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聡明にして心身ともに健やかな女性を育成する川村学園。

知育・徳育・体育の調和を図るとともに

国際性豊かな女性の育成を理想に掲げ邁進しています。

小学校は学園一貫教育体系の初等教育として、

各教科のカリキュラムの基礎基本の徹底とともに

複雑化する現代社会の中で、

もっとも重視しなければならない「こころ」の教育を、

学校教育全体を通じて日々 実践しています。

「こころ」を育む
川村学園は、創立者川村文子により、

大正13年（1924年）4月12日、「川村

女学院」として創立されました。創立

者は、関東大震災後の荒廃した社

会・世相をわが国の「非常」の時ととら

え、その解決のためには女子教育の

振興以外にないと考えました。以後、

「感謝の心」を基盤に、「女性の自覚」

を目指し、一貫した教育体系を確立し、

「社会への奉仕」を実践してきました。

この建学の精神は爾来93年、現在も

脈 と々受け継がれています。

建学の精神

本学園の徽章は「三羽の鶴」でかた

どられており、三羽の中央でまっすぐ前

を向いて進もうとしている鶴が「園児・

児童・生徒」、それを左右から支え導い

ている鶴が「保護者」と「教職員」を表

しています。そして鶴は「尊厳と崇高」

「平和と愛の心」「永久の向上」を意

味し、「三羽の鶴」の徽章は、いつの

時代にあっても教育の象徴として学園

精神そのものとなっています。徽章とな

らび、三本ラインのセーラー服も本学の

伝統を受け継ぐ誇りとなっています。

徽 章



「感謝の心」は川村学園女子一貫教育の原点であり、しなやかで人間力あふれる愛に
満ちた女性の育成に欠くことのできない尊い建学の精神です。今後、ますます加速するグ
ローバル社会において多くの人 と々関わるなかで、「感謝の心」を基盤とした温かく豊か
で優しい心は、必ずや、輝いていく源となることでしょう。そして創立当初と変わらぬ、女性
だからこそできる工夫を身につけ、社会や家庭において自立、順応し、楚 と々した女性とし
ての自覚を発揮してもらいたいと願っております。
学校はあらゆる場面が学びとなります。小学校時代に多くの体験をすることは、大きな成
長につながり、その過程のなかで、子どもは自ら気づき、考え、行動する力を身につけてい
きます。伝統ある女子教育の英知を最大限に発揮し、心と知性を磨く確かな学びを実現
させ、「三羽の鶴」に込められた三位一体の教育の中で、ご家庭との連携を図りながら、
ていねいできめ細やかな教育に邁進してまいります。

一人ひとりの思いを大切に、その個性
を生かすことを心がけ、日々の出会い
の中での手ごたえを大事にしながら、
一人ひとりが輝く学校となるよう努めて
います。児童全員がそれぞれに輝ける
学校を目指しています。

通学班等での縦のつながりを大切に
し、安心して生活できるように心がけ、
上級生と下級生との思いやりを大事
にしながら、一人ひとりのやさしい心を
育む学校となるよう努めています。

「感謝の心」を大切にして心と体と頭をきたえ、
未来に輝いて生きる女性を目指します。

生き生きとした子（やさしい心）

健やかな子（じょうぶな体）

自ら学び自ら考える子（かしこい頭）

教育目標達成に向けた取り組み

●一人ひとりが輝く学校

●やさしい心を育む学校

「ありがとう」の言葉と気持ちを大切に
し、その気持ちを言葉として伝えられる
ことを心がけ、日々の挨拶を大事にし
ながら、一人ひとりの笑顔が光る学校
になるよう努めています。

学習の基礎基本を大切にし、各教科
での工夫を心がけ、学年としての発達
段階を大事にしながら、自ら学ぶ力を
伸ばすよう努めています。

●笑顔が光る学校

●自ら学ぶ力を伸ばす学校

川村小学校の学び教育方針

教育目標
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６年間を通じて行うカリキュラム化された春夏秋冬の体験
型学習である蓼科学習は、自分の目や耳、肌で感じとり、
自ら学ぼうとする意識が芽生える有意義な学習です。
また友達との親睦を深め、思いやりの心を育てます。

▶ 12ページ・13ページ 蓼科学習へ

温水プールを利用して、
各学年の達成目標を定め４泳法を身につけます。
６年間を見据えた指導による
バランスのとれた体力づくりを目指しています。

１年生から段階的に授業を行い、
プログラミング的思考力を鍛えます。
個人やグループで学び、
柔軟な発想や発表する力を育てます。

学校内での課外活動と
民間学童保育施設「ウィズダムアカデミー目白校」との
連携で、安全で家庭のニーズに即した
クオリティの高い内容で取り組んでいます。

▶ 17ページ 放課後活動へ

カリキュラム

知育徳育体育の
総合学習

蓼科学習

放課後活動

カリキュラム

蓼科学習の重視

水泳教育

体系を整えた情報教育

中学校のカリキュラムを先取りした一貫校ならではの英語
教育を行っています。
授業と英検対策講座による語彙の充実やリスニング力
の強化をはかり、英検の挑戦を目標にしています。

カリキュラム

１年生からの英語教育

放課後活動の充実

校長からのメッセージ

▶ 9ページ カリキュラムへ

▶ 7ページ カリキュラムへ

▶ 11ページ カリキュラムへ
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感謝の心
学校生活や家庭生活において最も大切なことは、
相手を思いやることではないでしょうか。その根本
となる言葉「ありがとう」、万物への「愛」を創立者
はとても重視していました。その心を今も教育の礎
にしているのが川村学園であり、川村小学校です。

誕生会
毎月、その月の誕生者を全校で祝い、生まれてき
たことへの喜びと、これまでお世話になった人々
への感謝の心を養います。

月間目標
学園一貫の月間目標に即した道徳教育を実践し
ています。毎朝の朝礼で全校児童に呼びかけ、
道徳の時間に指導し、毎月行われる誕生会にて
講話をします。この月間目標の中には、生命の尊
重、感謝の心、思いやりの心、礼儀正しい態度な
ど、人として大切な徳育がたくさん含まれています。

日本の伝統文化に触れる
日本人として知っておいてほしいマナー、お茶席の
作法、フラワーアレンジメント（自然や花を愛でる心）
などを５、６年生はクラス単位で学期に各１回のペ
ースで実施します。また６年生の音楽ではお琴を
弾き、普段の教科授業とは異なった体験を積むこ
とで、豊かな心の育成を目指しています。いずれも、
良き日本の伝統文化に触れることで、女性として
豊かな知性と感性を磨くことにつながります。

本物に触れ豊かな感性を育む
冬至会で全校児童を対象に芸術鑑賞会を行っ
ています。その年齢にふさわしい本物の芸術に触
れることで、みずみずしい感性や情操を養います。

女子に特化した普遍的な教育で
人間力を高める
子ども達は、すがすがしい挨拶をかわしながら登
校してきます。伝統ある気品に満ちた校風のなか、
礼儀正しく、清楚で周りへの気遣いのできる優しさ
を育みます。女子教育の蓄積をもとに、躾をはじめ
としたきめ細やかな生活指導にあたります。

本の読み聞かせ
読み聞かせを全学年で行い、多くの作品から相
手を思いやる心、自然の美しさや、命の大切さな
どを学びます。作者の思いを考え、自らの体験と
重ね、豊かな人間性を育みます。

心豊かに情緒を育み、
道徳的な意識や価値観を養う

ありがとうを大切にする子

家庭と学校、互いに協力
児童が健康について正しい認識を持ち、より良い
生活習慣を身につけられるように、精神面と身体
面の両方に重点を置き、家庭と学校とで互いに
協力しあって指導しています。身体面の指導とし
ては、健康手帳を使用して自分の健康状態をし
っかり理解させ、それに基づいて自分の健康の
維持、増進につとめるよう指導しています。さらに、
学校と家庭との連絡を密にして、保健教育の強
化を促しています。

自然の中で
蓼科学習で毎年学年に応じたハイキングや登山
を行い、心身ともに健全な成長を目指しています。
４～６年生は、１月にスキー教室を実施します。

心身ともに健康な子

生
き
生
き
と
し
た
子

健
や
か
な
子

４月　平　和

５月　報　恩

６月　健　康

７月　勤　勉

８月　努　力

９月　感　謝

10月　本　分

11月　整　頓

12月　反　省

１月　向　上

２月　礼　節

３月　質　素

月間目標

やさしい

心
じょうぶな

体

■昇降式で水質の保たれた温水プールで、１・２年は学年ごとに４月～１２月まで週
１時間、3年生からはクラス単位で年間週１時間の水泳授業を実施、体力の向上
を図っています。
■授業では学年の達成目標を定め、正しい泳法を身につけます。技能をより高める
活動を通して水泳専門講師、監視員、担任が意欲的に目標が達成できるように、
一人ひとりに適した指導を行います。

■積極的に水に慣れ親しむ機会として水中運動会を取り入れるほか、次へのステップ
へさらに挑戦する意欲を高めるために記録会などを開催します。

■施設面においては、採暖室として完備されたサウナルームを使用して健康面にも
十分配慮しています。

カリキュラム

水泳
教育

「会食」で体と心を育てる
本校では、給食のことを「会食」と呼び、月曜日か
ら土曜日まで実施しています。成長期の子どもに
バランスの良い会食を作るために、材料選びから
慎重に行い、手作りの食事を心がけています。
また、行事食にも力を入れ、日本の食事文化に触
れたメニューも提供しています。お箸のほかに、ナ
イフ、フォーク、ブイヨンスプーン、スプーンをその時
のメニューに合わせて使いわけるように指導し、
正しいマナーを学びます。
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知育・徳育・体育の調和を大切に、心豊かに情緒
を育み、人格形成の基盤となるカリキュラムを展
開しています。豊かに感じ、自ら考える授業が６年
間の土台となります。
低学年では主に学級担任制を、また高学年にお
いては教科担任制を導入し、画一的教育を排し、
基礎学力の定着と情操の陶冶のための指導を
行っています。国語と算数は、基礎学力の徹底と
応用力の育成を図っています。理科、社会科の
単元内容の補充については、蓼科学習などの集
中授業で体験学習を中心に行っています。知識
の伝達ではなく、実際に自分の目で見て、触れる
学習には多くの価値が見い出せます。体験のな
かで子どもが自ら気づき、考え、行動する力、生き
る力を育むことができるのです。

基礎学力の定着のために

高い学習意欲を引き出す学習環境
集団のなかでも個性を重んじ、親身でていねいな
指導から、何事にも好奇心が湧き、自ら学ぼうとす
る意識が芽生えます。子ども達の生き生きとした
感性や自信に満ちた前向きな気持ちが表れ、何
にでもチャレンジしようとする高い意欲が湧く学習
環境を整えています。

自ら考え、発表する
コミュニケーション能力を
身につけるための工夫
学習発表を普段の授業でもしばしば行います。
また児童一人ひとりが主体的に活動できるよう、
学級活動を充実させるとともに、児童会活動、委
員会活動、部会活動、上級生と下級生のつなが
りなどから、気づき、関わり合い、意見を発し、判断
する機会を多く設けています。

豊かに感じ、自ら考える子

自
ら
学
び
自
ら
考
え
る
子

教科ごとに指導方針・指導方法等の連携を重ね、
児童の力を伸ばす授業に取り組んでいます。カリキュラム

●「学習習慣」「基本的生活習慣」
「家庭での学習習慣」の確立
●授業時間の確保→

土曜日は月２回４時間授業を実施
●全学年蓼科学習による集中授業
●夏休み期間中の学校開放日での特別講座
●英検合格を目指した対策講座

かしこい

頭

英語
教育

将来、英語で
コミュニケーションを図るための
基礎をつくります。

各学年とも楽しく意欲的な授業を実施しています。
１時間は外国人教師とのティームティーチングを行い、
英語のリズム、イントネーションに触れ、慣れ親しんでいます。
もう１時間を１年生から３年生は、
少人数制でより多くのやりとりを楽しみながら学習を進めていきます。

低学年のうちは歌やゲームなどを通して、できるだけ多くの言葉に触れ、
英語の音声やリズムに親しみます。
学年が進むにつれ、早口言葉や短い物語の音読や劇遊びで多くの英語に触れ、
英語でのコミュニケーションをとる素地を養い、
聞いて理解する力、自分で考え表現する力を育てます。

英検対策講座

１年生から英語に耳を慣らし、２年生ではアルファベットの練習や単語を聞いて、語彙を増やします。
３年生ではさらに語彙力を高めるとともに、読むこと、書くことにも力を入れて学習します。
４年生から英文を書いたり文法を学習するための『中学英語さきどりワーク』を導入し、
６年生までの３年間で完成させます。
これまで５・６年生仕様であったSide Readerを４・５年生が前倒して学習します。
６年生の２学期後半から、現在川村中学１年生で使用しているテキスト教材
『NEW TREASURE』Lesson ２つ分を学び、テキストは中学校で継続使用します。

「読む力」、「書く力」を伸ばすために中学校レベルの副教材を導入

週２時間、１年生～６年生までの
達成度に応じた授業

「聞く力」、「話す力」を伸ばすために授業は全て英語で行う

土曜日午後に２コマ開設される４５分講座への参加や英検受験が励みとなり、
理解と関心を高め、英語力を定着させます。
語彙の充実やリスニングの強化などにより、６年生までに４級以上の取得を目指します。
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算数
教育

カリキュラム

このほかに理科・生活科は週
あたり1時間相当分を集中授
業として行っています。
また、土曜日は毎月２回、４時
間授業を行い、会食後下校
という形態をとっています。

週1時間は複合授業とし
て少人数制を導入し、クラ
スを半分に分け、きめ細か
い指導をしています。

外国人講師と日本人教師
のティームティーチング。

教科配当時間表

国　語
社　会
算　数
理　科
生　活
音　楽
図　工
家　庭
体　育
道　徳
特　活
英　語
情　報
総　合

9
-
4
-
4
2
2
-
3
1
1
2
-
-

1 年
9
-
5
-
3
2
2
-
3
1
1
2
-
-

2 年
7
2
5
3
-
2
2
-
3
1
1
2
-
-

3 年
8
3（2）
5
3
-
2
2
-
3
1
1
2

（1）
-

4 年
6
3
5
3
-
2【1】
2〈1〉
2（1）
3（2）
1
1
2
1
1（2）

5 年
6（5）
3
5
3
-
1（3）
1【2】
2【1】
3（2）
1
1
2
1
1

6 年
〈 〉内は１学期
【 】内は２学期
（ ）内は３学期の授業時数

自ら学び、考え、
問題を解く楽しさを感じ、
筋道を立てて考える力を養っています。

少人数授業（1年生～３年生）

算数力を育む

理科
教育

各学年、独自のプリントや小テストを行い、
基礎的な知識をしっかりと習得させています。
蓼科学習や社会科見学を取り入れて理解を深め、
新たに発見したことや疑問に思ったことを
楽しみながら自ら追及し、解決していく力を育てています。

社会科
教育

読む力

話す力

語彙を増やし、自己表現の素地を広げる  　　　読書教育
プラスαの力を養うために、読書教育に力を入れています。朝の１０分間読書を取り入れ、
1年生から読書習慣を身につけ、本を好きになり、思考力を伸ばすことにつなげています。

ていねいに文章を読み取る   　　　　　読書単元
ていねいに文章を読み取る力をつけるために、教科書単元に加えて、
１冊の本から学ぶ読書単元を、各学年で設定しています。

豊かに感じ取る      　　　読み聞かせ
絵本の読み聞かせを、全学年で週１時間程度、授業の５～１０分を利用して実施しています。
・聞く力（集中力）を育てる ・想像力を育てる
・言葉の感性を育てる  ・読書の楽しさを伝える

国語の基礎学力をしっかりつけることを一番の目標にし、
正しく美しい日本語を身につけます。
読書を通して、様々な思いや考えを知り、より多くの事象に触れ、
自分の言葉で自由に表現する力を伸ばします。

国語
教育

情報
教育

低学年では具体的な物を用いた学習を通して、
数の意味や表し方について理解することを目標にしています。
週１時間、クラスを半分に分け、少人数による個々に対応した
きめ細かい指導を行っています。

算数では、いろいろな問題を解く喜びや、いくつもの考え方を
導き出すことで自信をつけていきます。
答えのない問題に対応できる思考力・発想力を高めるために
必要な力を育てます。

思いを伝える  　　スピーチ・発表単元
正しく伝える  　　音読

書く力
素直に表現する  　　作文指導
美しく書く   　　漢字指導・書き初め大会（硬筆・毛筆）

１～３年生の算数と英語でクラスを
半分に分けた少人数授業

●集中力を高める
●発言の機会を増やす
●理解を深める

複 合 授 業

１年生からタブレット端末を使用して「情報モラル」を身につけることの重要性を学びます。コンピュータやネットワーク、
デジタル機器に囲まれた生活を送る現代、情報社会を健全に柔軟に生き抜くために必要な知識を学んでいきます。
ICTを効果的に活用した授業では、情報を収集、取捨選択をし、プレゼンテーションを通して自ら主体的に発信する力を
養います。また、メディアルーム、情報処理教室にて探究心をもって、段階的にプログラミング的思考を育てます。

独自の教育内容を追加・補充して指導にあたっています。
蓼科での体験学習とその前後の予習・まとめ学習のほか、
サケを卵から育てて多摩川に放流したり、
チョウを成虫になるまで飼育したりするなど、
命を大切に思う心も育てます。
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自然に学び、自然とともに生きる力を育む

知育徳育体育の
総合学習

蓼科学習

チョークでお絵かき
夏を楽しむ（花火・蛍）
蓼科山荘敷地内探索
絵日記を書く
きまりを守って行動する
役割分担をして生活する
班ごとに協力して作業に取り組む

女神湖ハイキング

霧ヶ峰ハイキング

蓼科牧場ハイキング

蓼科周辺ハイキング・スキー教室

蓼科周辺ハイキング・スキー教室

蓼科周辺ハイキング・スキー教室

1年生

2年生

3年生

4年生

5年生

1年生 3年生 5年生

蓼科に触れる 蓼科を知る 蓼科に学ぶ

知育

体育

6年生

2年生 4年生 6年生

田植え・稲刈り（理科）
春・秋の花さがし（理科）
草花遊び（理科）
秋の俳句（国語）
はがきを書く（国語）
日記を書く（国語）
ひとりでできる事を多く見つける

蓼科の農業（社会）
植物の成長と環境（理科）
川の中・上流の学習（理科）
川のはたらき（理科）
スキー教室（体育）
雪の結晶の観察（理科）
高原の気候（理科）

■ 蓼科学習プログラム

●一貫した体力増進プログラム

豊かな自然や文化に
触れる体験

基本的な生活習慣や
公衆道徳

望ましい
人間関係の形成

徳育 蓼科でしか経験できない多くの自然体験

●思いやりの大切さ ●自然の厳しさ ●人間的な触れ合い

●楽しい思い出 ●助け合う心 ●協力性

学習活動の充実・発展、そして多くの感動体験

もう一つの教室「蓼科」

自然と遊ぼう
夏を楽しむ（花火・蛍）
切り株スケッチ
小枝ひろい
自由に敷地内で活動する
絵日記を書く
自分たちの力で取り組もうとする

春の高原の植物（理科）
白樺湖の開発（社会）
月と星の観察（理科）
八ヶ岳総合博物館見学（理科）
写生会（図工）
スキー教室（体育）
雪の結晶の観察（理科）

林の中の植物（理科）
尖石縄文考古館の見学（社会）
火おこし体験（理科）
キャンプファイヤー（総合）
班ごとにレクリエーションを企画（総合）
スキー教室（体育）

・大自然の中、四季を体感しながら生まれる豊かな人間性、社会性、友情、自然への慈しみ
を育てます。
・蓼科山荘（長野県北佐久郡立科町）は川村学園が所有する総合校外教育施設です。
管理人が常駐し、地域病院との連携も整えています。

実際に自分の目で見て、

触れる体験重視の教育活動は

川村小学校の特色となっています。

学年ごとのプログラムにそって学習を進め、

より深く理解する、より記憶に残る学習成果が

上がるよう工夫をこらしています。

蓼科のフィールドワークで、たくさんの刺激を受け、

物事を探求していく楽しさと、

自ら進んで積極的に取り組む姿勢を養います。
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8：00  登校

8：10  朝の読書・朝礼

朝の読書・朝礼

第1校時

第2校時

中休み

第3校時

第4校時

会食

昼休み

清掃

第5校時

終礼

8：10

8：30

9：25

10：10

10：35

11：30

12：15

13：00

13：15

13：25

14：20

～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

8：30

9：15

10：10

10：35

11：20

12：15

13：00

13：15

13：25

14：10

8：30  午前の授業開始

生活時間帯

12：15  会食・昼休み

10分間読書を継続することで、国語力を高め感性を磨きます。その後、
落ち着いた気持ちで朝礼に臨みます。毎朝「ちかいのことば」を唱和、
感謝の歌を斉唱し、けじめある生活を送り、言葉遣いやあいさつ、礼儀
をしっかり身につけます。担任は児童の様子を確認しながらコミュニケ
ーションを大切にしています。

13：15  清掃

「川」をデザインした３本線がポイントのセーラー服。夏はさ
わやかなブルー、冬は暖かな赤のネクタイがアクセントになっ
ています。また盛夏用制服は、ブルーのコードレーン生地の
ワンピース。真夏の暑さに対応し、機能性に優れています。

13：25  午後の授業開始

終礼・下校 ●第5校時後 14：20
●第6校時後 15：10

一日の生活

10：10～10：35  中休み

月

火

水

木

金

朝の読書・朝礼

第1校時

第2校時

中休み

第3校時

第4校時

会食

終礼

8：10

8：30

9：20

10：05

10：30

11：20

12：05

13：00

～

～

～

～

～

～

～

8：30

9：15

10：05

10：30

11：15

12：05

12：50

土

3
年 第6校時 14：15 ～ 15：00

終礼 15：10
■冬服
■夏服・盛夏用制服

4～５月・10～3月
５月～10月

担任と一緒に教室の清掃にあたり
ます。５・６年生は１・２年生の教室
で会食準備と後片付け、清掃の
手伝いをしています。縦のつながり
から、信頼関係を深めています。

月曜日：学校開放
火曜日～金曜日：A・S（アフタースクール・セミナー）
水曜日・木曜日：鶴友会活動

１・２年生で通学班下校
を実施しています。　
教員が下校指導にあ
たり、目白駅構内まで
見送ります。

思いっきり体を動かし頭と体をリフ
レッシュ。このメリハリから教室は
良い雰囲気でまとまります。他の
休み時間は落ちついて次の授業
の準備にあたります。

放課後活動

明るく、元気で伸びやかに！
目白駅から校門まで、
すがすがしいあいさつが
かわされます。

月
・
火

4～6
年
月
・
火
・
金

●ハヤシライス
（バターライス）
●イタリアンサラダ
（チーズ入り）
●アイスクリーム
●ミルクティー

リクエスト
メニュー

ナイフ
フォーク
ブイヨンスプーン
スプーン

会食
セット

制服

キンカン ブンタンダイコン タケノコ クリカリン ヒメリンゴ プルーンキンモクセイ

校庭の植物

習い事付き民間学童との連携で学校終了後の
活動の場を選択できます。

ウィズダムアカデミー目白校
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学校開放、A・S（アフタースクール・セミナー）、
鶴友会活動、クラブ活動

全学年を対象に月曜日の放課後に学校開放を実施し、

縦のつながりを活かした有効空間を設定しています。

1年生から3年生までは、火曜日から金曜日までの毎日A・Sを開講し、

放課後の過ごし方が選択できるよう充実させています。

高学年では、A・Sに加えて、鶴友会活動にも参加できます。
・入学式
・始業式
・1・2年通学班編成
・全校通学班編成・下校
・小・中・高通学班下校
・創立記念日

・保護者会
・学級懇談会
・健康診断
・水泳授業開始
・避難訓練
・誕生会

4月

情操を育む伝統行事と体験型学習を重視した行事を

バランス良く取り入れ、充実した学校生活を彩る特別な日となっています。

・授業参観期間
・3・4・6年春の
　蓼科学習
・誕生会

・1・2年親子安全教室
・3・4年安全教室
・5・6年安全教室
・避難訓練

5月
・児童総会
・1・2年校外授業
・誕生会
・3・5年社会科見学

・防犯訓練
・公開授業
・幼稚園合同行事
・運動会

6月

・誕生会
・保護者会・学級懇談会
・個人面談
・終業式
・1・2年夏の蓼科学習

・夏休み

7月

・夏休み
・サマーキャンプ（小・中・高合同）
・学校開放日

8月
・始業式
・6年修学旅行
・誕生会

・3・5年秋の蓼科学習
・2・4年社会科見学
・避難訓練

9月

・1・2年校外授業
・誕生会
・防犯訓練

・授業参観期間
・マラソン大会

10月
・誕生会
・鶴友祭
・避難訓練
・東初協音楽祭（3年生）

11月

・誕生会
・保護者会
・学級懇談会
・個人面談
・冬至会

・終業式
・冬休み
・スキースクール
　（小・中・高合同）

12月

・始業式
・書き初め大会
・授業参観

・4・5・6年冬の蓼科学習
・誕生会
・避難訓練

1月
・豆まき
・誕生会
・クラブ見学会

・防犯訓練
・ほら、できたよ
・2・3・6年社会科見学

2月

・ひなまつり会
・会席マナー教室
・誕生会
・保護者会・学級懇談会

・卒業式
・修了式
・春休み

3月

放課後活動

（鶴友祭ピクセル画）

学 校 行 事

民間学童保育施設「ウィズダムアカデミー目白校」と連携

終礼後や放課後活動終了後に、　　　　　　　　　

活動拠点の移動をサポートしています。

■放課後の３時間を基本に最長22時までの預かり…自宅のような空間で安全・安心
な預かり。希望者には夕食の提供があります。

■学校の宿題サポート・高水準なプログラム…宿題を家に持ち帰る事なく済ませたり、
English Timeなどのカリキュラムを受けたりできます。

■オプションレッスン…希望者は珠算やアートなどの習い事への参加も可能です。
※放課後の預かり以外にも、長期休暇中の利用や送迎など保護者の要望にきめ細かく応える体制が
整っています。

■学校開放（最長16：00まで）
フリールーム、図書室、小講堂、校庭、体育館などを開放しています。学習活動、
読み聞かせ、遊びなど様々なプランを用意しています。

■A・S（アフタースクール・セミナー／14：30～15：30、15：30～16：30）
※学年により終礼時刻が異なるため、2時間開講の曜日があります。

新しい時代にふさわしく、個性的で創造性に富み、知性のある心豊かな国際人
として活躍できるように、基礎的なレベルでのお手伝いをします。各科目とも経験
豊かな講師がぞれぞれの個性に合わせて分かりやすく指導します。
●図画工作　●体操　●水泳　●英語　●茶道　●華道

〈取得資格〉　水泳：毎月１回の検定を受け昇級

茶道：初級（入門・小習・茶箱点）

華道：草月流４級

■鶴友会活動
　ブラスバンド隊、バトン隊、合唱隊
４年生以上の児童の希望参加による自主活動組織です。奉仕の心をもって、
学校行事・校外活動で活躍しています。

　フラダンス、フットサル、陶芸、コーラス、水泳、書道部
中高生と合同で4年生以上の児童が活動しています。
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池袋方面
歩き・バス班
東京メトロ 丸の内線班
東京メトロ 有楽町線　和光市方面　
　　　　　　　　　　小竹向原まで班
東京メトロ 有楽町線　和光市方面
　　　　　　　　　　氷川台より先班
東京メトロ 有楽町線　新木場方面班
埼京線　　　北与野まで班
埼京線　　　大宮より先班
東武東上線　下赤塚まで班
東武東上線　成増より先班
西武池袋線　練馬まで班（豊島園下車含む）
西武池袋線　中村橋から練馬高野台まで班
西武池袋線　石神井公園より先班

目白方面
歩き　　　下落合方面班
歩き　　　千登世橋方面班（副都心線含む）
バス白61　南長崎2丁目まで班
バス白61　練馬車庫行班
バス池65　練馬車庫行班
バス白61　新宿西口行班
バス白61　新宿西口行江戸川橋下車班

高田馬場方面
歩き・バス・東京メトロ 東西線中野方面班
東京メトロ 東西線　門前仲町まで班
東京メトロ 東西線　木場より先班
西武新宿線　上井草まで班
西武新宿線　上石神井より先班

新宿方面
新大久保・総武線・中央線八王子方面班
総武線・中央線・千葉方面班
歩き・バス・東京メトロ 丸の内線班
京王線・都営線班
小田急線班

渋谷・品川方面
渋谷まで班
恵比寿から浜松町まで班

上野方面
大塚班
巣鴨班
駒込・田端班
田端乗換え京浜東北線　西川口まで班
田端乗換え京浜東北線　蕨より先班
西日暮里班
日暮里班
うぐいす谷・上野班
御徒町から新橋まで班

■ 通学班
児童の通学の安全を確保するため、方面

別通学班を編成し、集団下校を実施して

います。学年下校、低学年下校、全校下

校、小・中・高合同の通学班下校など、その

時々の形態をとりながら、４０班に分かれて

います。それぞれの班は、上級生を中心と

し、全員が安全にかつマナーを守って下

校できるよう指導しています。

■ 緊急通報・安否確認システム
　（メール配信）

緊急時には、あらかじめご登録いただいた

アドレスへ、メール配信を行っています。東

日本大震災の際には、大変有効な緊急連

絡の手段となりました。日常では校外学習

などで、学校到着・解散の時間・状況の報

告にも利用しています。

■ 携帯電話の所持
登下校時や緊急時の安全・安心を図るた

めに、子ども用携帯電話に限り、所持を許

可しています。学校に到着すると電源を切

り、担任に預けます。終礼後、携帯電話の

電源を入れて下校します。

■ 登下校時の緊急避難校　　
　 ネットワーク

東京都と神奈川県内の私立小中高校が

中心に取り組んでいる「登下校時の緊急

避難校ネットワーク」にも参加しています。

安全対策
正門内には、警備員が常駐し、防犯カメラも随所に設置しています。

また、児童の登下校時間は、

目白駅から学校までの通学路に教師が立ち、

安全を確保し、指導にあたっています。

児童の安全を第一に考えた設備および運営

温水プール 作法室

家庭科室体育館

音楽室 理科室

図書室 大講堂

蓼科山荘

教育環境■ 災害対策
地震発生時は、校内の放送設備と連動し

た緊急地震速報により、速やかに身の安

全を図ります。学園内には、自家発電装置

を設置した校舎もあり、児童の安全を最優

先し、原則として保護者が引き取りに来る

まで、学校に待機させるという方針をとって

います。

緊急事態に備え、２泊の宿泊を想定し、全

員に３日分の飲料水・非常食と保温アルミ

シートを確保しています。また、日々の学校

生活においてはもちろんのこと、震災時、

不安をかかえる児童・生徒に対して適切

な対応がとれるようスクールカウンセラーや

学校医との連携を図り、担任をはじめ組織

的に支援する体制をとっています。

■ 避難訓練・不審者侵入対応訓練
年間を通して繰り返し実施することで、非

常時でも冷静な行動ができるよう訓練をし

ています。防災頭巾になる座布団を常に

携帯し、緊急時に備えています。不測の事

態に備え、不審者が侵入した際の訓練も

行っています。

■ 教職員の救命措置に関する研修
定期的に救命措置に関する研修を行っ

ています。東京都の食物アレルギー緊急

対応マニュアルに基づき、緊急性が高い

場合に使用する「エピペン」について実習

したり、東京消防庁の指導のもと、心肺蘇

生とＡＥＤに関して、役割を分担しながら

迅速に行動したりできるよう訓練をしていま

す。また、近年増加している熱中症の予防

知識や適切な措置を確認する研修も行っ

ています。


