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玄関が開く時間

学校の1日
8：00

朝の会

8：30 8：50

1時間目

9：40

2時間目

10：40

3時間目

11：30 12：10～

4時間目 昼食・昼休み

1：00

5時間目

1：50

6時間目 放課後

4：00

下校

元気に交わす会話から1日がスタート。元気に交わす会話から1日がスタート。
子どもたち一人ひとりが「生きる」ことを日々楽しんでいます。子どもたち一人ひとりが「生きる」ことを日々楽しんでいます。

0202 0303

登下校は制服。
学校に着いたら私服に着がえます。
登下校は制服。
学校に着いたら私服に着がえます。「おはよう！」「おはよう！」



生きる力と生きる力と
穏やかな心穏やかな心

桐朋学園小学校の特色桐朋学園小学校の特色

0504

朝、飼育小屋の中から男の子の声がします。「チャボが卵を四つ
も産んだよ。」次の瞬間、別の女の子が通用門から駆けてきて、
「チューリップの花がひらいたよ。」と教えてくれました。それは、
社会全体が未だ大震災の衝撃に動揺していた、2011年4月の
入学式の翌朝のことでした。
子どもたちの身の回りで、一日一日たくさんの新しい何かが生
まれ、それぞれが精一杯に、命の歌を歌っています。その一つひ
とつが、私たちの心を動かすほどの尊さを持っています。自然の
力が生み出す、小さな命の営みに感動することのできる子ども
たちは素晴らしいと思います。小学校の生活を通してその心に
蒔かれていく種は、いつの日か新しい時代を豊かに創り出して
いくことでしょう。
桐朋学園小学校は、1959年（昭和34年）4月、児童100人、先生
4人の小さな学校として出発しました。それ以来、豊かな緑に恵ま
れた教育環境を活かして、子ども本来の感受性や人間性を大切
にしながら、一人ひとりを心豊かに、賢く逞しく成長させることを
一貫して追求してきました。
私たちが、半世紀のあいだ、「一人ひとりの
子どもの、心のすみずみにまで行きわたる
教育を」という言葉を大切にしてきている
のは、そこに小学校教育の本質があると確
信しているからに他なりません。

一人ひとりの子どもの
心のすみずみにまで行きわたる教育を

校長　片岡 哲郎



国語・社会・算数・理科などの基本的な教科の知識・技能を身につけることを
おろそかにせず、問題解決の能力を育成しています。
思考力・想像力を養うもととなる意欲を大切にしています。
観察カ・表現力・構成力を必要とする日記の指導も行っています。

国語・社会・算数・理科などの基本的な教科の知識・技能を身につけることを
おろそかにせず、問題解決の能力を育成しています。
思考力・想像力を養うもととなる意欲を大切にしています。
観察カ・表現力・構成力を必要とする日記の指導も行っています。

基礎学力を充実する基礎学力を充実する
理科室理科室 EC交流会 〈EC：English Communication〉EC交流会 〈EC：English Communication〉

図書室図書室

音楽室音楽室

美術室での授業美術室での授業

「時の道」
（54期生卒業制作）

「時の道」
（54期生卒業制作）

「思い出の本館」
（53期生卒業制作）
「思い出の本館」

（53期生卒業制作）

学校は美術館　創立以来続いている卒業制作

06 07

「六角形のメモリー」
（55期生卒業制作）
「六角形のメモリー」
（55期生卒業制作）



朝の体操朝の体操

天狗岳登山天狗岳登山

放課後放課後水泳授業水泳授業

登校登校 ランニングランニング

中学年遠足中学年遠足

低学年遠足低学年遠足

08 09

駅から15分歩いて毎日通学しています。
毎朝、体操やランニングをして知らず知らずのうちに体力がついていきます。
歩くことが主体の遠足、５年生の林間学校では天狗岳に登山しています。
水泳は5月から10月まで学年に応じて指導され、6年生の臨海学校では
遠泳を行っています。
それらの体験を通して、目標を達成しようとする強い意志が培われていきます。

駅から15分歩いて毎日通学しています。
毎朝、体操やランニングをして知らず知らずのうちに体力がついていきます。
歩くことが主体の遠足、５年生の林間学校では天狗岳に登山しています。
水泳は5月から10月まで学年に応じて指導され、6年生の臨海学校では
遠泳を行っています。
それらの体験を通して、目標を達成しようとする強い意志が培われていきます。

心身を鍛える心身を鍛える



砂場砂場

みや林みや林 理科室前田んぼ理科室前田んぼ

アスレチックアスレチック

中庭中庭

グランドグランド

飼育小屋飼育小屋

理科室前畑理科室前畑

10 11

雑木林に囲まれた緑の環境の中で、砂場、木登り、アスレチックなどで遊び
ながら自然とふれあっています。
きゅうり、えだまめなどの栽培や、うさぎ、にわとりを育てながら生命の営みに
ふれ、優しさが養われていきます。
四季の変化をスケッチし、美しいものに感動する心が培われていきます。
5年生の１年生送りや児童会活動、クラブ活動などによって、学年を越えた
友情が芽生えています。

雑木林に囲まれた緑の環境の中で、砂場、木登り、アスレチックなどで遊び
ながら自然とふれあっています。
きゅうり、えだまめなどの栽培や、うさぎ、にわとりを育てながら生命の営みに
ふれ、優しさが養われていきます。
四季の変化をスケッチし、美しいものに感動する心が培われていきます。
5年生の１年生送りや児童会活動、クラブ活動などによって、学年を越えた
友情が芽生えています。

情操を培う情操を培う



入学式
5年生に名札を付けてもらい、桐朋学園小学校での生活が始まります。

1年生送り（5年生）
入学式から一週間は、5年生と一緒に
下校します。

学校案内（2年生）
２年生がペアの1年生を案内します。

お別れ会食（6年生）
6年生が作ったサンドイッチを囲んで、
卒業前に2年生と会食します。

絵本の読み聞かせ（5年生）
5年生が1年生にお話を読み聞かせ
ます。

ラジオ体操（2年生）
毎朝行っているラジオ体操を、2年生が
ペアの1年生に教えます。

花笠音頭（4年生）
運動会の演技種目「花笠音頭」（中学
年）を前年度踊った4年生が、初めて挑
戦する3年生に伝授します。

飼育動物とのふれあい（4年生）
4年生は、日頃「飼育活動」で世話して
いる動物のことを1年生に伝えます。

親睦遠足（1,5年生）
1年生の小学校最初の遠足は5年生と
一緒に行きます。

学年を越えたふれあい学年を越えたふれあい特色ある生活科特色ある生活科

本校の生活科は、「具体的な事物を通して直接体験すること
により、生きていく上で必要な知識や技能を身につけさせ、同
時に、情緒を培い、生きる力、考える力を育てる。」「広い視野
から人間を育んでいる自然や社会についての知識を深め、人
間はどう生きるかということについて、より深く考える姿勢を
育てる。」という目標を持って、1年生から6年生まで一貫した
カリキュラムのもとで授業が進められています。

4年生 「羊の毛から織り物作り」

3年生 「洗濯」1年生 「おやつ作り」

5年生 「土器のスケッチから野焼きまで」

12 13



春春

入学式
1年生送り（5年生）
1・5年生遠足 昭和記念公園

4月 6月
中央図書館見学（3年生）
武蔵台学園との交流①（3年生）

防災訓練 集団下校
プール開き
御岳林間学校（3年生 2泊）

5月
遠足 御衣公園（1,2年生）
遠足 高水三山（5,6年生）
西湖湖畔学校（４年生 ３泊）

美術館見学 ブリヂストン美術館（6年生）
環境センター見学（4年生)

桐朋小学校（調布市）との交歓会（6年生）
美術館見学 日本民藝館（5年生）

14 15



夏夏

9月
社会科見学 自動車工場（5年生）防災訓練（引き取り訓練）七夕（1,2年生）

飼育動物とのふれあい（1,4年生）

7月
夏休み

8月
岩井臨海学校（6年生 3泊）
奥蓼科林間学校（5年生 3泊）

16 17



秋秋

12月
音楽会　（2,4,6年生）入学試験

スケッチ 校内（3年生）
スケッチ 谷保天満宮（4年生）

11月
土器の野焼き（5年生)運動会

修学旅行 信州（6年生 3泊）

10月
スケッチ遠足 多摩動物公園（1,2年生）
遠足 高尾山（3,4年生）

18 19



冬冬

防災訓練
武蔵台学園との交流②（3年生）
国際理解教室

1月 3月
都内見学（6年生）
卒業遠足　昭和記念公園（6年生）

くにたち郷土文化館見学（3年生）
発表会（1，3，5年生）

2月
「一年生送り」のペアとの会食（2，6年生）
卒業式

2120

社会科見学 新聞社（5年生）



5，6年生でクラブ活動を行っています。年度始め、6年生が
自分たちで希望するクラブを提案します。
活動内容と場所を考慮し、児童の人数調整等行い、週1回、
授業内に14のクラブで活動しています。

22 23

学級、放送、図書、保健、体育、美化、生きもの、の七つの委員会で
活動を行っています。校内放送や図書の貸し出しなどの日常
活動のほかに、被災地（宮古市田老）との交流や、大学通り清掃も
活動の一環になっています。

クラブ活動（5,6年） 児童会活動（5,6年）

桐朋女子中学校
（女子）

桐朋女子高等学校
（女子）

桐朋小学校
（男女共学）

桐朋幼稚園
（男女共学）

女子部門（調布市）

女子女子

桐朋学園の組織

桐朋学園小学校
（男女共学）

桐朋中学校
（男子）

桐朋高等学校
（男子）

男子部門（国立市）

男子男子

防犯・防災等 ～安全対策について防犯・防災等 ～安全対策について
子どもたちが毎日、安心して明るく楽しい学校生活が過ごせるよう、様々な取り組み・対応が行われており、また、設備・組織も
設けられています。

【災害時等への対応】
◇児童一人ひとり・全教職員に「防災頭巾付ヘルメット」の配付
◇全児童・教職員の3日分の水・食料・毛布の完備（防災倉庫）
◇保護者への各種連絡システム
・緊急電話連絡網
・緊急時メール等配信システム
・学校ＨＰへの情報掲載
◇「緊急避難ネットワークシステム（避難校ネット）」への加盟
　（都内全私立小・中・高校）
◇ＪＲ・私鉄からの運行情報提供（交通機関トラブル等への緊急対応）

【設備・組織】
◇警備員の常駐・巡回
◇校内3か所にＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置。
　また、全教員が「救命技能認定証（自動体外式除細動器業務従事者）」取得
◇緊急地震速報装置の設置
◇小・中・高校全体での「防災委員会」「保安委員会」の設置。
　（学園内組織の編成）

【取り組み】
◇各種防災訓練の実施
・地域別グループでの集団下校（学期ごと）
・保護者引き取り訓練（年一回）
・様々な想定での校舎内からの避難訓練（適宜）
◇通学地域別グループの編成（18グループ）
・グループ集会（学期ごと）　・児童集団下校（学期ごと）
・保護者会（年一回）
◇警察の方を招いてのセーフティー教室の実施（1年生対象）

【取り組み】
◇各種防災訓練の実施
・地域別グループでの集団下校（学期ごと）
・保護者引き取り訓練（年一回）
・様々な想定での校舎内からの避難訓練（適宜）
◇通学地域別グループの編成（18グループ）
・グループ集会（学期ごと）　・児童集団下校（学期ごと）
・保護者会（年一回）
◇警察の方を招いてのセーフティー教室の実施（1年生対象）

沿革
1940年  5月 山下汽船株式会社からの献金を基にして、
  財団法人山水育英会が成立。

1941年  3月 山水育英会を母胎として、
 第一山水中学校（国立）、山水高等女学校（仙川）を設立。

1947年  4月 終戦によって山水育英会を解散し、
　 東京教育大学（当時の文理大・高師）に深い関係を持つ
  財団法人桐朋学園を組織した。
 昭和26年私立学校法施行に従い、学校法人桐朋学園となる。

1948年  4月 新学制により、桐朋中学校、高等学校に改編する。

1958年11月 小学校を併設する。

1959年  4月 第一学年から第三学年までの編成で開校。
 校長　小林善一。各学年一学級。

1963年  3月 第一回の卒業生を送り出す。

1964年  7月 児玉実雄　校長に就任。

1965年  4月 学則を変更し、一学年二学級編成。
 一・二学年より実施。

1977年  4月 西尾栄一　校長に就任。

1986年  4月 鈴村一成　校長に就任。

1990年  4月 山下　明　校長に就任。

1994年  4月 教育課程改訂と行事の変更を行い、学校五日制実施。

2001年  4月 小柳敏志　校長に就任。

2008年10月 創立50周年を迎える。

2009年  4月 片岡哲郎　校長に就任。

2016年  7月 新本館落成

2016年7月
小学校新本館完成
2016年7月
小学校新本館完成
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