な授業を行う。どの授業でも
児童自身が学習に見通しを持ち、友だちと学び合い、学習を振
り返ることを大切にしている。さらにグローバルな感性を育む
ため、4・5年生はイギリスへの海外語学研修に参加できる。

アフタースクール、土曜日の扱い
土曜日：原則休み。4年生より特別講座（国語、算数、社会、理科）
あり。
アフタースクール：放課後NPOアフタースクールと学校が協
力し、知育系教室からスポーツ教室まで、校内だけでなく行う
プログラムを用意。子どもたちが楽しく有意義に学ぶ体験活動
が充実しています。登校日は毎日 19時までお預かり、長期休み
は朝から対応、振替休日なども朝からの対応が可能です。

セキュリティー
警備員常駐、防犯カメラ設置、登下校確認システム、避難・防
災訓練実施、緊急通報・安否確認システム、緊急地震速報装置、
災害用品備蓄、AED設置

宿泊行事
低学年から毎年森や海、史跡などをめぐる宿泊学習を実施して
います。さまざまな体験が学びをさらに深め、自立した生活が
子どもたちを大きく成長させます。

保護者の関り
個人面談、授業公開など保護者と学校をつなぐ行事があります。
また後援会の活動として、帝小祭を開催しております。

外国語・国際理解教育
外国語教育としては、6年間の到達目標として英検3級レベルを
掲げ、ネイティブ教員2名と日本人専科教員2名で1～ 4年生は
週2時間、5・6年生は文法のみの授業を加えた週3時間の授業
を実施して、中学生になっても自信を持って学べる力を養って
います。

クラブ活動等
4年生以上が対象で、6年生を中心に自分たちで活動計画を作
り、クラブを運営しています。友だちと一緒に目標を設定する
ことで、自然と学年間の交流も生まれます。
スポーツクラブ（年度によって変更有）
サッカー、バスケットボール、一輪車
文化クラブ（年度によって変更有）
レゴ、もの作り、ボードゲーム、英会話、家庭科、パソコン

入学希望者へのメッセージ
帝京大学小学校は、大きな屋根の下、木の香る校舎で、児童自身が学習に見通しをもつこと、友だちと学び合うこと、学習を振
り返ることを大切にする授業を行っています。全教室の中心には大きな電子黒板を設置し、タブレット PCと併用による最先端
の ICT教育や、豊かな創造性を育むレゴブロックを使ったプログラミング教育などにも取り組んでいます。また、イギリスで行
う語学研修など多くの本物体験ができる環境になっています。アフタースクール「帝翔塾」では、児童をお預かりするだけでなく、
ピアノ・英語・そろばん・体操・バレエなど多様なプログラムを行っています。帝京大学小学校で素敵な 6年間を過ごしてください。
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桐蔭学園小学校
住所 〒225-8502

神奈川県横浜市青葉区鉄町1614

最寄り駅 小田急線「柿生駅」、「新百合ヶ丘駅」、東急田
園都市線「あざみ野駅」「市が尾駅」「青葉台駅」

電話 045-972-2221

URL http://toin.ac.jp/ele/

創立年度 1967年

系列校 桐蔭横浜大学・大学院、桐蔭学園高等学校、
桐蔭学園中等教育学校、桐蔭学園幼稚園

教員数（講師含む） 男性43名　女性13名　
計56名	

募集人数 約70名	男子35名程度
	 女子35名程度

併設幼稚園からの
入学者数 約30名 1 学年学級数 3学級 1 学級児童数 30名～ 40名

学期制 3学期制 始業時刻 8時45分（8時30分
よりホームルーム） 1 コマの時間 40分 制服の有無 あり 給食 あり（水曜の

み弁当持参）
建学の精神・教育理念・教育目標
「すべてのことに『まこと』をつくそう」「最後までやり抜く『強
い意志』を養おう」を校訓に掲げながら、将来の知識基盤社会
を生き抜く力を持つ「自ら考え	判断し	行動できる子どもたち」
を育てます。アクティブラーニング型授業や探求・プログラミ
ング学習・キャリア教育などを通じて一人ひとりが地に足をつ
け、自らの人生を切り拓くための主体的・自律的能力や、コミュ
ニケーション能力、企画力、リーダーシップ等を育みます。

特色ある教育実践・教育活動
自ら考え、行動し、仲間に支えられ、失敗をも経験しながら目
標に向かって前進する、そのような経験を積み重ねることで子
どもたちは「生き抜く力」を身につけます。桐蔭学園小学校は、
これまで以上に「子どもの学び中心主義」を推し進め、子ども
自身が深く考え、それらを発信することを教育の基盤に据えて
いきます。

アフタースクール、土曜日の扱い
学園施設内で児童をお預かりいたします（NPO法人への業務
委託）。おやつの提供や宿題をやる時間もあり、多彩なプログ
ラムを実施しています。終了後はスクールバスで下校できる（小
田急線柿生駅・東急田園都市線江田駅）など、安心してご利用
いただけるシステムを整えています。※平日は下校時から 18：
30 まで開室しています（土日・祝日・長期休暇時は閉室）。

セキュリティー
警備員常駐／防犯カメラ／登下校指導員配置／登下校確認シス
テム／登校後のゲート施錠／ GPS 発信機所持可／携帯電話所
持可／授業中通用門施錠／来校者証／避難・防災訓練／看護師
常駐／緊急通報システム（警察に直結）／防犯グッズ配備／災
害用品備蓄／AED設置／教職員 2～ 3名による下校指導（バ
ス添乗、駅構内・ホーム指導）、登下校地区別による学年縦割
り緊急下校グループ

宿泊行事
7月に 1・2年は富士吉田または修善寺で 1泊 2日、3・4年は長
野県八子ヶ峰、5年は日光、6年は京都・奈良方面で 2泊 3日の
サマースクールを実施します。
5・6年は 2月中旬に長野県志賀高原でスキーを中心とした 3泊
4日のウィンターキャンプを実施します。

保護者の関り
保護者会として、2 ～ 6年から 6名の役員と各クラス 2名ずつ
の代議員を選出して構成し、小学校の教育活動を支援していた
だいています（主な活動として、学園文化祭でのバザーやもち
つき会の手伝いなど）。保護者の参加行事としては、年 3回（4・
5・3月）の学年・学級保護者会、年 1回の保護者総会（5月末）、
個人面談（7・12月	※ 1年のみ 7月は家庭訪問）、年 2回の授業
参観（5・1月）があります。

外国語・国際理解教育
英語／週 2回　40分授業
20人以下の少人数クラスで授業を展開しています。ネイティブ
と日本人の教員による「読む・書く・話す・聞く」の 4技能を
バランスよく身につける指導を実践しています。３年以上の希
望者は、桐蔭横浜大学内にある “桐蔭英語村キッズクラブ ”（学
年別週 1回／無料）に参加できます。ネイティブスタッフとの
アクティビティを通じて本物の英語に触れられます。夏・春の
長期休暇には特別講座（有料・希望制）も開講します。

クラブ活動等
●文化系／家庭科、アート、ロボット（5・6年のみ）、将棋、科学、
書道、文芸、パソコン
●運動系／ドッジボール、野球、バドミントン、卓球、陸上、
ダンス、バスケットボール、フットボール
●課外活動（希望制）／鼓笛隊（4年以上）、合唱団（4年以上）、
ソーラン「鉄～KUROGANE～」（5・6年）
※	ロボットクラブはFIRST	LEGO	League に出場し、過去 2回
世界大会出場。

入学希望者へのメッセージ
これからの社会は、変化の激しい情報から、正確で適切なものを探し出し、それを正しく相手に伝える力が必要となります。多
様化が進み、世界とシームレスにつながることができる時代を生き抜くためには、自分の力で選択し、相手によって伝え方を変
化させ、自分の意見や気持ちを伝えることができる、伝えたいと思う「心」が大切です。この「心」を育てるのが桐蔭学園の教
育です。「自ら考え	判断し	行動できる子どもたち」を育てることを目指して、教員たちは熱意をもって日々子どもたちと接して
います。
ぜひ一度桐蔭学園へご来校いただき、児童たちが積極的に「知」を活用しようとしている様子をご覧ください。教員一同お待ち
しております。
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東京都市大学付属小学校
住所 〒157-0066

東京都世田谷区成城1-12-1

最寄り駅 小田急線「成城学園前駅」

電話 03-3417-0104

URL http://www.tcu-elementary.ed.jp/

創立年度 1956年

系列校 東京都市大学	東京都市大学付属中学校・高等学校	東京都市大学等々力
中学校・高等学校	東京都市大学塩尻高等学校	東京都市大学二子幼稚園

教員数（講師含む） 34名

募集人数 80名

併設幼稚園からの
入学者数 15名前後 1 学年学級数 2学級 1 学級児童数 40名以内

学期制 2期
4ステージ制 始業時刻 8時25分 1 コマの時間 45分 制服の有無 有 給食 有（木曜日

のみお弁当）　
建学の精神・教育理念・教育目標
建学の精神「すこやかにかしこくりりしく凛として世界に羽ば
たく気高きこどもたち」と二本柱「高い学力と豊かな心」を土
台に、１、自主性、問題解決の強い意志、２、集団生活で思い
やりと協調性を養い、３、豊かな情操で創造力と感性豊かな表
現力を、４、基本的な学習姿勢と高い学力を培います。

特色ある教育実践・教育活動
１、フランス料理家三國清美氏が和食の味覚を守る食育（ミ
クニレッスン）、２、渋谷オーチャードホールで音楽発表会、
３、活気あふれる運動会、４、1年生から宿泊行事、豊富な体
験学習、５、専任のネイティブ英語教員と英語教科、６、全教
室に電子黒板、最新 ICT設備、７、高い学力養成の独自カリキュ
ラムと中学受験指導

アフタースクール、土曜日の扱い
土曜日は月2回休校です。また平日放課後に「アフタースクール」
を行っています。
１、	サッカースクール。ヨーロッパ FC公認コーチ資格をもっ
たピーターさんの指導です。

２、	ランニングスクール。専門家による科学的指導が受けられ
ます。

３、生け花教室。華道家元による指導が受けられます。
４、日本文化教室。武者小路千家官休庵の先生による指導です。
５、	英語教室。1人一台のパソコンを使ってテンポよく学習が
進みます。

セキュリティー
2名の警備員を常駐させ、定期的な校内巡回のほか、児童の登
下校時の誘導も行っています。教員も下校時には、バス停まで
付き添うようにしています。また IC カードにて児童の登下校
をご家庭にメール連絡したり、一斉メールで緊急連絡などを行
う「緊急連絡システム」を導入しています。また、地震、火災、
不審者対策の避難訓練を年 8回おこなうほか、専門家による児
童向けセキュリティ教室を年 1回実施しています。

宿泊行事
夏季学校　
　1・2年生　箱根（1年生から宿泊学習を行います）　
　　		3年生　蓼科
　　		4年生　異文化体験学習（ブリティッシュヒルズ )
　　		5年生　余島（臨海学校）
　　		6年生　奈良・京都（修学旅行）
　　　　　　北海道（卒業記念旅行）

保護者の関り
年に 3回、教育懇談会を実施しているほか、個人面談も定期的
に行い、子どもたちの成長について考える機会を設けています。
父母の会が学校に協力して、さまざまな活動をしてくだ
さっています。給食も父母の会が業者と連絡をとって献立
制作に携わってくださいます。また受験父母教室では卒業
生父母に体験談を語っていただきます。

外国語・国際理解教育
全学年、週 2回授業を実施しています。どの学年の授業も、ネ
イティブ教師を交え、楽しみながら英語に親しめるよう工夫さ
れています。
4年生全員がブリティッシュヒルズで異文化体験。夏休み
には希望制でオーストラリア国際交流プログラム（現地私
立校と提携、ホームステイ）や成田イングリッシュキャン
プを行います。

クラブ活動等
吹奏楽・マンガ研究会・パソコン・家庭科・美術・バスケットボー
ル・ドッジボール・卓球・タグラグビー・フットサルなど
コロナ禍においても、感染につながらない工夫をしてクラ
ブ活動を行っています。
また、児童会は 5年生後期から 6年生前期にかけて児童が
主体的に行っています。

入学希望者へのメッセージ
校長の「楽しくなければ小学校じゃない」という考えのもと、「日本一楽しく中学受験できる小学校」を合言葉にして児童が自ら学
びたくなるような充実したプログラムを用意し、自主的・主体的に考え行動できる子どもへと成長させたいと願っています。ま
た家庭と学校が車の両輪として連携して児童の成長をあたたかく支えていく学校でありたいと思っています。
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桐光学園小学校
住所 〒215-8556

神奈川県川崎市麻生区栗木3-13-1

最寄り駅 小田急多摩線「栗平駅」

電話 044-986-5155

URL https://tokoes.ed.jp/

創立年度 1996年（平成8年）

系列校 桐光学園中学高等学校　桐光学園み
どり幼稚園　寺尾みどり幼稚園

教員数（講師含む） 31名

募集人数 72名

併設幼稚園からの
入学者数 約20～ 30名 1 学年学級数 2学級 1 学級児童数 36名

学期制 2学期制 始業時刻 8時20分 1 コマの時間 45分 制服の有無 有り 給食 なし（お弁当
の注文可）

建学の精神・教育理念・教育目標
校訓
「意志」強い意志を持ち、何事も最後までやりとげよう
「表現」自分の思いを伝え、他者との関りを深めよう
「感謝」家族や友達を大切にし、感謝する心を持とう
　より高い目標に向けて努力し、正しい判断と行動ができる子、
気持ちや考えを正しく伝え、信頼と助け合いの心を大切にできる
子、人の役に立てることに喜びを感じ、人の心と命を大切に想
い自分の生活をよりよいものにすることができる子を育てます。

特色ある教育実践・教育活動
各クラスに担任と副担任を置き、個に応じたきめ細やかな指導
をしています。また、多くの教科で専科制を採用し専科教員に
よる質の高い授業で子どもたちの学習意欲を引き出していま
す。作物を大切に育て収穫する農園活動や、各自が興味のある
ことを時間をかけて研究しパワーポイントにまとめホールで発
表する 6年生の研究発表など、独自のカリキュラムで一人ひと
りの興味・関心を大切にしながら学習活動を行っています。

アフタースクール、土曜日の扱い
1 ～ 3年生の土曜活動には親子で行う制作活動とふれあい活動が
あります。ふれあい活動は、歌や昔遊び、風船バレーボールな
どを通して他のご家族との交流の場にもなっています。4～ 6年
生は土曜講習を行います。4年生は国語や算数の演習問題に取り
組んだ後、ペットボトルロケットや浄水器を作るなど体験や制
作を伴った活動を行っています。5・6年生は国語・算数・理科・
社会の授業の内容を超えた発展的な問題に取り組みます。
※ 2020年度は新型コロナウイルスの影響で中止

セキュリティー
登下校時と校内生活時の児童の安全確保のため、1～ 3年生の
スクールバス運行、横断歩道・校舎前での教員や警備員による
安全指導、休み時間の警備員の巡回、児童登校後の出入り口の
施錠、外来者の確認、監視カメラ設置による安全確保、登下校
確認メールの配信、避難校ネットなどの対策を講じています。
また、児童にはできるだけ防犯ブザーを携帯させるようにして
います。

宿泊行事
3・4年生は 10月に秋の自然教室、5・6年生は 2月にスキー教
室を行っています。秋の自然教室は、埼玉県秩父郡で、長瀞の
川下りや浦山ダムの見学をします。秩父地方を流れる荒川の自
然や文化を感じてきます。スキー教室では、長野県上田市を訪
れ、大自然の中で、現地のインストラクターの指導を受けなが
ら技術の向上に努めます。どちらの行事も 3日間の生活を通し
て協力することや支え合うことの大切さを学び、友だち同士の
仲を深めていきます。

保護者の関り
収穫祭委員、運動会委員などの行事に関わる委員や、会報委員、
リサイクル委員、卒業アルバム委員などの委員があり、保護者
の方々に協力をお願いしています。また、保護者のみなさんが
バレーボールを楽しむ保護者球技大会や、子どもたちと一緒に
校舎内を清掃する校内美化活動などがあります。
※ 2020年度は新型コロナウイルスの影響で一部を中止

外国語・国際理解教育
5・6年生は週 2時間、その他の学年は週 1時間英語の授業が
あります。Speaking・Listening 指導はネイティブ教員が行い
会話力を養い、日本人教員はフォニックスを用いて Reading・
Writing 指導を行っています。低学年では歌やチャンツを通し
て体全体で英語に親しみます。また、身近なものの基本語彙を
学びながら簡単な会話や自己紹介を行い、英語特有のリズムや
イントネーションを身につけています。

クラブ活動等
4年生から野球・バスケットボール・サッカー・テニス・ハンドボー
ル・卓球・陸上・ダンス・音楽・家庭科・囲碁将棋・絵画工作・
英語・科学などのクラブ活動を行います。テニスコートやサッカー
場など中学・高等学校の施設を利用するクラブもあります。バス
ケットボールとサッカークラブは私立小学校の大会に出場します。
また、課外活動として合唱部があり、神奈川県私立小学校音楽会、
音楽集会、発表会などで発表をしています。
※ 2020年度は例年と内容を変えて実施

入学希望者へのメッセージ
1学年が 72名の小規模の小学校ですから 6年間共に過ごした子ども同士のつながりは太く強いものであると思います。また、私
たち教員は子どもたちの今を認め、受け入れる意識を強く持って子どもたちと生活を共にしています。卒業した子どもたちがい
つでも安心して小学校に来ることができるのは、自分のことを知っている先生がたくさんいて、そのときだけ小学校時代の自分
に戻ることができるからかもしれません。校長室にある卒業アルバムを見ながら小学校時代の自分と再会している卒業生もいま
す。小学校の校舎はただの学園の施設ではなく、自分が 6年間学び生活した特別な場所としていつまでも心に残っていることで
しょう。私は「いつも小学校からみんなを応援しているよ」という気持ちでいます。部活や勉強でなかなか時間がなく小学校に
立ち寄ることができなくても、通学路で出会ったときに、笑顔で「こんにちは」と挨拶を交わすことができることが幸せです。
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日本大学藤沢小学校
住所 〒252-0885

神奈川県藤沢市亀井野1866

最寄り駅 小田急江ノ島線「六会日大前駅」

電話 0466-81-7111

URL http://fujisawa.es.nihon-u.ac.jp

創立年度 2015年

系列校 日本大学藤沢中学校・日本大学藤沢
高等学校・日本大学

教員数（講師含む） 30名

募集人数 男女72名

併設幼稚園からの
入学者数 無 1 学年学級数 2学級 1 学級児童数 36名

学期制 3学期制 始業時刻 8時30分 1 コマの時間 45分 制服の有無 有 給食 無

建学の精神・教育理念・教育目標
教育理念
“ 知的好奇心を持って、自らが課題に取り組み、新しい道を切
り開くこと ”を礎に、教育理念を「自主性と創造性」としました。
この教育理念には、小学校で育んだ自主性と創造性の芽が中学
校・高等学校・大学で成長し、社会に出て開花して欲しい、児
童それぞれが一歩一歩目標に向かって歩んで欲しいという願い
を込めています。
教育目標
①基本的な知識を身につける②心と体の健康を育む③豊かな体
験を通して学ぶ

特色ある教育実践・教育活動
☆特別授業：日本大学生物資源科学部の先生や、各分野で活躍
されている方による授業を行っています。
☆ ICT教育：単にコンピュータや情報ネットワークを使って授
業を行うことだけでなく、これからの国際社会を生きていくた
めに、児童一人ひとりがコンピュータをツール（道具）として
使いこなせること、情報ネットワークを正しく活用できること
を目標とします。
☆朝学習：毎朝、授業の前に 15分間、担任が指導します。

アフタースクール、土曜日の扱い
遊学タイムは、グラウンド・体育館や図書室を開放し、教員が
それぞれ得意なことを活かして、児童の遊びと学びをサポート
します。遊学タイムへの参加は自由です。また、2021年 4月よ
り「理英会」と協同し、アフタースクールを学校内に開設します。
留守家庭を中心にコミュニティ不足になりがちな私立小学校の
児童にとって、一緒に過ごす仲間がいる貴重な生活の場として
その役割を期待しています。
土曜日は授業が 3時間あります。

セキュリティー
警備員が小中高大それぞれの門に常駐したり巡回したりするこ
とで、学生・生徒・児童の安全を見守るとともに、来訪者に対
応しています。警備員１名は 8：00 ～ 17：00 で定期的に小学
校内を巡視しています。校舎内と校舎外の両方にカメラを設置
しています。来訪者に対しては警備員が対応し、事務受付に連
絡して（安全を確認した上で）入校してもらっています。人と
機械の両方で児童の安全を守ります。

宿泊行事
夏の林間学校は、3年～ 5年で取り組んでいます。学年ごとに、
雄大な自然を楽しみながら友だちと励まし合い、ハイキングを
行います。また、飯盒炊飯やホタル・星空観察、キャンプファ
イヤーなどの活動を異学年と共に体験して、縦と横の繋がりを
深めます。林間学校を通して、一人一人の成功体験とチーム力
が養われ、二学期からの学校生活に活かされています。
冬には、希望者を募りスキー教室を行います。

保護者の関り
諸行事に保護者の皆様にお越しいただいています。運動会では
保護者による参加種目（綱引き）や児童と一緒に行う大玉ころ
がしを予定しています。文化祭では保護者の方に児童対応のお
手伝いもお願いしています。保護者会は各学期実施し、日頃の
様子をお伝えする他、授業公開を実施し、子どもの様子を直に
見ていただいています。
学校の方針をご理解いただきながら、保護者の皆様と一緒に育
てていく関りを持たせていただいています。

外国語・国際理解教育
全学年でネイティブスピーカーと関わりをもちます。１・２年
生は毎日 20分の英語の授業を行います。歌やゲームなど、英語
に親しむことから始まります。授業では発表の場を設け、はず
かしがらずに発表ができるように練習しています。学年が上が
るにつれて、ライティングや文法の学習も取り入れ、中学での
学習の準備も始めます。また、５年次には希望者によるオース
トラリアへの語学研修も企画され、発展的な英語教育を展開し
ます。

クラブ活動等
4年生からはクラブ活動に参加できます。現在、活動している
クラブはボール運動、陸上、バドミントン、卓球、空手、ダンス、
書道・百人一首、図工・手芸、理科、パソコンです。
児童は楽しみながらも、技術や知識を身につけるために、真剣
に取り組んでいます。

入学希望者へのメッセージ
ゆとりのある環境で、「ゆたかに	のびやかに」お子様の好奇心や諦めない気持ち、思いやりの気持ちを育んでいきます。児童が
協力して運動会や音楽発表会を盛り上げたり、みんなで林間学校でのハイキングをやりきったり、勉強だけではなく、色々な経
験を通して思いやりの心や協力して一つのことをやり遂げる気持ちを成長させていきます。一度説明会や学校見学会にお越しい
ただいて、学校の雰囲気を感じ、そんな児童の日頃の様子を見ていただければと思います。
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文教大学付属小学校
住所 〒145-0065

東京都大田区東雪谷2-3-12

最寄り駅 東急池上線「石川台駅」

電話 03-3720-1097

URL https://www.bunkyo.ac.jp/ps/

創立年度 1952年

系列校 文教大学　文教大学付属高等学校　文
教大学付属中学校　文教大学付属幼稚園

教員数（講師含む） 27名

募集人数 50名

併設幼稚園からの
入学者数 10名前後 1 学年学級数 2学級 1 学級児童数 25名

学期制 3学期制 始業時刻 8時20分 1 コマの時間 45分 制服の有無 有 給食 無	火金に希望
者弁当注文有

建学の精神・教育理念・教育目標
子どもたちの笑顔は、私たちにとってかけがえのない「宝」で
す。その笑顔がますます輝きますよう、一人ひとりの可能性を
最大限に引き出し、伸ばしていくことは、私たちの大きな責務
でもあり喜びでもあります。本学の建学の精神「人間愛」を礎
に、本校児童のあるべき姿を教職員と共に求め続け、「豊かな心」
の育みと「確かな学び」の追究に尽力しております。「教えら
れる学校」から「学ぶ学校」へ。「学びを創る学校」を全力で
希求してまいります。

特色ある教育実践・教育活動
【全館図書館構想】子どもの探求心や自主性を伸ばすために、学
校の中心に図書館をおき、本とふれあい、活用できる環境です。
【少人数教育】1クラス 25人で、一人ひとりにきめ細かい教育
を実現しています。「ふるさと」のような温かい教育環境の中で、
思いやりの心を育んでいます。
【グローバルな教育】オーストラリア短期留学や、Tokyo	
Global	Gateway の活用、日々の英語スピーチにより、国際的
な感覚を養います。

アフタースクール、土曜日の扱い
【文教ファミリークラブ】
放課後最大20時まで、学習面のサポートを中心とした、アフター
スクールを行っています。
【土曜日授業】
原則第 1、第 3、第 5土曜日は、4時間目までの午前中授業を行っ
ています。

セキュリティー
【東急キッズセキュリティ】
校内のパネルに、PASMOや Suica をタッチすることで、お子
さまの登下校の通過情報を保護者の登録メールアドレスへ通知
しています。
また、ご希望の方は、東急各社に登録することで、各駅改札の
通過情報も受け取ることができます。

宿泊行事
9月　富士・尾瀬・富浦への自然学校全校【全校・2泊 3日】
5月　北アルプス自然教室【5年生 3泊 4日】
5月　八ヶ岳自然教室【3、4年生 2泊 3日】
2月　スキー教室【5、6年生 2泊 4日】
7月　	オーストラリア留学体験【4、5、6年生希望者 6泊 8日（機

内一泊）】

保護者の関り
7月　文教祭り
10月　バザー

外国語・国際理解教育
日本人の専任講師と、ネイティブのの講師による、二人体制を
取り入れ、1年生より 6年生まで、言語や文化について体験的
に理解を深めて、コミュニケーションを図ろうとする態度や能
力を伸ばしています。

クラブ活動等
10 のクラブがあり、クラブ選びから、子どもたちの自主性に重
きを置いた活動おこなっています。

入学希望者へのメッセージ
本校の魅力は、なんといっても少人数のきめ細やかさです。教職員全員が、児童一人ひとりの顔と名前を知っていて、たくさん
のかかわりがあります。子どもたち同士も学年を越えてとても仲良しです。卒業生もよく遊びにきます。言い換えれば「ふるさ
とのような学校」です。「人間愛」を礎に、笑顔あふれる学校として、教職員一丸となって、一人ひとりを大切にいたします。
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森村学園初等部
住所 〒226-0026

神奈川県横浜市緑区長津田町2695

最寄り駅 東急田園都市線「つくし野駅」

電話 045-984-2509

URL https://www.morimura.ed.jp

創立年度 1910年

系列校 森村学園幼稚園・森村学園中等部・
高等部

教員数（講師含む） 男性20名、女性27名

募集人数 男女合わせて約75名	
（2020年度の人数）

併設幼稚園からの
入学者数

男女合わせて32名※未確
定（2021年秋に確定します） 1 学年学級数 3学級 1 学級児童数 40名

学期制 3学期制 始業時刻 8時35分 1 コマの時間 40分 制服の有無 あり 給食 完全自校
給食

建学の精神・教育理念・教育目標
人生を切り拓き、世界の力、社会の力となる人材の育成 /校訓
＝行動指針「正直・親切・勤勉」/初等部教育目標〇美しいも
のを愛し、自然を大切にする子に育てよう〇善悪のけじめをつ
け、進んで善い行いをする子に育てよう〇基礎学力をしっかり
と身につけ、向上心を持つ子に育てよう〇困難を乗り越える強
い心を持つ子に育てよう〇友だちと仲良くでき、思いやりのあ
る子に育てよう〇体を鍛え、自分自身を大切にする子に育てよ
う

特色ある教育実践・教育活動
①言語技術プログラムを実施（つくば言語技術教育研究所三森
ゆりか氏監修）② 4年生以上の英語、算数の授業は二分割授業
③全クラス電子黒板設置、タブレットはセルラー式を採用。専
任の ICT教育担当の教員を配置④ 1、2年生は、1クラス 2名教
員体制⑤総合学習の先駆的実践多数。専門家による出前授業と
体験交流授業あり⑥中等部には約 90% が内部進学⑦室内温水
プールにて週 1回水泳学習

アフタースクール、土曜日の扱い
アフタースクールなし。土曜日に5、6年クラブのうち、野球、サッ
カークラブは対外試合や練習を行っている。また、いくつかの
学校行事を土曜日に設定している。

セキュリティー
正門・裏門に守衛が常駐し、人と車輛の入校確認を行う。監視
カメラを学園内 18箇所に設置。保護者には「通行証」を発行し、
来校時に提示。公開行事には事前申し込み制「見学者証」を発行。
各教室に緊急通報ボタン、IP 電話を設置。正門には校門通過情
報システムがあり、希望者は利用できる。
新型コロナウイルス感染拡大防止のためにサーモカメラ、
アルコールディスペンサーを設置。

宿泊行事
3年生以上は林間学校を行う（3年：高尾／ 4年：清里／ 5年：
戸隠／ 6年：志賀高原）。5、6年生は 3学期に 4泊 5日のスキー
学校（蔵王）、6年生は 9月に学校に一泊の校内合宿を行う。卒
業までの宿泊日数は延べ 23泊 29日。自律の心や人と繋がる力
を発達段階を追って継続的に育てていきます。

保護者の関り
参観日は学期に 1～ 2回程度。個人面談、クラス・学年懇談会等、
年に２～ 3回程度あり。学園バザー（9月）あり。
※ 2020年度は ZOOMによる懇談会、授業参観を行った。

外国語・国際理解教育
イギリスの公的機関、ブリティッシュ・カウンシルのネイティ
ブ教員 3名による、森村独自の英語カリキュラム。1、２年生は
週 1時間、3年生以上は週 2時間、4年生以上はさらに 1クラス
を二つに分けての少人数による授業。また、2019年度より 5年
以上の希望者に夏季短期オーストラリア語学研修を行っていま
す。

クラブ活動等
5・6年生全員が週に 1回、60分、必ずいずれかのクラブに所属
し、活動する。硬式テニス、水泳等の運動系のクラブ、理科実験、
太鼓、音楽等の文科系のクラブ合わせて 14 のクラブがある（年
によって若干の変更有）。サッカー、バスケット、野球クラブ
は他私学との交流試合あり。

入学希望者へのメッセージ
森村学園初等部は、110年の教育活動を通じて、多くの子どもたちを送り出してきました。長い歴史の中で、様々な時代の要請
を受けて学園の教育内容も少しずつ変化してきましたが、「人としてのあり方」に重点をおいた、「正直・親切・勤勉」の校訓の
言葉を軸とした教育活動の本質は揺らぐことはなく、次の時代に向けて新たな歴史を刻もうとしています。どんな時代の変化に
も対応できるスキルとは、時代の流れを読み取ることのできる豊かな感性に基づくものです。自分らしさを生き生きと発信する
ことも、これからの社会にはますます重要とされるでしょう。小学校は人としての土台を造る時期です。高い学力と共に、柔軟
な感性や発想力を育て、心身共にバランスの取れた人間教育を、温もりにあふれた誠実な教育実践を通して行います。
※新型コロナウイルス感染拡大防止策により、2020年度は上記行事、学習活動の一部は中止、又は形式を変更して実施。
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和光小学校
住所 〒156-0053

東京都世田谷区桜2-18-18

最寄り駅 小田急線「経堂駅」

電話 03-3420-4353

URL http://www.wako.ed.jp/e/

創立年度 1933年

系列校 和光幼稚園・和光鶴川幼稚園・和光鶴川小学
校・和光中学校・和光高等学校・和光大学

教員数（講師含む） 24名

募集人数 72名

併設幼稚園からの
入学者数 1 学年学級数 2学級 1 学級児童数 36名

学期制 3学期制 始業時刻 8時45分 1 コマの時間 40分 制服の有無 無 給食 なし

建学の精神・教育理念・教育目標
大正自由教育の流れの中で、自由で個性を尊重する学校をと願
う父母たちが 1933年に和光小学校を創立しました。子どもたち
が人間として全体的に発達していくことをめざし、民主的な社
会の担い手にふさわしい確かな知恵と自治的な力を育て、美し
いもの、すぐれたものに感動する豊かな感性とみずみずしい感
覚をすべての子どものこころとからだに育むことを目指してい
ます。　

特色ある教育実践・教育活動
教科教育、教科外教育、総合学習・生活勉強の三領域でカリキュ
ラムを構成しています。各教科の内容は子どもがわかりやすく
筋道立てて考えられるような教材、教具を工夫し、手作り教育
を行っています。総合学習では学年別テーマ、領域別テーマを
設け、教科横断的で問題解決的な学習を位置づけています。3
年生でカイコを育て、4年生で多摩川を学び、5年生は「食」に
取り組み、6年生で「沖縄」を学びます。こころとからだの学習、
異文化国際理解教育が領域別テーマ。

アフタースクール、土曜日の扱い
学内に学童クラブがあります。40年以上前に父母たちが自主的
に始めた学童クラブは、1年生から 6年生まで共働きの有無に
かかわらず多くの子どもたちが在籍し、縦割りの関係を作って
います。本校は土曜日の授業を行っていませんが、学童クラブ
は土曜日、長期の休みも開所しています。平日は16時50分まで。
延長保育は 18時 30分まで。

セキュリティー
入口ドアが暗証番号式自動ドア・防犯カメラ・保護者来校用プ
レート着用・学校 110番設置・AED設置

宿泊行事
・低学年林間合宿（2泊 3日、中伊豆）・三年生林間合宿（3泊 4日、
三峰）・四年生林間合宿（3泊 4日、奥多摩）・高学年林間合宿（3
泊 4日、北八ヶ岳瑞牆にて全テント生活）・六年生学習旅行（3
泊 4日、沖縄）

保護者の関り
創立当初から、保護者と教師とが子どもをまん中にした三位一
体での教育作りを大切にしてきました。PTAを親和会とよび、
1ヵ月に 1回行われる学級親和会では授業の様子、子どもたち
の関係のことなど話し合います。親和会役員会、広報部（広報
誌発行）、私学部（私学教育の充実のための公費助成運動の中
心を担う）の会議も月に 1回行われています。年に 1回学校全
体でテーマを決めて話し合う教育懇話会も行われます。

外国語・国際理解教育
総合学習の中に「異文化国際理解教育」を位置づけ、各学年で
取り組んでいます。ことばの学習に特化しない、異文化、多文
化を子どもたちの興味関心の中で学んでいくことを大切にして
います。中国、韓国の姉妹校と年に 1回ホームステイをしての
三カ国交流を 13年続けています。高学年はテーマ学習を中心に
した英語、中学年は英語に触れ楽しめるよう外部講師の方の力
も借り、授業を行っています。

クラブ活動等
低学年は「名人」、中学年は「達人」、高学年は「鉄人」と称し
て 2学年が自分のやりたいものを選んで行う活動を、年に数回
行っています。7人から 8人の教師が自分が得意なことを講座
として持ちます。手芸、料理、工作、理科実験、歴史散歩など
など。

入学希望者へのメッセージ
私たちは、生きる力につながる学力を育てたいと思っています。<生きる力>とは、「競争」を前提とする社会を生き抜く、生き残る、
つまり適応する力ではなく、子ども自身が学習や生活、社会に主体的に関わる力なのだと考えています。そのために育てたい学
力とは、事実に即してものごとをとらえ、その裏にある論理をとらえ関連させ、発展させることができ、さらに探求しようとす
る学力、これからの時代に主体的に参加し、協働し、共に生きていく学力	、学ぶことを通して自分が見え、他者が見え、自分と
世界のつながりが見える学力	なのだと思うのです。仲間とともに生き生きと学び、生活する学校であればこそ、そのような学力
が育まれます。私たちはこれまでもこれからも、子どもが主人公の学校であり続けることを目指しています。
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和光鶴川小学校
住所 〒195-0051

東京都町田市真光寺町1282-1

最寄り駅 小田急小田原線「鶴川駅」

電話 042-736-0036

URL www.wako.ed.jp/e2/

創立年度 1933年学園創立、1992年鶴川小学校
設立

系列校 和光幼稚園、和光鶴川幼稚園、和光小学校、
和光中学校、和光高校、和光大学・大学院

教員数（講師含む） 30名

募集人数 72名

併設幼稚園からの
入学者数 約25名 1 学年学級数 2学級 1 学級児童数 36名

学期制 3学期制 始業時刻 8時45分 1 コマの時間 40分 制服の有無 なし 給食 なし

建学の精神・教育理念・教育目標
1. たしかな学力をもち、物事をしっかりみつめ考える子
2. あそびも仕事も好きで、自主的で規律感のある子	
3. 健康を尊び、しなやかで丈夫な体と活動力あふれた子	
4. 自分の考えを誰にでもはっきりいえる子、集団の一員として
責任を果たすことのできる民主的な子	
5. 美しいものやすぐれたものに感動できる子、自分たちの手で
文化を作り出していける子	
6. 平和を愛し、民族と人類の発展への参加をめざす子

特色ある教育実践・教育活動
教育課程を「教科教育、行事・自治文化活動、生活べんきょう・
総合学習」の 3領域で構成し、3領域の環流によって学習と生
活を結びつけ、生きた知性を育てます。
①手づくり教科書で「勉強するって楽しい」を実感し『なるほど、
わかった』を大事にする学校②「たしかな学力・しなやかな心
と体・挑戦する力」が生まれ「感動と意欲」が育つ『本物との
出会い』にあふれる学校③人と人、地域・世界への『つながり・
広がり』が育つ学校

アフタースクール、土曜日の扱い
学童あり。
土曜日は原則として休み。行事での登校あり。

セキュリティー
集団下校・・・学期に1度、通学地区別に集会と集団下校を実施し、
安全について意識するよう指導しています。
来訪者のチェック・・・登校が終わると学校敷地への出入り口
は正面一か所とし、来校者は事務室窓口で名簿に記入、「入校証」
を着用してもらいます。
防犯カメラ・・・日中は防犯カメラが作動し事務室から絶えず
学校周辺状況に注意しています。朝夕と夜間は隣接する和光中
学・高等学校の警備員が警備を兼任しています。

宿泊行事
全学年、親元を離れてみんなで宿泊する林間合宿をおこないま
す。協力して生活する中で自治と自立の力が育まれ、川遊びや
登山などの自然体験を通して、豊かな感性、頑張る力が培われ
ます。高学年はテントを自営し、行動の計画や食事作りにも班
毎に取り組みます。低学年からの経験の積み重ねで、無理のな
い自治や自立を促します。合宿を経て仲間との連帯感が高まり、
多岐にわたる活動から得る達成感が子どもたちの自身に繋がり
ます。

保護者の関り
家族、教師など大人が、一人ひとりの子どもを豊かに成長させ
ていけるように、共に協力し合うことを目指し「親和会」とい
う父母と教師の会つくり、毎月 1回、懇談会を行っています。
そのほかにも学習会や教育講座、教育懇話会などを多様に開催
し、より良い子育てについて考える有意義な場を設けています。
年に 1回の文化講演会（公演会）やサークル活動も盛んです。

外国語・国際理解教育
英語文化圏の国に「交流校」をつくり、様々な方法で子ども同
士の交流などを行い「英語」を使う機会を増やしている。子ど
もの中に「話してみたい」「知りたい」という気持ちを育てる
ことを大事にしている。

クラブ活動等
学びたいことを自分で選び、クラスや学年の枠を超えて学習で
きる場が「自由選択」です。自由選択のメニューは、太鼓、料理、
火をつかう、クライミング、陶芸、畑づくり、理科実験などバ
ラエティー豊か。低学年は「名人」、中学年は「達人」、高学年
は「鉄人」を目指し活き活きと意欲的に取り組み、可能性を大
きく広げています。活動中は、それぞれの分野で腕に覚えのあ
る先生や親たちが、力強くバックアップしていきます。

入学希望者へのメッセージ
かけがえのない「豊かな子ども時代」を　
　
「子ども時代」はかけがえのない時です。「学ぶこと」も「からだを動かすこと」も「人と一緒に何かをすること」も全部「楽しいこと」
だと感じてほしい時期です。
和光鶴川小学校では長い間積み上げた自主編成のカリキュラム「手づくり教育」の中で「多様な活動・体験」で豊かな「子ども時代」
をつくり出しています。
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▶▶▶　会場図



東急線・小田急線沿線
私立小学校合同相談会参加の各小学校は、

東京都・神奈川県の私立中学校高等学校と共同して
震災等の緊急対応として

各校最寄駅での児童保護するシステムを実施してます。


