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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なかで、

もっとも重視しなければならない「こころ」の教育を、

学校生活全体を通じて日々 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98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、ますます変化が加速す
る社会において「感謝の心」を基盤とした温かく豊かで周りを思いやることのできる優しい心
は、必ずや輝いていく源となることでしょう。そして創立当初からの「女性の自覚」「社会への
奉仕」の教えを発揮し、時と場合に応じた聡明な判断力と行動力を持ち合わせた、時代を
支える女性の育成を目指します。
小学校時代は、人格形成の基礎となるとても重要な時期です。川村小学校では「感謝の
心」を大切にした「こころの教育」に重点をおき、数多くの生きた経験から、人と心を通わせ、
自然を慈しみ、感受性豊かに、温かい「こころ」にあふれた学校生活を過ごしています。丁寧
な学習の積み重ねを大切にしながら、自ら気づき、考え、行動する力を身に付けていきます。
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、きめ細やかな教
育に力を尽くしてまいります。

一人ひとりの思いを大切に、個性と伸び
しろを生かすことを心がけ、日々 の出会い
の中で手ごたえを大事にしながら、一人
ひとりが輝く学校になるよう努めています。

学校での多くの関わり合いの中で、相手を
思いやるやさしさに触れていきます。通学
班等では、縦のつながりを大切にし、上級
生と下級生との思いやりを大事にしながら、
安心して生活できるように心がけています。

「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、
心が通った日々 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、授業では、考
える力をつけていく工夫を心がけていま
す。学ぶことの楽しさを感じながら、自ら学
ぶ力、最後までやり抜く力を伸ばすよう努
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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ネイティブスピーカーとのティームティーチ
ングでは、「聞く」、「話す」をポイントに、高
学年ではさらに「読む」、「書く」を強化し、
４技能をバランスよく習得していきます。
発音や会話も授業のなかで多く取り入れ、
伝える力を伸ばしていきます。1年生から
始める英語教育は、ますます国際化する
将来において、あらゆる可能性を広げます。

校長からのメッセージ

9ページ
カリキュラム

12·13ページ
蓼科学習

16ページ
放課後活動

7ページ
じょうぶな体
健やかな子

8ページ
かしこい頭
自ら学び
自ら考える子

授業の様々な場面でのICTの活用により、
やりとりのスピード感が増し、より多く深く考
えることができます。主体的な学びの姿勢
は、柔軟な発想や発表する力を育て、調
べ学習やプレゼンテーションの場面にも成
果が出ています。

1年生からの
英語教育

水泳教育

ICTの活用

6年間を通じて行う蓼科学習は、春夏秋
冬の体験型学習です。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
える有意義な学習の場であり、友達との
親睦を深め、思いやりの心を育てます。

蓼科学習
の重視

放課後の時間を学校内で安全に安心し
て過ごすことができるよう、学校開放、アフ
タースクール・セミナー、学習サポート、算数
セミナー、鶴友会活動などを行っています。
また、民間学童保育施設「ウィズダムアカ
デミー」と連携を図っています。

放課後活動
の充実

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。学童期に適切
な運動を継続できる環境を整えています。
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家庭と学校、互いに協力
家庭と学校との連絡を密にして、三位一体の教育で子ども達の
成長を支えていきます。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。また、近年の著しい気候変動などの様々な
影響により、児童の日常生活に変化が生じています。感染症へ
の罹患や、思いもよらない骨折など気がかりな事例が増えてい
ます。生涯にわたるじょうぶな体を作る時期に、ご家庭で適切な
休息をとったり、適切な運動をしたりすることで、学校生活に支
障をきたさない十分な体力をつけていきます。

「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、月曜日から金曜日まで実
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、ティースプーンを
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。

自然の中で
1年生から蓼科学習で、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、
スキー教室を実施します。

生き生きとした子
やさしい心

健やかな子
じょうぶな体

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」、
創立者は万物への「愛」をとても重視していました。その根本と
なる言葉「ありがとう」と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。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。

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

■水質の保たれた室内温水プールで、床は昇降
式のため水深が変えられます。　　　　　　
年間を通して週１時間の水泳授業をクラス単
位で実施、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。　　　　　　　　　　　　
水慣れから始め、少しずつ段階を分けながら、
練習班を作ります。水泳専門講師による一人ひ
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の記録会などを開
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。

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（公共道徳やあいさつ）、
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。

朝の読書・読み聞かせ
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
を重ね、相手の気持ちに共感する想像力を働かせ、豊かな人間
性を育みます。

心身ともに健康な子

５月 報 恩
８月 努 力
１１月 整 頓
２月 礼 節

６月 健 康
９月 感 謝
１２月 反 省
３月 質 素

４月 平 和
７月 勤 勉
１０月 本 分
１月 向 上

水泳教育
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カリキュラム

•英語授業を、1・2年生は週2時間、
3年生以上は週3時間行います。
右表のような学年配分でカリキュ
ラムを遂行し、英語力強化のプロ
セスを積み上げていきます。教材
のリスニングやリーディングの必要
量を満たすために、家庭学習も大
切な役割を担います。

•低学年は、ティームティーチングで
音声面を重視して学びます。音、
文字、語、文法などの言語要素が
バランスよく含まれる教材をベース
に、ネイティブスピーカーによる音声
に浸ります。また少人数制にて、
「聞きたい」「話したい」という意欲
をかきたてる授業形態も取り入れ
ています。

• 3年生は、1・2年生で必要な音声
能力を身に付けているため、さらに
高度な内容の英語を吸収していき
ます。多くのリスニング、リーディング
教材の中で、大意を把握できるよう
にします。個々の英文を文法的に
精緻に解釈させるのではなく、英
文の流れのなかで、単語や句を抽
出し、組み立て、推測する力を伸
ばしていきます。

•実用英語技能検定（英検）取得を
奨励しています。小学校卒業まで
に、英検3級取得が目標です。

593語

699語

834語

1,209語

1,315語

1,553語

6学年テキスト内　総単語数：31,841語、重複除く総単語数：3,041語、文法事項は英検3級

・How many ---?  There is /are.
・What?  It is ---. They are ---.
・Who?  He is ---. She is ---.
・this, there, that, those
・Where?  on, in, under　など

・When?  in 月，on 月日,  in the 季節
・What time?  at / around 時刻
・未来形,  過去形
・命令文,  howの用法,  canの用法　など

・why と because
・whose,  whichの用法
・進行形
・on 曜日
・from 時刻 to 時刻　など

・三単現の肯定, 否定, 疑問
・doesの用法　　・過去形（規則・不規則）
・how much ---　・how＋形容詞
・動名詞
・形容詞の比較級・最上級　など

・受動態
・to 不定詞
・関係代名詞　・関係副詞
・直接話法　　・間接話法
・従位接続詞　・完了形　など

・代名詞
・would like to ---　・want to ---
・be going to ---　　・ifの用法　など
・不規則動詞の活用を段階を経て暗唱する

テキスト内
単語数
（重複除く）

目標 文 法 表 現学年

wh疑問文と
その返答方法を
整理し、
理解を深める

数（単数・複数）
前置詞
指示代名詞

時間の概念
現在時制
過去・未来時制

人称・格・数に
伴う表現の
相違を理解する

単文における
高度な表現を
整理し、
理解を深める

重文・複文を作る
高度な表現を
整理し、
理解を深める

1
年

2
年

3
年

4
年

5
年

6
年

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
考える体験型授業が６年間の土台となります。
低学年では学級担任制と一部教科担任制の併用、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、行動できる土台を築き、
主体性や幅広い興味や好奇心を育むことができるのです。また、
1年生から音楽、図工、体育の各分野を専門教諭が指導にあた
ることで、本格的かつ斬新で工夫された授業が構築されていま
す。子ども達の個性がより一層発揮される分野において、学校生
活を彩りながら、豊かな情操を育み表現する力を磨いていきます。

ICTの活用
～意欲を引き出す学習環境と学びの保障～
考える力をつけていく工夫として、日々 の学校生活のなかでは個
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を助長しています。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
ジしようとする意欲が高まる学習環境を整えています。合わせて
ICTにおける学習環境を整え、教員が単元に合わせて効果的に

iPadを用いたり、低学年ではメディアルームを活用したりするとこ
ろから始めていきます。小学校入学の新しい生活が始まる段階
でiPadを使用するのではなく、しっかりと活用できる環境を整えて
から利用することが大切だと考えています。4年生になると自分の
iPadを、授業の中で活用しています。一人1台のiPadにより、「ノ
ートに書く」から「iPadに入力する」に代わり、リアルタイムで子ども
達の取り組みが把握できるようになりました。iPadを効率的に使い
こなしたり、すぐに調べたりする習慣は、大きな学習成果をもたらし
ています。「オンライン鶴友祭」へのチャレンジも、生きた学習につ
ながりました。そして、学びを保障するために、対面授業とオンライ
ン授業を併用したハイブリッド型の授業体制を構築しています。

豊かに感じ、自ら考える子

英語
教育

ネイティブスピーカーとの授業では、
将来、グローバルなコミュニケーションを
図るための大切な基礎をつくります。

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。

自ら学び自ら考える子
かしこい頭

基礎学力の定着のために
•「学習習慣」
「基本的生活習慣」
「家庭での学習習慣」の確立
•ICTによるわかりやすく伝える授業
•1・2年生の学習環境の充実
「週1日第6校時授業」→授業時間数の確保
「週1回複合授業」→算数と英語の少人数授業
•ティームティーチング指導
1年生=「国語」・「算数」
全学年=「英語」（週1回・ネイティブスピーカー）
•蓼科学習による集中授業
•学校開放での特別講座
•希望者対象の学習サポート・算数セミナー
•英検合格を目指した直前対策講座
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カリキュラム

土曜日は休日とし、
年間数日、行事等のため
登校日となります。

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

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

1 年
9
-
5
-
3
2
2
-
3
2
1
-
1

2 年 3 年
7
3
5
3
-
2
2
-
3
3
1
2
1

4 年
6
3
5
3
-

2【1】

2｛1｝

2（1）
3
3
1
2
1

5 年
6
3
5
3
-

2｛1｝

2（1）
2【1】

3
3
1
2
1

6 年 ｛  ｝内は１学期
【 】内は２学期
（ ）内は３学期の授業時数少人数授業（1･２年生）

算数力を育む

国語
教育

算数
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、異なる見方や考えに触れることで、物事を多面的にとらえる
考え方に気づくことができます。そして、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。事象を数理
的に分析する力、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。

複合授業

３年生からの情報授業では、積極的にパソコンやiPadを使っています。
描画やキーボードによる文書作成、生い立ちの記録をまとめたり、おす
すめの本を紹介したり、修学旅行の調べ学習へと進めていきます。将来
の様 な々可能性を考えて、Officeの「Word」「Excel」「PowerPoint」の
使い方や、タイピング体験などにも、積極的に取り組んでいます。メディア
ルームと情報処理室、4年生になると一人1台のiPadを活用し、段階的に
プログラミング的思考力が身に付くようなアプリや課題解決型ゲームソフ
トを取り入れ、チャレンジしています。
今後情報化社会を生きていく子ども達は、「情報モラル」を学び身に付
けることも重要な課題として、取り組んでいます。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社会において、情報を取捨
選択し、健全かつ柔軟な対応をとるために必要な知識を学びます。

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。新たな発見や
好奇心をかきたてていき、そのことをしっかりレポートにまとめる考察を重ねています。
意欲や興味が主体性につながり、学びの楽しさを知ることができます。

社会科教育

理 科 教 育

情 報 教 育

蓼科学習や社会科見学を取り入れ、単元で学習したことを、しっかりと記憶に残せ
るよう実体験を積む機会としています。学年に応じた理解を深め、新たに発見した
ことや疑問に思ったことを自ら追及し、解決していく力を育てます。学習成果を最大
限引き出せるよう、ICTを活用し、多方面から事象にアプローチしていきます。より良
い社会を創るために、自分の考えを持つことができる指導を目指します。

7
2
5
3
-
2
2
-
3
3
1
2
1

１・２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

算数セミナー
４～６年生に向けた算数セミナーを週2回
放課後に組み込んでいます。
各学年を習熟度別に分け、授業に沿った
内容から、中学への数学にスムーズなバト
ンタッチができるように学習を進めます。

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。

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。

思いを伝える 　スピーチ・発表単元
正しく伝える 　音読

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分間読書を行うことで、
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。
様 な々ジャンルの本に触れる環境が、想像力と知識量を豊富にします。

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、
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、週１回程度、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

読む力

書く力

話す力

素直に表現する 　日記・作文指導・俳句作り
美しく書く  　漢字指導・書写授業・書き初め大会（硬筆・毛筆）

国　　語
社　　会
算　　数
理　　科
生　　活
音　　楽
図画工作
家　　庭
体　　育
英　　語

特別の教科道徳
総合的な学習の時間

特別活動
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自然に学び、自然とともに生きる力を育む

心・体・頭を育む
自然体験学習

蓼科学習

みんなでお絵かき
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

蓼科周辺ハイキング

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・虫さがし（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
公衆道徳の習得

望ましい
人間関係の形成

徳育 蓼科で経験する多くの自然体験

●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）
はがきを書く
小枝ひろい
敷地内で自由に活動する
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（社会・理科）
写生会（図工）
スキー教室（体育）
雪の結晶の観察（理科）
動物の足あと（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（社会・理科）
こんにゃく・ほうとう作り（家庭科）
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学習施設です。
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、

より深く理解し、より記憶に残るよう

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、

物事を探求し自ら進んで取り組む学習形態は、

アクティブラーニングそのものです。
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生活時間帯

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、
「ちかいのことば」を唱和、感謝の歌を斉唱します。
けじめある毎日を送り、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。

一日の生活

■冬服：4~５月･10~3月　■夏服・盛夏用制服：５月~10月

8：00 登校

8：10 朝の読書・朝礼

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、落ち着いて次の授業の準備にあたります。

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。

10：10～10：35 中休み 13：25 午後の授業開始

終礼・下校

ウィズダムアカデミー目白校

月曜日・火曜日：学校開放
月曜日～金曜日：A・S（アフタースクール・セミナー）
火曜日～金曜日：学習サポート（1・2・3年生対象）
月曜日・金曜日：算数セミナー（4・5・6年生対象）
水曜日：鶴友会活動
木曜日：必修クラブ活動、部会活動

放課後活動（最終下校 １６：3０）

担任と一緒に、教室の清掃を行います。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。

13：15 清掃

〈ひなまつりメニュー〉
•五目ちらし寿司
•和風サラダ
•紅白あられのすまし汁
•ひなまつりデザート
•牛乳

12：15 会食・昼休み

8：30 午前の授業開始

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。

〈会食セット〉
•ナイフ
•フォーク
•ブイヨン
   スプーン
•ティースプーン

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

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。

「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。

制服

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

第６校時

終 礼

朝の読書·朝礼

月
（１~６年）
火～金
（３~６年）

月

火

水

木

金

放課後活動等 最終下校 １６:３０

※3年木曜日を除く
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学校開放、
A・S（アフタースクール・セミナー）、
学習サポート、算数セミナー、
英検直前対策講座、クラブ活動
月曜日から金曜日まで、学校開放、A・S（アフタースクール・セミナー）と
学習サポートの組み合わせにより、16：30まで放課後の過ごし方を選択
できるよう充実させています。4年生からは、算数セミナー、英検直前対
策講座、クラブ活動にも参加できます。

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。

5月

4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
•授業参観期間
•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
•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･３･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
•避難訓練

•鶴友祭（学園祭）
•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

•誕生会
•避難訓練
•学年発表会

1月
•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

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。

•４･５･６年
　冬の蓼科学習
•豆まき
•誕生会
•クラブ見学会

•防犯訓練
•ほら、できたよ
　（東初協児童作品展）
•２･３･６年
　社会科見学

2月

■学校開放
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

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
がそ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：学期ごとに検定を受け昇級
茶道：初級（入門・小習・茶箱点）
華道：草月流４級

民間学童保育施設
「ウィズダムアカデミー
目白校」と連携

最長22時までの預かり

宿題を家に持ち帰る事なく済ま
せたり、EnglishTimeなどのカリ
キュラムを受けたりできます。

※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。

学校の宿題サポート・
高水準なプログラム

利用する児童を施設内まで送り、
サポートしています。

ウィズダムアカデミーへの
送り

希望者は珠算やアートなど、　　
習い事への参加も可能です。

オプションレッスン

■学習サポート
1～3年生には、A・S（アフタースクー
ル・セミナー）終了後に、宿題や国語、
算数の復習に取り組む時間を用意
しています。

■算数セミナー
週2日、4年生以上を対象に、算数学
習に取り組んでいます。電子黒板を
用い、問題を立体的なイメージでとら
える力などを養います。

■英検直前対策講座
4年生以上を対象に、年3回実施さ
れる英検にあわせて開講しています。

■クラブ活動
4年生から始まるクラブ活動は、小学
校や隣接する中学・高校の施設を
存分に活用し、コーチから本格的な
指導が受けられます。

放課後活動（1・2年生）

月曜日

火曜日～
金曜日

アフタースクール・
セミナー

学校開放

学習サポート

15‥30下校

15‥30下校 16‥30下校

16‥30下校

OR

OR

OR

14‥30下校

学校行事
•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（4月12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

•３･４･６年春の蓼科学習
•誕生会 •安全教室 •避難訓練

•ブラスバンド、バトン、フラダンス、
水泳、剣道、陶芸、家庭科、書道
•体操、フットサル、卓球、　　　
バドミントン、茶道、箏曲、演劇、
科学、合唱、パソコン、華道
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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。

■ 登下校通知メール
児童がセンサーを通過すると、登録され
たアドレスにメールが配信されます。

■ 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・解散の時刻・
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
源を切ります。終礼後には、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

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。登下校時の緊
急事態に対応できるよう、安全ポケットガイ
ド、LEDライト＆ホイッスル、マスク、ウェット
ティッシュ等をコンパクトにまとめたレスキュ
ーポーチの携帯をしています。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。

■ 学校110番通報システム装置の設置
緊急事態発生時に非常用ボタンを押す
と、警視庁の通信司令室へ素早く通報で
きます。最寄りのパトカーや警察署、交番
から警察官が急行するとともに、すぐに電
話が入り、状況の説明ができます。

■ 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。

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

教師と警備員が立ち、安全を確保し、指導にあたっています。


