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帝京大学
小学校

若葉台京王堀之内

新百合ヶ丘

www.teikyo-sho.ed.jp

〒206 - 8561 東京都多摩市和田1254-6
TEL ：042-357-5577
FAX ：042-357-5727

帝京小 検索

大塚・帝京大学

橋本

豊田

アクセスマップ

聖蹟桜ヶ丘駅（京王線）
京王バス2番のりば：「帝京大学構内」行13分
「百草団地南」バス停下車
高幡不動駅（京王線・多摩モノレール）
京王バス1番のりば：「帝京大学構内」行10分
「百草団地南」バス停下車
多摩センター駅（京王相模原線・小田急多摩線・
多摩モノレール）
京王バス4番のりば：「帝京大学構内」行13分
「百草団地南」バス停下車

バスのご案内

聖蹟桜ヶ丘駅

多摩センター駅

モノレール
多摩センター駅

京王線

京王相模原線

小田急多摩線

百草団地南
バス停

帝京大学小学校
バス停

帝京大学
八王子キャンパス

中和田通り

中和田

多摩山王橋

帝京大学東

ガスト

堰場（せきば）

堰場東（せきばひがし）
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帝京大学
入口

一ノ宮

帝京大学
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分倍河原駅（JR南武線・京王線）25分
聖蹟桜ヶ丘駅（京王線）13分
高幡不動駅（京王線・多摩モノレール）10分
多摩センター駅（京王相模原線・小田急多摩線・
多摩モノレール）13分
大塚・帝京大学駅（多摩モノレール）10分

[1・2年生]スクールバス

[3年生以上]京王バス
聖蹟桜ヶ丘駅・高幡不動駅・多摩センター駅より
登下校時間帯に小学校直行便あり

若葉台駅（京王相模原線）20分
新百合ヶ丘駅（小田急線）40分
橋本駅（JR横浜線・JR相模線・京王相模原線）25分
京王堀之内駅（京王相模原線）12分
豊田駅（JR中央線）20分

[1～6年生]スクールバス

学校案内
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緑豊かな、自然いっぱいの「ぽんぽこ山」。

その山に囲まれた、大きな三角屋根の木造りの校舎、

それが帝京大学小学校です。

暖かい季節は色とりどりの花が咲き、虫たちが元気に飛び回ります。

寒くなると、木々が鮮やかに色づき、どんぐりや落ち葉が溢れます。
｠

ここは、みんながのびのびと過ごせるおうちのような場所。

そして、たくさんの発見がつまった宝箱のような空間です。

子どもたちは、恵まれた環境の中で学びの楽しさを感じながら、

豊かな想像力と相手を思いやるやさしい心を身につけていきます。

わたしたちは子どもたちの自主性や主体性を尊重し、

寄り添う教育を大切にしています。

毎日が

ワクワク
するの？

にこたえる帝小コンテンツ

4つの教育指針

知の教育  　　
情の教育  　　
意の教育  　　
体の教育  　　

17
18
19
20

教科ごとの学び
施設・設備紹介
帝小 LIFE
制服紹介・サポート
帝京大学との連携
ご家族の皆さまへ

21
23
25
27
28
29

学びを深めるための工夫が盛りだくさん！
帝小の特色を、Q&A 方式でご紹介します。

帝京大学小学校の7つのなんで

　なんで教室に壁がないの？
　なんで校庭に畑や池があるの？
　なんでレゴ®教育なの？ 　
　なんで英語教育に力を入れているの？　　　
　なんで海外語学研修があるの？ 　　　
　なんでアフタースクールが充実しているの？
　なんで進学に強いの？ 

帝小ならではの豊かな学び
　　  

03
05
07
08
09
11
13

15

1

2

3

4

5

6

7

求める子ども像 求める保護者像帝京大学小学校の
アドミッション
ポリシー

1.  子どもの教育のために学習面、生活面で小学校と連携・協力できる方
2.  子どもを育てていくなかで自らも成長していこうとする姿勢をお持ちの方
3.  保護者同士の関係を良好にすすめることができる方

1.「強く、優しく、美しく」を大切にし、
　 本気でがんばる子
2.  何事にも意欲的に取り組むことができる子
3.  友だちにやさしくできる子



帝京大学小学校の７つのなんで

木をたくさん使った温かみのある校舎は、

自由に行き来できる隔たりのないオープンなつくり。

壁のない開放的な教室で学びながら、時には机から離れ、

オープンスペースを活用した体験的な学習も織り交ぜています。

1階と2階にある教室の南側は全面窓ガラスで、

明るく爽やかな印象。

子どもたちが気持ちよく、のびのびと学べるよう、

建物のつくりに工夫を凝らしています。

教室

フリースペース

英語教室 プラネタリウム

テラス

オープンスペース

校舎の外観

木でできたおうちみたいなつくり。

三角屋根がトレードマーク！

1階のフリースペースには

大きな世界時計があるよ。

今、ロンドンは何時かな？

校舎の2階にある

端から端まで

直線に続くテラス。

ここでお昼ごはんを

食べることもあるよ。

壁がないから広くてのびのびした

気持ちで勉強できるよ！

今日は みんなで 

カードゲーム！

1 教室に壁がないの？

©dbox

一つの大きな「家」として、小学校を設計しました。子どもたちはこの家の「住人」です。「家」の色々な場所を
探検し、自分流に楽しんでください。そして、大事に、きれいに使えば、「家」はかならず答えてくれます。
どんどん輝いていきます。
★2020年東京五輪・パラリンピックのメーン会場となる新国立競技場を設計

「設計者から子どもたちへ」 隈 研吾 氏

星の動きを観察しながら

授業が受けられるよ。

英語教室は南側だけでなく、

廊下側も全面窓ガラス。

気分が開放的になって、

自然と英会話も弾むよ。
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帝京大学小学校の７つのなんで

収穫体験

調理実習

大事に育てたじゃがいもを

いよいよ収穫！

このあと調理して食べるよ。

できたては

ホクホクでおいしいね♪

学級畑

お茶づくり体験

家庭科室・ランチルーム

ビオトープ

今日はどんな生き物に

出会えるかな～？

みんなで探索！

みんなで一緒に、

いただきま～す！

茶葉をもんで、

お茶をつくったよ。

甘くてとっても

いい香り！

2

たくさんの水中植物が生い茂る池（ビオトープ）で

生き物にふれ、理科実験室で調べてみる。

畑で栽培した野菜を収穫し、家庭科室で調理する。

畑も池も川も“ひとつの教室”と捉えることで、

子どもたちはさまざまな角度から物事を考え、体感し、

得た知識を正しく活用する思考力・想像力を

伸ばしていくことができるのです。

校庭に
畑や池があるの？

成長過程を記録

学年菜園

野菜の成長をチェック！

どのくらい成長したかな？

家庭科室の外にある

畑では、たくさんの野菜や

果物を収穫できるよ！

学年菜園

みんなで食べると

おいしいね！

小川

小川にはメダカがいっぱい。

気持ちよさそうにスイスイ

泳いでいるよ。

理科
実験室

ビオトープ

小川

理科実験室

理科実験室の目の前に

ビオトープがあるから、

興味がわいたらすぐに

観察できるよ。

家庭科室・
ランチルーム
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帝京大学小学校の７つのなんで

ロボキッズ教室（6年生） 

お片付けは競争！

どのグループが

早いかな！？ 

今日は円になってレッスン。
ゲーム感覚で学べて楽しい！ 

専用ソフトでプログラミング（高学年）

フリーホイーリング（4年生）

清掃車を作ろう（3年生）

英語教室（低学年） 

3
レゴ®教育なの？

英語の興味、関心を高め、総合的に

中学英語につながる基礎を身につけるために、

ネイティブと日本人英語教諭の2名体制で、

1年生から週2時間の英語教育を行っています。

英語教室を使って、効率的かつ楽しく英語に親しむ

環境が整っています。

4
英語教育に
力を入れているの？

ブロックに

動きをつけていくよ。

授業に合わせた

自由なレイアウトで

効率的に英語を吸収！ 

英語専用の読書スペース 

自由に手に取って読めるよ。

今日はどんなお話を読もうかな。 

英語教室（高学年） 

高学年は中学に向けて

個々の机で学ぶよ。 

海外研修（詳しくはP.09へ） 

ロボットを改造して

ミッションクリアを目指すよ。

クリアできたらみんなの前で

発表するんだ。 

英語でレゴ 

一番多くゴミを掃き出すには

どんな方法があるかな。

歯車の大きさにヒントがあるかも？

作ったフリーホイーラーを

いくつかの条件に分けて

斜面を走らせるよ。

一番遠くまで走るのは

どの条件かな？

自分のアイデア、 
うまく伝えられる
かな… 

ネイティブスピーカーによる授業 

1年生から週に2時間。

英語に慣れる準備が整うよ。 

今日は海外の文化や

生活様式の違いを 

学ぶよ。 

Let’s make
LEGO Tower!

レゴ®を活用することで自然と集中力がつき、

子どもたちの創造力を養うことにつながります。

低学年では、特別なブロックやパーツを使い、

自分の考えやイメージを形にして表現しています。

高学年では、組み立てたブロックを

パソコンとつないでプログラミングすることで、

論理的な思考力を磨きます。

英語でレゴ
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国内プレスクールを実施！

海外語学研修に向けて、3年生の希望
者に、箱根方面でプレスクールを実
施。ネイティブ講師との観光スポッ
ト巡りや、ゲームやクイズなど、楽し
く英語にふれる体験授業となってい
ます。

帝京大学小学校の７つのなんで
いろいろな体験ができて
楽しそうだね。

毎日のレッスンで

どんどん英語が楽しくなる！

オックスフォード大学 クライストチャーチ

英語授業

レゴランド

ロンドン・アイ

帝京ロンドン学園

まるで映画に出てくるような

食堂。クラシカルでかっこいい！

エリザベス・タワー（ビッグ・ベン）

帝京ロンドン学園にある

寮に泊まるから安心だよ。

イギリスの観光地や街中を回って

生きた英語にたくさんふれるよ！

食堂でランチタイム。

好きなものをたくさん食べられる！

ワダム・カレッジ

ハリー・ポッター・スタジオ

テムズ川

映画で実際に

使われていた

セットや衣装を

間近で見ることが

できるよ！

海外の文化を肌で感じながら国際理解を深める
語学研修。日々のカリキュラムには英語の授業が
しっかり組み込まれ、実践的な英語力向上のため
の充実した学習内容となっています。

盛りだくさんのスケジュール

Evening Activity
自主活動

PM  Activity
名所巡り

1日のスケジュール例

12：00
昼食

18：00
夕食

22：00
就寝

7：00
起床

7：30
朝食

English Lesson
英語授業

1日目
ロンドン・ヒースロー空港着
→帝京ロンドン学園

2日目
スーパーマーケット
スポーツアクティビティ

3日目
ウェストミンスター寺院
ロンドン・アイ
テムズ川クルーズ

4日目
ハリー・ポッター・スタジオ

5日目
オックスフォード大学

6日目
マダム・タッソー
ミュージカル鑑賞（｢アラジン」）

7日目
レゴランド®

スイミング

8日目
ストラットフォード・アポン・エイヴォン 
コッツウォルズ・バイブリー

9日目
バッキンガム宮殿
大英博物館

10日目
ウィンザー城
　

11日目
羽田空港国際線ターミナル着

グローバルな感性と

実践的な英語力を身につけるため、

4・5年生の希望者を対象に、

イギリスで語学研修を行っています。

帝京大学グループの帝京ロンドン学園を拠点に、

英語の授業だけでなく、

イギリスのさまざまな名所を巡ります。

基礎英語力の育成と国際人としての資質の向上、

集団生活における規律と自立性を育てます。

5
海外語学研修が
あるの？

ヨーロッパ最大の観覧車に

大興奮！ 美しいロンドンの街を

一望できるよ！

レゴランド には

楽しいアトラクションが

いっぱい！
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自由時間・プログラム

教育面・安全面ともに充実した帝翔塾

共働き世帯にとって、放課後教育という懸念に応えてくれた

のは帝翔塾でした。宿題はもとより、英語、ピアノなどの多種

多様なプログラム参加で、たくましく成長する子どもを目の

当たりにしています。また、スクールバスも運行しているの

で、送迎も安心でき、毎日笑顔で楽しそうに利用しています。

（2年生保護者）

各プログラムの企画力の高さに驚きました

私が驚いたのは、ダンスで世界一周した方を講師に迎え、ザン

ビアの踊りを教えてもらう「異文化理解」のプログラムです。

スカイプで実際にザンビアの子どもたちと中継を繋いでダン

スや挨拶の交流をしたことを、息子がうれしそうに話してく

れました。これからも面白いコンテンツを親子ともども楽し

みにしています。（1年生保護者）

外遊び

帝京大学小学校の７つのなんで
特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクールと

学校が協力し、放課後の小学校内で

アフタースクール「帝翔塾」を行っています。

預かりだけでなく、子どもたちの力を

楽しく伸ばすプログラムを用意。

さまざまな体験やイベントに参加できます。

保護者の就労条件に関係なく、どのご家庭でも利用可能。

すべての子どもたちに安心して過ごせる豊かな時間を

提供します。

6
アフタースクールが
充実しているの？

入室 料理教室

ピアノ教室宿題タイム おやつタイム

そろばん教室英語の勉強

室内遊び

宿題や読書、室内遊びや外遊びな
ど、子どもたちは思い思いの時間を
過ごします。

宿題が終われば、楽しいおやつ
の時間。 学年の垣根を越えた会
話が飛び交います。

知育教室やスポーツ教室など、楽し
く学べるプログラムをご用意。お子
さまの興味に合わせて選べます。

スペシャルプログラム
東京ヴェルディのコーチに教わるサッカー教室や、
本格的な鉄道模型作りにチャレンジできるNゲージ
教室など、特別なプログラムもご用意しています。

スクールバスで安全に下校しま
す。もちろん自家用車でのお迎え
も可能です。

帝京大学小学校アフタースクール「帝翔塾」 ご利用いただいている保護者さまの声

アフタースクール入室
（帝小ホール） 15：00 15：30 16：00 17：15～19：00

おやつタイム

英語教室
宿題から済ませちゃうよ！

わからないときは

丁寧に教えてくれるから安心！

校内で行うため、安全・安心・豊かな
環境の中で過ごせます。 異学年の
子ども同士、お互いを思いやる気
持ちを育みます。

充実した施設と豊かな
自然環境の中で過ごす放課後

特色1

英語・科学などの知育教室から
サッカー・体操などのスポーツ教室
まで、子どもたちの興味を刺激する
プログラムを実施します。

子どもたちの力を伸ばす
多彩な体験プログラム

特色2

NPOのスタッフの他、帝京大学の
教育学部の学生がプログラムに参加
しています。近隣の方々にもご協力
いただき、特別なプログラムを実
施しています。

帝京大学や地域の
ネットワークを活用

特色3

活動終了、下校準備

科学教室 スクールバスで下校

今日はケーキをつくるよ。

上手にできるかな？下校後、1・2年生から順に入室します。

Lepton（レプトン）を利用した

自立学習型英語プログラム。

楽しく学べるよ！

概
要

　下校
スクールバスを17時15分、18時、18時45分の1日3回（高幡不動、聖蹟
桜ヶ丘、多摩センター、大塚・帝京大学、橋本、分倍河原、若葉台、新百合ヶ
丘、豊田、京王堀之内）まで運行。スタッフが添乗します。自家用車での
お迎えも可能です。

　開校日
平日：放課後から19時まで
長期休暇、休校日：8時15分から19時まで
※土日、祝日、お盆、年末年始等は閉室

　対象
帝京大学小学校在籍の1年生～6年生
（保護者の就労条件なし）

　利用方法
レギュラー利用：指定した曜日（週1～週5日）で
ご利用いただけます。
スポット利用：1日単位でご利用いただけます。

さようなら！

♪

ピアノのレッスンは

マンツーマンで！

※1・2年生の場合

http://npoafterschool.org

　運営
18校の小学校のアフタースクールを運営・支援する特定非営利活動
法人 放課後NPOアフタースクールが担います。アフタースクール
は、各校の建学の精神・教育理念を背景に特色を活かした安心・安全
で豊かな時間を過ごせる居場所を創り出します。
詳しくは当団体のホームページまで。
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苦手だった数字に

だんだん抵抗が

なくなってきたよ！



特別企画［第一期生座談会］

少人数制と豊かな環境が育む独立自主の姿勢 児童一人ひとりの好奇心を刺激する授業

芳地　僕たちは第一期生で先輩も後輩もいない環境だったから、正
解やお手本がなく、いい意味で自由だったよね。
藤林　委員会もなかったからまずは自分たちで考えて、何事もゼロか
ら創りだすことが当たり前だったね。私は学級委員長を務めてい
たからリーダーシップを積極的にとれるようになったし、大勢の意見
をバランスよくまとめる力も帝小で身についたと思う。
武井　児童数が少ない分、先生方や授業を手伝ってくれていた帝京
大学教育学部の大学生を身近に感じられたし、影響も大きかった
ように思う。実際、私は音楽の先生が合唱に力を入れていたことも
あって、歌うことが趣味になって、高校時代はバンド活動をしていた
時期もあったよ。
藤林　私も体験授業の影響で、中高は茶道部
だった。
芳地　影響は確かにあるよね。例えば
プールの授業は隣接する帝京大学
の屋内プールを使って、水泳部の
大学生たちが教えてくれたこと
が印象的。体育の先生だけで
なく大学生がしっかり指導
してくれたから、水泳が得
意になって大会にも出られ
たし、高校3年生までずっと
続けられていたよ。

武井　今でこそ一般的になってきているけれど、ネイティブの先生
から英語を学べたことはとても役立っていると思う。
藤林　文法よりも日常会話中心の授業だったから楽しかったな。
進学先の帝京大学高等学校では1年次に修学旅行で海外に行った
けれど、現地の方々と英語で会話することに抵抗がなかったから、
クラスメイトにすごく驚かれた。
芳地　英語版の「だるまさんが転んだ」などのゲームを通して、楽し
みながら学べたよね。英語をすごく身近に感じられた6年間だった。
藤林　私は大学に推薦入学できたけれど、推薦は成績が最も重要。
帝小は先生方が児童一人ひとりを見て、個々に合わせたオリジナ

ルの教材を使用した指導をしてくれたから、やりがい
が生まれて、勉強をする習慣が自然と身につい

たんだと思う。
武井　ハイレベルスタディー・コース
や通常授業でも、中学校で学ぶ内容
に踏み込んだ問題もあったよね。
芳地　テストも教科書に沿った
ものではなく、先生オリジナル
のものだったし、授業もオリジ
ナルのプリントを使うこと
が多かったから、満点を取る
のが難しかった。それは、進
学後の授業でつまずかない
よう、先生があえて難問をつ
くってくれていたんだよね。
そのおかげで、進学後もスムーズ
に学校の勉強を進めることがで
きたから感謝しているよ。

芳地　帝京系列中学校の推薦を保持したま
ま外部受験に挑戦できる進学システムは、帝京大
学グループならではのメリット。学校側の受験のサポー
トも手厚いから、僕たちは全員外部受験にチャレンジできたね。
武井　課外授業の多さも魅力のひとつだと思う。校外でたくさんの
経験ができたからこそ、自分の可能性も広がり、将来のビジョンも
明確になった。1年次から宿泊体験ができるセカンドスクールも、
いい経験になったよ。
藤林　あとはやっぱり少人数制かな。先生との距離が近いことで
授業の理解度もアップするし、信頼感も高まる。なにより少人数で
過ごした6年間は充実していて、もうひとつ家があるような感覚
だった。今は私たちが過ごしていた頃よりも校舎も設備も新しく
なったので、さらに充実した6年間が過ごせると思う。

将来につながっていく
帝小ならではの学び

 We  lobe 

      TE
IKYO-SHO

Asumi
   Takei

Yuuya
   Houchi

Himeri
   Fujiba

yashi

独自の学びで、児童一人ひとりの生きる力を育む帝京大学小学校。
その6年間は、卒業生たちにとってどんな日々だったのでしょうか。

平成29年度大学へ進学した第一期生が集まり、帝小での学びを振り返りました。

個々の人間力を育む帝小で過ごす6年間

1 2

3

武井 明日美   たけい・あすみ
お茶の水女子大学 文教育学部人間社会科学科

子どもの性格形成に興味があり、さまざまな角度からの心理学を専攻しています。

藤林 媛理   ふじばやし・ひめり
早稲田大学 人間科学部人間情報科学科

文理融合で学べる学部を目指し、現在は心理学や情報学を中心に学んでいます。

芳地 祐哉   ほうち・ゆうや
法政大学 理工学部機械工学科

パイロットを目指しているため、航空宇宙の研究室がある大学に進学しました。

帝京大学小学校の７つのなんで

低学年から国語の読解力・語彙力、算数の思考力・計算力を

鍛えられるテキストを使用し、基礎学力の向上を目指します。

高学年では、中学進学後の学習を視野に入れ、

国語・算数・社会・理科の４教科には、オリジナルの中学受験用テキストを

取り入れて、レベルの高い学習に取り組んでいます。

また、特色を持つ帝京大学グループの中学校への推薦システムもあり、

一人ひとりに合わせた進学指導が可能となっています。

7
進学に強いの？

中学進学に向けたハイレベル教室を実施

70分間の授業で
集中力、耐久力をつける

個々に応じた
きめ細やかな指導

受験対策用の
テキストを使用

ハイレベル教室の特長中学進学後、スムーズに学習に取り組めるよう、オリジ
ナルの中学受験用テキストを使用した特別学習教室を
土曜日や夏季・冬季・春季の長期休みに実施していま
す。対象となる４・５・６年生の得手不得手を十分理解
している本校の教員が指導することで、個々に対応し
た学力の向上を図ります。
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グループ校の推薦を保持したまま他校を受験することもできます

帝京大学小学校の安心の進学システム

推薦を受ける

※推薦基準があります
他校へ進学他校を受験

帝京大学小学校
グループ校へ進学

専願のみ

推薦を保持
帝京八王子中学校（八王子市）
帝京中学校（板橋区）

大学合格先一覧

他

帝京大学医学部医学科 / 帝京大学教育学部初等教育学科 / 青山学院大学 / 亜細亜大学 / お茶の水女子大学 / 学習院女子大学 / 北里大学 / 

慶應義塾大学 / 國學院大學 / 国士舘大学 / こども教育宝仙大学 / 芝浦工業大学 / 昭和女子大学 / 成城大学 / 専修大学 / 東海大学 / 

東京薬科大学 / 東京理科大学 / 同志社大学 / 日本女子大学 / 日本大学 / 法政大学 / 明治大学 / 立命館大学 / 早稲田大学

 

中学校合格先一覧

帝京大学中学校 / 帝京八王子中学校 / 帝京中学校 / 青山学院中等部 / 浦和明の星女子中学校 / 穎明館中学校 / 鷗友学園女子中学校 / 

大妻多摩中学校 / 大妻中野中学校 / 海城中学校 / カリタス女子中学校 / 共立女子第二中学校 / 晃華学園中学校 / 國學院大學久我山中学校 / 

駒場東邦中学校 / 成蹊中学校 / 成城学園中学校 / 世田谷学園中学校 / 中央大学附属中学校 / 東京都市大学付属中学校 / 東京農業大学第一高等学校中等部 / 

桐光学園中学校 / 桐朋中学校 / 桐朋女子中学校 / 日本女子大学附属中学校 / 日本大学第二中学校 / 日本大学第三中学校 / 広尾学園中学校 / 

広島学院中学校 / 雙葉中学校 / 本郷中学校 / 明治大学付属中野八王子中学校 / 明治大学付属明治中学校 / 立教女学院中学校 / 立教新座中学校 他

帝京大学中学校（八王子市）※



気持ちよく、楽しくおいしく食事をするためには、マナーを
守ることが大切です。5年生では洋食、6年生は和食のテーブ
ルマナーを学び、優しさや思いやり、心遣いを育みます。

食事の礼儀作法を学ぶ

帝京大学小学校のその他の特色

多様な価値観や物事の本質にふれ、

学びの楽しさを肌で感じてほしいーー。

そんな思いから、本校ではさまざまな体験授業や

質の高い専門的な教育を行っています。

本校ならではの充実した施設と恵まれた自然環境の中で、

子どもたちは自らの目で見て、ふれて、学びを深めていきます。

日本は広大な領海と排他的経済水域を有している海洋国家です。本校の海洋教育では、「海に
親しみ、知り、利用し、守る」ことに重点を置いて学習を行っています。4年生のセカンドスクー
ル（宿泊学習）では南房総の海で磯観察を行い、6年生の修学旅行では沖縄美ら海水族館の見学
を行うなど、本物にふれる体験学習を多く取り入れています。

帝小ならではの
豊かな学び

海についての学び

朝の10分間を有効活用し、基礎力増進
講座「キャッチアップ・タイム」を実施。
漢字や計算、音読、読み聞かせ、古典暗
唱などに取り組み、学習習慣を身につ
けていきます。

キャッチアップ・タイム

朝の「基礎力増進講座」
教科ごとに専科教員による教科
担任制を採用。内容の濃い授業
を多面的・継続的に実践し、幅
広い教養を身につける深い学び
を実現しています。

アカデミックな教育

堅実な学びを実現

テーブルマナー（洋食：5年 和食：6年）

お琴 （3年）

サイエンスクラブ

三味線 （4年）

まだまだある！

放課後に時間を設け、英語検定・漢
字検定・数学検定にチャレンジする
ための学習を行っています。検定合
格だけでなく、英語・国語・数学に関
する応用力も身につきます。

チャレンジ・タイム

英語・漢字・数学検定

和太鼓 （2年）

難しい！！

カニやヤドカリが獲れたよ！

磯には色々な生き物が

いるんだね。

「ベンハムのコマをつくろう」や「熱気球を飛ばそう」などの
実験を行う土曜科学教室です。科学の奥深さにふれて楽しさ
を感じ取るとともに、科学的な思考力が身につきます。

3年生では日本音階の独特な調べを体験できる、お琴の演奏
にふれます。演奏技術だけでなく、礼儀作法も教わりながら、
「さくらさくら」をマスターし、発表します。

2年生では和太鼓に挑戦します。撥（ばち）を大きく回しながら
「全身を使って叩く」ことを体験し、太鼓の響きを体で感じな
がら基礎リズムや間の取り方を学びます。

4年生では三味線に挑戦します。指で弦を押さえ、銀杏の形をし
た撥（ばち）ではじく奏法を学びます。日本固有の弦楽器にふれ
る貴重な機会となっています。

科学的思考力を高める理科実験

独特な美しい音の調べを味わう

和太鼓の響きを全身で体感

和楽器の演奏に親しむ

お囃子（1年）

1年生ではお囃子の鑑賞と体験をします。笛の繊細な音色や響
きのある鉦（かね）の音から醸し出される日本の伝統的な音に
ふれ、和楽器を演奏する楽しさを学びます。

日本独自の伝統芸能にふれる
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海洋教育



学校生活や特別活動を通じて
協力の精神を培い、
人を思いやる気持ちや
安定した情緒を育てます。

情
の教育

情
積極的に英語を使おうとする態度や、英語を用いて会話をする
ことで、コミュニケーション能力の育成を目指します。英・米で
の表現の違いや生活で使える英語も楽しみながら学びます。

帝京大学グループ校としてのメリットを活用し、隣接する大学
の施設を利用した授業や行事、教職大学院生によるサポート、
大学教員による特別授業などを実施しています。

詳細はP.28へ

各教室に設置された電子黒板をはじめ、タブレットPCを授業
に用いるなど、指導経験豊富な教師がデジタルコンテンツを
授業で活用。児童の知的好奇心をさらに引き出します。

先進的な授業1
日々の生活や道徳指導を通し、社会にも通用する礼儀を育成。
朝の登校時に挨拶で迎える取り組みなどから、進んで挨拶ので
きる子を目指します。

礼儀の育成1
1年生から森や海、史跡などを巡る宿泊学習を実施。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。

セカンドスクール2

6年間の学びの集大成として、修学旅行は沖縄へ。現地の気候や
歴史、風土を肌で感じながら過ごす4日間。団体行動で仲間との
絆を深めます。

造形活動や表現活動の場となる、展覧会と学芸会を隔年で開
催。展覧会では陶芸作品をはじめとする個性豊かな作品を展示
し、学芸会では各々の表現力を発揮します。

少人数クラス編成のもと、複数の教員が一人ひとりに目を配る
チームティーチングを導入。特に理数教育に力を入れ、つまず
きや誤りを見逃さず、確実な学力定着を目指します。

きめ細やかな個別対応2

充実の英語教育33 大学と連携した学び 修学旅行3 展覧会・学芸会44

アクティブ・ラーニングをベースとした
独自のカリキュラムが、
主体的に学ぶ姿勢を育み、
学力向上へと導きます。

の教育
知

豊かな創造性と真の学力を身につける、バランスの取れた4つの教育４つの教育指針
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メディアセンターにあるパソコンでは、情報収集や資料の作
成、ロボットのプログラミングをします。また、タブレットPC
を使って教室外での学習活動も行っています。

「知りたい」「やりたい」「試したい」の気持ちが自主性を育みます。
また、全校遠足や運動会などの行事の中で、異学年とかかわる活
動をすることにより、判断力や自立心を養います。

本物にふれる学びを重視した体験学習をたくさん取り入れて
います。実物を見て、全身で体感することで、幅広い思考力と判
断力を育みます。

体験学習1
帝京大学医学部附属病院から派遣された医師による年1回の健
診と、年3回の全学年を対象にした発育測定を実施。「健康の記
録」を作成し、家庭との連携も図っています。

学校保健活動1
サッカー・バスケットボール・野球などの体育的な活動と、文化
的な吹奏楽団・合唱団があり、やりたいことにチャレンジする
環境が整っています。活動は火曜日の放課後と土曜日です。

課外活動2

6年生を中心に自分たちで活動計画をつくり、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。

運動会では児童会を中心に合言葉を考え、係の仕事を通して運
営にも関わり、自主的で実践的な姿勢を育成します。水泳教室は
大学の室内プールを使用し、帝京大学水泳部員も指導します。

6年生を中心に、子どもたち主体の活動を推進しています。月1回
の定期活動に加え、各種集会や運動会の運営も委員会で分担し、
「自分流」で培う人間力を身につけます。

委員会活動2

コンピューター教育3 自主自立の育成 クラブ活動3 体育的行事44

学びの特色 学びの特色

・もの作りクラブ
・英会話クラブ

スポーツクラブ
・野球クラブ
・サッカークラブ
・ソフトバレーボールクラブ

文化クラブ
・レゴ®クラブ
・ボードゲームクラブ
・昔遊びクラブ

・ドッジボールクラブ
・バスケットボールクラブ
・一輪車クラブ

多様なクラブ活動一覧

豊かな創造性と真の学力を身につける、バランスの取れた4つの教育４つの教育指針

（年度によって変更あり）

（年度によって変更あり）
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体育の時間やクラブ活動、
学校保健活動を通じ、

充実した毎日に欠かせない、
健康な心と体を養います。

体
の教育

豊かな自然とふれあい、
人と社会の深いかかわりを知ることで、

自主性と判断力を培い、
強い意志を鍛えます。

意
の教育



帝小の学びのスタイル
課題を見つける力が育つ

帝京大学小学校では、学びのスタイルとして

「アクティブ・ラーニング」を重視しています。

子どもたち自身が課題を見つけ、主体的に物事を解決し、

実行する力を、授業を通して身につけます。

それぞれの科目をより深く学ぶことで、「学ぶ楽しさ」にふれ、

一人ひとりの資質・能力を育んでいきます。

森や池などの豊かな自然に囲まれた環境を活かした授業を
行っています。また、プラネタリウムをはじめとする、充実した
施設・設備も特徴です。子どもたち同士で問題を発見
し、観察や実験を通して解決していきます。
（山田 榮子 教諭）

問題を発見・解決できる力を身につけます

科学的思考力を育てるサ
イエンスクラブ用のテキ
スト。通常の授業とは異な
る、発展的な実験の詳細が
記載されています。

理科の学習の進め方や観
察カードの書き方、実験器
具の名称など、理科学習の
基本となる資料も記載さ
れているノートです。

科学の窓 理科の学習ノート

理科

家庭科

衣食住の実験・実習を多く取り入れ、実生活に役立つ技術と知
識を養います。その経験を通して自ら考え、工夫する楽しさを
実感することで、豊かな生活を考え、送ることのできる心を育
み、子どもたちの自立を目指します。
（髙沖 寛子 教諭）

自立した精神を衣食住の側面から学びます

道徳

多様な考え方を認め合い、「より良い生き方の道しるべ」を考えさ
せる授業を行っています。学んだことを実生活に活かせるように
自分の生き方を見つめ直し、未来への希望を膨らませる時間をと
ることで、豊かな人間力を育てます。
（古川 明恵 教諭）

仲間と語り合い、自分らしい生き方を考えます

教科ごとの学び

帝小オリジナル教材課題を見つける
インプット1

自ら情報を収集し整理・分析する
アクティブ2

3
わかったことを活用・表現していく
アウトプット

アクティブ・ラーニング
3つのポイント

「ことば」の力は、すべての学びの土台となるものです。低学年
からの辞書引き学習や音読、読み聞かせをはじめ、討論や発表、
他者との対話を重視した実践的な学習を通し、「こ
とば」の力を伸ばしていきます。
（仙波 明浩 教諭）

幅広い学びを通し、豊かな表現力を培います

子どもたちの疑問から問題を見つけ、日常生活と関連づけた指
導を行っています。考えて学ぶことの楽しさを知ることが、算数
を好きになる第一歩です。また、一人一台タブレット
PCを使用することで、自己解決力を培います。
（川嶋 開道 教諭）

考える力を伸ばし、算数好きな子どもを育てます

算数国語
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造形的な創造活動のための基礎的な技能
と感覚を養い、自分らしい表現ができる
喜びを得られる活動を目指しています。
少人数だからこそ、子どもたち一人ひと
りの想いに寄り添った、きめ細やかな指
導を大切にしています。
（村上 弘美 教諭）

個性を活かした表現力を尊重します

歌唱活動や楽器演奏を中心に、6年間を通
してさまざまなジャンルの素晴らしい楽曲
にふれていきます。それぞれの課題に想い
を持って取り組むことで、豊かな感性を
養い、心から音楽を楽しむこ
とのできる心情を育てます。
（齋藤 香 教諭）

音楽を楽しむ心情を育みます

自分で課題を設定し、目標に向かって何
度も挑戦して達成感を味わうことで、努
力する姿勢を身につけます。身体面では、
さまざまな運動を授業に取り入れること
で、健康的な肉体づくりを目指
します。
（大森 麻友美 教諭）

達成感が心身の成長を支えます

清掃工場や防災センター、玉川上水などの「校外学習」や、日光や
沖縄などの「宿泊学習」を活かし、“本物にふれる”経験を積むこ
とを大切にしています。その経験から社会的な見方
や考え方を成長させ、資質や能力を育みます。
（村越 一宏 教諭）

本物にふれ、公民的資質の基礎を育てます

社会英語

ネイティブと日本人英語教諭の2名体制で、低学年から英語で
のコミュニケーションを楽しみ、中学年では簡単な英語表現を
身につけ、高学年では実践的に話す力を磨きます。
総合的に中学英語につながる基礎を培います。
（中込 枝里 教諭）

音楽 図工 体育

英語への関心と意欲を育み、きめ細かな指導をします



1F

3.5F

3F

2F-2.5F

理科
実験室1

理科
実験室2

図工室

周囲には緑があふれ、陽の光が差し込む、3階建ての校舎。

自然を身近に感じながら、さまざまな“学びの空間”で、

子どもたちは快適に、笑顔と成長にあふれる6年間を過ごせます。

メディアセンター

音楽ホール

サイエンスフロア

帝京大学で使用されていた双眼顕

微鏡をはじめ、専門的な機器を備

えた実験室が2教室あるほか、プラ

ネタリウムも完備。実験室以外の

スペースでは、広さを活かした実

験ができます。

音響にこだわった、3層の吹き

抜け構造になっています。授

業公開時には、2・3階から授

業の様子を見学することもで

きます。グランドピアノや

ティンパニーをはじめとする

楽器を取り揃えているため、

授業だけでなく吹奏楽団の活

動でも使用できます。

2階の東側に位置する帝小テラス。

足元が柔らかい素材でできてい

るため、子どもたちは安心して

クラブ活動や、アフタースクール

で使用できます。

40台以上のパソコン
を完備。プログラミン
グの授業や資料づく
りを行うことができ
ます。

図鑑や話題の小説をは
じめとする、約2万冊が
所蔵されています。
図書は別フロアにも持
ち込めるため、自由に
好きな場所で読むこと
ができます。

校舎の中心に位置し、どのフロアからも自由に行き来できる構造。

子どもたちの好奇心を育てる環境が整っています。

体育館の舞台奥には大きな窓が

あり、たくさんの陽の光が差し込

みます。夏の新緑や秋の紅葉など、

季節の移り変わりが楽しめます。

豊かな自然に囲まれたグラウンド

には、小川が流れ、中央には人工芝

が敷かれています。自然を身近に

感じながら子どもたちは思いきり

体を動かせます。

電動のこぎりや電気陶芸窯を完備しています。

図工室前には子どもたちの作品を展示しており、小さな美術館のようです。

パソコンルーム

教室前のコモンスペー
スには、カウンターと
フリースペースがあ
り、子どもたちが思い
思いに過ごせます。

コモンスペース

学年集会や複数学年で
の活動で使用。プロジェ
クターが完備されてお
り、セカンドスクール
（宿泊学習）のオリエン
テーションや絵本の読
み聞かせができます。

発表スペース

図書室

子どもたちがのびのび過ごす木の香る学び舎

吹き抜けだから

2階から3階が見えるよ！

断面図

3F

2F

1F

専科教員による実験・観察の準備により、授

業への導入がスムーズとなります。グルー

プ実験がしやすいこの教室では、実験器具

を使用した科学実験を主に行っています。

教壇と対面して並んでいるのが特徴。教室

のすぐ隣にあるビオトープで採取してきた

葉・虫などの生物観察、地学などを中心に学

びます。

理科実験室２の外にはビオトープにつなが

るテラスが広がっており、授業で学んだこ

とをすぐに確認できます。日々変化する生

態系を間近で観察できます。

理科実験室1 理科実験室2 テラス

グラウンド体育館帝小テラス

WEBで

校内マップを

チェック！
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施設・設備紹介

プラネタ
リウム
プラネタ
リウム



卒業までの6年間、たくさんの経験を積み重ね、心身ともに

成長していきます。異学年の子ども同士が刺激し合って成

長できる縦割り活動を取り入れ、人間性を磨く教育の場に

もなっています。

1年生から6年生までの縦割り班で、多
摩動物公園まで歩いて遠足に行きます。
園内の見学コースは班ごとに話し合っ
て決めます。遠足を通して発達段階に応
じた社会性や協調性を養います。

4月

学年をまたいだ3つの班に分け、各班オ
リジナルの大きなこいのぼりをつくっ
て行われる、春のミニ運動会。借り物競
争や大玉ころがしなど、競技を通して
チームワーク力を身につけます。

5月

学校敷地内に自生している笹に、子ど
もたちが作成した七夕飾りと短冊を飾
ります。集会では各学年の代表が願い
事を発表。日本の伝統行事への理解を
深めます。

棒取り合戦や騎馬戦といった団体種目
を通し、団結力を培います。また、2学年
合同のダンス（1・2年生）、エイサー（3・4
年生）、ソーラン節（5・6年生）など、他学
年との交流も大切にしています。

隔年で学芸会と展覧会を開催します。
展覧会は、校舎全体が展示の場となり、
まるで美術館のようになります。図工、
家庭科、理科、国語などの学習の中で取り
組んだ、数多くの作品が展示されます。

後援会の助けをいただいて開催。実際
にもち米をうすと杵でつき、近年ふれ
る機会が少なくなってきている日本の
伝統行事を実際に体験できる貴重な機
会となっています。

10月 11月 1月

7月

子どもたちを成長させる
イベント

全校遠足 こいのぼり集会 七夕集会

大運動会 学芸会と展覧会 もちつき大会

前年度セカンドスクール
行先一覧

1年生：山梨県・鳴沢
2年生：長野県・八ヶ岳高原
3年生：群馬県・草木湖
4年生：千葉県・富浦
5年生：栃木県・奥日光
6年生：沖縄県・本島（修学旅行）

全学年
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入学式
1学期始業式
1年生を迎える会
健康診断
全校遠足

こいのぼり集会
セカンドスクール
（2・3・5年生）

授業公開
創立記念日
（6/29）
セカンドスクール
（4年生）

七夕集会
1学期終業式
帝小祭
夏休み
水泳教室

夏休み
夏期講習

2学期始業式
引き取り訓練

4月 5月 6月 7月 8月 9月

大運動会
セカンドスクール
（1年生）

芸術鑑賞
学芸会・展覧会

2学期終業式
冬休み
冬期講習
国内英語研修

3学期始業式
もちつき大会
席書会

修学旅行
（6年生）

卒業生を送る会
卒業式
修了式
春休み
春期講習
海外語学研修

10月 11月 12月 1月 2月 3月



児童を守る万全の体制

制服紹介

機能性の高い素材を使用した、帝
京大学小学校のオリジナル制服。
低学年のかわいらしさと、高学年
の少年・少女らしい清楚さをイ
メージしてデザインされています。

通学カバンに入れたICタグを
利用し、お子さまの登下校を
メールでお知らせします。

ICタグによる登下校管理
校門には警備員が常駐し、校舎
内への不審者の侵入を未然に
防ぐほか、入校者の管理も行っ
ています。

常駐警備員による監視
校舎内外に複数の防犯カメラ
を設置し、監視を24時間実施。
子どもたちの安全確保に学校
全体で取り組んでいます。

24時間監視の防犯カメラ
地震・火災・不審者侵入を想定し
た避難訓練を実施。状況に応じ
た避難経路を確認しています。

月に一度の避難訓練

スクールバス

1・2年生の希望者は、登下校時にスクールバスの利用が可能です。1・2
年生は聖蹟桜ヶ丘駅、分倍河原駅、高幡不動駅、多摩センター駅、大塚・
帝京大学駅、1～6年生は橋本駅、新百合ヶ丘駅、若葉台駅、豊田駅、京王
堀之内駅の合わせて10地点からの発着便をご用意。また、3年生以上は
登下校の時間に合わせて運行される「帝京大学小学校」発着の京王バスを
利用できます。聖蹟桜ヶ丘駅、高幡不動駅、多摩センター駅から直行便が運
行されています。
各駅からの所要時間は裏表紙をご覧ください。

通学カバンに入れたICタグを
利用し、お子さまの登下校を
メールでお知らせします。

ICタグによる登下校管理
校門には警備員が常駐し、校舎
内への不審者の侵入を未然に
防ぐほか、入校者の管理も行っ
ています。

常駐警備員による監視
校舎内外に複数の防犯カメラ
を設置し、監視を24時間実施。
子どもたちの安全確保に学校
全体で取り組んでいます。

24時間監視の防犯カメラ

制服紹介・サポート 帝京大学との連携

夏服 冬服

帝京大学内の施設利用

帝京大学には本格的なホールや博物館、
全面人工芝のグラウンドなど、充実した
施設が整っており、子どもたちの学びや
発表の場として利用しています。

競技場 温水プール

ホール 博物館

ゼミ・クラブ・サークル

運動会で帝京大学のチアリーディング
部がパフォーマンスを行ったり、ゼミの
学生と一緒に海外文化交流を行うなど、
大学生とのふれあいを通してさまざまな
体験をします。

チアリーディング 大学との海外交流

ボランティアとしてのサポート

帝京大学には教育学部や教職大学院があり、
「未来の先生」を目指す学生が多く在籍して
います。その学生がボランティアとして、子
どもたちの活動をサポートしています。

図書館の運営サポート セカンドスクールに帯同

Teikyo University

あきる野市 3

八王子市 53

福生市 3
武蔵村山市 1

東大和市 17 東久留米市 １

立川市 25
武蔵野市 3

狛江市 １

昭島市 3 国分寺市 5
国立市 6

日野市 19 府中市 7
小金井市 1

稲城市 10
多摩市 38

調布市 5

三鷹市 2

世田谷区 15

東村山市 １

中野区 １
杉並区 7

渋谷区 3

町田市 10

東京都

帝京大学小学校

羽村市 2

神奈川県
相模原市
横浜市
川崎市
大和市
座間市
高座郡

10
5
18
1
1
2

大田区 １

品川区 １

在校児童の地域別人数（平成30年度）
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帝京グループ校のメリットを活かして、
隣接する帝京大学と密に連携して他校では経験できない授業や行事を実施しています。



学校と保護者が一体となって活動するため「後援会」にご入会いただいております。
保護者同士、および学校とのコミュニケーションを深めるためのきっかけづくリを担っています。
【アルバム委員】・卒業アルバムの制作 　・アルバム用写真の撮影
【ベルマーク委員】・ベルマーク回収、集計作業　・ベルマーク通信発行　・ベレマーク財団主催のベルマーク運動説明会に出席
【帝小祭委員】・帝小祭企画、手作り品などの販売に関わる企画運営の手伝い　·帝小祭当日の会場設備準備、販売、運営
【卒業対策委員会】・謝恩会の企画運営　·卒業記念品、贈呈品などの検討
【クラス委員】·定時総会への出席　・帝小祭企画運営の手伝い　·私学振興会への参加　・クラス親睦会の企画

■年間スケジュール
4月　入学式　　6月　定時総会　テーブルマナー教室（6年）　　7月　帝小祭　　10月　大運動会　 三味線体験教室　　11月　芸術鑑賞会　
11月　テーブルマナー教室（5年）　　1月　もちつき大会　　2月　お囃子体験教室　和太鼓体験教室　お琴体験教室　　3月　卒業式

後援会の取り組み

編入の人数　男女 各学年若干名

編入の時期　随時

編入テスト　国語·算数および面接（保護者同伴）

Requirements
1　Conversational Japanese ability
2　Willingness to cooperate with school educational policies and teaching methods
3　Ability to adapt to Teikyo University Elementary school life (evaluated based on
      entrance exam and interview results )

Number of Students to be Admitted: a few students for each grade
Admission Period: Year Round 
Entrance Exams:Japanese,Math,Interview

帰国児童の受け入れについて （Returnee Children）

1　日常生活に必要な程度の日本語会話ができる者

2　本校の教育方針、指導内容に協力できる者

3　編入学試験の結果、将来本校の生活に適応できると認められた者

8つの学校法人を擁する帝京大学グルー

プは、幾多の有為な人材を社会に送り出

してまいりました。本学グループが掲げ

る教育理念の「自分流」とは、「自分で問題

意識を持ち、考え、判断し、行動し、それに

よってもたらされた結果に責任を持つ、

グローバル社会に通用しうる人材」の育

成を意味しております。

大学院·大学·短期大学·専門学校·高等学校·中学校·小学校·幼稚園の

教育課程が連携することに加え、長年培ってまいりました教育に関

する豊富な経験·知識·ノウハウを活用した「自分流」の一貫教育を構

築してまいります。帝京大学小学校の学び舎において、緑豊かな環

境·最先端の教育設備を十分に活かし、夢と希望にあふれた学校づ

くりを推進いたします。将来を担う力強いお子様方が、本校にて学

ばれることを教職員一同、心よりお待ちしております。

学校法人帝京大学　理事長　冲永 佳史

人工知能（AI）が私たちの身近なところ

に登場し、国際化が進む今日、著しい変

化が予測される21世紀の社会を主体的

に力強く生きていくことができる人間

の基礎づくりをすることが帝京大学小

学校の大きな使命だと考えています。

本校の教育目標　◎強く・・確かな理性

の育成（確かな学力・体力を身に付けた子ども）　◎優しく・・豊かな

人間性の育成（友を大切にし、思いやりの心を持つ子ども）　◎美

しく・・しなやかな感性の育成（真・善・美に感動できる子ども）の実

現を目指し、◇少人数クラスによるきめ細やかな指導　◇教師の専

門性を活かした専門制による指導　◇1年生からネイティブス

ピーカーによる一貫した英語教育　◇理論的思考を促すプログラ

ミング教育　◇協働性・主体性を育む学校行事や宿泊体験など、本

校の特色を生かした学校運営をしてまいります。

帝京大学小学校　校長　矢野 英明

理事長·校長挨拶

提出書類

・入学願書（本校指定の様式）

・本人の正面上半身写真　縦4cm×横3cm

・海外校在籍時の成績通知表またはこれに準ずる書類

・海外で通っていた学校の在学証明書またはこれに準ずる書類

出願手続（Documents to be Submitted）

受験料 30,000円

Examination fee 30,000yen

お問い合わせ先

電話　    042-357-5577（海外から +81-42-357-5577）

メール　toiawase@teikyo-sho.ed.jp

For further detail, please call

自ら問題意識を持ち、考え、判断し、行動し、
その結果に責任を持てる人へ。
児童一人ひとりの生きる力を育みます。

「自分流」で培う人間力

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。

教育理念

■大学・短期大学

帝京大学／帝京平成大学／帝京科学大学／帝京短期大学／帝京大学短期大学／

帝京学園短期大学

■海外キャンパス

帝京大学グループ　ダラム分校

帝京大学グループ　ロンドンキャンパス

帝京大学グループ　ベルリンキャンパス

■専門学校

帝京高等看護学院／帝京福祉専門学校／帝京山梨看護専門学校／

帝京マレーシア日本語学院

帝京大学グループについて

■高等学校

帝京大学高等学校／帝京高等学校／帝京八王子高等学校／帝京大学可児高等学校／

帝京安積高等学校／帝京第三高等学校／帝京第五高等学校／帝京冨士高等学校／

帝京長岡高等学校／帝京ロンドン学園高等部

■中学校

帝京大学中学校／帝京中学校／帝京八王子中学校／帝京大学可児中学校／

帝京冨士中学校

■小学校

帝京大学小学校／帝京大学可児小学校

■幼稚園

帝京大学幼稚園／帝京幼稚園／愛媛帝京幼稚園／帝京めぐみ幼稚園／

帝京にしき幼稚園／三葉幼稚園／帝京長岡幼稚園／帝京香港幼稚園

入学金  200,000円

施設拡充費 230,000円

授業料  624,000円

保険料  4,000円

募集案内 （2020年度）

募集定員　80名

1,058,000円

納入金

入学試験　Ⅰ期～Ⅳ期の4回 受験料　30,000円選考方法　総合的な能力検査（児童）・面接（保護者同伴）

・施設拡充費は入学辞退の際、所定の手続き完了後返納します。

・寄付金　1口　100,000円　1口以上（任意）

・授業料　2期（4月・10月）分納

・給食費・学級費・スクールバス利用料・後援会費・旅行積立金等

  別途納入いただきます。

入学手続き時に必要な金額

その他

左記のうち　430,000円

Documents
・Application forms
・Passport-style photo (Height×Width:4cm×3cm)
・Academic transcripts (school report) or equivalent documents
・Student registration certificate from previous schools or equivalent documents

Teikyo University Elementary School　3029　Teikyo University Elementary School

教育目標

よく考え、最後までやり抜く強い子

慈しみ、思いやりのある優しい子

正しく行動し、感動できる美しい子

ご家族の皆さまへ


