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学校見学ガイド
学校説明会の日程は、下記をご確認ください。
また、ご参観いただける行事もございますので、ぜひご見学にお越しください。
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〈JR線ご利用の場合〉

〈東京メトロ丸ノ内線ご利用の場合〉

新渡戸文化小中学校居住地域別の児童数
2017年4月現在

東京メトロ丸ノ内線「東高円寺駅」から徒歩6分、「新中野駅」から徒歩7分
JR中央線・東京メトロ東西線「中野駅」から徒歩15分

2017年5月16日（火） 9：30～10：30

2017年6月 7日（水） 9：30～11：30

2017年6月17日（土） 9：30～12：00

2017年9月16日（土） 9：30～12：00

2017年9月21日（木） 9：30～11：30

公開授業

第1回

第2回

第3回

第4回

学校説明会・公開授業
（全体説明会・授業見学・個別相談等）

●予約制です。ご希望の方は、ホームページからお申し込みください。

2017年 5月27日（土）　 8：50～14：50

2017年10月29日（日）　10：00～15：00

2017年11月29日（水）　13：00開演

運動会

新渡戸祭

音楽の会

見学できる学校行事

●これらの日以外でも、ご希望があれば随時ご案内いたしますので、お気軽
にお問い合わせください。

新宿駅▶中野駅 約4分

〈その他〉

バスなどを利用することも可能です。

練馬駅▶東高円寺駅 約23分

新宿駅▶東高円寺駅 約13分

荻窪駅▶東高円寺駅 約6分
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変わらぬ想いを原点に
新渡戸文化は
変わり続けます。
新渡戸文化学園は、国際連盟の初代事務局次長として活躍した
新渡戸稲造博士を初代校長として仰ぎます。
博士の高い志やグローバル感覚を受け継ぎつつ、
他校に先駆けた改革を実践し、
現代社会にふさわしい学びを提供しているのが、
新渡戸文化小中学校です。
日常授業では基礎学力の徹底を図りつつ、
外部講師とのパートナーシップによる
画期的な教育プログラムを次 と々展開します。
また9年間で着実に学力を身につけられるよう、
新たに小中一体型のカリキュラムを構築しました。

すべての改革、
それは子どもたちへの変わらぬ想いから。

社会の重要課題
グローバリゼーション

多様な価値観との共生

大学入試改革

義務教育学校設置

新渡戸稲造の教え
新渡戸文化学園教職員心得より

一、人の子を預る以上は、
親心を以てこれに対すること

一、学課を授くるに智育のみに偏せざるよう
思慮と判断力の養成に努むること

さまざまな改革を通じ、
先進的な教育を提供

小中一体教育

STEM※教育

国際教育

人格教育

専門教育

※ Science, Technology, Engineering and Mathematics
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新渡戸文化の「小中一体教育」

基礎・基本をしっかりと
学力と人間力の基礎を磨く時期と位置づ
けているのがPrimaryです。少人数制の
クラス担任制度のもと、安心そして健やか
な学校生活を送るとともに、「自ら学ぶ」
「学びを活かす」「互いに学び合う」ことの
楽しさを実感できるよう、私学ならではの
最先端の教育カリキュラムを提供してい
ます。

5・6年生からは教科担任制へ移行します。国語と
算数では中学進学を見据えた特別授業も実施し
ます。応用力を伸ばし、勉強への意欲を高めます。
さらに中学1年生がつまずきやすい箇所を熟知した
教員が、一人ひとりの習熟度に合わせて指導を行
い、弱点の克服をサポートします。こうした教員同士
の連携により、学習面の「中一の壁」を取り払った
連続的な学びを実現しています。

新渡戸文化小中学校 新渡戸文化高等学校

Primary 1～4 年

Primary 1～4 年

中学教員の特別授業で「中一    の壁」を克服
小学4年生から必修となるクラブ活動では、専門的なスキルや卓
越した指導能力を持った外部講師が指導にあたります。アフター
スクールで、さらに児童の能力を
伸ばすこともできます。また、プ
ログラムによっては中学校でも
継続して受講をすることが可能
です。最長９年間、一人の講師か
ら指導を受けることができます。

外部講師による指導

心を耕し、種を蒔く時期
▶基礎・基本の学び
▶学校生活を楽しみ、安心して過ごせる環境づくり

Secondary 5～9年

芽が育ち（5～7  年）、実を結ぶ（8～9年）時期

Secondary 5～9年

▶個に応じた学び
▶心も身体も鍛える環境づく    り

アフタースクール　小１から中３までの9年間   一流講師による指導

新渡戸文化小中学校では小中一体教育に基づく学習プログラムを提供します。
のびのびと学べる環境により、一人ひとりの個性、学力
そして人間性を着実に育んでいきます。
また、小・中の結びつきが強く外部受験が難しいとされる他の小中一貫教育と異なり、
希望者は外部中学校受験が可能なことも特長の一つです。
複数の選択肢を持てることで、児童はもちろん、保護者の皆様にも
ゆとりを持った小学校生活を過ごすことができます。

2017年度より「コース制」を導入。憧れの
キャリアを早期に目指せる環境で、生徒
の夢の実現をサポートします。

【6つのコース】
●特進医療理系
●特進文系
●美術
●音楽
●スポーツ
●クッキング

9年間で、「得意」を伸ばします。

小中一体の
教育コンセプト 新渡戸文化小中学校では、原則     すべての児童が小学校から中学校へ進学できる制度を設けました。

「受験」に偏らない伸び伸びとし     た学校生活を送ることができます。
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学びの特徴

社会のさまざまな問題と向き合い、
自ら答えを導き出す
現代社会が抱える諸問題の複雑化に対応し、答えが一つ
ではない問題を解決できる能力を伸ばせるよう、学習指導
要領改訂の動きが見られます。こうした動きを受けて導入
したのが、「サイエンスコミュニケーション科」です。社会
とのつながりを意識させる授業や、米国カリフォルニア
大学で研究されている参加体験型プログラム（GEMS）※２

などを通して、科学技術に親しむことはもちろん、他者と
コミュニケーションしながら、自ら考え、問題を解決する力
を養います。
※1：Science, Technology, Engineering and Mathematics
※２：GEMS(Great Exploration in Math and Science;ジェムズ)は、カリフォルニア大学バークレー校で開発された、子どもを対象とした科学と数学の参加体験型プログ

ラムです。GEMSでは子どもたちが自分の想像力と創造力を使って、自分たちで実験を企画し話し合い、結論を導き出していきます。その姿は好奇心と探究心をたっぷり
持った科学者そのもの。五感を使って実際に体験することで、子どもたちの豊かな学びへとつなげていきます。

神田外語グループとの
連携プログラム
初代校長の新渡戸稲造博士は、国際的な知識人として近代日本の礎
に貢献しました。新渡戸文化学園では、神田外語グループと提携し、子
ども園から小中・高まで一貫した英会話教育を実践。小学校卒業時に
は、自分の意見が言えるまでのコミュニケーションスキルと、「読解力、
英作文」の基礎力を養います。さらにネイティブスピーカーによる授業
により、正しい発音の習得を目指します。

2016年度の特別授業
●GEMSによる授業（1～４年生）
例えば1年生では、特性ある複数の液体に触れながら、そ
の性質をまとめ、分類し、説明する力を養いました。

●ラジオ番組の制作（5年生）
「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」と「日本科学
未来館」の協力のもと、目の見えない方々にも楽しんでいた
だけるラジオ番組を手がけました。

●日本科学未来館と共同開発したプログラム（6年生）
地震をテーマに、地球規模での課題を捉え、通学路で生き
残るための術を本にまとめました。
監修：大場玲子（名古屋市港防災センター センター長）

「サイエンスコミュニケーション科」で、
　　答えがない問題を探求します。

STEM※1教育 国際教育
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人格教育 専門教育

学びの特徴

豊富な体験学習と「新渡戸学」
新渡戸文化学園では、学力の向上と同じように「人格教育」にも力を入れ
ています。日本人の精神性を世界に紹介した「武士道」の著者として知られる
新渡戸稲造博士の名を冠した学校として、さまざまな体験学習や学園独自
の新渡戸学を実践します。子どもたちの修養をしっかり育んでいきます。

クラブ活動、アフタースクールは
外部一流講師が指導
アフタースクール、小中学校の部活動では、外部の一流講師
陣による本格的な指導を行っています。学園内にいながらに
して、プロフェッショナルによる多彩な教育プログラムを
受けられることで、子どもたちの「好きなこと、出来ること、
得意なこと」を磨き上げます。

教養と修養、
       そして人間性を
              9年間で育みます。 「

本
気
」を
引
き
出
し
、

　
　
　
　
　個
性
を
磨
き
ま
す
。

小中学校の主な体験学習
●夏冬のキャンプ
●田植え・稲刈り
●鎌倉見学
●志に出会う旅
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学 力

語学力と国際感覚を育成
新渡戸文化小学校の英語の授業は、開校当初よりネイティブの先
生と行う授業を展開します。実践型の授業は高い評価を受けてき
ました。現在も「楽しみながら英語を声に出して身につけていく」と
いう考えのもと、神田外語グループとの連携による独自のプログラ
ムを提供。英語力の強化とともに、広い心で人を理解できる国際感
覚に優れた人材の育成を目指しています。

表現能力を磨く
豊かな感受性を育むとともに、自分の思いを相手に伝える能力を9
年間を通じて養っていきます。長年にわたって行われてきた新渡戸
文化小中学校の伝統行事「オペレッタ」の舞台装置には、1～6年生
までの児童全員の作品を使用します。表現能力の向上とともに、
全員で一つのことを成し遂げることの大切さを学びます。また、20
年以上続けられてきた音読発表会も、国語の持つ楽しさ、美しさ、
力強さを聴覚・視覚・五感の全部を通じて体感できる大きなイベン
トです。

「心」と「体験」を基礎にした学び
教育という言葉は、明治時代に英語のeducationの訳語として誕生
しました。英単語のeducationには、educe、「能力などを引き出
す」という意味が込められています。子どもや若者に、単に知識やス
キルを与えるのではなく、持っている能力や性格を引き出し育てる
ことが、本来の教育です。しかし現代はあまりにも「教」の側面が強
調されすぎています。本校は「教」よりも「育」、つまり教えることより
も育てることを大切にしていきたいと考えています。

教員の質を高める全体研修
「学ぶことをやめたら、教えることをやめなけれ
ばならない」これはサッカー元フランス代表監
督のロジェ・ルメール氏の言葉です。新渡戸文化
学園では、小中学校から高校までの教員が一堂
に会し、授業の方法や生活指導などについて議
論をしあう研修が年に何回もあります。教員も児
童・生徒とともに常に学び、研鑽を重ね、そこで
学んだ成果を子どもたちに還元していきます。

「考え、試す」を
納得するまで繰り返す。
９年間のカリキュラムにより、児童はゆっくり、のび
のびと学ぶことができます。授業で疑問に思ったこ
とは教員がすぐに答えを教えるのではなく、クラス
みんなで立ち止まり、自分たちで考え、試してみるの
です。その繰り返しで、真の学力向上を目指します。

グループワークにより児童の可能性を育てます。

全身を使った教育で、楽しみながら語学力を向上。

教育制度を先取りした発展的授業
5～9年のSecondaryの5年間を、「芽が育ち、実を結ぶ時期」とし
て、連続的な学びを展開します。国語と算数では中学の内容を見据
えたハイレベルな授業を進め、効率よい学習を目指しています。例
えば国語では、深く考えながら本文を読み進めることで、文章の
構造そのものの理解力を向上させると同時に、語彙力・発信力の向
上を意識した授業を展開します。基礎学力を身につけるとともに、
学習指導要領の改訂や大学入試センター試験の見直しなど、現代の
教育制度変革の流れにも適応できる力を養います。 小中高マルチ免許を持つ教員による、ハイレベルな授業を展開。

2016年度のオペレッタの様子。
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人間力

縦割り教育で育む協調性
新渡戸文化小中学校では、さまざまな活動に「縦割り」を取り入れていま
す。例えば毎日の掃除では自分の教室だけでなく、順番に各クラスの教室
や特別教室を回ります。他にもキャンプやスポーツ大会なども縦割りで行
うなど、他校にはない独自の取り組みを展開しています。異年齢の子ども
たちとのふれあいの中で、下級生に対するやさしさや思いやりなどを学ん
でいくと同時に、6年生にはリーダーとしての役割を体験させ、これから大
人になり生きていくための社会性や協調性を育てます。一人っ子にとって
は、兄弟姉妹関係を体験できる貴重な場でもあります。

栄養士による「安全」「安心」「愛情」の給食
日本初の農学博士でもある新渡戸稲造博士は、「食」というものを非常に大
切に考えていました。その教えを受け継ぎ、本校では専任の栄養士が常駐
し、子ども園から高校まで手作りの給食を毎日提供しています。食品添加物
を使用せずに、1日に必要とされる30品目のうち15品目の食品を給食で摂
れるよう、充分に素材を吟味して調理を行っています。食材の仕入れにも心
を配り、ほとんどが国内生産のものを使用しています。

世界と向き合い、日本を学ぶ
グローバルとローカルを掛け合わせた造語に、「グローカル」が
あります。100年以上前からこの考えの重要性に気づいていた
のが、新渡戸稲造博士です。「私は太平洋の架け橋となりたい」
という大志を抱いて国際舞台で活躍しつつも、代表作「武士道」
に記した通り、日本の豊かな文化や心のあり方についても深い
見識を備えていました。こうした教えを受け継ぎ、新渡戸文化
小中学校も英会話を始めとした国際教育を進める一方、日本
文化に触れる機会も多数提供しています。バランス感覚に優れた
国際人の育成を目指します。

違いを認めて受け入れる
広い心を養います。
「どの子もわが子、どの先生もわたしの先生」をモッ
トーにしたアットホームな新渡戸文化小中学校です。
考えが異なる仲間たちとのコミュニケーションを促進
することで、グローバル社会に不可欠な多様性を受け
入れる広い心を養います。

スタッフの多くが新渡戸文化短期大学の卒業生です。

丁寧できめ細かい指導
1～6年生では、１学年60名程度の２クラス制を基本としています。教員は、
担任以外の生徒の氏名はもちろん、得意科目や家庭状況などを把握してお
り、少人数制ならではのきめ細かい指導を行っています。7～9年生でも外
部からの入学者を受け入れつつ少人数制を継続します。小中の9年間を、
私学らしく温かく見守り続けます。「学校が大好き！」という児童・生徒が大変
多いのが、新渡戸文化小中学校の自慢のひとつです。

一人ひとりの学習段階に応じた親身な指導。

異年齢の子どもたちと
のふれあいは、本校の
特色の一つです。

まるぬまキャンプ
（2・３年生）
豊かな自然の中で野外活動を存
分に体験できると同時に、親元
を離れ、子どもたちが中心となっ
た共同生活を通じて、心身とも
にたくましく成長していきます。

じょんのびキャンプ
（4・5・6年生）
新潟県の山村を舞台に、か
やぶき屋根の古民家で農
村生活を送ります。地元の
人とのふれあいがあり、温
かい交流が続いています。

しらねキャンプ
（4・5・6年生）
日光白根山のふもとを舞台
に、自然の恵みを生かした
活動を行うキャンプです。
白根山への登山は本格的
で達成感が味わえます。

サバイバルキャンプ
（4・5・6年生）
大自然の中で、火起こしから
の自炊生活とテント泊を中
心にした共同生活を体験し
ます。キャンプを通して子ど
もたちは大きく成長します。

しらかばキャンプ
（4・5・6年生）
白樺湖畔でカヌーを体験
するキャンプです。霧ヶ峰
高原を自然観察しながらハ
イキングし、仲間との絆を
深めます。

たくましく成長する「夏のキャンプ」
「都会では味わえない自然とのふれあい」「人 と々の出会い、人 と々のふれあい」「自立心の養成」をコンセプトに長年にわたって実施
されてきたのが、夏のキャンプです。自分でキャンプを選択し縦割りで生活することによって、子どもたちの心が大きく成長します。
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アフタースクール

子どもの個性を伸ばすプログラム
アフタースクール室は2011年に竣工した新しい校舎（10号館）にあります。学園内にある施設なので安心・安全で、下校後も校外
に出ることなく移動し入室することができます。アフタースクール室のメインルームは、天井も高く、また床暖房が完備した心地よ
い空間です。ほかにも、天然芝のグラウンド・体育館・理科室・調理室・音楽室など、学園内の施設をフル活用して多彩なプログラム
を提供しています。一日に複数のプログラムが展開されているため、子どもたちは自分で本当に好きなプログラムを選ぶことがで
きます。

アフタースクールとクラブ活動が連携
アフタースクールは2017年度から小中学校のクラブ活動と連携し、さらなる
進化を遂げていきます。サッカー・剣道・チアリーディングなどの各プログラム
で指導するプロフェッショナルが、小中のクラブ活動の指導にもあたります。
“自分の得意なことを、専門家の指導のもと本気で取り組む環境”を用意して
います。小中学校とアフタースクールが連携していくことで、新渡戸文化学園
が取り組む、小中一体ならではの教育の質をさらに充実させていきます。

母を支え、
子どもの個性を開発する。
新渡戸文化アフタースクールでは、新渡戸稲造博士が取
り組んできた「女性の自立支援」の理念を基に、安心・安全
な預かりと子どもたちの個性を伸ばす多彩なプログラム
を提供しています。キャリアマザーはもちろん、専業主婦
のご家庭もライフスタイルに合わせた利用が可能です。

一週間のプログラム（2017年度版）

月                  火                  水                        木                        金                土日

安心・安全の預かりシステム

学校通常時は下校時～19時ま
で、長期休暇時や小学校代休
日などは7時半～19時までお
預かりします。 ※預かり時間はご
相談に応じます。

預かり
新渡戸文化小学校の規則・し
つけに準じて活動します。

しつけ
アフタースクールでは学校の宿
題をしっかりこなします。小中
学校の先生の指導のもと、学
習習慣を着実に身につけます。

宿 題

ケガ・病気などの場合は、看護
師常駐の保健室で対応します。
他の学童保育では得られない
安心があります。

保健室
学園のフードサービスセンター
が作る、栄養を考えた質の良い
手作りのおやつを毎日用意して
います。

おやつ
全日預かりなど昼食が必要な
場合は、希望者に学園カフェテ
リアより手作りの昼食をご用意
します（アレルギーにも対応）。

食 事

入退室時に保護者にメールが
届きます。また17時以降は、学
校近くの駅、バス停までスタッ
フが送ります。

安 全
急な用事などの時にはスポッ
ト利用ができます。前日まで
申込可能です。

スポット利用
プログラムを中心に土曜日も開
校。預かりや昼食の提供など、
保護者の負担を軽減するサー
ビスも実施します。

土曜日開校

一日の流れ

15：00～
預かり時間。宿題やおやつ、
外・内遊びをして過ごします。

15：30～16：30
低学年向けプログラム

16：30～17：30
高学年向けプログラム。帰り
支度の後、順次帰宅。

19：00
アフタースクール終了

14：00～
順次下校。
アフタースクールへ。

※赤字は小中クラブ活動と連携。１年生から９年生までが参加。木曜日のクラブ活動は４年生から９年生が対象。

SPORTS

ART

STUDY

SPECIAL

サッカー

女子サッカー

剣道

チアリーディング

バスケットボール

テニス

体操

バレエ

ダンス

アート

音楽

鉄道

書道

科学実験

そろばん

プログラミング

●

●

●

●

ヴァイオリン

●

●

●

●

●

●

フルート

ファースト
レゴリーグ

クラブ活動

クラブ活動

クラブ活動

クラブ活動

クラブ活動

クラブ活動

クラブ活動

クラブ活動

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ロボット

●

●

●

●

●

ピアノ

●

●

●

●

●

●

●

ブラスバンド

ファースト
レゴリーグ

菜園プログラム

スペシャル・リクエストプログラム

小中高教員による宿題サポート
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アフタースクール

アフタースクールの先駆者的存在である新渡戸文化アフタースクールを紹介します。
運営で高く評価されていることの一つが、一流講師陣による指導です。これまで築き上げてきた人的       ネットワークを活かし、

「スポーツ」「芸術・音楽」「学習」の３つのジャンルのすべてにおいて、秀でた実績を上げたプロフェッ     ショナルを講師として招聘しています。

SPORTS

ART

STUDY SPECIAL

多彩なプログラム

        目黒雅也
〈剣道六段〉
技の習得、試合稽古等勝負を通
してアイデアや自立心の育成を
しながら、大会優勝を目指しま
す。

剣道
        折原裕子

〈2003年USA Nationals優勝〉
2年～4年生：基礎をしっかりと身につ
け地区大会上位入賞を目指します。
5年～9年生：応用技術を習得し、全国大
会で通用するテクニックを身につけます。

チアリーディング

        高櫻あみ
〈新国立劇場バレエ団、
 最年少ソリスト（1997-2000）〉
柔軟性・運動神経・音楽性・表
現力など、バレエの基礎を磨き
ます。

バレエ
        本多理菜

〈プロダンサー〉
まずはダンスを楽しむことを知
り、基礎作りを行います。そし
て初めての発表会出場を目指
します。

ダンス
        桜岡みゆきほか

〈画家・女子美術大学卒〉
じっくり「もの」に向き合い、もの
を見る大切さを学びます。

アート
        櫻井あづさ、田中秀子、大橋英莉
複数レッスンで行い、初心者も
着実にレベルアップし、発表会
を目指します。

ピアノ・フルート・ヴァイオリン

        青野和人
〈大塚商会アルファーズ ヘッドコーチ〉
バスケットボールの基礎をしっかり身に
つけ、大会出場を目指します。

バスケットボール
        乙戸光男ほか

〈米国プロテニス協会
 エリートプロテニスコーチ〉
一年を通してテニスを楽しみ、ルールを守
りお互いを尊重する気持ちを学びます。

テニス
        コスモスポーツクラブ
各種目に楽しく参加し、体操に慣れ親し
みながらレベルアップを図ります。

体操

        学研エデュケーショナル
体験学習を通して子どもの知
的好奇心を育み、「科学する力」
を伸ばします。

科学実験
        牧野初恵

〈そろばん全珠連２段〉
定期的に進級テストを行い、級
や段の取得に取り組みます。

そろばん
        学研エデュケーショナル
Developer：センサーやモーター
を利用する基本プログラムを学
びます。
Master：複雑なプログラムによ
る自律型ロボットに挑戦します。

ロボット
        ロボット科学教育
ロボット製作、プログラミング、
プレゼンの学習をし、日本大会
進出を目指します。

ファーストレゴリーグ

        川口早苗
〈桐朋学園大学音楽学部卒業〉
皆で協力し合い、助け合いな
がら、コンクール出場を目指し
ます。

ブラスバンド
        各分野専門家
プラレール、鉄道模型、ジオラ
マづくりなどの専門家により、
多方面から鉄道を学びます。

鉄道
        田中葉奈

〈書藝アーティスト、
 毛筆書写技能検定最高位1級〉
書写における基本点画を習得
し、正しい姿勢で丁寧に正しく
文字を書けるようにします。

書道

学園内にある畑を使い、野菜の
収穫や畑の手入れをしていくこ
とで、食育を学びます。

菜園プログラム
クッキングや建築など、専門家
による特別なプログラムです。
子どもたちのリクエストに応え
るプログラムも行います。

スペシャル・リクエストプログラム

        岡田未央
〈日本サッカー協会公認Ｂ級
 コーチライセンス〉
サッカーが大 好きな仲間と
チームを結成し、“楽しめるサッ
カー”をみんなで作り上げます。

サッカー・女子サッカー
講師 講師 講師

講師 講師 講師

講師 講師 講師 講師

講師 講師 講師 講師

講師 講師 講師
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スクールライフ

年間行事スケジュール

●入学式・始業式
●１年生歓迎会
●写生会
●全校授業参観日
●親子交流会
　（１年生）

●全校遠足
●農業体験学習・田植え（4年生）
●親子で楽しむ運動会

●感性の学習
　（8年生）

●音読発表会

●夏休み

●夏休み
●まるぬまキャンプ
　（2・3年生）

●コース別
　高学年キャンプ
　（4年～6年生）
   ・しらねキャンプ
   ・じょんのびキャンプ
   ・しらかばキャンプ
   ・サバイバルキャンプ

●水泳記録会 ●歩く会
●農業体験学習・
　稲刈り（4年生）
●創立記念日
　（10月16日）
●新渡戸祭

●音楽の会

音楽の会

６年生 鎌倉見学

4年生 社会科見学（和田ポンプ施設）

5年生 サイエンスコミュニケーション
（日本未来科学館）

しらねキャンプ

2・3年生 まるぬまキャンプ

●クリスマス会

クリスマス会

●冬の教室（3・4年生）
●もちつき（1・2年生）

冬の教室

●すもう大会
●音読発表会
●球技大会
　（5年～9年生）

●修学旅行
●6年生を送る会
●修了式

4月 6月 8月
5月 7月 9月

10月 12月 2月
11月 1月 3月

●入学式・始業式
●オリエンテーション
●全校保護者会

●スポーツ
　フェスティバル
●浅草英語研修
　（9年生）
●おもてなし研修
　（8年生）

●日本文化学習
　（三味線・茶道・華道）
●感性の学習
　（7年生）
●創作舞踊発表会
●終業式

●始業式
●感性の学習
　（9年生）
●志と自己発見研修
　（7年生）
●感性と志研修
　（8年生）

●新渡戸祭

●日本文化学習
　（三味線・茶道・華道）
●スキースクール
●終業式

●始業式

●日本文化学習
　（三味線・茶道・華道）
●論文作成
●修了式・卒業式

●球技大会
　（5年～9年生）

●志とルーツの旅
　（9年生）
●音楽の会

親子交流会

写生会

4年生 田植え

親子で楽しむ
運動会

スポーツフェスティバル

浅草英語研修
創作舞踊発表会

新渡戸祭

9年生 志とルーツの旅新渡戸祭

小
学
校（
１
〜
６
年
）

中
学
校（
７
〜
９
年
）
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スクールライフ

小学校の制服は、2017年度にフルモデルチェンジ。これは小学校開校以来初のことです。
新渡戸稲造博士のような品位と風格を漂わせるグレーの生地を用いて、都会的なセンス
を感じさせるデザインに仕上げました。ご家庭でも洗濯できる素材を使用していますので、
児童はさまざまなことにアクティブに取り組むことができます。

▶入学試験はどんなことが行われるのでしょうか？
親子（三者）面接と児童に対するグループテスト・集団観察などを行います。特に準備などをしていただく必要はありません。お子様
が集団の中でどのように生活できるかを見させていただきます。普段通り楽しく、仲よく生活している姿そのままで結構です。

▶授業の様子や学校の雰囲気を私たちも知りたいのですが?
全校授業参観日はもちろん、親子で楽しむ運動会、音読発表会、新渡戸祭など保護者に参加していただく行事がたくさんあり
ます。考える力を養う授業や心を育てる本校独自の教育をぜひご覧になってください。

▶専業主婦家庭ですが、「アフタースクール」を活用することはできますか？
もちろんご利用いただけます。多くのご家庭がプログラムに参加されています。親の介護などでスポット的に利用される方も
大勢います。ご家庭の都合によって便利に使えるのが、アフタースクールの魅力です。

▶中学進学についてはどう考えればいいですか？
新渡戸文化小学校からは内部推薦入学制度によって「新渡戸文化中学校」に進学できます。もちろん思い切って中学受験に挑戦する
ことも可能で、自分の将来や適性を考えながら進学・受験を考えることができます。教員は最大限進学のご相談に対応いたします。

▶家が遠いのですが、通えますか？　
遠くから通学しているお子様もいます。本人の体力や気力面で可能であれば大丈夫です。なお、家が遠いという理由で不合格に
なることはありません。

▶私たちは共働きなのですが大丈夫でしょうか？
ぜひ本校にご入学ください。日本の小学校でも随一の充実度を誇るアフタースクールがお子様とご両親をお支えします。現在でも
共働きの方が多数おられますが、ご家庭に特別な負担をかけることはありません。

▶キャンプは安全上の心配はありませんか？
大自然の中で助け合いながら困難を乗り越え、有意義に過ごすキャンプは本校の特長の一つです。安全には最大限の配慮をし
ていますのでご安心ください。

Q＆A

思いきり走り回れる、全面天然芝のグラウンド（学園共有）

小体育室、大体育室からなる、体育館（冷暖房完備）

40台のパソコンが設置された情報室（学園共有）

充実した施設で歩む9年間
新渡戸文化小中学校は、青梅街道から一歩入った閑静な住宅地にあります。
小中学校ばかりでなく、子ども園から、高校、短期大学までが同じ敷地内に
あります。ガーデン内では小中学生が、年の離れた生徒たちと親しげに遊ぶ
様子が見られます。

セキュリティ対策

登下校メール
SuicaやPASMOを使った登下校メールシステムで、児童の登校・下校
時刻が確認できるメールが、ご家庭に届き、大きな安心材料となって
います。

パソコンでの確認も可能
EMC（エマージェンシー・コール）システムは、他校に先駆けて本校が
いち早く導入した緊急連絡システムです。2011年３月11日の東日本大
震災でも、ご家庭との連絡に大いに活躍しました。携帯電話やメール
が混み合って使えない場合でも、パソコン上で学校からの連絡を確認
することができます。

緊急時の連絡に
児童の安全を守るため、正門前や通路には警備員が常駐しています。
また、緊急時、児童の位置確認や連絡用に、携帯電話の所持も許可制
で認めています。保護者の方にも緊急時、迅速に連絡できるよう、
EMCシステムを導入しています。

施設紹介

制 服帰国子女と国際理解

ネイティブスピーカーによる英語指導と日本文化指導
本校では、新渡戸稲造博士の「太平洋の架け橋とならん」の教えから
積極的に帰国子女を受け入れています。全学年で帰国子女枠を設け、
日本の生活や文化に早く慣れ、学習にもついていけるよう個別指導を
行っています。児童期に日本文化を正しく理解させることで、バランス
の取れた人間の育成を目指しています。
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学園概要

新渡戸文化学園は、創立90 周年。
総合学園として、さらに飛躍します。

新渡戸文化子ども園
長年にわたって培ってきた幼稚園教育を実
践しながら保育園の預かり保育機能を兼ね
備えた新しいコンセプトの教育施設です。
園舎は木のぬくもりにあふれ、また耐震性
にも優れた設計です。一人ひとりの個性を
伸ばすことに力を入れており、幼児教育の
ほかにもバレエ、サッカー、スポーツクラブ、絵画教室などの多彩な課外活動を展開しています。また、早朝と夕方の預かり保育、2
歳児の受け入れや完全給食制など、キャリアマザーに寄り添い、子育ての不安解消を親身になって支えます。

1927年に創立された新渡戸文化学園
生徒一人ひとりの個性を伸ばす
教育を実践するとともに、
建学の精神である
「女性の自立支援」を実現するために、
キャリアマザーを多方面から
サポートします。
子ども園から短期大学にいたる
総合学園として、
社会で活躍する人材を輩出しています。

新渡戸文化高等学校

新渡戸文化短期大学

初代校長 新渡戸稲造博士（1862～1933）

かつての五千円札の肖像としても有名な新渡戸稲造博士
は、日本の精神文化を流暢な英語で紹介した「武士道」の
著者としても知られています。
1920年には国際連盟の事務局次長を務めるなど、国際
人として世界平和に尽力されました。
一方で女性の教育にも力を注ぎ、新渡戸文化学園の前身で
ある「女子経済専門学校」の初代校長も勤められました。
このように、近代日本の幅広い分野で大きな足跡を残し
た新渡戸稲造博士の思いをしっかりと受け継いでいるの
が、新渡戸文化学園なのです。

新渡戸文化学園

新渡戸文化
子ども園

新渡戸文化
小中学校

新渡戸文化
短期大学

新渡戸文化
高等学校

閑静な住宅街にある
キャンパスでは、
幼児から成人まで、
幅広い年齢の仲間が
学んでいます。

後列左側、白髪の男性が新渡戸稲造博士。

自分の中に志が定まれば、そこから学ぶ学
問は単なる知識ではなく、成長の力となり
ます。新渡戸文化高等学校では、この志を
育む6コースを用意しております。各分野に
精通したプロフェッショナル指導者のも
と、一人ひとりの可能性を引き出す教育を
行っています。
さらに、各コースを柱として、他の教科、教養教育を有機的に結びつけることにより、生徒に「学ぶ意味」を理解させ、意欲的に学習
に取り組む基礎力を養っていきます。また、大学進学に向けたサポートやキャリアデザイン教育も推進しています。

「臨床検査学科」「生活学科 食物栄養専攻」
「生活学科 児童生活専攻」があります。少人
数クラスで行う講義は問いかけに対して考
えてもらう教育とし、実験は納得する体験
を、実習は相手の立場にたって行うことを
重視します。栄養士や保育士、幼稚園教諭、
臨床検査技師などの資格取得もバックアップします。また、子ども園をはじめとする学園内でのコラボレーションや、医学界の権威
による講義など、新渡戸文化学園だからできる活動も数多くあります。
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