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未来を育む森。
自分らしく未来を描きながら
「多様に、グローバルに、よりよく生き抜く」ために。
聖心女子学院の学び舎は、都心にありながら緑豊かな自然とふれあうことができる

恵まれた環境の中にあります。 豊かさを育む森の中で、四季の移ろいを感じながら、のびのびと学び、

それぞれの可能性を伸ばし、自分らしく開花させていく12年間がはじまります。
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ともに

ともに

家族のようにお互いを大切にし、
温かく寄り添う、
惜しみない心が根づいています。
子どもたち一人ひとりは、神の愛を受けたかけがえのない存在です。そして、聖心女子

学院での学校生活は子どもたちの成長を見守る、あたたかなまなざしのもとにあります。

創立者である聖マグダレナ・ソフィア・バラの「聖心はひとつの家庭」という言葉は、

すべての児童・生徒の心に根づいています。家族と共にいるような安心感や信頼感の

中で育まれた「やさしさ」「思いやり」「人に尽くす心」は、日常生活のさまざまな場面で

活かされていきます。

聖心は、
ひとつの家庭。



5 6Sacred Heart School Sacred Heart School

学習のスタートは、まず少人数で基礎学力を徹底し、学びの土台を築くことからは

じまります。きちんと段階を踏みながら基礎・基本をかためることで、新しいことを

学び、身につける楽しさを実感できるようになります。また、自ら課題を見つけて

考える積極性も養われていきます。日々の授業で考える力を高めながら、学校生

活の様々な体験を通して判断力を磨き、豊かな内面性から生まれる確かな言葉を

発する力や行動力を身につけていきます。

考える力を伸ばし、
さまざまな状況に対応できる
判断力を磨きます。

学ぶことは、
考えること。

学び

学び
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祈り・行事・宗教の授業を大切にする姿勢は、すべての活動の基盤として聖心女子

学院の生活全体をしっかりと支えます。毎日の生活の中に祈りの時間を持つこと

により、自分の心を見つめ、感謝や希望を持って生きる姿勢を養います。神のまな

ざしのもとにある自分と他人を大切にする心や、キリスト教の価値観に基づいた

思考力・判断力・実践力を段階的に養いながら、自分の生き方を考え、選択できる

ように導いていきます。

祈りの時間は、
自分をみつめ自分と対話する
時間でもあります。

じぶんと、
向き合う。

祈り

祈り
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聖心女子学院には、校内はもちろん、校外、国際社会につながる多彩な奉仕活動

プログラムがあります。立場の異なる様々な人の存在を認め、積極的に関わる力を

身につける機会として、一人ひとりが奉仕の心を持って活動しています。物惜しみ

せずに働き、誠実に他者に尽くす姿勢や習慣とともに、社会の中で貢献する女子

としてのリーダーシップや責任感、真の謙虚さも合わせて育まれていきます。

他者のためにできることを
自らさがし、
実践していきます。

多様性を受け入れ、
主体的に関わる。

奉仕・共生

奉仕・共生
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聖心女子学院は1801年フランスのアミアンで、女子のための寄宿学校として創立

されました。それ以後フランス各地で設立され、キリスト教的価値観に基づく魂と高

度な知性、行動力を育む女子教育の伝統を築いてきました。1818年にはアメリカで

も設立され、南米にも広がり、日本では、ヨーロッパからオーストラリアを経て、1908年

4名の聖心会修道女により聖心の教育の礎が定められました。現在、日本では6つ

の姉妹校が幼稚園から大学院まで、世界では31カ国の姉妹校が聖心の教育のス

ピリットを受け継いでいます。

長年受け継いできた伝統を大切に、それぞれの時代を生きる子どもたちにふさわし

い教育の革新を重ねてきました。2008年には、女子の発達に合わせて12年間を

4年ごとに区切る4・4・4制を取り入れています。また、世界に広がる姉妹校のネット

ワークを生かした活動やSDGsに積極的に取り組み、世界の一員としての意識と

共に生きる姿勢を身につけていきます。

社会のICT化への対応や子どもたちの情報活用能力を高める

ことを目指し、教育のICT化にいち早く取り組んできました。2014

年よりインターネット環境を整え、全教室にプロジェクターを設

置、タブレットを活用した授業も開始しました。さらに、セカンドス

テージではタブレット、サードステージからはノートパソコンを一人

一台所持し、授業でのデジタル教材の配信や、意見交換、デジ

タルコンテンツの作成、プログラミング教育への活用、進路指導

におけるe-portforioなど様 な々取り組みに役立てています。

サードステージでは、それぞれが社会に貢献する生き方を模

索します。カンボジアをはじめとする国内外の体験学習、相

手を尊重する意識をもって臨むボランティア活動など、かか

わりの体験を重視しています。様々な分野で活躍する卒業

生の講演や錬成会等を通して自分自身を深く知り、同時に

希望の実現に向けて実力をつけていきます。このように本

校のライフデザイン教育では「芯のある」人間形成を行い、

自分の将来を切り拓く力を養っています。

200年に渡る女子教育の伝統は、
新しさを支える強固な基盤となっています。

伝統の上に、未来を描く。

伝統・革新

伝統・革新

たったひとりの子どものためにも
私は聖心女子学院をたてたでしょう。

創立者 
聖マグダレナ・ソフィア・バラ（1779 -1865）

1908

1978

2008

1928

1909

明治41年

昭和53年

平成20年

昭和3年

明治42年

オーストラリアより4名の聖心会修道女が横浜港に到着

「語学校」開校　財団法人 聖心女子学院設立

創立70周年記念行事　ソフィア・バラ ホール落成

創立100周年記念行事

デュシェーン ホール（安藤忠雄氏 設計）落成

4ｰ4ｰ4制開始

関東大震災で焼失した校舎を再建

聖堂・普通教室落成

白金三光町に校舎・正門落成

聖心女子学院の歴史 国内の姉妹校

教育の革新性

ますます広がるICT教育 ライフデザイン教育

聖心女子大学
（大学・大学院） 東京都渋谷区広尾

札幌聖心女子学院
（中・高） 北海道札幌市

不二聖心女子学院
（中・高） 静岡県裾野市

小林聖心女子学院
（小・中・高） 兵庫県宝塚市

聖心インターナショナルスクール
（幼・小・中・高） 東京都渋谷区広尾
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英語教育だけでなく、国際理解を深め、世界の人々と関わり合える能力の育成に

力を注いでいます。共生の姿 勢と広い視野を持って交流を深めながら、世界の

人々と関わり活躍する力を育てます。姉妹校からの留学生たちは本校生徒の家庭

でホームステイをし、お互いの文化や生活の理解を通して、友情を深めています。

異なる意見や考え方を持つ他者に敬意を持って接し、人種や国籍を超えて共生する

力を身につけることで、一人ひとりの世界はさらに大きく広がっていきます。そして、

その中で各々が個性を生かし他者とともに新しい世界を築いていきます。

自分自身が選んだ世界で、
自分らしく活躍できる女性を育てます。

世界を、広げる。

グローバル・多様性

グローバル・多様性
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12年間という長いスパンを4年ごとの3ステージに区切り、成長の早い女子の発達段階

を踏まえた、より質の高い教育をめざしています。たとえば、ファーストステージの代表と

しての役割を担う4年生時には、リーダーシップを発揮する機会が格段に増えるなど、

よりよいタイミングで、よりよい機会を多く得ることができるようになります。学習面でも、ス

テージごとの狙いを明確にしたカリキュラムを備えています。

女子の発達段階にふさわしい
学びの理想を追求した3ステージ制です。

18歳までの
12年間を有意義に。

4 - 4 - 4 制

4 - 4 - 4 制

初等科

高等科

中等科

基礎・基本の徹底
少人数で基礎学力を徹底。
学びの土台を築きます。

1年

2年

3年

4年

1st Stage
ファーストステージ

定着・習熟・伸長
教科担任制により自主的に
学ぶ姿勢を定着させます。

5年

6年

7年

8年

2nd Stage
セカンドステージ

応用・発展・深化
一人ひとりの進路に対応できる、
真の力を育成します。

9年

10年

1 1年

1 2年

3rd Stage
サードステージ



17 18Sacred Heart School Sacred Heart School

年間行事一つひとつの経験が、
心豊かな成長を支えていく。

年間行事

● 入学式

● 前期始業式

● 春の遠足（1〜6年）

● 学校探検（1・6年）

● 自然教育園

　（2年・年4回）

● 始業ミサ

● 英語実力テスト

　（8〜12年）

● 創立者祝日

● 聖母戴冠式

● 1 年生を迎える会

● 運動会

● 消防写生会（2・3年）

● 学校参観日

● みこころの祝日

● 下校グループ親子集会

● 校外学習（5年）

● 親子防犯教室（1年）

● 美術館見学（6年）

● 英単語検定（6年）

● 体育大会

● 水泳教室（2〜6年）

● ハイチデー　　

● 合唱コンクール

● 奥日光キャンプ（8年）

● 東北体験学習（9年）

● 歌舞伎教室（10年）

● 聖心女子大学説明会　

　（10年）

● 長崎研修旅行（11年）

● 黙想会（12年）

● カンボジア体験学習

● オーストラリア語学研修

● ワークキャンプ

● 韓国体験学習

● タイ体験学習

● フィリピン体験学習

● SOFISワークショップ

● 台湾文化交流キャンプ

● 富士登山

● サンディエゴ英語研修

● 水泳教室（1年）

● 校外学習（4・6年）

● 美術館見学（5年）

● パン工場見学（2年）

● 秋の遠足

　（1〜3年たて割り）

● 後期始業式

● みこころ祭

● 感ずべき御母の祝日　

● 港区めぐり（3年）

● English Day（1〜4年）

● 球技大会

● 裁判傍聴（9年）

● 社会人講師講演会

　（11年）

● 聖フィリピン・デュシェー

　ンの祝日

● 作文発表会

● 1日学校参観日

● 社会科見学（4年）

● 都バス営業所見学（2年）

● 漢字コンテスト

● 大学生による

　進学体験談（11年）

● 卒業生の話を聞く会（11年）

● ゆりの行列

● クリスマス・ウィッシング

● ハイチデー

● 焼き芋大会（1年）

● 大学生の話を聞く会（11年）

● 新年の祈り

● 百人一首大会（5〜8年）

● 英検（6〜10年）

● 下校グループの集まり

● English Day（7〜9年）

● 学習発表会

● 学年参観日

● 卒業研究発表会（6年）

● 個人研究発表会（5年）

● カトリック音楽会（6年）

● 聖心インターナショナル　

　スクールとの交流（1年）

● 練成会（7〜11年）

● 送別セレモニー

● 卒業生の話を聞く会（9年）

● 保育園体験（12年）

● 卒業式

● 修了式

● ハイチデー

● 感謝のミサ

● 6年生を送る会

● 能教室（6年）

4 April 11 November5 May 12 December6 June 1 January7 July 2 February8 August 9 September 3 March10 October

● 共通行事／● 初等科行事／● 中・高等科行事
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委員会・クラブ活動

学童保育「ジョアニークラブ」 お弁当の注文・パンの販売

安全への取り組み委員会

施設設備の充実 安全教育の実施

クラブ活動

初等科（4年生より）初等科（4年生より）

お弁当 （1～9 年生）

パン・おにぎり（ 7～12 年生）

中高等科

中高等科

■運動部
剣道部

水泳部

ソフトボール部

卓球部

ダンス部

テニス部

バスケットボール部

バドミントン部

バレーボール部

陸上競技部

■文化部
英語演劇部（E・D・C）

演劇部

オーケストラ部

家庭部（高等科）

軽音楽部

美術部

理科部（生物班・地学班・理化学班）

■同好会
模擬国連

手話

ESS

華道

茶道

百人一首

サッカー

　　　　　　他

演劇

科学

コンピュータ

栽培

サッカー

手話

ソフトボール

ダンス部

手作り

読書創作

バスケットボール

バドミントン

美術

ミュージック

昔遊び

児童会

代表委員会

もゆる
放送もゆる

健康もゆる

国際もゆる

情報もゆる

スポーツもゆる

ソフィアもゆる

環境もゆる

図書もゆる

もゆる会

校内美化委員会

視聴覚放送委員会

聖星委員会（校内新聞）

ソフィア委員会

体育委員会

塔委員会（校内誌）

図書委員会

保健委員会

出席係

生徒会
執行部　評議会

幹事会

もゆる会

常設委員会

「社会に貢献する女性の育成」を建学の理念とする学校として、仕事

を持つ保護者を支援する学童保育「ジョアニークラブ」を開設していま

す。放課後に児童が安心して過ごせる環境を整えるとともに、親子のよ

りよい関わりをサポートします。

初等科・中等科では週2回お弁当を注文することができます。旬の食材

を使った手作りのお弁当を、アポルテフードファクトリーに委託してい

ます。食の安全に配慮し、できるだけ無添加・国産の食材を使用してい

ただいています。急病、急用でお弁当作りが難しい保護者や、介護や育

児、仕事をお持ちの保護者を支える取り組みのひとつです。

中等科・高等科では昼食の補助としてパンとおにぎりを販売していま

す。パンは、高等科生がボランティアで販売を担当しています。仕入れ

価格に上乗せして得た収益金は、東日本大震災遺児の育英資金として

寄付しています。校内で購入でき、美味しく便利であるだけでなく、仕

入れ・販売・寄付の各側面で自分たちの力を活かし、社会とのつながりを

意識する場となっています。

対象 1〜6年生

実施日時  授業のある日：授業後の放課後〜18時30分

 長期休暇など授業のない日：8時15分〜18時30分

 ＊8月5日〜15日、12月27日〜1月3日、11月1日は開室しません。

運　営  特定非営利活動法人 放課後NPOアフタースクール

学院の警備強化
児童・生徒の在校中は、警備員が常駐し、来訪者のチェックを行い、防犯

カメラが24時間作動しています。

通報のための携帯電話
初等科では、通報装置となる携帯電話を教員が一人一台所持します。緊

急事態が発生した際、職員室との双方向の連絡が可能です。

緊急連絡システムの利用
電子メールを中心とする緊急連絡システムを導入し、災害時や台風など

による下校・休校の連絡をしています。また、安否確認など学校と家庭と

の双方向通信が可能です。

緊急地震速報受信装置の設置
2011年1月、緊急地震速報受信装置を導入、校内放送設備と連動して地

震の発生を知らせます。

備蓄倉庫の設置
全児童・生徒の宿泊が可能となる3日分の食糧とテント、毛布、簡易トイレ

等を備蓄しています。

防犯安全教室
不審者対応訓練を実施しています。中等科では、警視庁の警察官による

痴漢防止教室を実施しています。また、初等科・中等科ではインターネット

や携帯電話による危険についての講演会も実施しています。

災害に対する取り組み
火災や地震を想定した訓練を実施しています。また、東日本大震災をう

けて、学校で避難生活ができるよう児童・生徒の組織作りに取り組んでい

ます。

集団下校グループによる集まり
初等科では集団下校が必要な場合に備えて、グループごと

の集まりを実施しています。
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卒業生の声 ステージリーダーの声

日本の行政官の立場で、より良い日本や世

界のために国 内 外の社 会 に働きかける仕

事をしたいと、経 済 産 業 省に入 省 。 以 来 、

WTO、TPP、フロン規制法改正、インフラ

輸出、資源外交など、様々な分野で、主に

国 際 的な制 度 作りやビジネス促 進の仕 事

に従事してきました。

聖心での日々の授業や、途上国等で活動され

るシスター・先輩方のお話、奉仕活動、姉妹

校交流等を通じて得た国際感覚や、様々な

社会課題への当事者意識、周りのために自分

を使うことに対する喜びが、現在の仕事への

動機となったと思います。 また、一人で実現

できる政策などまずなく、常にチームで議論

し、様々な利害関係者との調整を経てやっと

物事を動かせるわけですが、そのような中で、

聖心で培われた、相手や周りを含む、自分の

力に依らないものを信じる心に支えられてい

ると実感しています。 今後、仕事のスケール

や責任が大きくなる程、自分を導く大いなる

ものを信じること、きっと然るべき方向に進む、

という大らかな感覚が、益々支えとなるので

はないかと考えています。

複 雑な社 会 課 題を一 気 に解 決することは

難しくても、今 後も信じる心を頼りに、常

にビジネスや生活の現場を意識しながら、

少しでも物事を前進させるための一翼を担

えればと考えています。

膝 が 痛くなってから引きこもりがちになっ

てしまった祖母は、人工関節の手術を受け、

また元どおり外に出かけられるようになり

ました。 その喜んでいる姿をみて、高齢者

でも元気にすることができる科に憧れを抱

き整形外科の道を進むことを決めました。

整 形 外 科は今でも女 性が非 常に少ない科

です。 しかし初 等 科から大 学まで女 子 校

で育ち、体 育 大 会や球 技 大 会が大 好きな

元気いっぱいの学年で育った私には、女性

だからという理由で選 択を狭めようという

考えは全くありませんでした。

整 形 外 科 医 はパ ワーや体力も要 求される

仕 事ではありますが、ただ薬を処 方したり

手 術 をすれ ば 良 い 訳 で はなく、時 に「 痛

み」を生じる元 になった精 神 的・社 会 的 背

景にまで想いを巡らせ、ご家族や様々な職

種と連携して解決策を模索する必要があり

ます。 それはまさに他者の立場に立って考

え、惜しみなく働くという聖 心の教 育その

ものだと実感します。

私の考える「 聖 心らしさ」は、成 績では測

れない人 間力にも重きを置くところだと思

います。 もちろん学校ですので、勉学を疎

かにすることは決してなく、先 生 方には少

人数クラスにて大変丁寧にご指導を賜りま

した。 特に初等科から培った英語力は、自

分の世界を広げる原動力になりました。 し

かし私にとって聖心は、教科書の内容を習

うだけの場ではありませんでした。 聖心は

カトリックの教えのもと、すべての命を大切

にする愛に溢れた心を育み、視野を広げて

自分で考え判断し行動する力を養うことが

できる、生きていく上での土 台を築ける学

校だったと思います。

就職活動を終えた今、社会で求められてい

るのは、偏差値で測るような学力だけでは

ないと感じています。 何を自分の強みとす

るかは人それぞれですが、私は聖心で学ん

だことを礎に、自分の所属するコミュニティ、

そしてその先 に 広 がる社 会 全 体 に 、“ h o t 

heart ,  cool  head ”の精神で貢献できる女

性になりたいと考えています。

ファーストステージのリーダーとして４年生に

は、様々な仕事があります。 そのひとつは、９

月に行われる「1st Stage English Day」の司

会・進行です。 全員が英語を楽しく心をひと

つにして学べるよう、一生懸命取り組みまし

た。 1、2、3年生との関わりを通して「聖心は

ひとつの家庭」であることを強く感じた時間

です。 また、ステージ朝礼では、登下校時の

マナーや学校での過ごし方を劇にして伝えま

した。 真剣なまなざしで見ている下級生の

姿に、リーダーとしての自覚と責任の重さを

感じました。

今年、児童会ではSDGsについて力を入れて取

り組みました。 視野を広げ小さなことでも皆

で協力することが、何かを変えるきっかけにな

ることを知りました。 また、学校が皆にとって

楽しい場所になるよう、そして昔からの伝統で

ある礼儀正しさやマナーの向上を意識できる

ような活動もしました。 異学年でグループを

組んでの交流会や通学路に立っての挨拶運動、

ハイチデ―を浸透させるため「ハイチデ―はじ

まり物語」の紹介もしました。 児童会の活動

は、初等科全体を見つめ、自分を振り返るよ

い機会となり、とてもやりがいを感じました。

私はセカンドステージの4年間で、自分の考え

に根拠と責任を持ち行動できるようになったと

思います。５、６年生では初等科をまとめる上

で、視野を広げて行動することが求められまし

た。 よって、自分の事だけに拘らずに、周りと

兼ね合いを取ることができるようになりました。

この経験から7年生では、客観的な視点から

物事を判断する力を身につけられたように思

います。 例えば、学校の規則に対してどうし

てそのルールがあるのかを考えることによって、

自分の意見に根拠を持つ大切さを学ぶことが

できました。 さらに8年生の夏に行ったキャン

プでは、友達と互いの意見を共有して、発信

力を高めることもできるようになりました。

サードステージへと上がり、「当たり前にある」

ことの背景には「誰かの支えがある」と感じ

る機会が増えました。 行事の企画・運営に主

体的に関わる立場となり、日々の学校生活は、

見えない場所で働いてくださる方々の存在に

よって支えられていると改めて気づいたからで

す。 その方々への深い感謝を示すとともに、よ

りよい学校生活のためにサードステージ生とし

て尽力したいと思い行動するようになりました。

何事も強い信念を持って継続することで実行

力を養い、自己成長に繋げることができました。

さらに、高等科生は選択授業や課外活動が増

え一人一人のスケジュールが異なるため、個々

がより自主性を持って判断する力が求められま

す。 試行錯誤をし、限られた時間を有効活用

することで自ら学びを獲得する姿勢が身につ

きました。 加えて、お祝い日の講演会や錬成

会といった機会を通して物事を多角的に捉え、

教育を受けられる者として果たすべき使命があ

ると感じ、愛と尊敬の念を持って周りの人と接

することを大切にしています。

信じる心を頼りに、社会の当事者として

他者の立場に立って考え、惜しみなく働く

聖心で培う人間力〜しなやかな芯のある女性として

リーダーとしての自覚と責任を持って

学校がよりよい場所であるために

学年とともに成長する自分を実感

愛と尊敬の念を持って人と接する

経済産業省

ニューヨーク州弁護士

齋藤直子さん

（旧姓：加藤）

87回生 2002年卒業

上智大学法学部国際

関 係 法 学 科 、東 京 大

学公共政策大学院修

了後、2008年経済産業省入省。 以来、WTO、

TPP等の通商政策、化学物質管理、インフラ輸

出、資源外交政策の立案・実施に従事。 途中２年

間米国留学し、コロンビア大学ロースクールLL.M、

ジョージタウン大学ロースクールLL.M修了。

埼玉協同病院　

整形外科

丸木千陽美さん

91回生 2006年卒業

東京女子医科大学医

学 部 卒 業 、浦 添 総 合

病院初期研修修了、東

京女子医科大学整形

外科入局、2019年4月より現職。

聖心女子大学 文学部 

心理学科卒業

明石美優さん

101回生 2016年卒業

高 等 科 在 学中、高 校

模擬国連国際大会の

日本代表として渡米。

大学入学後、グローバ

ル・クラスルーム日本委員会にて、高校模擬国連事

業の普及や全日本大会運営に携わる。

大学では発達心理学を学び、幼児に対する絵本を

用いた社会的マイノリティ教育について、保育園に

て調査を実施し卒業論文を執筆。

ファーストステージ生 （4年生）

児童会会長 （6年生）

セカンドステージ生 （8年生）

サードステージ生 （11年生）

（2019年度）
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教育方針 1

教 育 理 念

　今日もきっと楽しいことがある・・毎朝の登校風景は、児童・生徒の期待に満ちた笑顔で溢れていま

す。 聖心女子学院で学ぶ日々は、友人と共に喜びをもって始まります。 校舎を囲む木々の緑も、児

童・生徒のいのちの育ちを支えています。 初等科１年生から始まる１２年間の学院生活で、児童・生徒

は多様な活動を通して魂・知性・実行力を育み、毎日の小さな手応えを感じながら力をつけ、次第に

世界に向けて大きな視野を築いていきます。

　聖心女子学院の教育は、子どもたちの中にほんものを目指します。 一人ひとり異なる個性を授

かった女子として、２１世紀の世界にグローバルマインドをもって主体的に生きていくために、考える

力、感じる心、行動する姿勢を、その人らしく育てることを目指します。授業中は活気と集中力をもっ

て学び、祈りの静けさも大切に、休み時間や放課後は自由に思い思いに遊び、活動し、児童・生徒

はさまざまな角度から自分の力に目覚め、それを伸ばしていきます。 学院として、ＳＤＧｓにも取り組ん

でいます。 子どもたちと共に、世界のより良い未来を築くことを目指して、恵まれた環境を活かした

学校運営も目指しています。

　創立者聖マグダレナ・ソフィアは、子どもたちが深く自分の良さに気づいてほしい、そのような願い

をもって聖心女子学院を創立しました。２００年にわたる女子教育の伝統は、女子の可能性に対す

る強い信念に根ざしています。 多様性へと開かれ、変化し続ける現代の世界の中で、女性はより良

い世界を築く力の一端を担うという確信をもって、児童・生徒を育てます。 学校生活の中で、豊かな

心で人と関わり、一人ひとりの児童・生徒が自分の存在に自信をもち、自己肯定感を高めていくこと

ができるよう努めています。

　子どもの教育は、ほんものを求める真剣な道のりです。 保護者の皆様と学びの心を共有し、よい

コミュニケーションをもって進みたいと願っています。

自分自身も他者も、神からも人からも
愛されているかけがえのない存在であるこ
とを知っています。

「人に尽くす」という生き方に価値があると
分かり始めています。

自分の経験をふり返り、考え、
表現することができます。

自分自身の人生の意味を
探求し始めています。
自分自身の長所も欠点も受け入れ、
成長の手がかりにすることができます。

自分の中にある自己中心性に気づき、
それを是正しようとしています。

いろいろな人たちに助けてもらい
支えられてきたことに感謝しています。

周囲への気遣いや、細やかな
心配りができます。

他者の立場に立ってその人の心を
理解しようとしています。

逆境や失敗の中でも、希望を持って
生きていくことができます。

生命の大切さを理解しています。

自然界の美しさに気づき味わう
感受性が育っています。

一人ひとり異なる個性を授かった女子として、
考える力、感じる心、行動する姿勢を、その人らしく育てる。

聖心女子学院生18歳の姿

校長  Sr. 大山 江理子

聖心女子学院は、一人ひとりが神の愛を受けた

かけがえのない存在であることを知り、

世界の一員としての連帯感と使命感を持って、

より良い社会を築くことに貢献する

賢明な女性の育成をめざします。

祈る心を大切にし、キリスト教の価値観に基づいて愛と希望をもって生きる姿勢を育てます。

謙虚に自己を見つめ、現実に静かに向き合い、自らを深め、高めていくように導きます。

みずみずしい感性と、他と共感できる豊かな人間性を育みます。

校章のまわりを縁どっているのは百

合の花で、清らかさを象徴していま

す。 どのような状況にあっても、神

から与えられた、神に属する清純さ

を保ちつつ、さらに成長していきま

す。 百合の花の上には聖体が形ど

られ、神の愛に養われて成長し、

互いに結ばれて共同体を作ってい

くことを意味しています。

魂を育てる

18歳のプロファイル

18歳のプロファイルとは
聖心女子学院の教育理念と教育方針をもとに学ん

だ子どもたちが卒業する18歳時に身につけておきた

い資質や力を示したものです。 児童･生徒、保護者、

教員が共有しながら、日々の教育活動や学校生活の

指標としています。 ここで紹介するのは、その一部

です。60項目の全文は、HPでご覧いただけます。
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教育方針 3教育方針 2

各教科における基礎的学力が育っています。

学ぶ喜びと学習の達成感を知っています。

真理を追求したいという意欲が
育っています。

知的好奇心が育っています。

集中力が身についています。

自分で考える力と判断力が
育ち始めています。

理論に基づいた判断力を使って、
ものごとを分析する力が育っています。

種々の情報を批判眼をもって
判断することができます。

習得した知識や技術を
他の事柄に応用することができます。

国際社会、環境、政治など、さまざまな
ことがらに問題意識を持つことができます。

学習の基礎となる国語力が育っています。
 
文章や口頭での表現力が育っています。
 
実際のコミュニケーションの手段としての
語学力（英語）の基礎が身についています。

自分自身の責任を明確に認識し、
それを実行できます。

限界のある状況の中でも、
知恵を使って工夫を凝らすことができます。

集団の中で、必要に応じて、
リーダーシップをとることができます。

リーダーを助けて自分の役割を
担うことができます

聖心女子学院生18歳の姿 聖心女子学院生18歳の姿

知的価値を重んじ、喜びをもって自ら学ぶ力を育てます。

創造性に富む堅実な思考力と、正しく判断する力を育てます。

広い視野で物事をとらえ、自分の考えを明確に表現する力を育てます。

人や社会と積極的に関わる能力を育てます。

骨惜しみせず働く習慣と、誠実に他者に尽くす行動力を育てます。

責任感と謙虚な心を備えたリーダーシップを養います。

知性を磨く 実行力を養う

18歳のプロファイル 18歳のプロファイル
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世界31カ国の姉妹校（2019年３月現在）

Kincoppal-Rose Bay School
of the Sacred Heart

（Australia）

Mount Anville
Secondary School

（Ireland）

Sacred Heart Girls Jr.
and Sr. High School

（Taiwan）

Woodlands Academy
of the Sacred Heart

（U.S.A.）

Songsim Sacred Heart Girls'
Middle and High School

（Korea）

Forest Ridge School
of the Sacred Heart

（U.S.A.）

マーテル・アドミラビリス

（感ずべき御母）

Mater Admirabilis



初等科・中等科・高等科

学校法人　聖心女子学院

〒108-0072 東京都港区白金4-11-1 TEL 03-3444-7671（代）　FAX 03-3444-0094

http://www.tky-sacred-heart.ed.jp/
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