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ごあいさつ
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。

　　
城北・埼玉・茨城地区私立小学校合同相談会事務局
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建学の精神・教育理念・教育目標
子どもは誰でもかけがえのない才能や個性を与えられていま
す。それは神さまからの大切な「ギフト」です。学問、スポーツ、
芸術など一人ひとりの「才能＝ギフト」を見いだし、大きく育て、
世界に貢献していく人間を育みます。ギフトを生かしてまわり
の人々を幸せにし、自らも幸せな人生を歩むこと、それが浦和
ルーテル学院の願いです。

特色ある教育実践・教育活動
■少人数教育：１クラス 25名の少人数で、子どもの個性と長所
を的確に伸ばします。
■小中高一貫教育：６・３・３にとらわれない効果的なカリキュ
ラムで学力もじっくりと確実に伸ばします。
■英語・国際教育：1年生から米国人教師による授業を行い、
本物の英語力と国際人としての素養を身につけます。
■キリスト教教育：感謝と思いやりにあふれる豊かな心を養い
ます。神様を信頼し困難を乗り越える逞しい人間性を育てます。

アフタースクール、土曜日の扱い
「ルーテルキッズ」いう名称で専門のスタッフが、放課後に毎
日 19時まで児童をお預かりしています。宿題を終わらせたら、
学習サポート、スポーツ、理科実験、工作、季節毎のイベント
などに取り組む充実した内容です。その他、習い事（有料）と
して、スポーツ、硬筆習字、そろばん、プログラミングなどの
教室があります。長期休み中も実施していて、社会科見学、サ
マーキャンプなどのイベントがあります。

セキュリティー
校舎には自動警備システムを備え、日中は警備員が常駐してい
ます。また、児童の IC カードにより毎日の登下校を確認し、
その都度家庭にメール配信される設備があります。緊急時には
家庭と連絡を取り合えるように連絡メールシステムを完備して
います。

宿泊行事
福島県にある学院専用の宿泊学習施設「山の上学校」。夏は登
山やキャンプの野外活動、冬はスキーレッスンが主な活動です。
複数学年で構成された班別活動、係活動も行います。上級生は
下級生の面倒を見ることで、責任感を身につけ人間的に成長し
ます。下級生は上級生の姿に学び自分の将来像を思い描きます。
様々な課題に取り組むことで問題解決力、協働力、粘り強さを
身につける真の意味のアクティブラーニングです。

保護者の関わり
年４回の保護者会（午後 2時間程度）と１・２学期末の個人面
接には、重要な伝達や話し合いがあるので、必ず参加して頂い
ています。P	TA活動としては、クラス委員（月 1回の会合）、
図書委員、ベルマーク委員などの各種委員会（学期に１、２
回の活動）があります。また、スクールフェア（文化祭）に
PTA	企画を通して参加して頂いています。

外国語・国際理解教育
1年生からネイティブ教師と日本人教師のチームティーチング
で英語授業を行います。２～４年は２時間、５, ６年は３時間。
トータル・フィジカル・レスポンス＝全身を使い感性豊かに反
応していく英語からスタートし、小学校卒業時にネイティブ教
師と日常会話ができるようになります。年に２回、米国姉妹校
の中高生、大学生、教師が来校し、教室内外で交流を持ちます。
身につけた英語を活かし、豊かな国際理解の素養を身につけま
す。

クラブ活動等
３年生からは全員が部活動に参加し、楽しみながら自分の才能
と可能性を探求する機会としています。運動系はサッカー、ミ
ニバスケットなど６つ、文科系は英語、バレエなど７つ。どの
部活も大会出場や学外イベントへの参加など活発に活動してい
ます。また屋内温水プールで１年を通して、専門のコーチによ
る水泳の授業を実施しています。苦手な子でも小学校卒業まで
に４泳法の習得を目指しています。

入学希望者へのメッセージ
当学院を受験される幼児の保護者の方から、「学院ではどんなお子さんや保護者の方を望みますか」と聞かれることがあります。
一つは率直さです。勉強の内容はもちろん、神さまのこと、行事や役割への取り組みなど、素直な気持ちで先生の言葉を受け入れ、成長の
糧にしていけるお子さんであってほしいと願います。二つ目は自主・独立の気持ちです。他人の考えに左右されず、正しい判断に基いて自
分の意見を持つことが大切です。三つ目は協調性です。自分の意見はしっかり持ちつつ話し合って理解を深め、決まったことは力を合わせ
て実行する。そんな姿勢が求められる時代です。
　保護者の方にも一つお願いです。今はスマホのボタン一つで殆どの情報を手に入れ、即座に正解が得られる時代です。しかし教育はそう
いうわけにいきません。粘り強く子どもの成長を見守り、子どもの良いところは何かを考え、学院と協力しながら教育に当たって頂けたら
幸いに思います。
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青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校
住所 〒336-0974　埼玉県さいたま市緑区大崎3642

最寄り駅 埼玉高速鉄道（地下鉄南北線直通）　「浦和美園駅」

URL https://www.uls.ed.jp/ 電話 048-711-8221

系列校 青山学院大学系属浦和ルーテル学院中・高等学校

創立年度 1953年 教員数
（講師含む） 50名 募集人数 75名 併設幼稚園

からの入学者数
併設幼稚園の
設置無し

1 学年学級数 3学級 1 学級児童数 25名 学期制 3学期制 1 コマの時間 45分

始業時刻 8時30分 制服の有無 有 給食 なし
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建学の精神・教育理念・教育目標
◆教育目標
【校訓】誠実・謙虚・努力
【教育理念】「心豊かなリーダーの育成」を教育理念として、将来
の国際社会に貢献できる有為な人材の育成を教育目標とします。
【教育方針】○規律ある進学校　「心力」「学力」「体力」のバラ
ンスのとれた三位一体の教育
○個性を尊重し一人ひとりの可能性を伸ばすと共に、人間教育に
重きを置き、他を思いやる豊かな心を育てます。

特色ある教育実践・教育活動
①「道徳の授業」の重視　②「聞く・話す・読む・書く」力を
培う「英語の授業」　③読書指導重視の「国語教育」　④難関大
学への進学を目標に、基礎学力養成を目的とした「カリキュラム」
編成　⑤実験や観察、体験学習重視の「理科教育」　⑥充実し
た「芸術分野」　⑦「情報通信教育（ICT 教育）」　⑧発達段階
に合わせた「キャリア教育」　⑨基礎体力向上の重視　⑩「コ
ミュニケーション能力」や、「問題解決能力」の養成

アフタースクール、土曜日の扱い
アフタースクール :「講座」と「学童保育」で構成しています。
平日は授業終了後午後6時までお預かりします。講座はサッカー
やハンドボール、体操、ヒップホップダンスなどの運動系、ピ
アノやダンス、造形絵画などの芸術系、国語、算数、英語、理
科実験などの学習系、華道や茶道、書道、剣道などの日本文化
系があります。平日午後 3時～ 6時までで毎日 5～ 8講座開講
します。希望者による選択制で有料となります。
土曜日 : 隔週

セキュリティー
登下校の安全、緊急連絡のために IC カードによるメール配信
システムや防犯カメラ・警備員の常駐、スクールバスの学童指
導員の同乗などにより安全管理を強化します。

宿泊行事
4年 : スキー教室
5年 : 宿泊学習
6年 : 修学旅行

保護者の関わり
PTA組織はなく、後援会に全員加入することになっています。
授業参観・三者面談（年 2回）

外国語・国際理解教育
本校独自で英語評価基準を構成し、「聞く・話す・読む・書く」
の英語総合力を培うことを目的とした「英語の授業」を行って
います。英語を「第 2の母語」とすることを目指して、本校で
は英語教育を行っています。
・到達目標：コミュニカティブな英語力の習得
・指導方法：ネイティブ（ALT）と日本人教員（JET）によるチー
ムティーチング

クラブ活動等
クラブ活動は、4年生から月に 1回程度実施します。

入学希望者へのメッセージ
本校は、恵まれた自然環境の中に位置しています。遠く筑波山を背景にして、スクールバスの通るふれあい道路の南側を利根川
がゆったりと流れています。遙か遠くには富士山を望み見ることもできます。未来永劫に流れ続ける利根川のように、伝統を引
き継ぎ、児童生徒の夢の実現に向けて、しっかりした土台を築き、人格形成を目指してまいります。
	　体育館の玄関横にある「ゆめをひらく」と書かれた開校記念モニュメントを眺めながら、夢かなう道を歩き始めています。そ
して正門前にある高さ１５メートルのシンボルタワーを見上げて大望を抱き、夢の実現に向けて、誠実に、謙虚に、そして一生
懸命努力を重ねる子どもたちを、学校を挙げて応援いたします。

江戸川学園取手小学校
住所 〒302-0032　茨城県取手市野々井1567-3

最寄り駅 関東鉄道常総線「新取手駅」

URL https://www.edotori.ed.jp/ 電話 0297-71-3353

系列校 江戸川大学・江戸川学園おおたかの森専門学校・江戸川女子中学校・高等学校・江戸川学
園取手中・高等学校

創立年度 2014年 教員数
（講師含む） 40名 募集人数 90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 3学級 1 学級児童数 30名 学期制 2学期 1 コマの時間 45分

始業時刻 8時35分 制服の有無 有 給食 有（週5回）
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建学の精神・教育理念・教育目標
国際社会に貢献する、心豊かな、創造力・発信力のあるリーダー
の育成

特色ある教育実践・教育活動
小中高の12年間を子どもの発達段階にあわせて、４－４－４で編成。
小1～小 4（プライマリー）、小 5～中 2（セカンダリー）で、それ
ぞれ 4学年の異学年混成学級（ティーム）を編成し、日常の学校
生活を過ごすことで、リーダーシップやコミュニケーション能力を
育てる。
学習する内容を自ら決める「パーソナル」や、自分でテーマを設定
して行う「探究」といった学習を通して、生涯にわたって必要とな
る「自ら学ぶ力」を育む。

アフタースクール、土曜日の扱い
小 1～中 2まで誰でも利用できるアフタースクールを開設。外
部機関に委託し、通常の学童保育に加えて様々な習い事を複合
する形で運営している。長期休暇期間も平日は毎日受け入れを
行う。
土曜日についてはプライマリーは隔週、セカンダリーは毎週、
午前授業を行っている。

セキュリティー
登下校確認用のメールシステムを利用。また緊急時メール配信
システムを利用して、緊急時に学校から保護者にむけて随時連
絡がとれる体制を構築。
校舎内は警備員が常駐している。
また災害時の水や食料の備蓄なども行っている。

宿泊行事
1年生から毎年宿泊学習を行う。すべて学年ごとにテーマを設
定した探究型のフィールドワーク。
8年生（中学 2年生）では、探究フィールドワークの総決算と
して、自ら探究テーマを設定し、その探究テーマに即した訪問
先を自分で開拓し、アポイントをとって訪問するという「探究
ツーリスト」を実施する。

保護者の関わり
年に２回程度の担任面談、授業参観などがある。
また運動会・発表会等の行事での参観がある。
保護者会総会が年１回実施され、有志の保護者に役員を務めて
いただいている。当番活動などは特になし。行事等でお手伝い
をいただく「パパボランティア」の会もある。

外国語・国際理解教育
小 1～週 5コマの英語の授業を、ネイティブ教員が行っており、
高いコミュニケーション能力をつけることができる。
プライマリーでは「Art」「Music」といった授業があり、図工・
音楽と英語を組み合わせ、楽しみながら自然に英語に触れる機
会を多く設けている。
セカンダリーからは日本人教員も交えて、文法的な学習も進め
ていく。

クラブ活動等
1年生から、系列校である「中高一貫部」と合同で部活動を行っ
ており、多くの生徒がなんらかの部活動に参加している。

入学希望者へのメッセージ
「君が開智だ」という言葉に象徴されるように、開智小学校は、子どもが主役の学校です。児童生徒、教職員一同、みなさんの
入学をお待ちしております。
現在、コロナ禍のため、なかなか説明会や公開行事が実施できませんが、HPに様々な情報を掲載しておりますので、ぜひご覧
ください。

開智小学校（開智学園総合部）
住所 〒339-0004　埼玉県さいたま市岩槻区徳力186

最寄り駅 東武野田線「東岩槻駅」

URL https://kaichigakuensougoubu.com/ 電話 048-793-0080

系列校 開智学園中高一貫部・高等部、開智望小学校・中等教育学校、開智日本橋中学・高校など

創立年度 2004年 教員数
（講師含む） 63名 募集人数 120名 併設幼稚園

からの入学者数 0名

1 学年学級数 5学級 1 学級児童数 20~25名 学期制 3学期 1 コマの時間 45分

始業時刻 8時20分 制服の有無 有り 給食 有り（選択制）
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建学の精神・教育理念・教育目標
探究型の学びに主体的に取り組み、自分の得意分野を深化させ
ながら、多様な仲間との関係性を通じて皆で学ぶ力や他者を思
いやる力を醸成し、社会との繋がりの中で協働的に学び、豊か
な未来を創る力を身につける。
〈教育目標の 3つの観点〉
①主体性（志を高く、主体的に学ぶ）
②多様性（人とのかかわりで志を高く学ぶ）
③協働性（社会や世界との繋がりを基に、皆で学ぶ）

特色ある教育実践・教育活動
国際バカロレア教育プログラムを取り入れ、教科の枠をこえた「探
究」の授業を週に 5.5時間実施しています。自ら問いを立て、仮
説を述べ、検証・考察する「探究型の学び」を通して、子ども
たちの一人ひとりの特性に基づいた主体的な学びを推進します。
また、小学 1年生から週 5時間の英語活動にも取り組みます。
通常の英語の授業が週に 3時間、その他は英語で英語を学ぶイ
マージョン教育として「Music（音楽）」「Art（図画工作）」の
授業を実施しています。

アフタースクール、土曜日の扱い
・放課後に学校施設内で保育や講座を行うことで児童の安全を
管理し、「好きなことに夢中になる」体験を応援したいという
想いの下、学童保育とアフタースクールを合わせた「のぞみク
ラブ」を運営しています。学童保育は平日 19時まで、アフター
スクールは以下の講座を各曜日に割り振って開講します（希望
制）。ロボット、アート、スポーツ、育脳寺子屋、体験型算数、
プログラミング、書道、ダンス、インプロ、あそんでアカデミー
土曜日の扱い：土曜日は午前授業を行います（隔週）。

セキュリティー
登下校メール配信システム導入、防犯カメラ設置、防犯ブザー
携帯、携帯電話所持許可、授業中門施錠、インターホン設置、
保護者入構証、災害用品備蓄、AED設置

宿泊行事
1年生からサマースクール（宿泊学習行事）に取り組みます。
本校の宿泊学習行事は、その学年の学習内容に関連付けた
「フィールドワーク」です。お泊り行事の位置づけを超え、実
際に現地でしか学ぶことのできない「教室での学びの検証」を
行います。充実した学びとするため、宿泊日数も多く設けてお
り、1・2年生は 1泊 2日、3年生は 2泊 3日、4・5年生は 3泊 4
日の学習に取り組みます。

保護者の関わり
本校では、授業の中での疑問はもちろんのこと、日常生活について
の小さな学びなど、「今日帰ったらおうちの人に聞いてごらん」「おう
ちの人と一緒に考えてみて、明日教えてね」という声掛けを多くし
ます。
子どもたちの「学びたい」「考えたい」という意欲を引き出し、さら
に探究へと発展させるためには学校と家庭の両側面によるサポート
は必須と考えていますので、ご来校いただく機会がとても多いわけ
ではありませんが、声掛けなどの積極的な関わりをお願いしています。

外国語・国際理解教育
本校では、小学 1年生から毎日英語を学ぶ時間があります。内
訳は、週 3時間の英語の授業、そして週 1時間ずつのMusic（音
楽）とArt（図工）の授業です。英語の授業では、基本的な単語、
表現を学び、習った英語を読む、書く、話す、聞くことを通じ
て実際にアウトプットも行います。多くの児童が初めて触れる
言語であり、それも日本語の勉強と並行して行う学習ですので、
様々な活動を通して反復学習を行い、楽しみながら学習するこ
とができる時間となるように意識しています。

クラブ活動等
〈4・5年生〉以下の中から希望のクラブに所属し、週に 1日活動
します。English	club、本気のぬり絵クラブ、編み物クラブ、社
会クラブ、球技クラブ、ものづくりクラブ、ボードゲームづくり
クラブ、スポーツクラブ
〈6年生～〉中等教育学校の生徒と一緒に、以下の中から希望の
同好会に所属し、活動します。活動日数は同好会によって異なり、
最大週 4日です。テニス、バレーボール、バスケットボール、ダ
ンス、映像制作、イラスト、家庭科、ボードゲーム、文芸、写真

入学希望者へのメッセージ
こんにちは！開智望小学校です。
本校は、まもなく開校 7年目を迎える 12年一貫校です。12年をかけて系統的に学ぶことのできる強みを活かし、日本の学習指導
要領と国際バカロレアの学びを融合した学習で、子どもたちの学力、そして人間力を育成します。
現在は、誰もが経験したことのない未曾有の情勢ですが、子どもたち、保護者の皆様と、そして教職員とで協力してこの事態を
乗り越えていきたいと考え、休校中のオンライン学習などの実践を続けてきました。今後も、子どもたちの命を最優先に、ICT
機器等を活用しながら「子どもたちの学びをとめない」ことを大切に教育を行います。開智望小学校・中等教育学校のさらなる
前進にご期待ください。

開智望小学校
住所 〒300-2435　茨城県つくばみらい市筒戸字諏訪3400

最寄り駅 関東鉄道常総線「新守谷駅」より徒歩1分（つくばエクスプレス「守谷駅」より1駅）

URL https://nozomi.kaichigakuen.ed.jp 電話 0297-38-6000

系列校 開智望中等教育学校/開智小学校（総合部）/開智中学校（一貫部）/開智高等学校（高等部）/開智未
来中学校/開智未来高等学校/開智日本橋学園中学校/開智日本橋学園高等学校/開智国際大学

創立年度 2015年 教員数
（講師含む） 41名 募集人数 男女96名 併設幼稚園

からの入学者数 －

1 学年学級数 4学級 1 学級児童数 24名程 学期制 3学期制 1 コマの時間 45分

始業時刻 8時20分 制服の有無 あり 給食 あり（弁当持参との自由選択制）
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建学の精神・教育理念・教育目標
建学の精神「人間是宝」人間は誰しもが素晴らしい素質を持っ
た、宝の原石であると考えます。その原石を磨き上げ、文字通
り「宝」として育てることを使命としています。
校訓「今日学べ」今日のことは今日やり、勉強も仕事も明日に
残さないといったけじめのある生活態度を身につけることを目
指しています。

特色ある教育実践・教育活動
本校は、思考と実践の原点の「体験型」教育と正課授業とアフ
タースクールの融合の「複合型」教育を行っています。体験型
教育では、一人一台個人持ちの iPad 環境を整え、情報社会を
生き抜くための情報活用能力を養います。また、複合型教育で
は、「科学的思考力と言語活用能力」を軸にした英語・算数・
そろばん等の情操教育と水泳・ダンス・空手等の情操教育プロ
グラムで、それぞれの個性を発見し、伸ばしていきます。

アフタースクール、土曜日の扱い
複合型教育を行っています。英語・算数・そろばん等の情操教
育と水泳・ダンス・空手等の情操教育プログラムで、それぞれ
の個性を発見し、伸ばしていきます。土曜日は授業日となって
います。（第 3週目は家庭学習日。）

セキュリティー
登下校で子どもたちが昇降口を通過すると、ランドセルに付け
られた IC タグから保護者宛にメールが自動配信されます。守
衛１名常駐。

宿泊行事
6年生修学旅行、5年生研修旅行、3年生 4年生夏季宿泊学習、3
年生 4年生スキー教室

保護者の関わり
運動会、バザー、授業参観（毎学期 1回）、登下校視察（年 1回）

外国語・国際理解教育
授業は学年を 4クラスに分けて英語授業用クラスで行います。
そのうち 1クラスはインターナショナルプリスクール卒園生を
対象としたクラスです。全クラス授業はオールイングリッシュ
で行います。3名のネイティブ教員と 2名の日本人教員が担当
します。また、希望者を対象に 3,4年生では国内語学研修、4年
生以上には海外研修に参加できる機会もあります。

クラブ活動等
ブラスバンド、合唱、陸上競技、生物部の課外活動を行ってい
ます。

入学希望者へのメッセージ
これから変化が激しく予測が困難な時代を迎える中で、学校教育には変化に向き合う、他者と協働する、確かな学力を身につけ
る、新たな価値を見いだすなどの力の育成が求められています。小学校においては、その基礎となる様々な能力や学習意欲を身
につけることが大切です。本校は、将来、日本や世界のリーダーとして活躍できる人材を育てることを目標とし、豊かな教育施
設を有効に活用しながら、児童が自ら学ぶ自主性と積極性による確かな学力を育てるとともに、敬愛と感謝の心をもつ自立した
人格の形成を目指して実践を重ねております。６年間、本学園の建学の精神である「人間是宝」のもと、「お子さまの未来を考え、
内在する可能性を拓き、常に創造する心と知性を育て、人間性豊かな徳操を養う」ことを目指して教育を展開してまいります。

さとえ学園小学校
住所 〒331-0802　埼玉県さいたま市北区本郷町1813

最寄り駅 JR宇都宮線「土呂駅」

URL http://www.satoe.ed.jp/ 電話 048-662-4762

系列校 栄東中学・高等学校、埼玉栄中学・高等学校、栄北高等学校、花咲徳栄高等学校

創立年度 2003年 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 なし

1 学年学級数 3学級 1 学級児童数 25~30名 学期制 3学期制 1 コマの時間 45分

始業時刻 8時45分 制服の有無 有 給食 有（週5日）
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建学の精神・教育理念・教育目標
創立以来現在まで知育（頭）・徳育（心）・体育（体）の 3つの
力を重視し、バランスの取れた教育を貫いています。品川翔英
の校訓≪自主・創造・貢献≫のもと、品川から世界へ、未来へ、
英知が飛翔するをモットーに、明るく豊かな人格の形成を図り、
児童一人一人の個性を伸ばし、知能を開発して、能力に応じた
高度な教育を施すことを目標としております。

特色ある教育実践・教育活動
ICT 機器を整備し、英語教育、プログラミング教育等、時代に
応じた新しい取り組みを進め、子供たちの生きる力を養う教育
を行っています。オリジナルテキストとオリジナル問題集を導
入して、教科書領域からさらに深めた学習ができます。一人一
人に適した幅広く深い学習領域を網羅するために、学級担任制
と教科担任制をとっています。主体的、探究的、アクティヴで
アカデミックな学びの為に、一人一台のiPad導入をしています。

アフタースクール、土曜日の扱い
放課後 19:00 まで預かる小野の子クラブをはじめとして。翔英
ゼミ、花まる学習会、水泳教室、ピアノ教室、体操教室、絵画
教室、ECC英会話教室、茶道教室、ロボット教室、サイエンス
ゲーツの各活動があります。放課後は個性を生かし、能力を伸
ばす時間です。土曜日は 3時間の授業をしています。昼食なし
で下校します。

セキュリティー
品川区のハザードマップで極めて安全な地域として指定されて
います。24時間体制で守衛を配置し、児童の登下校時は登下校
確認メールが保護者に届きます。避難訓練と防災訓練、引取訓
練を実施しています。防災グッズとして水 500ml	3本・レトル
トパン 3食分・防災シート・携帯用トイレ・ナップサックを全
児童分備蓄しています。

宿泊行事
２泊３日林間学校（1年生から 5年生）、2泊 3日修学旅行（6年
生）、7泊 10日夏休み海外（オーストラリア）研修（希望者）、
2泊 3日スキー合宿（希望者）

保護者の関わり
授業や行事の参観、志ら梅祭（文化祭）でのバザー、模擬店運営、
担任教諭との個別面談、スクールバスの見守り
低学年ではご家庭での関わりがとても大切になります。学習習
慣、生活習慣の定着は学校とご家庭の連携がとても大切です。
高学年になるにしたがって、自立させていくための保護者の声
掛け、距離感などかかわり方を変えていかなければなりません。
ご家庭の教育力はとても大切です。

外国語・国際理解教育
1年生から週 2時間の英語教育を行っています。ネイティヴス
ピーカーと日本人教諭との 2人体制で、ティームティーチング
や少人数分割授業を展開しています。フォニックスシステムを
用いて低学年から語学 4領域（読む、聞く、話す、書く）を意
識したカリキュラムを実施しています。希望者は 1年生から海
外研修を行っています。

クラブ活動等
放課後特別教育活動が充実しています。アフタースクールをご
参照ください。

入学希望者へのメッセージ
本校の求める子ども像は次の通りです。
①自分のことは自分でできる子
②自分を大切にする子
③友達を大切にする子
④人の話をしっかりと聴ける子
ご家庭でできる事が集団の中でもできるように成長することを願っています。
子どもの学ぼうとする興味、成長しようとする力を伸ばします。6年後に広がる未来を創ります。

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 JR「西大井駅」、JR・東急「大井町駅」

URL http ://www.shinagawa-shouei .ac . jp/
primaryschool/ 電話 03-3774-1157

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

創立年度 1948年 教員数
（講師含む） 25名 募集人数 40名 併設幼稚園

からの入学者数 未定

1 学年学級数 1学級 1 学級児童数 40名 学期制 3学期制 1 コマの時間 45分

始業時刻 8時30分（20分
より朝自習開始） 制服の有無 あり 給食 お弁当給食、牛乳、パンの注文ができます。
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建学の精神・教育理念・教育目標
「進み行く世に後れるな、有為の人材たれ」と言われた校祖、
輪島聞声先生によって明治２５年に創立された淑徳女学校に学
園の端を発する。「感恩奉仕」と「利他共生」を建学の理念とし、
「感謝する心」「慈しみの心」「創造する心」をもつ児童の育成
を目指す。

特色ある教育実践・教育活動
朝と帰りに仏さまに手を合わせる。好きな本を自由に読むこと
で、読書の楽しさを知り、本を読む習慣を身に付ける「読書タ
イム」。漢字・計算練習や英語学習で基礎学力をしっかり身に
付ける「なでしこタイム」。専科教員による充実した指導。高
学年の算数と国語習熟度別クラスでは一人一人に合わせた指導
を行う。基礎学力の徹底を図り、児童の能力を最大限に伸ばす
学習カリキュラム。2021年より１人１台 iPad 導入。

アフタースクール、土曜日の扱い
授業終了後、17：30 までもっと「遊ぶ」もっと「学ぶ」を、本
校の教員を中心としたスタッフがサポート。小学校の校舎を利
用し活動を展開。宿題や復習をしたあと、思いっきり遊んだり
スポーツをしたりする。特別講座、オプション講座（造形・ダ
ンス・カズトロジー・そろばん・作文・理科実験等）でさらに
深い学びの充実を図る。イングリッシュコース、プログラミン
グコース開設。長期休暇中も実施。

セキュリティー
メールによる登校見守りサービス（ミマモルメ）。メールまた
は LINE による緊急連絡システム（メルポコ）。24時間体制の
警備。下校方面別集会。徒歩下校訓練。教職員防災研修。災害
用備蓄。

宿泊行事
3 ～５年生　高原学園（山中湖　日光　長野方面）　　
６年生　奈良京都修学旅行　４～６年生　スキー教室　　
４～６年希望者　オーストラリア体験研修旅行（ホームステイ）

保護者の関わり
学期に一度の授業参観・懇談会。１・２学期末の保護者面談。
２年に１度のバザー祭。当番制による朝のスクールバス見守り。

外国語・国際理解教育
１年生より週に２時間英語の授業を行う。聞く・話す・読む・
書く・発表する、をバランスよく指導。４～６年の希望者が参
加するオーストラリア体験研修旅行（ホームステイ）。3年生キッ
ザニア東京 EnglishWednesday、４～６年生東京グローバルゲ
イトウェイでの校外英語体験を行う。５年生時まで英検５級取
得をめざす。

クラブ活動等
科学　創作　生け花　パソコン　英語　ダンス　ブラスバンド　
家庭科　将棋　ドッジボール　サッカー　野球　卓球　陸上　
バドミントン　バスケットボール　ソフトバレーボール

入学希望者へのメッセージ
小学校は学校生活と長い人生での学びの第一歩です。英語や ICTなど、時代や社会の変化に対応できる力をはぐくむ学びの場を
保証し、お子様がより豊かな人生を送るスタートのお手伝いができるように、教職員一丸となって、日々邁進してまいります。
共生の心を大切に、お子様をお預かりします。淑徳小学校ではじめの一歩を踏み出してみませんか。

淑徳小学校
住所 〒174-8588　東京都板橋区前野町5-3-7

最寄り駅 東武東上線「ときわ台駅」、JR「赤羽駅」

URL https://www.es.shukutoku.ac.jp 電話 03-5392-8866

系列校 淑徳大学・淑徳短期大学・淑徳巣鴨中高等学校・淑徳中高等学校・淑徳与野中高等学校・
淑徳幼稚園・淑徳与野幼稚園・淑徳日本語学校

創立年度 1949年 教員数
（講師含む） 48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 3学期制 1 コマの時間 40分

始業時刻 8時40分 制服の有無 有 給食 有
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建学の精神・教育理念・教育目標
「世の光になろう」という建学の精神のもと、社会で中心になっ
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「目当てを指して
進む人」「まごころを尽くす人」「体を丈夫にする人」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「こころ」
「からだ」「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・年末年始は閉室）。
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、非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
※新型コロナ感染状況により変更があります。
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 3泊 4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、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。その長い人生で直面する様々な問題を解決する能力を身に着け、さらに
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、子供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、子供たち
一人ひとりが自分の中に光るものを見出すとともに、友達と尊重しあ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。

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 「三軒茶屋駅」

URL http://es.swu.ac.jp 電話 01-3411-5114

系列校

創立年度 1953年 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 1 コマの時間 45分

始業時刻 8時20分 制服の有無 有り 給食 有り
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建学の精神・教育理念・教育目標
聖学院「神を仰ぎ	人に仕ふ」
聖学院小学校「よく学ぶ	よく遊ぶ	よく祈る」

特色ある教育実践・教育活動
ワークショップ型の授業（協同学習、作家の時間など）
ハンドベル（5-6年）

アフタースクール、土曜日の扱い
アフタースクール有り
土曜日は休校

セキュリティー
IC タグにより校門通過時に家族にメール送信
緊急時には一斉配信メールで告知

宿泊行事
1年生から 6年生まで実施
1年「なかよしキャンプ」（校内泊）、2年自然学校（御殿場）、
3年生清里自然学校（山梨県）、4年生冬の学校（長野県）、
5年生イングリッシュキャンプ（長野県）、6年生修学旅行（長
崎県）

保護者の関わり
PTA活動があります
総務部、事業部、宗教部の 3つの部があります

外国語・国際理解教育
英語の授業は 1～ 6年	週 2時間
希望者にはオーストラリアホームステイプログラム、ニュー
ジーランド親子ショートステイプログラム

クラブ活動等
4年生から実施
野球、ラグビー、卓球、バドミントン、チアダンス、iPad、フラワー
アレンジメント、劇遊び

入学希望者へのメッセージ
一人ひとりは神さまからそれぞれ違った宝物をいただいています。聖学院小学校では、それをしっかりとのばしていくこと、そ
していつか他者のためにその力を尽くすことができる人になってほしいと願っています。

聖学院小学校
住所 〒114-8574　東京都北区中里3-13-1

最寄り駅 JR山手線／東京メトロ南北線「駒込駅」

URL https://www.seig.ac.jp/prim/ 電話 03-3917-1555

系列校 聖学院幼稚園、聖学院みどり幼稚園、聖学院中学校高等学校、女子聖学院中学校高等学校、
聖学院大学、聖学院大学大学院

創立年度 1960年 教員数
（講師含む） 29名 募集人数 72名 併設幼稚園

からの入学者数 32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 1 コマの時間 45分

始業時刻 8時20分 制服の有無 有り 給食 週に2～ 3回実施
それ以外の日はお弁当／お弁当ランチ（業者）



─ 12─

建学の精神・教育理念・教育目標
星美学園小学校は、キリスト教的な人間観・世界観により、創
立者聖ヨハネ・ボスコと聖マリア・マザレロが実践した理性・
宗教・慈愛に基づく「予防教育法による全人間教育」を行うた
めに創設されたカトリック・ミッションスクールです。神の愛
に基づいた教育で、子供達が知性を磨き心を鍛え、正しい判断
力と自由な選択能力を養うよう導き、社会と人々に積極的に貢
献できる自立した良心的な人間、誠実な社会人となる基礎を育
みます。

特色ある教育実践・教育活動
誠実な心、人のために奉仕する心を育てるため、宗教の授業の
他、毎日の祈りと聖歌、宗教朝会や宗教行事を行う。教科学習
では、多くの教科を専科教員が指導している。創立者聖ヨハネ・
ボスコの精神「いつも子供と共に」を実践し、子供に寄り添い
関わりを大事にしている。「自然や人との関わり」と「実体験」
を通して「心と生きる力」を学ぶことを重視し、総合的な学習
として国際理解教育、バリアフリー教育、宿泊体験を実施して
いる。

アフタースクール、土曜日の扱い
・アフタースクール：安心安全で充実した学園施設内での放課
後預かりで、学園の教育方針に合わせた内容で運営。学校開校
時は下校から午後 6時 30分まで、長期休暇・学校代休時は午前
8時から午後 6時 30分まで運営。午後 5時 20分と 6時 20分の 2
回、赤羽駅・赤羽岩淵駅までスタッフによる随伴下校有り。各
種習い事有り（英語・ピアノ・ダンス・サッカー・そろばん・
プログラミング他）
・土曜日の登校：基本的に月に 2回

セキュリティー
・守衛室の設置と入場者の管理・登下校ミマモルメ（IC タグ）
と保護者一斉メール・防犯倉庫（防災用備品）3日分の食糧備
蓄有り・地区別班編成（住んでいる地域、下校方面ごとの班編
成）・教員による登下校指導・保護者による交通見守り・防災
訓練（毎月）と防犯訓練（年 1回）の実施

宿泊行事
・3年生：	富士林間学校（1泊2日）富士山お中道ハイキング　キャ

ンプファイヤー
・4年生：高原学校（2泊 3日）尾瀬ヶ原散策・日光東照宮見学
・5年生：	雪の学校（3泊 4日）尾瀬・戸倉　スキーレッスン、

かんじき体験、民芸品作り
・6年生：	広島平和学習（2泊 3日）平和記念公園、被爆者体験談、

幟町小学校交流会
・4～ 6年生（希望者）：	ホームステイ（シドニーの姉妹校ジョン・

ボスコ小学校）

保護者の関わり
・個人面談（年 2回）・懇談会（年３回）・授業参観（年 3回）・
学校行事（運動会・聖母祭・星美祭他）・日常的には毎週末に
学級通信を発行。その他、連絡帳や連絡簿、電話等で連絡を取
り合う。父母の会（保護者の会）

外国語・国際理解教育
1年生は週１時間、２年生以上は週２時間、２～４年は２時間
の内、１時間はネイティブ・スピーカーとのティーム・ティー
チングを行う。4年生は学年全体で英語劇を発表。5年生はオー
ストラリアの小学校とオンライン交流会を、6年生は卒業前に
スピーチコンテストを開催。４～６年生の希望者にはオースト
ラリアのシドニーで 9日間のホームステイを実施。姉妹校『セ
ント・ジョン・ボスコ・プライマリースクール』に通い交流を
深める。

クラブ活動等
・クラブ活動（４年生以上）
サッカー／バスケット／ドッヂボール／テニス／バドミントン
／ダンス／野球／卓球／手芸／コンピュータ／造形／和太鼓／
理科実験／囲碁・将棋
・特別音楽クラブ（3年生以上）
聖歌隊／金管バンド

入学希望者へのメッセージ
星美学園小学校は、祈りと共に一日を始めるカトリック・ミッションスクールです。いつも元気な挨拶と明るい歌声が響き、教
師と子どもたちが一緒になって校庭を駆け回っている光景が見られます。これは、本校に集う子どもたちと接する教職員が、創
立者ドン・ボスコの精神「共にいること」「家族的な関わり」を目指しているからこそと言えるでしょう。
本校の教育では、学習においても生活においても、心の通い合う関わりを大切にしています。多様な価値観、変わりゆく社会を
生きる子どもたちが、よき社会人として真に良いものを選びとる力を持ち、周りの人とのコミュニケーションを大切にして、社
会に平和と喜びをもたらし、世のため人のために貢献できるドン・ボスコの子どもとして成長することを願っています。

星美学園小学校
住所 〒115-8524　東京都北区赤羽台4-2-14

最寄り駅 JR「赤羽駅」、東京メトロ南北線・埼玉高速鉄道「赤羽岩淵駅」

URL https://www.el.seibi.ac.jp 電話 03-3906-0053

系列校 星美学園幼稚園　星美学園中学・高等学校　星美学園短期大学　　

創立年度 1947年 教員数
（講師含む） 43名 募集人数 120名 併設幼稚園

からの入学者数 30～ 40名

1 学年学級数 3学級 1 学級児童数 30～ 35名 学期制 3学期制 1 コマの時間 45分

始業時刻 8時50分 制服の有無 有り 給食 有り（月・金）　希望者：パン（火～木）
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建学の精神・教育理念・教育目標
【建学の精神】
学識と技術の錬磨
報恩の精神
不撓不屈の精神
【教育方針】「すべてに誠をつくし、最後までやり抜く強い意志
を養う」を基盤に小中高 12年間の一貫教育で「世界のトップエ
リート」を育成することを教育の目標としています。具体的な
3つの教育の柱「心を育てる」・「知性を育てる」・「国際性を育
てる」に設定し、日々の教育活動の中で実践しています。

特色ある教育実践・教育活動
「学ぶことは楽しい」を実感できるプログラムを展開し学び続
ける意欲と充実した学力を育成します。外国人英語講師との日
常的な交流や英語の授業に加え、音楽、図工、体育でもできる
だけ英語で授業を行う「文理イマージョン授業」を導入。算数
では 1クラス 2分割の授業やコース選択制授業を実施。卒業研
究発表で思考力、判断力、表現力を磨きます。また、礼儀・作
法やマナーの教育、感謝の心を育てる教育にも力を入れていま
す。

アフタースクール、土曜日の扱い
土曜日の扱い：授業あり（第 2土曜日休み）
アフタースクール：全学年を対象に、月曜日から土曜日までの
授業実施日、また長期休業中も開講。主たる内容は宿題の徹底
的なフォロー、英会話、文理中学校特選クラス準備講座、チュー
ター補修講座です。

セキュリティー
登下校の安全を見守る警備体制、安心・安全な登下校をサポー
トする登下校メール配信システム、食料や飲料水の備蓄（全校
児童が 3日生活可能）、通学帰宅時の防災ガイド・ひなんちずの
配布、防犯カメラやAEDの設置など万が一に備えて、常に見
守る万全の対策をとっています。

宿泊行事
宿泊研修は 1年生から 6年生まで各学年で実施します。前後の
学習と訪問先での体験はかけがえのない知識と経験を子どもた
ちにもたらします。また、自立と協調の姿勢を身につけること、
常に集団で行動することでリーダーシップの重要性に気づか
せ、その力を引き出し育む機会ともなります。
1年生から４年生は国内での宿泊研修。
5年生：イギリス短期留学　6年生：アメリカ研修

保護者の関わり
Sports	Festival（運動会）、School	Festival（学園祭）、School	
Concert（演奏会）、学期に１回の授業参観や保護者会や著名人
などによる保護者のためのGuest	Lectures（文化教養講座）な
どがあります。
低学年では「田植え」「稲刈り」「誕生日会」「おもちつき大会」
などを通じて、お子様とともに楽しめる学校行事を用意してい
ます。

外国語・国際理解教育
開校当時から掲げている「英語のシャワーを浴びて真の国際人
になろう」を合言葉に、日本人としてのアイデンティティを大
切にしながら、多くの外国人英語講師の先生と共に、週 10時間
近く英語に触れる環境の中で児童は積極的に英語を学んでいま
す。

クラブ活動等
異なる学年の子ども達が同じ目標を持ち、力を合わせて活動す
ることは、単なる技能・技術の習得だけでなく、	自主性、社会性、
創造性、リーダーシップを養う貴重な体験です。5年生からは
じまるクラブ活動は、中学・高校へとつながる大切な活動です。

・体育系：バスケットボール、ソフトボール、バレーボール、サッ
カー、卓球、タグラグビー
・文化系：金管バンド、ロボット・プログラミング

入学希望者へのメッセージ
『夢の種をまき、そだてる学校』、西武学園文理小学校を一言で表すと、そんな学校です。小さなお子さまにさまざまな可能性を
お示しして、大きな夢を描かせてあげるのが私たちの使命だと考えます。
一人ひとりの夢をそだて、かたちにしていくために、確固とした英語教育プログラムや多岐にわたる体験学習など、子どもたち
の未来を幅広く見据えた教育活動を展開し、「心」「知性」「国際性」の土台づくりをしています。
これまでに巣立っていった多くの卒業生が、「文理小学校の毎日が本当に楽しかった！」「文理小学校で学んだことが大きかっ
た！」と笑顔で話してくれます。
西武学園文理小学校で、またとない輝いた 6年間を過ごしてみませんか。

西武学園文理小学校
住所 〒350-1332　埼玉県狭山市下奥富600

最寄り駅 徒歩：西武新宿線「新狭山駅」　スクールバス：「川越駅」、「稲荷山公園駅」、「東飯能駅」

URL https://www.seibubunri-es.ed.jp/ 電話 04-2900-1800

系列校 西武学園文理中学・高等学校

創立年度 2004年 教員数
（講師含む） 40名 募集人数 男児	女児

合計96名
併設幼稚園

からの入学者数 0名

1 学年学級数 2学級 1 学級児童数 26～ 30名 学期制 3学期制 1 コマの時間 50分

始業時刻 8時25分 制服の有無 あり 給食 あり
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建学の精神・教育理念・教育目標
創立者成瀬仁蔵が掲げた「信念徹底」	「自発創生」「共同奉仕」は、
学園の中で「三綱領」と呼ばれており、豊明小学校では子どもの
発達段階を考えて、この三綱領から次のような児童像を目標とし
ています。
「一生懸命頑張る子」	「自分から進んで行動する子」「みんなと力
をあわせ協力する子」
この三つの教えを糧として、一貫教育の中で豊かな人間性を育み、
世界の平和や人類の福祉に貢献できる人間を育てていきます。

特色ある教育実践・教育活動
自学自動 :自ら進んで学び行動する中で子ども自身が問いを見つけ、社
会へ関わっていく力を育みます。
実物教育 :子どもの心に深く響き、何かを感じられる実物を取り入れた
教育をしています。
日記指導 :日記を通して心の動きを丁寧に追い、小学校生活が一生の
宝物となるように指導します。
「奉仕部活動」4・5・6年生の児童が 7つの部に分かれ、月1回の部
会での話し合いや活動と日常的な当番活動を縦のつながりで行います。

アフタースクール、土曜日の扱い
「JWUほうめいこどもクラブ」平日学校のある日、放課後から
18時 30分まで子ども達の居場所を提供しています。
「土曜日授業」なし。※行事等での登校は、あり。

セキュリティー
登下校見守りシステム・緊急時一斉配信システムの導入
緊急地震速報（高度利用者向け）・警備員常時巡回
災害避難訓練、防犯訓練の実施、引取り訓練の実施

宿泊行事
4年生 : 災害を想定した学校宿泊訓練（1泊 2日）
5年生 : 菅平スコレー（2泊 3日）
6年生 : 軽井沢夏の学校（3泊 4日）、修学旅行（3泊 4日）

保護者の関わり
【PTA活動 : 豊明会】保護者と教職員で構成されており、学校
の教育的環境の整備、充実をより良くするために話し合いなが
ら活動をしています。
【保護者面談の実施】学期末ごとに、担任と面談を行い、お子
様の学習状況や学校での様子をお伝えします。

外国語・国際理解教育
日本女子大学・英文学科との連携でカリキュラムやメソッドを
決めています。小学生に英語を教える方法を身につけ、日本の
教員資格を持つ専任教員が授業を担当し、訛りのない正しい英
語で教えます。授業は全て英語のみで行い、子どもたちは日本
語を覚えたときと同じように、自然に内容を理解して身につけ
ていきます。6年生の希望者は、オーストラリアでホームステ
イに参加して現地の姉妹校に通い、海外の小学校生活を体験で
きます。

クラブ活動等
5、6年生よりクラブ活動があります。文科系、運動系、計 14
のクラブの中から興味を持った 1つのクラブに所属します。ク
ラブでは、共通の趣味を介した新しいつながりを持つことがで
きます。

入学希望者へのメッセージ
三綱領「信念徹底」「自発創生」「共同奉仕」の理念を実現するために「実物教育」「自学自動」を基軸にした教育を進めています。
年齢に応じた生活・学習習慣の育成に重きを置き、自立（自分でできる）から自律（状況を判断し適切な行動をする）の態度を
育てます。学校生活や行事では、異学年の児童が共に考え活動する体験により、思いやりや責任感を育み「憧れのお姉様」を目
指し成長していきます。教室や渡り廊下ギャラリーの全員分の掲示からも異学年の様子が伺え、より憧れの気持ちを持ち励むこ
とができます。教員は学級担任と専科担当者で「学年団」を構成し、学年全員を多くの視点で温かく見守り、連携を深めています。
個性を尊重し、良さがより伸びていくよう、一人一人の居場所を大切にしながら 6年間を支えていきます。

日本女子大学附属豊明小学校
住所 〒112-8681　東京都文京区目白台1-16-7

最寄り駅 「目白駅」「護国寺駅」「雑司が谷駅」

URL https://www.jwu.ac.jp/elm.html 電話 03-5981-3800

系列校

創立年度 1906年 教員数
（講師含む） 39名 募集人数 54名 併設幼稚園

からの入学者数 60名

1 学年学級数 3学級 1 学級児童数 38名 学期制 3学期制 1 コマの時間 40分

始業時刻 8時20分 制服の有無 有 給食 給食:週3日お弁当:週2日
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建学の精神・教育理念・教育目標
124年前、星野学園創立者	星野りちは、よき人格を育成するリ
ベラルアーツ教育のためにこの地に開学しました。本校では、
小学校から高校卒業までの12年間は子どもが人としての基礎を
つくる時期ととらえております。新時代を担う人間づくりを一
層推進するには、即戦力を期待する教育ばかりではなく、教養
をしっかりつくりあげる教育が重要であるとの思いから、本校
を設立いたしました。

特色ある教育実践・教育活動
①情操教育 : 星野記念講堂や星野ドーム等の体育施設等、子ど
もたちの豊かな感受性と好奇心を育むための充実した施設と環
境に溢れています。
②学力養成教育：6年間を通じて教科指導を徹底。実践的なマ
ルチメディア教育で、プレゼンテーション能力を身に付ける素
地をつくっています。
③英語教育：英語を学ぶだけでなく箏曲や剣道、書道にも力を
入れ、日本の文化をより深く理解し、日本文化を海外の人に紹
介できる人に育てます。

アフタースクール、土曜日の扱い
開校時間
通常月は、月曜日～金曜日の下校時刻～ 18：30
長期休み期間は、月曜日～金曜日の 8：30 ～ 18：30
入会対象は、在校生1年生～6年生。曜日を固定して利用します。
宿題、読書、学習教室、外遊び・室内遊びの他、プログラミング、
ボルダリング、サッカー、硬筆教室などの習い事もできます（希
望者のみ。別料金）。

セキュリティー
校舎内の随所に監視モニターが設置され、警備員が随時巡回し
ています。また、1年生から 4年生が学校指定の防犯ブザー付
携帯電話を、児童全員が星野学園小学校オリジナルの IC カー
ドを携帯しており、登校時および下校時に IC 端末にタッチす
ることで、登下校が完了したことを保護者の方にメールでお伝
えしております。

宿泊行事
主な宿泊学習
１年生：夏の学校（学校に宿泊）、冬の学校（スキー実習）
２年生：夏の学校（富士山で洞窟探検）、冬の学校（スキー実習）
３年生：	夏の学校（富士山でトレッキング）、冬の学校（スキー

実習）
４年生：京都・奈良への宿泊学習、冬の学校（スキー実習）
５年生：ニュージーランドへの修学旅行、冬の学校（スキー実習）
６年生：平和宿泊学習、冬の学校（スキー実習）

保護者の関わり
星華祭（文化祭）、体育祭、芸術鑑賞会、チャリティーコンサー
ト、合唱祭、誕生学講演会など、学園や学校全体、学年単位で
行われる数多くの行事には、保護者の方々にも積極的にご参加
いただき、感動を共有していただいております。
11月には二者面談（1～ 5年生）、三者面談（6年生）を実施。
年度末には PTAの役員さんにお集まりいただき、学校の自己
評価に対するご意見を賜り、学校活動の参考にさせていただい
ております。

外国語・国際理解教育
1 ～ 2年生は週に 1時間、3 ～ 4年生は 2時間、5 ～ 6年生は 3
時間と、徐々に英語の授業を増やしていきます。ネイティブの
アメリカ人教師が常勤し、子どもたちと日々触れ合い、楽しみ
ながら学ぶ授業や行事を実践。ネイティブ教員の生きた英語と、
教科指導のノウハウを有する専科教員のティームティーチング
で、英語の 4技能（聞く、話す、読む、書く）を総合的に伸ば
します。5年生の夏休みにニュージーランドの修学旅行を実施。

クラブ活動等
4 ～ 6年生は全員が、クラブと委員会に 1つずつ入り、週に 1
回活動します。委員会は 1月に 1回、残りの週はクラブ活動を
行います。
クラブには、サッカークラブ、ボールクラブ、運動クラブ、音
楽クラブ、パソコンクラブ、クラフトクラブ、科学クラブがあり、
委員会には、児童会本部、学級委員、飼育栽培委員会、体育委
員会、図書委員会、美化委員会、放送委員会があります。

入学希望者へのメッセージ
多くの人を幸せにする、きれいな花や、ゆたかな実り。それらはすべて、一粒の小さな種からはじまります。
子どもたちは、みんな小さな可能性の種。これからどんな色の花が咲くのか、どんな形の実をつけるのか、それはまだ誰にも分
かりません。それでも確かにいえるのは、花や実は、しっかりとした根と幹がなくては結実しないということ。星野学園小学校
での 6年間は、めぐみの雨のようにしみわたる学びと、太陽のようにあたたかな愛情をもって、子どもたちの根と幹とをたくま
しく育てます。

星野学園小学校
住所 〒350-0826　埼玉県川越市上寺山216-1

最寄り駅 東武東上線「川越市駅」

URL http://www.hoshinogakuen.ed.jp/hes/ 電話 049-227-5588

系列校 星野高等学校、川越東高等学校、星野学園中学校、星野学園幼稚園

創立年度 2007年 教員数
（講師含む） 30名 募集人数 80名 併設幼稚園

からの入学者数 1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 1 コマの時間 45分

始業時刻 8時30分 制服の有無 有り 給食 有り




