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世界をつなぎ、

未来に輝く。
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世界をつなぎ、
未来に輝く。

啓
明
学
園

学園の歴史

啓明学園は、1940 年に三井家総本家 11 代目三井八郎右衛門の実弟、

三井高維（ みついたかすみ ）によって創立され、2015 年に創立 75

周年を迎えました。東京の赤坂台町にあった私邸を開放し、海外に

勤務する方々の子女たちが将来世界に雄飛し、国際的な奉仕ができ、

信仰を持てるようにと、人材の育成を目指したことが学園の始まり

です。1947 年、東京都昭島市拝島町の三井別邸を寄贈され、現在は

校地約 3 万坪の高台に校舎 4 棟が建てられています。多摩川の清流

を眼下に見下ろし、自然に恵まれた環境の中で、伸び伸びと生活を

送ることができる学園です。

学園の始まり

三井高維・英子夫妻
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KEIMEI GAKUEN

1940 年 3 月 東京都港区赤坂台町において啓明学園小学校の創立が許可される。

4 月 三井高維私邸を校舎として、教員 13 名、生徒 8 名で入学式が行われる。

1941 年 4 月 中学部、高等女学部の設置が許可される。

1943 年 4 月 三井八郎右衞門氏より、現在の土地建物が啓明学園に寄贈される。

9 月 中学部、拝島に移り寮教育を行う。

1944 年 8 月 初等学校 3 年生以上の児童生徒、拝島へ学童疎開。中学部、赤坂台町へ戻る。

1945 年 5 月 赤坂台町の校舎、空襲により焼失。

10 月 拝島で授業再開。

1967 年 9 月 幼稚園を設置。

1972 年 4 月 初・中・高に国際学級を付設。

1979 年 10 月 啓明学園国際教育基金設立。

人種の異なる人、言語の異なる人、文化の異なる人、

毎日を一緒に過ごすうちに、いつの間にか仲間になっていた。

国際色豊かな啓明学園だからこそ学べること。

啓明学園には、まだ見ぬ世界が広がっている。

世界を知り、世界をつなぎ、世界で輝く人になろう。

We became friends as we spent time together learning about our different languages and cultures.

We can learn a variety of things at Keimei because we are so diverse.

At Keimei, we can see through each other's eyes.

Know the World, connect with the world, for a brighter world.

Connect with the World
For a Brighter Future
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To Love and to Care To Raise Students with the World in Their Hearts

人を愛し、

思いやる心を育む
「 正 直 」「 純 潔 」「 無 私 」「 敬

愛 」。毎朝の礼拝で声をそ

ろえて唱えます。これは、

啓明学園の四つの標語で、

新約聖書（ マタイによる福

音書 ）のキリストの教えから導かれた言葉です。　　　　

子ども達の心と聖書の御言葉をつなぎ、豊かな心を持っ

て一日一日を過ごせるように祈り、讃美歌を歌います。

世界を心に入れた人

を育む
「 広い視野のもと豊かな人

間性と独自の見識を持ち、

世界を心に入れた人を育

て る 」。そ れ が、国 際 生・

帰国生が学ぶ場として生

まれた啓明学園の教育理念。日常に生活や授業を通し

て、異なる文化や考え方を受け入れ、相手を尊重する気

持ちを育てます。

"Honesty" "Purity" "Unself ishness" "Love". These are Keimei's mottos that the 
students say every morning at assembly. It comes from the New Testament in the 
Gospel of Matthew. We connect the childrens' hearts with the words of the Bible. We 
pray and praise God so that we can enjoy the day with a calm heart.

 "Keimei Gakuen is committed to educate and instruct students to widen their 
global views, enrich their characters and develop independent perspectives needed 
in challenging global communities. " This is the school philosophy at Keimei where 
international and returnee children study. In everyday school life and classes, we build 
the feeling of respect and acceptence of different cultures and ways of thinking. 

校長　操木 豊

初等学校では、学園の標語、「 正直・純潔・無私・敬愛 」を念頭に置いて、キリストの教

えに基づく全人教育を進めています。更に、帰国子女や国籍の異なる子どもたちとの生

活の中で、日々、異言語習得、異文化体験を日常のこととして経験しています。また、

多摩川を見下ろす約 3 万坪という広大な敷地の中で、環境を満喫した様々な教育活動を

取り入れています。

6 歳から 12 歳までの多感な子どものイメージを広げ情操を育てる教育、思考力・判断力・

表現力を育成し個の学びが見える教育を充実させ、一人一人が輝き、共に生きる力を育

んでいます。

より豊かな人生を送るために、お子様の教育に何が求められているかを保護者の皆様が

しっかりとお考えになって学校選びをされることを念願しています。

校長先生メッセージ

Live as Children of the Light
Student at Keimei grow, feeling the love of God and that each individual is important. We welcome students raised 
in a bi-cultural family or from abroad. They pray together realizing that friends with different characteristics enrich 
their lives. To be themselves, sharing and growing with friends and their differences is the aim of students "living as 
children of the light". 

EDUC ATION OF K EIMEI  GA K UEN
"Keimei Gakuen is committed to educate and instruct students to widen their 

global views, enrich their characters and develop independent perspectives needed in 
challenging global communities."

啓 明 学 園 の 教 育
広い視野のもと　豊かな人間性と独自の見識を持ち、世界を心に入れた人を育てる

神とともに
人とともに生きる

毎朝、聖書講義室に全校児童が集まり礼拝を行います。

いつもそばにある国際交流
違いを豊かさに

「 今日から新しいお友達。」共に礼拝し、休み時間には共に遊ぶ。

言葉の壁など自然に乗り越え、心で仲良しに。

聖歌隊（4 年生以上の希望者 ）は、神様を褒めたたえる賛美の歌や、

ハンドベルの演奏で礼拝の奉仕をしています。

世界の隣人のためにできることを喜んで。（ 古切手集めで海外の

医療支援・文房具集めで学校支援 ）

光の子として歩む
本校の子ども達は、神様に愛されているかけがえのない一人一人であることを肌で感じながら成長します。

同時に、世界の各地から自分と違う文化の中で育った国際生・帰国生のお友達を迎えます。そして、いろ

いろな個性のあるお友達は自分と同じように大切な一人であることに気づき一緒に祈ります。自分ら

しくあること、そして違いのあるお友達と共に輝くことが、初等学校児童の「 光の子として歩む 」姿です。

To Live with God and Others International Connections Surrounds Us
Respecting Differences 
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AMAZING KEIMEI
啓明学園の素晴らしさを、子どもたちが紹介します。

＜巻頭企画＞

All About Amazing Keimei

本校では、子どもたちの素晴らしい可能性を引き出します。子どもたち一人一人が秘めている可

能性はみんな違います。何をきっかけに光輝くかだれにも分かりません。だからこそ、本校の環

境や学習場面を最大限に生かして、その瞬間を引き出します。

自由に伸び伸びと森遊びを経験。
判断力や想像力が育ちます。

敷地内の森に出かけ、1・2年生の総合の授業として「森遊
び」を行っています。大人は見守ることに徹し、子どもた
ちは自由に伸び伸びと遊びます。何度も森遊びを経験する
中で、判断力や想像力など様々な力が育ちます。

結城しのぶ先生

IMAGINATION

自然を知り、知識を深める！
Connecting with Nature Deepens Our Knowledge!

雨の日も晴れの日も、森に行きました。森は行くときによって様子がち

がっていて、たくさんの発見がありました。木や葉っぱや虫を見ている

と、心が温かくなります。森遊びでは、本当に危ないとき以外は、先生は

何も言わないので、もっと冒険してみたいです。

森で遊んでいるうちに、木に興味を持ったので、今度は自分で木を使っ

て何かをしたり、何かを作ったりできるようになりたいです。

3年  松本 晃毅さん

先生から

ひとこと

たくさんの人とコミュニケーションが
とれる喜びを感じてほしい。

英語は楽しい！英語で書きたい！話したい！などなど感
じてほしいことがたくさんあります。そして何より、英語
を使うことで、何億人もの人たちとコミュニケーションが
とれる喜びを感じてほしいです。また、日頃の成果を発揮
する場として、年に１回英語劇の発表会があります。

鈴木 麻生先生

HAPPINESS

英語で作品発表会！
Presentation Time in English!

英語で楽しかった思い出は、クラスのみんなで英語劇をしたことです。

役になりきり、台詞を覚えて発表しました。人前で英語を話すことにも

自信がつきました。また、英語は普段の生活の中でも使えることが分か

り、工夫をすることでもっと楽しくなることが分かりました。これから

も、もっと英語が書けたり、しゃべることができるようになりたいです。

4年  岡崎 怜奈さん

先生から

ひとこと
収穫の喜びと同時に感謝の気持ちを。

くらしと関わりの深い作物をじっくり育て、失敗や苦労を
することで、私たちの生活が多くの人たちの力によって支
えられていることを実感していきます。収穫の喜びはもち
ろんのこと、それと同時に感謝の気持ちを持てるよう取り
組んでいます。自然の偉大さを感じながら、手をかける、
心をかける、そんな経験をさせています。

磯沼 素先生

APPRECIATION

ドキドキ農園体験！
Fun on Our Farm!

「田んぼの学校」では、普段何気なく食べているお米が、こんなにも長い

時間をかけて作られていることを知りました。苗床や代掻き、案山子作

りなど、お米をおいしく育てるための準備を実際に体験してみて、とて

もおもしろかったです。秋に近づくにつれ、緑から黄金色に変わってい

くお米を見て、わくわくしたのを覚えています。まだ精米はしていませ

んが、きっと塩おむすびがおいしいのだろうなあと思います。クラスの

みんなと食べるのを、今からとても楽しみにしています。

5年  原島 大祈さん

先生から

ひとこと

チャンスがたくさんある環境の中で、
お互いの良さを認め合う力を。

学びのチャンスとして、英検、日本語検定、算数検定、珠算
検定の4つの検定を学園内で実施しています。子どもたち
は「チャンスがたくさんある環境」の中、仲間と共に頑張
ることで、お互いに刺激し合っています。互いの良さを認
め合う力をつけてほしい。これが私たちの願いです。

杉山 健太郎先生

CHALLENGES

資格取得に向けて勉強！
Studying for Different Certificates!

日本語検定に合格した時、「良かったね。莉子ちゃん、頑張ったねえ。」と

おばあちゃんや家族、先生がたくさんほめてくれました。満点を見たと

き、私もすごく嬉しかったのですが、それ以上にみんなが喜んでくれて、

また嬉しい気持ちになりました。実は、検定をやる前は算数の方が自信

もあったし、得意でした。でも、やってみたら国語にも自信が持てるよ

うになりました。次も自信を持って満点を目指したいです。

3年  谷口 莉子さん　（7級 最優秀賞受賞）

先生から

ひとこと
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他校の学校とぬいぐるみを

交換し、ぬいぐるみを交換留

学させるというプロジェク

トです。3 年前から取り組ん

でおり、今までオーストラリ

ア、パキスタン、イラン、イ

ンド、台湾などの国と交流を

しています。各学年の体験入

学や学校の行事に参加したり、週末のホームステイを順番に

行っています。子どもたちはぬいぐるみと過ごした思い出を

写真や絵と英語の文章で日記を書いています。

テディベアプロジェクト
Teddy Bear Project Exchange

帰国生

国内インター校出身者

国際結婚家庭

外国籍家庭 外国語

外国語

日本語 日本語

日本語

日本語 日本語

日本語

外国語

外国語／

外国語／ 外国語／

外国語

家庭 学習

多様な文化交流を通し

グローバルマインドを育む

多様な文化や考えを持つ人々との出会いや交流を通して、異文化

への興味関心や、互いに尊重し合う気持ちが育まれていきます。ま

た、海外で生きる人たちについて具体的に知ることで、自分たちと

違うところや同じところがあることを学んでいきます。これらの

ことを通して、グローバルマインドを持ち、また身近なところから

アクションを起こすことのできる人に育っていきます。

初等学校では約３割弱の子どもが、「国際生」（海外からの帰国生や国際

結婚等による外国籍の児童 ）です。日本で生まれ育った子どもたちと、

様々な生活背景を持つ国際生が共に学び合うことによって異文化を尊

重し合う気持ちが育まれていきます。そして、多様な人々と共に生

きていく力、一緒に地球的課題に取り組む意識や行動力を身につけた

グローバルな人間に成長していきます。

「違い」を超えた人のつながり

啓明学園では、児童一人一人が持っている「 言語 」をサポートし、その

成長を支えるため、「 国際学級 」を提供し、個々の状況に応じたカリキュ

ラムで学習を進めています。

国際学級

国際性豊かな環境
An Environment Filled with International Minds

アメリカ／イギリス／イタリア／インドネシア／オランダ／オーストラリア／カナダ／韓
国／コートジボワール／サウジアラビア／シンガポール／台湾／タイ／中国／ドイツ／
ニュージーランド／ハンガリー／フィリピン／フィンランド／プエルトリコ／ブルガリア／
ベルギー／香港／ホンジュラス／マレーシア／ミャンマー／メキシコ／ブラジル／モロッ
コ／リトアニア

To Raise the Global Mind Through
Cultural Connections
Through meeting people with cultural differences, it grows the students' interests for 
different cultures and the heart to respect others. To learn in detail about how people 
live abroad, helps to accept differences. With this experience, the students gain a 
global mind, and learn to take action. 

Connecting with Others The International Class

The Ratio of International Students 

Language Use 

多様な言語経験を持つ児童を「国際生」と呼びます。帰国生（海外在

住経験者）、国内インターナショナル校出身者、外国籍家庭、国際結婚

家庭の子どもを指します。

国際学級とは？
What is the International Class?

言語経験の違い

国際生の割合
啓明学園では、年度途中であっても編入を受け入れています。そのた

め、高学年になるほど、国際生の割合は高くなる傾向にあります。

2015 年度11月時点

国際生とは？
Who are the International Students?

国際生・帰国生は複数の言語を持ち合わせています。海外歴や家族構成、

文化背景によって生活言語や思考言語が異なります。一人ひとりの言語

を大切にしながら指導するシステムがあります。

24%
初等学校

Elementary School

30%

Jr. High School

中学校

37%

High School

高等学校

Returnee

Home Study

International school

Bi-cultural Families

Non-Japanese Parents

0807
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カリキュラム 教科教育Curriculum

視野を広げ、将来の思考力を育てる
Broadening the Mind and Growing Thinking Skills

国 語

「生きる力を育てること」は、「言葉を育てる」

ことに直結します。心に感じるもの、内面か

ら表現したい―と湧き出る思いがなけれ

ば、言葉との感動的な出会いはありません。

五感を通して磨かれる豊かな感性を土台とし

て、段階的な指導で確かな認識力、表現力を

育てます。

Japanese 算 数

算数はまず数字ではなく、具体物に手で触れ

る学習からスタートします。目に見える具体

的な数を感覚で捉えてから、徐々に抽象的な

概念を身につけていく方が、より理解が深ま

り効果的な学習法となります。論理的に考え

る力もまた土台から、ゆっくり、しっかり育

てていきます。

Mathematics

図 工

学園の豊かな自然の中で、子どもたちはゆっ

たりとした時間を過ごし、独特の色の捉え方

をします。新緑と夏の緑では輝きが違う緑だ

ということ。絵の具の緑は、自分たちが出会っ

てきた緑とは別だと知っています。多くの体

験に裏打ちされた感性は、その子の一生の財

産になります。

Art 体 育

本校は、プロサッカーコート並みの広さのグ

ラウンドをはじめ、さらに２つのグラウンド、

初等専用の体育館もあり、常に伸び伸びと思

い切り体を動かすことができる恵まれた環境

です。その中で、子どもたちは、体を動かすこ

との楽しさを存分に味わいながら、体育活動

をしています。

Physical Education

図書

木のぬくもりを感じるログハウス調の建物の

中で、子どもたちは小さな主人公と共に様々

な感情を経験し、豊かな感性を育みます。名

作、冒険、ファンタジーなど自分で読めるジャ

ンルを広げていき「かけがえのない1冊」に

出会う土台を身につけます。週1時間、1～5

年生は図書の時間があり、年間平均で1年生

は約120冊、6年生は約40冊に触れています。

Library 総合

総合の時間は、子どもたちと教師が共につく

り上げる学びの時間です。各教科で学んだ知

識や技能を、生きる力へと発展させていきま

す。子どもたちの興味関心や疑問からスター

トする学びは、5つの柱※に沿った、様々な学

習テーマに発展していきます。6年間の学び

が次第につながり合い、深まっていきます。

※5つの柱：自然・いのち・くらし・国際理解・平和

Integrated Learning

社 会

社会の学習は、見学や体験学習、人や物との

出会いを大切にし、書物だけでは得られない

生きた知識を身につけていきます。そのよう

な学びを土台にして、現実社会の問題を主体

的に考え、主権者として生きる力を育てます。

Social Studies 英 語

言語を学ぶことは、背景にある外国の文化を

学ぶことにもなります。英語の授業は、全学

年毎週２時間ずつ行います。外国語として英

語を学ぶ一般英語クラスと、主に帰国生など

が英語を学ぶ国際英語クラスに分かれていま

す。初等から英語検定に合格する子どもたち

も少なくありません。

English

理 科

学園内の自然を題材に、五感で「面白い」と感

じることから学習は始まります。中学年では、

丁寧に見ることで物の本質を感じ取る力を育

てます。高学年では、多くの実験を通して、

じっくりと考察し、理論的な学習をしていき

ます。疑問に思ったことを自ら解決していく

力を育てます。

Science 聖 書

道徳の時間に代えて全学年に週１時間の聖書

の授業があります。６年間で聖書全体をバラ

ンスよく学び、神様の大きな愛に触れた子ど

もたちの心は、よく耕された畑のように豊か

に成長します。高学年では、ハンドベル演奏

にも取り組んでいます。

Bible

音 楽

音楽の学習は、「一人ひとりの声を丁寧に育

てる」ことを何より大切にしています。子ど

もたちが協力して音楽表現をする過程で、互

いに共感したり、助け合う心が自然と芽生え、

そこから美しいハーモニーが生まれてきま

す。そうした、本校ならではの表現活動を楽

しむ授業を行っています。

Music

◎ 6 年間の授業時数

国語（図書） 算数 総合 社会 理科 音楽 図工 体育 英語 聖書 特別活動

1年 6（1） 4 3 2 2 3 2 1 1

2年 7（1） 5 3 2 2 3 2 1 1

3年 7（1） 5 2 2 2 2 2 2 2 1 1

4年 7（1） 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2

5年 6（1） 5 2 3 3 2 2 2 2 1 2

6年 6 5 2 3 3 2 2 2 2 1 2

09 10
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アフタースクール
2+2で英語に触れる機会があります！正規の週2時間に加えてアフター

スクールを週2時間受講することができます。iPad、本、文化的な活動を

通して4技能のレベルを上げていきます！

啓明の特徴ある取り組み 教科教育Keimei's Special Features 

アクティブラーニングから

アウトプットまで

体と心をたくさん使い、考え、伝え合い、互いの学びを共有し、尊重し合える授業を大切にしてい

ます。アクティブラーニングという言葉が広まっていますが、本校では既に「 学び合う授業 」とし

て展開しています。子どもたちは、学習に対して自ら課題を発見し、解決に向けて主体的・協働的

に探求します。それらを様々な方法で表現し、発表し合うところまで、取り組みます。

感覚で身につける英語！

言語を学ぶ根幹である、耳作りをします。良い音を耳から聞き、1 年生から 3 年生では語彙を増や

し、４年生からは文を意識した学びを深めます。英語の語順を感覚で身につけ、様々な文法事項を

耳から学びます。理屈で学ぶのではなく耳から。子どもだからできる学び方です。１年生から６年

生まで週 2 時間は英語の世界の中で英語力を育てます。

学び合う
子どもたち
Active Learning

英語教育

English

Actively Learning Together,
Then Sharing with Others

Acquiring English!

Feature 01 Feature 02

英語歌
日本語とは違う英語特有のイントネーション、リズムを、歌を通して習

得していきます。１年生から６年生まで、アメリカやイギリスで歌われ

ている童歌から懐かしの名曲、映画で使われている曲まで触れます。

少人数教育
少人数だからこそ話す機会がたくさんあります。　　　　　　　　　　

早口言葉や自己紹介など、全員がみんなに聞いてもらうチャンスがあ

ります。

Educating in Small Numbers

After School English英語劇
英語で役になりきります！　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ただ英語を暗記して言うだけでなく、意味を理解し感情を込め、それ

を仲間とつくり上げていく一つの劇です。

English Plays

English Songs

自分一人で考える 二人で考えてみる、
グループで

交流してみる

クラスで共有し
発表し合う

見つける
課題発見

課題共有

深める
主体的・

協働的活動

伝え合う
全体共有

発表表現

アクティブラーニング アウトプット

一
人
ひ
と
り
の
深
い
学
び
に
つ
な
が
る
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体験学習 Learning Through Experiences 

様々な体験を通して、豊かな心を育てる

03

0401

02

様々な人や物と直接出会い、触れ合うことで生まれる感動を大切にしています。人は感動すると、自分でできることを探ったり

行動しようという気持ちが生まれます。その気持ちを日々の学習につなげていくことで豊かな心が育まれます。

Through Experiences, the Heart Grows

We value the excitement that comes through meeting new people and learning new things. When excited, people try to find things they can do or have the motivation to do 
things. Connecting everyday study and this feeling of excitement helps the children to grow. 

01     自然に触れ合い、クリエイティブに遊ぶ
Playing Creatively in Nature

１・２年生を対象に、「森遊び」を実施。子どもたちは、学園内の雑木林で、

がけすべりをしたり、丸太のシーソーをつくるなど、自由に遊びを考え

ます。指導者は見守りに徹し、子どもたちは、未知の自然に対して、自分

がチャレンジできること、回避すべきことを体で覚えます。これは普段

の学習や生活において、主体的に考える力として生かされています。

03     修学旅行
School Trips

京都・奈良・広島2泊3日の旅に出かけます。広島では碑巡りガイドさん

と一緒に見学をし、被爆体験者のお話を聞き、平和を見つめ直します。

02     多彩な国際ゲスト
Internationally Diverse Guests

外国からのお客様も多く、ゲストティーチャーとして迎え学習をしてい

ます。国際交流が身近にある環境の中で、世界への視野を育みます。

04     農園活動　>>詳細はP14へ

Activities on Our Farm

学園内には広い農園があり、総合の時間を利用して、農業を体験。米、麦、

サツマイモ、大豆、トウモロコシなどを栽培し、食の大切さや自然との関

わりを学びます。

学園内の森と農園でこんな活動をしています！
Things We Do on Our Farm and in Our Forest!

◎ たくさんの自然体験ができる環境が、ことばの豊かさと生きる力の土台になっています。
　  Being surrounded by nature expands our experiences and is the foundation of living. 

自然との様々な出会いは、子どもたちの心に深く刻まれます。 「 すごい 」 「 ふしぎ 」 「 なんでだろう 」 「 きれいだな 」 

「 おもしろいなあ 」……。心揺さぶられる体験は、子どもの人格形成に一番大切な栄養となります。

例えば「 田植え 」。泥がネバネバして気持ち悪いけど、入っていると温かくて気持ちいい。一枚の田んぼに植えるだけでも、

腰がしびれる大仕事。そんな体験を経てからの言葉は、知識だけからくる言葉よりも豊かなものになります。

啓明学園では 2014 年度より、朝と放課後の時間を使って、通常の授業とは異なるスタイルで新たな取り組みを展開。

学力と未来を生きる力を養います。

Additional Learning Opportunities 課外学習

毎日の積み重ねが、応用力の基礎となる

毎朝10分間、漢字の読み書きや計算、英

語視写など基礎的な問題や課題を繰り返

し行うことで、集中力と論理的な思考を

養います。

朝学習　　Morning Study

日時 月〜金曜日の 8 時 45 〜 55 分

対象 全学年

教科

国語（漢字の読み書き、スピーチなど）
算数（プリントやドリルを使った既
　　　習事項の復習）
英語（ニュースや物語の視写など）

型にとらわれない学習で、一歩先の力を身につける

そろばんや英語の体験学習、授業とは異なる学びを通し、児童の好奇心を刺激し、その力

を一歩先へと伸ばします。

アフタースクール　　After School Activities

そろばん E.I.G.　 Club（英語）

活動日
月曜日の7時間目（15:40〜16:25）
金曜日の6・7時間目（14:50〜16:25）

火曜日の7・8時間目（15:40〜17:15）
水曜日の6・7時間目（14:50〜16:25）
金曜日の6時間目（14:50〜15:35）

【金曜日のみ1〜3年生のインター対象】

対象学年 3〜6年生 1〜6年生

内容

そろばんを通じて、算数に必要な計算処理
能力・集中力・忍耐力を身につけます。
外部のそろばん塾と提携しているので、検
定試験を受けることができます。受講児童
全員が珠算検定11級から7級を取得。

聞く、話す、読む、書くをバランス良く学習し
ます。タブレットやCD等を使いながら個人
のペースで進めていきます。また、授業時に
扱わない特別テーマ、歌、ゲーム、料理、英
検などにも取り組んでいます。

田んぼで田植え、刈り取り♪ 畑で麦を育ててます ♪

13 14
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「 今日も一日お守りください―」。学園生活は毎朝、全校礼拝から始まり

ます。聖書の御言葉を胸に、穏やかな気持ちで 1 日を過ごします。

拝島駅、八王子駅から学園直通バス、また、立川駅からは学園前停留所にバ

スが止まります。子どもたちはバスを利用して安全に通学しています。

▶ JR 立川駅から 約 25 分

▶ JR 拝島駅から 約 6 分

▶京王八王子駅から 約 20 分

▶ JR 八王子駅から 約 30 分

バスによる安心・安全な登下校 エリア別在校生人数

▶東京都

　昭島市   29 人

　立川市 26 人

　八王子市 29 人

　福生市 22 人

　東大和市 5 人

　青梅市 9 人

　日野市 5 人

　国立市 4 人

　小平市 2 人

　国分寺市 5 人

　あきる野市 12 人

             など

▶埼玉県  4 人

▶神奈川県 6 人

バスケットボール

バレーボール 創作

サッカー 野球 バドミントン

音楽

運動クラブ

リボン エンブレム

機能性

文化クラブ

登校
8：20 ～

始業

8：20 ～ 8：35

礼拝

8：35 ～ 8：45

HR

9：00 ～ 9：45

第 1 時間目

8：45 ～ 8：55

朝学習

9：50 ～ 10：35

第 2 時間目

10：35 ～ 11：00

中休み

11：05 ～ 11：50

第 3 時間目

11：55 ～ 12：40

第 4 時間目

12：40 ～ 1：25

昼食休憩

1：30 ～ 2：15

第 5 時間目

2：20 ～ 3：05

第 6 時間目

3：05 ～ 3：30

清掃／ HR

1 日の生活

通 学

Daily Life

Commute

お昼はお家の人の愛情込もったお弁当と、学校で用意される牛乳をいただ

きます。

僕たちの1日を

見てみよう！

先生が優しく
教えてくれます！

授業は

こんな感じ！

大人っぽい色に

変わりました！

おいしそうな

お弁当！！

75 年間受け継がれてきた伝統のオックスフォードスタイルに、新たに「 啓

明学園らしさ 」のイメージをプラスしたスタイル。新色「 Keimei Blue 」を

キーカラーとし、リボン、スカート、上着の素材にも織り込んだオリジナル

性の高い新制服です。新「 啓明学園スタイル 」で未来へ向けて挑戦してほし

いという願いを込めました。

4 年生以上は毎週 1 時間クラブ活動に励みます。子どもたちにとって待ち遠

しい時間のひとつです。

昼 食

服 装

クラブ活動

Lunch

Uniform

Club Activities

スクールライフ School Life

NEW

2017年4月より、制服がリニューアルします！

下校

Boys

Girls

1

PO
INT

2

PO
INT

3

PO
INT

この制服は、汚れが付きにくく、もし汚れて

も水で洗い流せる新素材「シャワーウォッ

シュ」を使用し、機能性もさらに高めました。

Keimei Blue を ベ ー ス

色にチェック織を施し

たオリジナルです。

啓 明 学 園 か ら 世

界 へ は ば た い て

ほ し い と い う 願

いを込めました。

15 16
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Spring

Summer

Autumn

Winter

春 夏 秋 冬
・入学式 ・水泳教室

   （サマーランド）

・北泉寮宿泊体験学習 
  （３年生）

・東北宿泊体験学習 
  （ 5年生）

・運動会

・遠足 ・奥多摩宿泊体験学習 
  （４年生） 

・音楽キャンプ ・修学旅行
  （６年生）

・マラソン大会

・クリスマス礼拝

・学芸会 ・授業参観
 （ 音楽発表会 ）

・学習発表会 ・卒業式

四季の彩りのなかで、感性を磨く
Events

季節ごとの様々な行事を通して、子どもたちは大きく成長します。

入学式

奥多摩宿泊体験

遠足

マラソン大会

音楽発表会

卒業式

修学旅行

クリスマス礼拝

運動会

体験学習

北泉寮宿泊体験

東北宿泊体験

学芸会

学習発表会

17 18
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主要大学現役合格実績

GRADUATE’S VOICE 01 PARENT'S VOICE 01

PARENT'S VOICE 02GRADUATE’S VOICE 02

自然豊かで、国際的な環境で成長してほしいという両

親の方針で、初等学校から啓明学園に入学しました。

初等学校の頃、多国籍の方のお話を聞く機会が多くあ

り、国際協力や国際問題について興味を持ちました。

現在、国際的な問題を日本の視点からだけでなく世界

的な視点に立って考えられるよう日々学んでいます。

3 人の子どもたち（ 長男 4 年生、次男 2 年生、長女年

少 ）は、イギリスで生まれ、日本に帰ってきました。

啓明学園が、帰国子女を受け入れるパイオニア的な

学校と知り、編入をさせました。初等学校の環境は、

日本で生まれ育った子・外国で育った子・外国籍の子

など国際的で、日本語があまり得意でなかった我が

子にも、とても安心できる環境でした。

先生方は、子ども達のことをしっかり見てくださいま

した。友達関係で辛い時も、何かに一生懸命取り組ん

でいる時も、迷い悩んでいる時も、喜びに満ちている

時も、近すぎず遠すぎない距離感で、子どもの自主性

を尊重してくれました。

私自身も12 年間、啓明学園でお世話になりました。

校庭がとても広く、自然に溢れ、様々な生き物と出会

い、暗くなるまで遊んだ、素晴らしい学校を我が子に

も経験をしてほしく、入学させました。個性を尊重し

てくれる先生方のもと、“自分の心で判断する大切さ”

“ 海外の友だちと触れ合う対応力 ”が身についてい

るように感じます。他言語に対するコンプレックスも

なく、人の良いところを素直に認める子どもたちを見

て、嬉しくなります。

あらゆる面でグローバル化が当たり前の時代になっ

てきましたが、啓明学園は 75 年を迎えても、その精

神はしっかりと受け継がれているように感じます。

啓明学園は、海外経験のある友人や異文化交流の機

会も多く、世界との距離が近い学校です。友人の中に

は、在学中に留学や自分の夢を追いかけている人が

多く、お互いに刺激し合い自己の目標を見つけ頑張っ

ていました。私も、教師になるという夢を見つめ、今

大学で勉学に励んでいます。

広い視野を持つこと、異文化交流

の楽しさを学びました。

子どもたちが考えや意見をしっかり持ち、

自分の言葉でみんな伝え合う環境。

豊かな自然の中で、子どもたちが

“心”も“身体”も成長できる環境。

それぞれの個性を認め合うことの

大切さを知りました。

上智大学
総合グローバル科在学 

粕谷 汐里さん

保護者

園田 明子さん

保護者

三浦 晃弘さん
國學院大學

人間開発学部在学 

青木 祥太朗さん

12年間一貫教育
12 Years of Continual Education

大事な成長過程を、学習指導・生活指導・情操教育の方針が保たれた中で過ごすことは、子ども達にとって、

学習の実現・安定した情操の育成に繋がります。落ち着いた環境で、伸び伸びと子どもの夢を育てたいと願っています。

将
来
の
夢
や
目
標
の
実
現
へ

啓明学園でのスクールラ

イフを通して自分と向き

合い、社会の中でどういう

人になりたいのかを思い

描きます。自分と社会につ

いて知ることは、大きな夢

に向かう第一歩です。

大学や職業についてのガ

イダンス等を活用し、将来

夢や目標を実現するため

にどのようなステップが

あるのかを学びます。高校

2年次には、自分の進路に

向け最良の決断をします。

初等学校 6 年間 高等学校 3 年間中学校 3 年間

CREATE自分を知る

社会を知る

夢を探す

大学を知る

職業を知る

決断
する

自己実現を
目指す

国公立大学

私立大学

海外進学

APPROACHIMAGE

人との出会い、自然や社会

との出会いを通して豊か

な感性を培い、自分も周り

の人も大切にする心、世界

市民として共に生きるこ

とのできる力を育んでい

きます。

学ぶ喜びを
知る

人とつながる

興味や
問いをもつ

FEEL

国公立大学 2014年度 2013年度 2012年度

東北大学 1

埼玉大学 1

東京学芸大学 1

東京工業大学 1 2

横浜国立大学 1

横浜市立大学 1

私立大学 2014年度 2013年度 2012年度

早稲田大学 1 2 9

慶應義塾大学 3 2 5

上智大学 9 7 7

国際基督教大学 3 3 2

明治大学 3 2 5

青山学院大学 4 8

立教大学 5 6 2

中央大学 3 6 4

法政大学 7 4 2

学習院大学 2 2 2

東京理科大学 1 2 5

芝浦工業大学 1 1 1

関西学院大学 2

立命館大学 2
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02

06

0401

08

05

03 07

周辺環境
Environment

雄大な多摩川の自然の中で、四季の変化を全身で受け止めながら学校

生活を送ります。そうした環境の中でこそ、感じ取る力が豊かになって

いきます。

01 ｜ 学園全体 04 ｜ 聖書講義室 07 ｜ 学園の森

02 ｜ 北泉寮 ー春ー 05 ｜ 初等学校図書館 08 ｜ 北泉寮 ー冬ー

03 ｜ みんなの砦 06 ｜ 初等学校体育館
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