
※ＡＯ入試は本校を第一志望とされる方を対象にしています。
　詳細はホームページをご確認ください。
選抜方法： 知能検査・運動機能検査・集団行動観察・面接（保護者、本人）約15分
　　　　　※面接に先立ち、アンケート調査があります。

2017年度 児童募集概要 公開行事

参加ご希望の方はあらかじめお電話にてご連絡ください。

運動会　5月22日（日）
雨天時は29日（日）に延期

入学個別相談・学校見学　随時実施しています。
予めお電話にてお申込ください。

プリ・プライマリー　クラス

Pre-Primary　　　Class
米国式入学前プログラムで三育教育を体験するとと

もに子供の基礎能力と環境適応力を高め、小学校へ

のスムーズな移行と学習効果の向上を実現します。

詳細はお問い合わせください。

ＡＯ入試 第一期 第二期
願書配布開始日
募 集 人 数
願 書 受 付 開 始 10月 12日（水） 10月 12日（水） 11月 14日（月）
願 書 受 付 締 切 11月   1 日（火） 11月 10日（木） 12月   1 日（木）
試 験 日 11月   3 日（祝） 11月 13日（日） 12月   4 日（日）
合 格 発 表 日 11月   4 日（金） 11月 14日（月） 12月   5 日（月）
入 学 手 続 11月   8 日（火） 11月 16日（水） 12月   7 日（水）

9月 1日（木）
男女 25名

■吉祥寺・荻窪・武蔵関・大泉学園の
　4駅からのバスが便利です

バザー　10月9日（日）

クリスマス礼拝  11月27日（日）
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principal校長

平田 理 Makoto Hirata

校 訓

だから、何事でも人々からしてほしいと
望むことは、人 に々もそのとおりにせよ。

　　　　　　　　　　　　　聖 書

Contents
豊かな心と健やかな体、
高い知性をバランスよく伸ばします

東京三育の教育の特色 p2

［徳育］ 豊かな心を育てる

自ら考え、検証し、表現する力と
あくなき知的好奇心を伸ばします

［知育］ 学習指導の特長 p6

全学年、毎日英語授業！世界のニーズに
応えられるコミュニケーション力を伸ばします

［知育］ 英語教育 p8

自分も他者も尊重できる共生の心を
キリスト教の教えを通して身につけます

p4

［体育］ 健やかな体を育てる

体を鍛えるだけでなく、食育にも取り組み、
内面から健やかな体をつくります

p10

学校生活

様 な々行事や活動を通して、
児童の創造性や主体性を伸ばしていきます

p12

周辺環境

都会の便利さと豊かな自然が共存する
最高の環境で、安心して学べます

p13

三育ネットワーク

中学進学への取り組み

国内はもちろん、
全世界につながる三育ネットワーク

p14

系列の三育中学校をはじめ
一人ひとりに相応しい多様な進学を実現します

p16

卒業生・保護者へのインタビュー

「三育でよかった！」
生のメッセージをお届けします

p17

　ますますグローバル化が進む社会。今の子ども

たちが主役になる時代には、多種多様な価値観

が今以上に混在する社会になっていることでしょ

う。そのような中にあって、自分をしっかりと保ち

ながら、他者と協調し、世の中をより良く、より豊

かにしようと努力する人物を育てることが三育教

育の使命です。

　三育教育はキリスト教の価値観を中心に据えて

おり、聖書に示されている霊性（Spiritus）と知性

（Mens）と身体（Corpus）の調和のとれた人間像

の全的回復を目的にしています。その実現のため

に、自己の中に確固たる信念を抱きつつ、他者の

尊厳を重んじ、より良い社会の形成の為に協調

し、具体的に貢献できる人物の育成を目指してい

ます。それは、互いに与えられた命を尊び、互いを

無二の存在として認めることから始まり、他者を

理解し、受け入れ、愛し合う生き方を選択する子

どもの成長を促すことでもあります。

　東京三育小学校は、世界のどこに行っても、神

さまに愛されている人として、平和を創り出し、

「誰かのための自分」を生き、献身的に働く人物

を育て、応援し続けます。本校の子どもたちの輝

く個性と、将来に向けた学びと活動を是非ご覧く

ださい。



豊かな心と健やかな体、
高い知性を
バランスよく伸ばします
体系的な学びのスタート地点である小学

校は、その後の中等教育、高等教育、

そして社会人になった後も生涯続く学び

の原点です。ここでどのように学び、ど

のような力を蓄えていくかが、その後の

人生を切り拓く力に大きく影響します。

東京三育小学校では、「三育」の名が

示す通り、「徳育」「知育」「体育」の

バランスの取れた教育を重視していま

す。その中でも一番重要視しているの

が、「どのように生きるのか」という基

本姿勢を学ぶ徳育。キリスト教を通して

社会や自分の将来を見つめる視点や、

自他共に尊重しあう姿勢を学び、人生

を切り拓くための確固たる礎とします。

「知育」では、単なる知識の集積をする

のではなく、あらゆる物事に対する知

的好奇心を芽生えさせるとともに、考え、

検証しながら学び続ける姿勢とそれを

正しく世に伝える表現力を伸ばします。

さらに「体育」では、授業や課外活動

を通して体を鍛えるのはもちろん、食育

を重視して内面から健やかな体をつくり

ます。

Features of
EDUCATION
東京三育の教育の特色

2
自分も他者も尊重できる

共生の心をキリスト教の教えを
通して身につけます

豊かな心を育てる P.4

3
体を鍛えるだけでなく、
食育にも取り組み、

内面から健やかな体をつくります

健やかな体を育てる P.10

1Feature

［体育　］Physical 
Health

［徳育　］Sense of 
Virtue

自ら考え、検証し、表現する力と
あくなき知的好奇心を伸ばします

［知育　 ］Intelligence 
and Curiosity

学習指導の特長2-1 P.6

E
FeatureFeature

東京三育の英語教育 P.82-2
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東京三育小学校では、全ての教育の中

心にキリスト教が確固たる土台として据

えられています。朝の礼拝に始まり、

授業前のお祈り、聖書の授業、聖書の

言葉の暗記、また土曜日の教会出席な

どを通して、私達一人ひとりが神様に愛

されているかけがえのない存在であると

理解することを、何よりも大切な教育の

柱としています。

自分が神様に愛されている大切な存在

であることを受け入れることで、児童た

ちは物事を肯定的に捉え、何事にも積

極的に挑戦する姿勢を自然に身につけ

ることができます。また他者も同様に神

様に愛される存在であることを理解する

ことを通して、他者の意見を尊重し、お

互いの理解を深める姿勢を身につけま

す。

自分も他者も尊重できる
共生の心を
キリスト教の教えを通して
身につけます

豊かな心を
育てる

1Feature

徳育
Sense of  Virtue

Cultivating a 
Sense of Virtue
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［奉仕活動］

［祈祷週］

社会と自分とのつながりを早い時期に認識し、お互い助け合い、

感謝しあうことの喜びや大切さを体感するために、奉仕活動に積

極的に取り組んでいます。近隣ので清掃活動を行うほか、老人福

祉施設に手作りのプレゼントを携えて訪問して、クリスマスの劇や

歌を披露するなど様 な々活動をしています。訪問先でご老人から

喜んでいただけるのは児童達にとって何よりの楽しみでもありま

す。これらの活動を通して、児童達は自己利益ばかりを追求する

のではなく社会全体の利益を考え、行動できる人間としての資質

を磨くのです。

助け合い、感謝しあうことこそ
人生の喜びであることを体感します

各学期に一度行われる祈祷週では、近隣の牧師をお招きして一週

間朝の礼拝でお話をしていただき、様 な々角度からキリストの愛

の素晴らしさを学びます。また毎年２月に行われる卒業祈祷週で

は、卒業を控えた６年生が学校生活を振り返りながら、神様の愛

を感じた体験や聖書の教えを心の土台として歩んでいく決心を、

自分自身の言葉で話します。一人一人が自分の考えをしっかり持

ち、これからの生き方について真剣に考えている姿を見ることが

できるのは、大変感動的であり、子供たちの成長を実感すること

のできる時です。

各学期に一度行われる祈祷週で
キリストの教えを深く理解します　

　ＳＳＴのアプローチを取り入れることで、コミュニケーションスキルやセルフコントロールスキルなど、社会の中で他人と交わり、共に
生活していくための能力を養います。周囲の人との円滑な交わりは、穏やかでのびのびとした学校生活の土台である情緒や自己有用
感を育み、子ども本来の力を最大限に引き出すことを可能とします。全教師がこのことを念頭に置いて、子どもたちと関わっています。

ソーシャルスキルトレーニング（ＳＳＴ）

　キリスト教教育と道徳教育を同一視される方もいらっしゃいますが、キリスト教教育は礼節やマナーなど、一般的に道徳教育と
言われるものではありません。
　グローバル化が進む現代社会では異なる文化や価値の混在によって多くの問題が発生しています。誰もが納得するような答えや
解決方法を見いだすことは困難です。しかし、それでも社会秩序を維持し、より良い社会を創り出すためには、自分が何を正しいと
するのかという基準と、他が何を正しいとしているのかを適切に判断する力が求められます。また、ひとり一人の良心が問われ、個々
の心のひだで感じるような公徳心や道徳心を涵養する必要性が、ますます高まっていくでしょう。
　キリスト教教育は聖書に示されている倫理観に深く根ざしています。聖書の中に連綿と流れる教えは、その学びを通して内的な
感性を磨き、生きていく上で必要な心の依り所となる信念を育み、「神さまは真実をご存知で、ご覧になっておられる」という内発的
動機付け（信仰心）を確立させるのです。仮に社会や帰属する集団が揺らぐような状況に陥っても、何が正しいことで正しくないこ
となのかを見極める判断力と、必要ならば、孤立する事さえも恐れずに、自分の信仰を心の拠り所として、凛と立つことができる人
物を育てます。

キリスト教教育と道徳教育について



2-1Feature

知育
Intelligence and 

Curiosity

自ら考え、検証し、
表現する力と あくなき
知的好奇心を伸ばします
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学習指導の
特長 Educational

Uniqueness

小学校で学ぶべき知識や基礎学力の構

築は当然のこととして、本校では何より

も児童の知的好奇心の芽を伸ばし、「な

ぜ？」「もっと知りたい！」という主体

的な学習欲求を引き出すことを最大の目

標にしています。何事にも興味を持ち、

情報を集め、自分なりに考え、仮説を

立てて検証していくプロセスを身につけ

ることが、中等・高等教育においても

大きなアドバンテージになるとともに、

社会に出てからも様 な々問題を解決して

いく上で非常に重要になるからです。

授業では教師が答えを押し付けるので

はなく、一人ひとりの思考プロセスをリー

ドすることに重点を置いており、自ら解

答を導き出し、「できた！」「わかった！」

という喜びを体感させます。この喜び

の蓄積が学習意欲の向上につながり、

その結果一人ひとりの知的好奇心と学

力が伸びていくのです。
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１枚ごとに「目安時間」が設定されたプリント教材を、自分で
ストップウォッチを使って時間を計りながら解答し、合格する
（習熟する）まで取り組みます。ストップウォッチで計った学
習結果を「らくだ学習記録表」に記入することで、学習の習熟
度や到達度を視覚的に把握しながら基礎学力を高められます。

「らくだ学習」で基礎学力を高める
世界に広がる三育教育ネットワークを駆使して、地球規模の
国際交流を行い、グローバルな視点で思考できる力と、多様
な文化を受け入れる力を伸ばします。2016年度はグアムと香
港の系列中学校が本校を訪問予定。年齢的にも少し大人の
彼らから本校児童が受ける知的刺激は大きなものになります。

系列校との地球規模の国際交流

豊かな感性と深い洞察力、そして
表現力を身につけるために、本校
では優秀で経験豊かな指導者が
音楽や図工を指導します。大人の
価値観を押し付ける指導ではなく、
一人ひとりの個性を大切にしなが
ら多彩な表現力を伸ばします。

豊かな感性を伸ばす情操教育
希望者は放課後に校内でピアノ
のレッスンを受講できます。年に
一回、レッスン受講者のピアノ発
表会も行われます。

ピアノレッスン（希望者）

一人ひとりに目の行き届く少人数指導

ノートパソコンや電子黒板を積極導入

1学年１クラス定員25名という少人数体制で、一人ひとりに対して

きめ細やかなケアをしながら学習を進めています。全ての児童と

十分なコミュニケーションを取り、一人ひとりの個性を十分把握し

た上で、その個性を受け入れ伸ばしていきます。早い時期に自分

の個性を認められ、受け入れられた児童は、良い意味での自己肯

定感情を持ち続けることができ、どんな場面でも自分らしさを伸

ばし、成長し続けようとする姿勢を持ち続けることができるので

す。

一人ひとりの児童が教師と
個人的コミュニケーションを持つために

各教室に無線LANの設備が整えられ、１人が１台のノートPCを

教室で利用できる環境が整えられています。必要に応じてノート

PCを取り入れた授業を積極的に行うことで、通常の授業形式だ

けでは伝えきれない内容まで深く掘り下げて学ぶことができま

す。

また各教室に設置されている電子黒板を用いて、デジタル教科書

を使った授業も積極導入しています。通常の黒板では表現しきれ

ない正確な図形や写真、動画など、視覚効果を最大限に活用する

ことで理解を深めます。

図形・写真・動画など、
視覚効果を存分に活用して学ぶ　



［東京三育小学校の英語教育の特色］

全学年、毎日英語授業！
世界のニーズに応えられる
コミュニケーション力を伸ばします
アメリカに起源を持つミッションスクールと

いうこともあり、本校では創立以来英語教

育に力を注いでいます。全学年、毎日英語

の授業があります。その内容はネイティブ

教員による完全に英語のみの授業と、バ

イリンガル教師による補足説明以外は全

て英語の授業という本格的なものです。

また、児童が自然に英語に親しめるように

学校生活のさまざまな場面で英語を使う

機会を設けたり、ミッションスクールとして

の聖書の授業などを通して英語文化の背

景にあるキリスト教の思想や価値観を学

ぶことにより、他者理解を深め、国際人と

しての真のコミュニケーション能力を育て

ます。系列高校の国際英語コースを経て

海外の大学に進学し、世界中で活躍する

卒業生も少なくありません。卒業までには

英検４～５級合格レベルの英語力を身に

つけ、中には3級や2級まで取得する者もい

ます。

2-2Feature

知育
Intelligence and 

Curiosity

英語教育 English Language
Program

1年生の学習目標 
（20分×週9回）

●歌やアクティビティーを通し
て体全体で英語に親しむ

●あいさつ、天候、曜日、名前や
年齢、色や動物、身近な事物等
の名前や、動作、基本的な文章
パターンを学ぶ

●モデルをリピートすることで
発音を学ぶ

●小グループの補習で個人指導
を行う

2年生の学習目標 
（20分×週5回）

●引き続きアクションを多用し
リピーティングを通して学ぶ

●動詞句を中心とした基本構文
を多く学び短くても対話がで
きるようになる

●自分の気持を表現したり自己
紹介ができるようになる

●絵本暗唱を通して単語や文法
を自然に学び英語特有のリズ
ムとイントネーション、ナ
チュラルなスピードを学ぶ

3年生の学習目標 
（20分×週5回）

●動詞句を中心とした基本構文
を増やしフルセンテンスでの
対話を目指す

●否定文や疑問文も含めた対話
を学ぶ

●英語の音韻体系の基礎を定着
させる

4年生の学習目標 
（20分×週5回）

●アルファベットを習得し書き
取りができるようになる

●名前が書けるようになる

●３年生まで音声的に学んだ事
を文字で確認、さらに定着さ
せる

●フォニックスの基本を学び単
語レベルのリーディングを導
入する

5年生の学習目標 
（20分×週5回）

●フォニックスルールを用い
てスペリングや文章レベル
のリーディングを学ぶ

●チャンツを通して単語やリ
ズム、イントネーションやナ
チュラルなスピードを学ぶ

●反意語のペアで形容詞を学ぶ

●プレゼンテーションを通し
て英語で発表する態度を養
い、自己及び他者を評価する
姿勢を育てる

6年生の学習目標 
（20分×週5回）

●動詞の時制とそれに付随する
副詞を学ぶ

●発音記号とともに辞書の使い
方を学ぶ

●筆記体を学ぶ

●既習の知識を用いてリスニン
グ、スピーキング、リーディン
グ、ライティングを総合的に
学ぶ
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●英語で聖書、讃美歌、お祈りを学
ぶ

●言葉とその概念を同時にイン
プットできるよう、アクションを
積極的に取り入れる

●英語の絵本をテキストとして学
ぶ

●日直が授業開始時のルーティー
ンを英語で行う

●季節ごとに英語圏の行事に因ん
だ文化や歴史を学ぶ

●定期的に英語での発表会を行う

1～3年生 音声的インプットを多用し、「聞く」「話す」を中心に学習 文字・フォニックスを導入し、「読む」「書く」も加えて学習４～６年生全学年共通

校訓を実現させるツールとして英語を学ぶ

「何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもその通りにせ

よ」　一人でも多くの人の必要に応えるには、今や国際的なコミュニ

ケーション能力が求められる時代です。本校では、この校訓を実現さ

せるためのツールとして英語を学んでいます。

とにかく英語を好きにさせる

言葉の習得が「お勉強」になる前に英語に親しむことによって、「英語

は楽しくて大好き！」という前向きな姿勢を育てます。この動機づけ

は中学校以降の英語学習にも大きな推進力となります。

低学年のうちは「聞く」「話す」能力を伸ばす

母語と異なる音韻体系を習得する能力は、10歳前後を境に衰えていく

と言われています。東京三育では１年生から３年生まではオーラルコ

ミュニケーションに重点を置き、毎日音のシャワーを浴びて耳を育て

るとともに、日本人に難しいとされる発音も自然に身につけます。

高学年では「読む」「書く」能力を伸ばす

低学年のうちに日々音声的に学んだことを土台として、４年生以降は

会話だけではなく、文字とフォニックスを用いて「読み書き」の基本を

学び、文章を読んで正しく理解したり、自分の「言いたいこと」を作文

する力も育てます。

言語の背景にある文化を理解すると共に
他教科との連携も目指す

英語的な観念や発想を理解するた

めにその背景にある文化や歴史を学

びます。また言語教育と教科教育を

統合したCLIL(Content-Language 

Integrated Learning) というアプ

ローチを取り入れ、理科、社会、算

数、音楽、聖書など他の教科とのつ

ながりも深めます。



［食育］

［水泳教室］

本校では、原則ご家庭からお弁当を持ってきていただきます。６

年間毎朝お弁当を作ることは大変ですが、児童たちは毎日お弁当

をとても楽しみにしています。お弁当を開けるたびに自分のために

手間隙かけて作ってくれた方を思い出すことで、児童の心には感

謝の心が育ち、親子の絆も深まります。

なお、希望者は、三育ネットワークの健康食品会社が製造してい

る豆乳やカルシウム飲料を定期購入することができます。また希

望者には週に2回、学校でサンドイッチを注文販売しています。

※行事等で学校が食事を用意する場合は、アレルギー体質を持つ児童には個別対応しています。

ご家庭のお弁当は、感謝の心を育て、
親子の絆も深めます

全学年を対象に、近隣のスポーツクラブを利用して水泳の指導を

受けています。理想的な全身運動でありながら関節等への負担

が少ない水泳は、体幹づくりや心肺機能の強化などに役立ち、総

合的に体力を伸ばすことができます。

それぞれのレベルに応じて級が分かれ、一人ひとりに最適な指導

を受けることができます。水泳指導は一年を通して行われるた

め、児童達の水泳スキルも著しく向上します。さらに、万一水難事

故にあった時の護身術を身につける目的で、年に一度着衣水泳を

行っています。

水泳教室で
総合的な体力づくりを　

体を鍛えるだけでなく、
食育にも取り組み、
内面から健やかな体を
つくります

※卵乳菜食：卵と牛乳を摂取する菜食

3Feature

体育
Physical Health 健やかな体を

育てる Building up
Physical Health

健康な身体は、社会の第一線で活躍し

続けるための一番大切な土台。本校では

運動を通して身体を鍛えるだけでなく、

食育にも取り組み、真に健やかな身体作

りを行っています。

年間を通して行われる水泳教室で全身

運動をするほか、始業前に縄跳び、ラジ

オ体操、マラソン等を行い、基礎体力を

伸ばします。また休み時間には大勢の児

童が一輪車を自在に乗り回したり、球技

に興じたりと、児童達はまさに元気はつ

らつ、思う存分運動を楽しみ、自然に壮

健な身体づくりをしています。

一方食生活については、日々のお弁当に

卵乳菜食を奨励しており、ご家庭の食事

にもお勧めしています。卵乳菜食には、

低脂肪・高食物繊維でありながらバラン

スの取れた栄養が摂取できるという優

れた特長があり、内面から身体の健康を

作り、維持していくのに有効です。
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井の頭公園
吉祥寺駅近くにある、井の頭池を中心に作られた広
大な公園。四季折々の自然が楽しめます。

善福寺公園
善福寺池を囲むように作られた公園には、武蔵野の
昔ながらの自然が今も息づいています。

千川上水
江戸時代に人々の喉を潤してきた千川上水。本校近
辺では当時の姿のまま流れています。

吉祥寺駅
JR中央線、総武線、地下鉄東西線、京王井の頭線が乗り入れる吉祥寺駅はあ
らゆる方面からのアクセスが容易。広い範囲から通学できます。

制服紹介

School Calendar
学校生活

Surroundings & Security
周辺環境と安全対策

4
入学式
始業式
新入生歓迎会
授業参観

5
遠足
系列中学校見学会
運動会

7
個人面談
誕生会
終業式

8
夏休み

9
始業式
防災訓練
移動教室
［４年・５年］

6
祈祷週
修学旅行［６年］

10
授業参観
バザー
社会科見学
遠足

12
クリスマス礼拝
個人面談
誕生会
終業式

1
始業式
スケート教室

2
学習発表会
体験入学
音楽鑑賞会
卒業祈祷週

3
卒業生を送る会
誕生会
卒業式
修了式

11
祈祷週
水泳大会
入学選考試験 都内でも高い人気を誇る吉祥寺から至近距離にありながら、

緑も多く残る閑静な住宅街に立地する本校は、文字通り都会

の便利さと豊かな自然が共存する、学びには最高の環境が

整っています。JR、地下鉄東西線、京王井の頭線が乗り入れ

る吉祥寺駅と西武新宿線の武蔵関駅、西武池袋線の大泉学

園駅から、本校最寄りのバス停まで頻繁にバスが行き来して

おり、JRと地下鉄丸ノ内線の荻窪駅からもバス通学できま

す。また校内外の安全対策も十分にされているので、安心し

て学べます。

都会の便利さと豊かな自然が共存する
最高の環境で、安心して学べます

校内外の安全対策

一日の流れ 子どもたちが安心して学校に通い、学校生活を楽しめるよう、
東京三育では万全の安全対策をとっています。

登下校時におけるメール配信

全ての学校入口を施錠、
通学時間帯は教師が入口を見守り

校内外に10台の防犯カメラを
設置し、常時安全確認

緊急時にはメール配信によって
保護者への迅速な対応

8:15
8:20
 8:50
 9:05
 9:50
10:30
10:45
11:30
12:10
12:55
13:40
14:25

登校
礼拝・朝礼
朝の会・10分間読書・らくだ学習
1時間目（40分）
2時間目
15分休み
3時間目
4時間目
昼食・昼休み
5時間目
6時間目
7時間目

下校時間
5時限　14:15（最終下校15:00）
6時限　15:00（最終下校15:40）
7時限　15:45（最終下校16:20）
※1年生は14:15下校
※金曜日は全学年13:50下校

※放課後遊び
基本的には下校時間になりましたら速やかに
下校することとなっていますが、希望者は事
前連絡があれば最終下校まで校内で自由に
遊ぶことができます。

一週間の時間割（1年生の例）

掃除 掃除 掃除6

7

掃除

（１年生の下校時刻 14:15）

月 火 水 木 金 土

国語 国語 体育 掃除5 体育

朝 礼拝 国語／児童会

算数

音楽

算数

算数

朝の会（体操・縄跳び・マラソン）
10分間読書

1

2

4

3

国語 国語

生活

図工
算数

音楽
国語

（教会出席）

聖書の学び

礼拝

国語

英語
聖書

英語
聖書

英語
聖書

英語
聖書

英語
聖書

昼休み
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三育中学校と同様、キリスト教を柱とした24時間全人教育を行う全

寮制高等学校。もちろん全ての教員がクリスチャン。他の三育教育機

関同様、使命感に燃えて生徒の指導に当たっています。中学とは違

い大人への直前段階とも言える高校では、生徒それぞれの自覚と責

任感を尊重し、中学に比べるとより大きな自由が与えられます。生徒

達は24時間友と生活を共にする寮とい

うコミュニティーの中でさまざまな経験

を通して社会性を身につけるとともに、

自分の個性や特長を深く見つめなが

ら、社会人としての自分の将来を描き、

夢に向かって努力を続けています。

広島三育学院高等学校北浦三育中学校 広島三育学院中学校・沖縄三育中学校 

日本では数少ない全寮制中学校で、キリスト教を柱とした24時間の

全人教育を行っております。東京三育と同様、教員は全員クリスチャ

ン。キリスト教に基づく価値観を共有したスタッフが同じ敷地内に

居を構え昼夜を問わず生徒の指導に当たります。茨城県南部と広

島県、沖縄県と3校の三育中学校があり、それぞれの学校に日本各

地から生徒が集まり、寮生活を通して

自立した学びを続けています。共同生

活の中で生徒同士がお互い切磋琢磨

しあう中で、学習面はもちろん、協調性

やお互いを思いやる姿勢など、人格的

にも大きく成長できる環境です。

World-wide Saniku Network
三育ネットワーク

アットホームな雰囲気の中で自分らしさを伸ばす
三育の一貫教育
三育系列の中学・高等学校は全て全寮制。いずれも自然豊かな

環境に広 と々したキャンパスがあります。

中高時代の寮生活は生徒たちの自立的生活習慣を確立させるの

に非常に有意義です。各寮には舎監の住居が設けられているほ

か、他の教職員住宅もキャンパス内にあり、文字通り教職員と

生徒が生活を共にしています。朝夕の礼拝をはじめ、あらゆる場

面でキリスト教を土台とした生活を送る中で、単なる知識ではな

い協調性や相手を思いやる心を実践的に身につけることができま

す。また三育教育の伝統である国際教育や労作教育を通して得

られる経験は、社会に出たときに非常に役に立つと多くの卒業

生から評価されています。

高校は総合文理コース、国際英語コース、数理科学コースに分

かれており、進路志望にあわせて多彩かつ柔軟な学習ができま

す。中でも国際英語コースの生徒は２年次に英国の姉妹校に留

学し、生きた英語を学ぶと同時に国内では得られない幅広い視

野と世界観を身につけます。こうした体験がきっかけとなり、卒

業後に海外の系列大学に進学したり、社会人として世界規模で

活躍する卒業生も少なくありません。

小学校と同様、中学・高校も小規模な学校ですが、アットホー

ムな雰囲気の中で自分らしさを伸ばすことができます。そして世

界につながるネットワークを活用して多彩な経験ができるのは、

他校にはない三育ならではの強みです。

アメリカに本部を持つセブンスデー・アドベンチスト教会（プ

ロテスタント）を経営母体とする三育学院は、国内外に数多く

の系列校を有しています。全寮制の中高などユニークな教育

を展開しているほか、100以上ある海外の系列大学への留学

の道も開かれています。メディカルスクール（医学部）やビジネ

ススクールなども充実しており、文字通り国境を越えてあらゆ

る学びが可能です。

三育ネットワークは教育事業以外にも、産婦人科で定評のあ

る東京衛生病院や、国際協力NGO、健康食品会社、特別養

護老人ホームなど、様 な々分野で社会に貢献しています。

国内はもちろん、
全世界につながる三育ネットワーク

【国内の三育系列校】
【幼稚園】：５園

　札幌・盛岡・横浜・広島・鹿児島

【小学校】：１０校

　札幌・函館・日立・市原・東京・横浜・広島・三原・

　鹿児島・沖縄

【中学校】：3校

　北浦三育中学校（茨城県行方市）

　広島三育学院中学校（広島県三原市）

　沖縄三育中学校（沖縄県名護市）

【高校】：広島三育学院高等学校（広島県三原市）

【専門学校】：三育学院カレッジ（千葉県夷隅郡）

　神学科・教育学科

【大学】：三育学院大学（千葉県夷隅郡・東京都杉並区）

　看護学部

【海外の三育系列校】
北米・欧州を中心に114校の大学・大学院

【病　院】
　東京衛生病院（東京都杉並区）
　神戸アドベンチスト病院（神戸市北区）
　アドベンチスト メディカルセンター（沖縄県中頭郡）

【福祉事業】
　シャローム東久留米（東京都東久留米市）
　ほか高齢者福祉施設・障害者福祉施設25ヶ所

【国際援助活動】
　特定非営利活動法人 ADRA Japan

【健康食品事業】
　三育フーズ株式会社

【出版事業】
　福音社

三育学院大学・三育学院カレッジ（千葉県） ロマリンダ大学（米国） 東京衛生病院（杉並区）

小学生から大学生までが参加する三育クリスマスコンサート
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Guidance for Secondary Education

中学進学への取り組み

主な中学校合格状況

広島三育学院中学校

沖縄三育中学校

筑波大学附属駒場中学校

千代田区立九段中等教育学校

都立小石川中等教育学校

青山学院中等部

大妻中野中学校

海城中学校

学習院中等科

学習院女子中等科

吉祥女子中学校

慶應義塾中等部

北浦三育中学校
三育中学校 豊島岡女子学園中学校

日本大学第二中学校

広尾学園中学校

富士見中学校

法政大学中学校

武蔵中学校

明治学院中学校 

明治大学付属中野中学校

明治大学付属明治中学校

山脇学園中学校

立教池袋中学校

立教女学院中学校

立教新座中学校

早稲田中学校

他

恵泉女学園中学校

晃華学園中学校

国学院大学久我山中学校

駒場東邦中学校

渋谷教育学園渋谷中学校

女子聖学院中学校

中央大学附属中学校

東京電機大学中学校

城北中学校

巣鴨中学校

成蹊中学校

成城中学校

成城学園中学校

東洋英和女学院中等部

桐朋中学校

東京都市大学付属中学校

本校ではキリスト教を土台とした全人格教育を行うことを

最大の使命としており、いわゆる難関中学校への受験対策

を主な目的とした、学力偏重の教育を行っているわけでは

ありません。三育教育に深く共感していただいた上で、系

列の三育中学校への進学を一番にお勧めしております。

しかしながら本校で学ぶ６年間を通して知的好奇心や学習

意欲を高め、難関とされる国立・私立中学校に進学する者

もおり、その進学先は多様です。

大切なのは難関中学に進学したかどうかではなく、一人ひ

とりがよく考え、納得した上で自分に相応しい学びの場に

進み、そこで初心を忘れず頑張ること。本校の卒業生達は、

良い意味での自己肯定感情と他者との協調精神を発揮しな

がら、それぞれの舞台で伸び伸びと活躍しています。

系列の三育中学校をはじめ、
一人ひとりに相応しい
多様な進学を実現しています

国立中学校・公立中高一貫校

私立中学校（50音順）

Interview with Graduates and Parents

卒業生・保護者へのインタビュー

昔も今も変わらない
とても素直な子どもたち
1984年卒業生　柴田　満さん
三味線奏者　常磐津菊与志郎

　子どもたちに三味線の演奏を聴いてもらう

ために、2016年に30数年ぶりに母校である東

京三育小学校を訪れました。

　それまで学校の記憶はおぼろげで断片的な

ものしかありませんでしたが、懐かしい学校の

前に立ち、中に一歩入ると、当時の記憶が堰を

切ったように脳内にあふれてきました。キリス

ト教教育に根ざした校風がそうさせるのか、優

しい先生方に愛情たっぷりに育まれ、誰もがと

てもまっすぐ素直に成長できたと思います。

　驚いたのは、久しぶりに訪れた母校の子ども

たちが、昔と変わらずとても素直な様子を見せ

てくれたこと。世代が変わっても三育教育の芯

が変わらずそこにあることを知り、とても嬉し

かったです。

卒業後もつながり続ける
三育の友達との絆
2009年卒業生　宮本 明典さん
北浦三育中学校→広島三育学院高等学校→
東京農工大学工学部在学

　東京三育小学校で出合った友達とは、卒業

後もずっとつながっています。教会を基本とす

る学校なので、卒業後長い時間が過ぎた今で

も、教会に通い続けることで母校の先生や友

達、先輩や後輩ともつながりが深められます。

在学当時は想像もしていませんでしたが、これ

は三育ならではの計り知れない価値です。

　小学校の頃は決して優秀ではありませんで

したが、先生方は成績だけで私を判断せず、私

が夢を追うのを温かく見守ってくださいまし

た。そのおかげで私は自分の夢を見つけ、さら

に価値観が多様化している現在でも揺らがな

い価値を伝える聖書を人生の土台にすること

ができました。三育で得られた友達、三育で学

んだことは私にとって何よりの財産です。

愛情あふれる先生に憧れて
三育の教師になりました
2005年卒業生　山崎 朋子さん
東星学園中学校・高等学校→聖心女子大学文
学部→系列三育小学校教諭

　小学校時代のことは、今でも鮮明に覚えて

います。特別な行事だけでなく、休み時間や授

業などの学校生活全てが楽しいものでした。

愛情あふれる先生方から大切に育てられ、私に

とって三育小学校は「愛を学ぶ場所」でもあり

ました。その先生方に憧れて教師の道を目指

し、今は夢を実現して三育小学校の教師として

働けることを誇りに思っています。

　三育小学校を語る中で欠かせないのが、神

様との出会いです。礼拝はもちろん、授業前の

お祈り等、いつでも神様とつながっています。

悲しいときには友達と一緒にお祈りしました。

「どんな時でも神様が一緒にいてくださる」こ

れは今でも私の人生の軸となっています。東京

三育小学校は自信をもって誇れる母校です。

派手ではないけれど
とても温かく愛のある学校
卒業生保護者 野々村 義子さん

　東京三育小学校は決して派手ではないけれ

ど、とっても温かく愛のある学校です。校長先

生自ら率先して麦わら帽子に長靴姿で生垣の

剪定などをなさり、他の先生方もマイクロバス

の運転や花壇のお手入れ、畑仕事などあらゆ

る仕事を献身的にしてくださいます。先生方ど

うしの風通しもよく、何か問題が発生しても、

全員で問題を共有して解決してくださいます。

　お祈りから一日が始まる生活の中で、子ども

たちはとても素直に育ち、挨拶が良くできま

す。毎日英語を学ぶほか、放課後にピアノレッ

スンも受けられ、もちろん他の学習面もきめ細

かく見てくださいます。

　チャプレンには気軽に訪問してどんなことで

も相談できます。少人数で６年間一緒なので、

自分の子だけでなくクラス全員の成長を温か

く見守れる、とても良い学校です。

聖書を通して学んだことは
将来の大きな力になります
卒業生保護者 大澤 奈々さん

　三育を知ったきっかけは主人の赴任先のア

メリカ。同じく赴任でいらしていたご家族が三

育の出身でした。愛情深く子育てする様子や周

囲にも献身的でとても親切にしてくださる姿に

感銘を受けた私達は、帰国後娘の進学先に迷

わず東京三育小学校を選びました。

　学校では、そのご家族同様、先生方から深い

愛情をもって育てていただきました。聖書を通

して学んだ周りを愛し思いやる姿勢は、今後の

人生で様々なことを乗り越えて行くための大

きな力になると確信しています。

　卒業後に進学した中学では、尊敬していた１

つ上の先輩と再会。とても親切にしていただい

ております。娘は凛々しい先輩の姿に近づきた

いと、彼女を目標にしながら日々成長していま

す。まるで導かれたような三育との出会いとご

縁に、家族全員が深く感謝しています。

「ぶれない理念」の三育教育を
心からお勧めします
卒業生保護者　西野俊宏・賢愛さん

　我が家の子どもたち3人はみな東京三育小

学校で学びました。卒業後も全寮制の系列校

に進学。大学もアメリカにある系列の大学に進

学しました。

　中学から親元を離れさせることには葛藤も

ありましたが、親子ともども三育教育の理念に

深く共感したため、キリスト教を土台とした価

値観や理念のもとで学ぶことができる三育教

育を受け続ける事にこだわりました。大人に

なった子どもたちと話をすると、小学校から大

学まで、三育教育を受け続けたことが、人格形

成の上で非常に良かったと改めて感じます。最

善の教育を子供に提供するという親の義務を

果たす事ができたと自負しています。

　教育は最初が肝心です。小学校の選択は人

生を左右します。世界のどこでも「ぶれない理

念」の三育教育を心からお勧めします。
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