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世界に広がる初等学校ファミリー
楽しかったことや辛かったこと。たくさんの経験と思い出が凝縮された初等学校での6年間。
先輩達は、今それをどのように生かし、世界を舞台に活躍しているのでしょうか？

小澤征良（作家・姉）
 梓組卒 

小澤征悦（俳優・弟）
 桐組卒

小澤征爾（指揮者・父）

僕が、成城学園の出身というのが最大の理由だね。僕は小学生の頃、ピアニストを

目指していたんだけれど、当時は「ピアノを弾くようなやつは男じゃない」という

風潮があった。それではよくないと、兄貴や両親が一生懸命探して、見つけて

くれたのがここの中学校。芸術活動を大切にしているし、「何が本当の自由か」

ということを知っている。

　学業の成績だけでいうと、初めは外から入ってきたやつの方がよかったり

するんだ。ところが、下から上がってきた子は3年間で本当にぐんぐん伸びて

いく。それが羨ましかったし、すごいと思ったね。異年齢の交流が活発

だから、彼らは小学校にもちょくちょく遊びに行く。それで、僕も一緒に

ついて行って「劇の会」の音楽伴奏をやったりした。ここの小学校には、

僕らを惹きつける何かがあるんだよ。

　僕はいま76歳だけれど、成城での3年間は人生の中でも最も楽しく

充実していた時期だった。学校教育の中で一番大事なのは、人間と

人間、「先生」とのつながり。ここの先生方は、そのことを本当に

分かっている。

成城学園の魅力は「フレンドリーさ」

だと思う。先生をあだ名で呼ぶのって、

普通の学校では考えられないでしょう？

小さい子が、みんなそうやって呼び合って

いるのは素敵ですよね。子ども達との信頼

関係があるから、変な壁がない。

　ボストンから帰国して小学校に入った頃、

私は喘息になってしまったので、散歩の時間

なんかもみんなほど楽しめなかったかもしれない。

だけど、マイペースを許してくれる学校だから、

本当に助けられた。そんな中で、私はものを

書いたりするのが好きな「内省的な子」に育って

いったんだけれど（笑）、ある時、国語の時間に、

私の書いた詩を先生がすごくほめてくれて、文集に

載ることになったんです。その時の喜びは今でも鮮明に

覚えている。自分が頑張って、初めて大人に認められた

あの経験が、作家という今の私の種になったのかも

しれない。私はこの学校で「一生の宝物」を

もらったと思っています。

『何が本当の自由か』
ということを知っている  （小澤征爾）

僕は、小学校の時に机の上で勉強したという記憶があまり

ない（笑）。身体を動かして、外に出て、遊びや散歩という

授業からいろんなことを吸収していった。しおどん（先生）

の授業で作ったナイフや椅子など、今でも部屋に飾って

あるしね。思い出に残るものが、形としても、気持ち

としても、記憶の中で生き続けている。

　3年生になってクラスで「劇の会」をやる時に、

みんなは「この役やりたい、あの役やりたい。」と手を

挙げるんだけど、僕はなぜか「演出をやりたい。」

と言った（笑）。普通の学校だったら、先生に

「そんなのダメだ。」って言われて終わりだけれど、

うちの先生は「じゃあ、演出は小澤。」ってすん

なり決まった。指揮者である父親を見て育っ

たから、僕も「演出」という世界を経験して

みたいと思ったのかもしれない。そんな子ど

もらしい気持ちをしっかりと受け止めてくれ

るのがとても“成城的”だし、役者人生とし

ての出発点を与えてくれたという意味

でも、本当にすごい学校

だったなと思う。

僕はなぜか

『演出をやりたい』と
言った（笑） （小澤征悦）

私はこの学校で

『一生の宝物』を
もらった （小澤征良）



よく保護者同士の
話題にのぼるのが

『自分達も
この小学校で
学びたかった』
と言う言葉です
 （母：小澤  真淑美）

『絆の強さ』は他の学校にはないと思います （母：荘田  蘭）［鳳  蘭］
荘田  由紀 （平成7年度  梅組卒業）
平成2年初等学校に入学。大学まで成城学園で過ごし、大学
在学中の平成17年文学座附属研究所に入所。平成22年
に座員となり、舞台を中心に活躍中。

皆でドロケイやどろだんご作りをして、休み時間

にはとにかく外で遊びました。散歩や遊び、舞踊

や彫塑といった特徴的なカリキュラムがあり、成城

だから学べることがたくさんありました。高学年の

先輩と関わる機会が多かったので、今でも目上の

方とのお付き合いが得意ですし、その逆も然り

です。クラスの友達とは、今でも良い関係が続いて

います。初等学校では一生の友達を見つける

ことができました。

（母）荘田  蘭［鳳  蘭］
幼稚園から大学までがつながっていること。自然に

囲まれた自由な環境で、先生や町全体が家族の

ように包んで下さっていること。それが成城学園

を選んだ理由です。娘は何事にもポジティブで、

おおらかに育ってくれました。それは、

ひとえに初等学校のおかげだと感謝しています。行事では、クラスが1つにまとまって頑張ることで先生や友達と強い

結びつきができ、その絆の強さは他の学校にはないと思います。

小澤  慶祐 （平成13年度  楠組卒業）
成城学園高等学校を卒業後、慶應義塾大学へ進学。同大学の環境情報学部に在籍。
発展途上国の経済開発等について研究を行っている。

初等学校の魅力は、その行事の多様さにあります。運動が得意な子には、運動会やリーグ戦、歌や演劇が好きな子には『劇の会』や

『音楽の会』といったように、自分が得意なものを通して活躍できるステージが用意されています。自分とは違うものが好きで、違う

ものが得意な友達がそばにいることで、人を測る絶対的な物差し等がないことを知り、人を偏ることなく受け入れられるようになれた

こと。人として生きていくうえで、とても大切なことを学ぶことができました。

（母）小澤  真淑美
在校生、教職員の方々が本当に生き生きとしているのが成城学園です。子ども達が目を輝かせて、自分の好きなことに夢中になって

取り組む。そんな子ども達を暖かく見守ってくださる先生方の指導に、個性尊重の教育が見て取れました。父母と学校の繋がりも密で、

三位一体の教育も実践されています。是非ともこの学校に入学させたいと思い、受験をしました。よく保護者同士の話題にのぼるのが

『自分達も、ぜひこの小学校で学びたかった。』と言う言葉です。この言葉が、成城学園にはぴったりです。

森山  直太朗 （昭和63年度  柳組卒業）
成城大学経済学部を卒業後、アルバイトをしながらストリートライブ等の音楽修業
を行う。平成14年に「森山直太朗」として歌手デビュー。名曲「さくら」は、学園の
桜並木がモチーフとなっている。

当時は、休み時間や放課後に小グランドでサッカーやソフトボールに

明け暮れる毎日でした。初等学校には良い意味で上下関係の隔たり

がないので、年が離れている人にも物怖じせずに話ができることが

成城っ子の強みだと思っています。そのことは、今の私にとって大きな

武器になっています。また、創造性を育む散歩・遊び・工芸・舞踊

といった授業は、私の音楽活動という自己表現の基盤になっています。

（母）森山  良子
子ども達にとっておだやかな校風と自然の中で育ってほしい

との思いから、成城以外は思い付きませんでした。先生も生徒も個性

豊かで、お陰様で今も他者との関わりの中でのびのびと思考し、

毎日を過ごせる基礎を培ったようです。子どもと先生がニックネームで

呼び合う独特の文化は、親として大変勉強になりました。

物怖じせずに話ができることが

『成城っ子の強み』
（森山  直太朗）

白石  絢子 （平成3年度  白樺組卒業）
NPO法人熱帯森林保護団体（RFJ）事務局長。2004年よりRFJにてボランティア
を始め、2011年までに7回アマゾンに足を運ぶ。現在は専属スタッフとして同法人
の活動をサポート。アマゾンの熱帯林及び、そこに暮らす先住民の支援を行っている。

鎌倉遠足や佐渡への夏の学校、スキー学校等も思い出深い

のですが、毎日一緒に駆け回って遊んだ友達は家族のようで、20

年経っても仲良しは変わりません。アマゾンの先住民の世界は、

人間の原点とも言える暮らしです。「今」をどれだけ磨いて生きるか、

そういうことを尊重できていた初等学校は、アマゾンに通ずる

ものがあると感じますし、当時培われたその部分は今も私の中で

変わることがありません。

（母）白石  佐恵
「遊び」や「劇」等の独自の授業があることと、成績表がないこと

で選びました。のびのびと自分の好きなことをして、お友達とも

思う存分遊ぶ。小学生時代にしかできないことをしたと思います。

舞踊部の衣装を娘と作ったことや、父母会の活動で他のお母様方の

特技を知り、それがよい刺激になったこと等が楽しい思い出です。

初等学校には

『アマゾンに通ずる』
ものがあると感じます （白石  絢子）



学芸会の先駆け
大正10年11月27日。日本で初めての小学生による『第1回成城・学校劇の会』
が行われました。その後、『学校劇』は成城から全国に広がり、『学芸会』として
多くの学校で実践されるようになりました。

スキー教育の伝統
スキー学校が始まったのは昭和初期。スキー界の第一人者ハンネス・
シュナイダー博士を招いての研修会が行われました。戦後はオーストリア国立
スキー学校のクルッケンハウザー教授の指導も受け、今日に至ります。

児童のための図書館
昭和6年9月、日本初の独立した『児童図書館』が誕生しま
した。『子ども達にたくさんの本を読んでもらいたい。
本を好きになってもらいたい。』という初期の精神は、
今日のカリキュラムにも受け継がれています。

成城から始まったもの

成城学園初等学校は、大正6（1917）年に
澤柳政太郎先生が、画一的な教育を打破
するための実験学校として成城小学校を
創立したのが始まりです。その後1947年
に現在の校名に改称、創立以来の理念は
今日まで受け継がれています。初等学校は、
成城学園の原点なのです。

本校では、感じる心、考え、創造し、表現する
力をじっくり養います。「学校は子どもたちの
ためにあるべきである」この考え方のもとに、
教育方針や教育内容が定められ、無理のない
自然な方法で児童の特性や個性を育んで
います。カリキュラムは、一般の学校で
行われている教科の他に、「文学」「劇」「映像」
「舞踊」「遊び」「散歩」「読書」「英語」「特別研究」
など情操教育・綜合教育に力点を置いた時間を
特設しています。これらの教科によって、自然や
社会、人間を見つめる豊かな感性を育てる
ことを目指しています。

本校には、創立当時から大切に継承している

教育の4つの『希望理想』があります

『子どもたちは、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。』これが、創立以来

本校が『希望理想』の第一に掲げている教育の基本姿勢です。教科の

学 習 はもちろん、 教科外活動や校外

学習においても、ひ とりひとりの発想や

思考を大切にし、そ れらを生かす場を

設けるように心が けています。国語や

数学の学習では、独 自の学習材を用いて、

個人の能力に応じ進度を調節できる学習法を取り入れています。音楽・

美術をはじめ、劇・文学・映像・舞踊などの特色ある教科では、それぞれ

の子どもたちが活躍できる表現の場を用意しています。

校内には樹木が多く、自然の勾配を利用した坂や池もあります。そのような

緑と土に囲まれた空間の中で、子どもたちはのびのびとした学校生活を送って

います。歓声をあげ てどろだんご作りに

興じたり、真剣なま なざしで木登りに

チャレンジする子ど もの姿。子どもたちに

とっては、自然も立派 な教育者なのです。

実のなる樹木も多く、 季節ごとには様々な

花や実が、豊かな香りと彩りを子どもたちに届けてくれます。安全には充分な

配慮をしていますが、子どもたちは、教師と共に自然に触れ合いたくましく

育っています。遠足・夏の学校など、校外教育の機会を

多く設けているのも、子どもたちが自然を自らの肌で感じ、

自然を敬愛する心を身に付けて欲しいと考えているからです。

個性尊重の教育

自然と親しむ教育

科学的研究を基とする教育

心情の教育
本校の教師の第一条件は、創立以来『子どもが好きで、子どもを愛する

ことができる人』だと言われています。『子どもたちの心を理解し、子ども

と一緒に泣いたり笑ったりできる。』そのような信頼関係の上にたって

子どもと共に多くの課題に挑み、時には厳しく指導もする教師を目指して

私たちは日々努力をし ています。教科学習

のうち、文学や劇の 授業では、そこに

登場してくる人物 の心情や生き方、

人間関係から自分 自身の身の回りの

ことを考えたりもし ます。音楽や美術

の授業では、早くから『本物』に触れる機会を設け、その道の第一線で

活躍している方に直接指導していただく機会も設けています。また、劇の会・

音楽の会・文化祭など、子どもたちの創造的表現活動の場が多いことも、

心身の健全な育成に大きな意味があると考えています。

遊び・散歩・劇・文学・映像・舞踊など他校に見られない授業を行っていた

り、数学や国語のように独自の学習材を用いて授業に取り組んでいるのも、

本校が創立以来『科 学的研究を基とした

実験学校』を標榜 しているからです。

時代の状況を見据え ながらも、それらに

流されることなく、独自 の研究に基づいた

『真の教育』を目指 しています。長年の

実績を踏まえた伝統を大切にしつつ、『情報・環境・国際理解・福祉』など、

社会の変化に応じた新しい視点からも教育の見直しを図っています。

成城学園初等学校には、たくさんの『はじめて』があります。
日本の教育界をけん引するために様々な研究が行われ、
成城から全国に広がった実践は少なくありません。その
いくつかをご紹介しましょう。



人間関係が希薄になりつつある今日、成城
学園では異年齢の触れ合いを大切にした
教育を実践しています。成城学園の特徴で
あるワンキャンパス。幼稚園から大学・大学院
までが同一敷地内に揃い、豊かな人間関係を
育む様々な交流の場があります。初等学校内
で、また学校の枠を越えて、長い伝統に
培われた触れ合いの中で、子ども達は充実
した学園生活を送ります。

心と心の繋がりを大切に

異年齢の触れ合い
い ね ん れ い

P11ーP12

三位一体

子ども達は、たくさんの人との触れ合いの中で
多くのことを学び成長していきます。保護者や
先生の豊かな愛情に包まれ、視野を広げ、自信
を身に付けます。時には厳しく叱られることも。
そのような本当の触れ合いの中で、成城っ子
達は、たくましく立派に成長していくのです。

P13ーP14

さ ん み い っ た い

～ 子ども・保護者・先生 ～
家族のように過ごすあたたかい6年間



写真〉 学校行事 「スキー学校」

伊勢原合宿
初等学校の異年齢交流の
一つに、伊勢原合宿所を
利用しての合同宿泊合宿が
あります。高学年の児童が、
自覚と責任を持って下級生
と寝食を共にします。この
ような触れ合いの中で、人との
関わりの大切さを学びます。

幼稚園・初等学校合同
秋の運動会
毎年10月に実施される秋の運動会
では、幼稚園児と小学生が協力
して競い合う種目があります。
不安な表情を浮かべる幼稚園児
を優しくサポートする児童達。
ワンキャンパスの総合学園である
成城ならではの光景です。

「スキー学校」 大学生コーチ　高木美生さん（初等学校 楠組卒業）
スキー学校は、小学生だった私にとっても、大学生の今の私にとっても特別な場所です。
10年前に『大きくなったら、絶対にスキーを教えるカッコイイお姉さんになる！」と思っていた
ことを今でも覚えています。コーチとして参加している今も、実は、成城っ子以上に楽しんで
います。いくつになっても『初等学校の先生』は『私にとっての先生』で、スキー学校に行くと私も
小学生に戻ってしまうんです！(笑)そんな私達コーチを見て、今の成城っ子達も、私のように
コーチとして戻って来てくれるといいなあ！

『スキー学校は、小学生だった私にとっても、大学生の今の私にとっても特別な場所です。』

異年齢の触れ合い



秋の運動会
初等学校の秋の一大イベントである「秋の運動会」。1年生から6年生、そして
先生達が赤・青・緑の3つのグループに分かれて一生懸命に競い合い、応援します。
子ども達と先生が一つになって、自分達のチームの勝利を目指して突き進み
ます。毎年、手に汗を握る展開に、グランドは大興奮に包まれます。

クラスデー（野菜収穫）
初等学校では、先生だけでなく保護者も積極的
に子ども達の学びに関わりを持ちます。様々な
体験授業をはじめ、保護者の協力の下に実施
する行事もあります。

写真〉 学校行事 「文化祭」準備写真〉 学校行事 「文化祭」準備

三位一体

「文化祭準備」　楓組（2011年度）  堀越夢叶（ほりこしまどか）ちゃんとお母さん
子どもなら誰もが夢みる「お菓子の家」。文化祭の本番に向け、お父さん達がお神輿の
土台を作り、キャンディレイはお母さん達の手作り。最後に子ども達が飾り付けをして、
お菓子のお神輿が完成します。みんなで作り上げたお神輿を、文化祭当日には子ども達が
「ワッショイ、ワッショイ」のかけ声で担ぎます。その姿を見て、先生や保護者達、みんなが笑顔
になりました。初等学校の学校行事では、保護者がそれぞれの得意な分野で力を発揮します。
文化祭での餅つき、劇の会の衣装づくり、国際交流ボランティア。活躍の場は多種多様です。

『子ども達や先生のお手伝いをできるのが、とても魅力的です。』



多彩なカリキュラムで、基礎基本の充実を図るとともに、一人ひとりの個性を伸ばす教育にも力を入れてい
ます。特に、『遊び』『散歩』『つながり』『劇』『映像』『舞踊』等、他校には見られない教科も特設しています。
授業も、学級担任が全てを担当するのではなく、各教科の専門教諭がそれぞれの授業を受け持ちます。

劇　～人間関係を深める～
3年生から始まる授業です。

独自のテキスト「げきのほん」を使い、様々な『劇活動』を通して、
子ども達が人間関係を深め、創造力を豊かにし、鑑賞力を高めます。

劇の授業の発展として、年3回の『劇の会』も行っています。

     みんなが主役になれる時間カリキュラム



映像
～メディアリテラシーを通じて磨く感性～
カメラ、ビデオ、パソコン等の機器を使った表現活動を通して、情操を

陶冶し、創造力を養います。 また、映像作品の鑑賞によって、情報の

読み取り能力や映像に対する批判力も育てています。

読書
～興味関心に応える自由読書～
国語の延長としてではなく、場所（図書室・教室）と時間（『読書の時

間』・『朝読書の時間』）と教材（本）を保障し、子ども達が自主的に学ぶ

授業です。一人ひとりが、興味関心や能力に応じ、２万冊以上の蔵書

の中から自由に本を選ぶことができます。

英語
～英語を英語のまま理解する～
自然なやり取りを通して、積極的にコミュニケーションを図ることで

英語を使う力を養っています。 授業は１年生から実施しています。

４年生以上では１クラスを半数に分け少人数で行っています。

数学
～個々に応じた徹底指導～
技術・技能の指導に加え、数学的考え方を身につけることも重視し、

『算数』ではなく『数学』と呼んでいます。独自教材『児童数学』を使い、

関連する領域をまとめて効率よく学習します。３年生では、１クラスを

半数に分け、個に応じた指導を徹底しています。

※1年生から3年生の英語は100年プランカリキュラムとして新たに設け、
　2014年度より実験的に実施しています。



文学
～ことばの芸術による感動体験～
文学をことばの芸術と捉え、音

楽や美術等と同じ情操教育と

して特設しています。独自のテ

キスト『文学』や『作文～指導実

践事例集～』を使い、作品の

『鑑賞』と文章による『表現』を

学び、多くの感動体験を通して豊か

な感性を身につけていきます。

社会
～なぜの追究～
発達段階に応じ、様々な社会

の『なぜ』を発見し、意欲的に

追究する力を育てます。地理的・

歴史的内容に加え、環境や国

際理解・福祉分野についても

学びます。低学年では観察力を、

中・高学年では資料活用能力

を身につけます。

体育
～身体を動かす喜び～
低学年では、基礎体力を養う

ために、成城独自の身体つく

り運動を中心に授業を行い

ます。３年生以上は、様々な運

動種目を通して、技能の向上、社

会性、協調性を養います。６年

生は、男女別に個を重視した

授業を行います。

美術
～絵・彫塑・工芸に分けて～
絵画・彫塑・工芸の３分野に

分け、独立して授業を行いま

す。一人ひとりの様々な可能性

に応じ、より多様なより内容の

濃い体験ができるようにして

います。各分野担当の３人の

教師が、３人の眼で子どもの

能力を認め、育んでいます。

国語
～多読と自学学習法～
『自学学習法』を中心に、読解力や

表記・語彙・文法等の『ことばの技

術技能』を身につける教科です。

低学年では、『多読』や『全文視

写』を通して読むことや書くこと

に慣れ、中・高学年では『半数授

業』を取り入れ、説明的文章の問

題を解いて読解力を養います。

理科
～できる・考えられる自信～
日常生活との関わりを考え、直

接体験を重視した実践を行っ

ています。独自の教材を開発し

て『成功の喜びを味わう』『驚き

を持つ』授業を目指しています。

『基礎的知識』を身につけ、『で

きる・考えられる自信』と『自然

を愛する心』を育てます。

音楽
～音楽を味わい楽しむ～
『歌は音楽の礎であり，母胎であ

り、本質である。』との考えから、

歌唱中心に授業を進めます。成長

に応じ、合唱や合奏を楽しみま

す。流行や子ども達の嗜好も考

慮し、幅広いジャンルから質の高

い曲を選びます。『音楽の会』は年

２回行っています。

散歩
～一人ひとりの発見を大切に～
低学年に特設している教科で

す。『何をしに行く』という目的を

持たない『ぶらぶら散歩』が中心

で、一人ひとりの興味や発見を

大切にします。自然や社会の事

物や現象を直接見聞きし、たく

さんの感動や体験を通して、人

間性を深めます。

クラスデー （年間５回）
日常の授業では体験できない

ダイナミックな総合活動の時間です。

校外に出かけて見学・体験学習を

行う他、外部講師を招いて特別

授業を行うこともあります。高学年

と低学年の子ども達が異年齢で

宿泊を伴う共同生活に取り組む

こともあります。

課外クラブ
子ども達の興味や関心を生かし、

より深く専門性を追求するために

課外クラブを設けています。活動は、

朝の始業前や放課後。外部の専門家

が指導にあたることもあります。様々

な演奏会に参加したり、校外に

出かけて活動することもあります。

【過去の実施例】
飯盒炊さん・調理実習
和太鼓教室・ミニコンサート
スポーツ大会・スポーツ教室
劇の練習・文化祭準備
博物館見学・水族館見学・歴史散歩
農業体験・工場見学
異年齢での伊勢原合宿

コアラタイム 《オーストラリア・ホームステイに向けて》
国際理解教育の一つとして、夏休み中に５・６年生の希望者が参加する

『オーストラリア・ホームステイの旅』があります。その事前・事後学習の時間が、

『コアラタイム』です。英会話の練習やオーストラリアの自然や文化について

調べたり、日本文化を紹介するための学習も行います。

合唱部
4・5・6年  月曜日の放課後  火・金曜日の朝
（2012年度NHK全国学校音楽コンクール全国コンクール 金賞受賞）

ブラスバンド部 
4・5・6年  月・金曜日の放課後  木曜日の朝

ライフセービング部
 5・6年  木曜日の放課後

遊び
 ～活動体験を豊かに～
教えるのではなく、自らが主体

的に学ぶ場として、１年生から

３年生までに特設している授業

です。様々な遊びから経験を豊か

にし、多面的な発育を期待しま

す。感性・創造性・創意工夫を身

につけ、人に対する思いやりや

社会性も育てます。

舞踊
～身体表現で心身の調和を～
１～４年生の授業です。心を解

放させ、動くことの楽しさを味

わいながら、作品を創作したり

互いの作品を鑑賞したりしま

す。のびのびとした表現活動を

通して、豊かな心や健康な身

体つくりを目指し、心身の調和

を図ります。

特別研究
～選んで学ぶ～

５・６年生が、各自の希望で部を選ぶ選択授業です。好きなこと

に精一杯取り組み、達成感を味わい、自信も身につきます。指

導には、成城大学の学生・卒業生・保護者も協力してくれま

す。運動部は、対外試合や合宿も行っています。

【文化部】
英語部・家庭科部・パソコン部
太鼓部・美術部・まんがアニメ部
書道部・頭脳スポーツ部

【スポーツ部】
野球部・ラグビー部・体操部
サッカー部・バレーボール部
テニス部・陸上部・卓球部

 



さらに深い繋がりを求めて。
100年プランカリキュラム

「つながり」
異年齢のつながり、学級内のつながり
「つながり（縦）の時間－異年齢交流活動の時間」、と「つながり（横）

学級内で人間関係を深める活動」を行います。「つながり（縦）」では、

１年生から６年生まで１人ずつのメンバーによるユニットを中心に

異学年の人間関係を築きます。「新入生歓迎会」や「グループハイキ

ング」「運動会の応援練習」などは、グループ全員で活動することも

あります。

「つながり（横）」では、課題解決を中心とした活動により、さらに深い

学級の人間関係を築きます。「グループワークトレーニング」や

「グループエンカウンター」の活動を参考に行います。

夏休みの体験活動
夏休み中に、希望者参加の行事として、「オーストラリアホームステ

イの旅」と「新・自然体験の旅」を実施しています。

「オーストラリアホームステイの旅」は、オーストラリアサンシャイン

コーストにあるトーマスモア小学校に短期留学し、ホームステイも

体験します。「ホームステイの旅」に向けては、「コアラタイム」で事前

学習を、終了後にはまとめ等も行います。

「新・自然体験の旅」では、大自然の中でダイナミックな体験活動を

行います。２０１４年度は、鹿児島県与論島（島の生活・地元小学生

との交流等）、新潟県佐渡島（自分達の食料を自力で採取し、協力し

て食事を作る。地元の方と関わる等）、高知県四万十市（川漁師の家

での宿泊体験、川遊び等）に出かけます。

「城の時間」
成城独自の総合的な活動
「クラスの時間（自治活動）」と「総合活動の時間」があります。

「クラスの時間」では、学級内の係活動や児童委員会に関わる活動

を行います。「総合活動の時間」は、行事前の練習や打ち合わせ、

校外教育に出かける際の事前学習や打ち合わせ、事後のまとめや

振り返り等に使います。

これからの世の中に巣立っていく子どもたちにとって、
集団の中において自己の価値を自覚し、他者を認め尊重し、
円滑な人間関係を構築することは、とても必要とされるでしょう。

そこで、成城学園初等学校では2014年度より、実験的に「つながり」の時間と
「城の時間」を設け、より積極的に人間関係を深める場を作ります。



 4月 入学式　 5月 グループハイキング・父母合同運動会・総合健康診断・クラスデー　6月 音楽の会・クラスデー
  7月 劇の会（3・4・5・6年）・夏の学校(4・5・6年／7月中旬)　8月 オーストラリア ホームステイの旅（5・6年希望者）
  9月 秋の学校（3年／9月下旬）・遠足（3年以外）　10月 秋の運動会・音楽鑑賞会・クラスデー　11月 文化祭（劇の会・子どもの祭り）
12月 クラスデー・音楽の会　1月 観劇会・リーグ戦　2月 スキー学校（4・5・6年）・クラスデー　3月 劇の会・卒業式

春　　　　夏　　　　秋　　　　冬
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そしてこれからわたしは…
初等学校の６年間で色々な行事を体験し、学年やクラスを
越えた友達がたくさんできた。大人になっても、そのつながり
をずっと大切にしていきたい。６年間の経験を生かして、大学生
になったらスキー学校のコーチや、行事のお手伝いをたくさん
したい。卒業生のスキーコーチみたいに、私も後輩達に
優しくできるかな？

5年
リーグ戦。欅組は、女子ドッヂボール
で優勝。とても嬉しかった。グループ
ハイキングでは、下級生を砧公園

まで連れて行き、すごく
大変だった。あの子達
も、大きくなったら私達
と同じになるのかな。

6年
音楽の会。合奏の「ラプソディ・イン・
ブルー」はとても難しかった。けれど、最後
はクラス全員がうまく演奏できた。本当
に素晴らしかった。卒業式。初等学校
を卒業すること、先生やクラスの友達
と離れることがとても悲しかった。

1年
入学式。6年生のお姉さんに
手を引かれて講堂に入った
時は、すごく緊張した。一輪車
が上手になりたくて、毎日、
放課後に残って練習した。

2年
文化祭 ～子どもの祭り～。オープニング
太鼓が成功して、嬉しかった。クラス
デーで6年生と伊勢原にお泊りに
行った。寝る前には、お姉さん達に
勉強を教えてもらった。

3年
クラス替えで、新しい
友達がいっぱいできた。
初めての劇の会。恥ずか
しくて大きな声でセリフ
が言えなかった。

4年
運動会。3年生からリレーの選手になり、
赤グループ優勝のために一生懸命頑張った。
夏の学校やスキー学校も始まった。
スキー学校では、コーチのお姉さんに
とても親切にしてもらった。

運動会の練習で朝早く学校に来たこと。
くやしくてみんなでいっしょに泣いたこと。
数え切れないくらいたくさんの思い出が積み重なって、今の私がいます。
私はこんなに大きくなりました。

わたしの6年間… ［2012年3月  欅組卒業  西村あみ］

いつもみんなと一緒だった6年間。
楽しい時も悲しい時も、
いろんな事をのりこえて来た仲間たち。
僕のかけがえのない宝物です。

ぼくの6年間…
［2014年3月  桐組卒業  伊原 三太］

そしてこれからぼくは…
校外でのいろいろな体験。下級生の世話をした異年齢
での活動。全力で戦った運動会やリーグ戦。スタンディ
ングオベーションをもらった劇の会。特研サッカー部
私学大会で全戦全勝！ 6年間の初等学校での経験は
これからの僕にとって、自信へとつながる事だろう。

3年
クラス替え。新しい友達と仲良くできるかな？担任の先
生、恐そうだな～～～。 あの時の不安な気持ち、今と
なってはなつかしい。3年生から念願だった選抜リレー
選手になれて嬉しかった。

4年
夏の学校で夜遅くまで起きていて先生にしかられた。
スキー学校では大学生のコーチと盛り上がって楽し
かった。

5年
オーストラリアホームステイ。みんなで牧場に泊まった
り、コアラを抱っこしたり、いろんな体験が出来た。日本
語が全く通じないファミリーの家で過ごした事で、親の
ありがたさを感じる事が出来た。

6年
なんといっても運動会で緑グループが8連勝。選抜リレー
ではアンカーに！ 旗取りも2年連続取ったぞー。6年全て
の行事、桐組の毎日をめいっぱい楽しんだ。

1年
地獄谷で泥だんご作り、ドーナツ池でザリガニつり、
木のぼり・・・。毎日毎日、放課後までめいっぱい遊んだ。

2年
クラスイベント群馬県みなかみでの思い出。ホタル
鑑賞、稲刈り体験、村のお祭り・・・。 はじめて食べた
熊のお肉は不思議な味だった。
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緑豊かな成城学園には、子ども達の知的好奇心をかきたてるたくさんの学びの場があります。
特に初等学校には、色鮮やかな四季折々の風景が！
たくさんの自然に包まれ、子ども達は個々に大切なものを見つけ、成長していきます。

自然が教えてくれることを大切に
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2017年、成城学園は
創立100周年を迎えます。
成城学園の歴史は、日本教育界の

重鎮・澤柳政太郎が日本の初等教育

改造を志し、実験的教育の場として、

1917（大正6）年に成城小学校を創設

したことに始まります。

小学校の創設後は「教育の一貫」を

願う父母の要請により、児童の成長

に伴って段階的に併設校を開設して

きました。現在では幼稚園から大学・

大学院までを緑豊かなワンキャンパス

に擁する総合学園に発展しました。

成城学園は創立以来一貫して自由と

個性尊重の教育を実践し、また人と

の触れ合いを大切にした情操教育

にも力を入れてきました。

今後も伝統を重んじつつ、学園の更なる

発展のために改革を行い、2017年の

学園創立100周年に向けて「成城学園

の第２世紀ビジョン」を携え、たゆまぬ

努力と前進を続けていきます。

小田急線：

成城学園前駅下車

（新宿より急行で15分）

初等学校まで徒歩10分大学

大学

高等学校 初等学校

幼稚園
澤柳
記念講堂

仙
川
仙
川

第
一グ
ラ
ン
ド

中学校 テニスコート

学園正門

桜橋門

access

桜橋

幼稚園児から大学院生までが通る学園正門。

成城幼稚園

 成城学園初等学校 成城大学・大学院

成城学園中学校

成城学園高等学校

子ども達が明るく楽しく過ごせる毎日の学校生活の裏では、

様々な対策が講じられています。防犯面では、敷地内の主要な

箇所に警備員を常駐させ、来校者のチェックを行っています。

防災に関しては、定期的に避難訓練を実施し、起震車を招いて

子ども達の防災意識を高めたりもします。各教室に防災頭巾を

設置し、非常食の備蓄等も行っています。近隣の指定病院とも

提携し、非常時にも備えています。心のケアが必要な児童の

ためのカウンセリングも行っています。

防犯・防災について


