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人間にしかできないこと
それを学ぶ12年間が
ここにある
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SUGAO GAKUEN
Elementary School 2023

小学校時代は、学びと人格形成の基礎を構築する大切な時期です。本校の誇る豊かな
自然環境の中でのさまざまな体験から生まれる「発見」や「感動」こそが思考や人格形成の
出発点です。
本校が「自然が、教科書だ」を建学の精神としているのは、豊かな自然環境の中での友人と

の「歩き 考え 学ぶ」の繰り返しが「学ぶ楽しさ」と「豊かな人間性」を育むと考えるからです。
「学ぶ楽しさ」を知れば、それを究めようとする探究心が生まれます。探究心の積み重ね
を友人と共有する学び方こそが豊かな「知識の引き出し」と「より良い人格」を形成します。
それらは、中等教育以降の学習と生活に大切な基礎となるのです。

2006年に初等学校を設立したことによって、菅生学園は幼・初・中・高がそろった総合
学園になり、一貫教育の体制が整えられました。それから早くも10年を超え、初等学校は
一貫教育の要となり、菅生学園でも重要な教育機関となっています。
子ども達は、自然に囲まれた広大なキャンパスでのびのびと学校生活を送り、豊かな感性

を身に付けています。また、コロナ禍においても、いち早く導入したオンライン授業により、
確かな学力を身に付けています。
現在、先の見えない時代と言われていますが、こうした時代においても、生きる力を育み、

新たな社会を切り拓き、活躍できる資質が日々培われていると確信しています。

生きる力を育み、
新たな社会を切り拓く人材を育成します

教育理念「歩き 考え 学ぶ」を
大切にする学校

菅生学園 理事長  島田 幸成 菅生学園初等学校 校長  下平 孝富

12年間一貫教育の概要

東海大学菅生高等学校中等部
医学・難関大コース６年間

東海大学医学部
その他の医学部　早慶上理など菅生学園初等学校６年間

21世紀
気迫を持って
生きる人へ

12年間一貫教育の概要

東海大学菅生高等学校中等部
医学・難関大コース６年間

東海大学医学部
その他の医学部　早慶上理など菅生学園初等学校６年間

21世紀の変化は人間により高い能力を求めています。まず、土台となるのがコンピューターを

使うスキルとコンピューターでデータを分析するスキルです。この能力の上にさらに

１. 未知のものに立ち向かう力

２. 他者と協働できるコミュニケーション力

３. 自分の意見を構築する力　

４. 英語を自在に操れる力

が必要です。

菅生学園は、これらの力を習得するためには初等教育と中等教育を連結した12年一貫教育

のしくみが有効であると考えます。
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菅生の教育

４つの力
１.未知のものに立ち向かう力
21世紀は、これまでの経験したことのない事柄がいつ起きてもおかしくない時代です。「やったこと
がないから・・」「教えられてないのでわかりません」などと言える時代ではありません。これからは、
どこに解決の糸口があるのかを見つけ出す力こそが求められます。

２.他者と協働できるコミュニケーション力
問題が複雑化している２１世紀は、一人の力だけで解決できることが限られています。生じた問題に対
して様々な分野の人間が、各々の経験、知見を持ち寄り分析して、納得する結論を協働しながら導き出す
必要があります。

３.自分の意見を構築する力
問題の解決は他者との協働作業です。その際、問題に対して「自分はどう考えるのか」という意見を持っ
て参加しないと役にたちません。どこに解決の糸口があるのかを思考することで自分としての考えをまと
める力が必要になります。

４.英語を自在に操れる力
構築した自分の意見は、他人にわかりやすく伝えてこそ問題の解決につながります。日本人とだけでは
なく外国の人とも同じチームで仕事をする機会が当たり前の世界。その場面ではコミュニケーション手段
としての英語力は不可欠です。

21世紀の変化は人間により高い能力を求めています。まず、土台となるのがコン
ピューターを使うスキルとコンピューターでデータを分析するスキルです。この能力の
上にさらに
１.未知のものに立ち向かう力
２.他者と協働できるコミュニケーション力
３.自分の意見を構築する力
４.英語を自在に操れる力
が必要です。菅生学園は、これらの力を習得するためには初等教育と中等教育を
連結した12年一貫教育のしくみが有効であると考えます。

12年間一貫教育
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「いのちの樹」プロジェクト
2020年、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の中でプロジェクトを立ち上げました。
図工の休校中課題として制作した10cm四方のダンボールタイルをもとに、
6年生プロデュースによる全校制作となりました。



ゆたかの時間 東海大学教授による「ゆたか」の授業
　東海大学教養学部の藤吉正明先生をお招きし、専門性の高い特別授業を行っています。草花遊びや
鯉川の生物調査を通じて、楽しみながら里山の動植物や生態系についての理解を深めていきます。

環境問題を解決するためにも、自然生態系の仕組みを理解するとともに、自然環境と
社会環境が融合した地球生態系の持続可能な方向性を考える必要があります。そこ
で、学生の自然および社会に対する意識を高めるために、野外での自然観察や人と自然
とのかかわりを考える展示などの啓蒙活動を行っています。また、植物の利活用（衣・食・
住・遊）を通して、教育現場で活かせる教材の開発も進めています。

藤吉 正明 教授

〈専門分野〉
植物生態/植物民俗/自然教育・教材開発

〈研究内容〉

〈現在の研究課題〉
菌根の生態学的機能に関する研究
里地里山の生物保全と教材開発

　生活、総合の時間を活用して全校体制で毎週2時間“ゆたか”の時間を特設して
います。この“ゆたか”では、菅生の自然環境を活かしたさまざまな体験学習を進め
ます。里山の四季折々のいろいろな生き物や植物に触れる中で、子ども達の探究心
をふくらませ、豊かな心と自ら学ぶ力を育みます。

菅生の自然環境を活かしたさまざまな体験学習
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学校を一歩出れば広がる里山の自然。こうした恵まれた環境の中
で、本校の教員が一つになり、地域や自然に根ざした体験活動をつく
り上げてきました。子ども達は目を輝かせながら、川の水や生き物に
触れたり、自らが育てた野菜を食したりして、たくさんの発見や考察
をしています。ここで生まれた興味関心が、彼らの知識や知恵の引き
出しになり、豊かな人生を歩んでいくことを信じています。

小松 佑将 教諭 （2級ビオトープ施工管理士）

過去の授業例　各学年の主な活動
里山・鯉川探検（春・夏・秋・冬）、しいたけ植菌（４月）、夏野菜の栽培（5～7月）、
冬野菜の栽培（9～11月）、サツマイモの収穫と焼き芋大会（11月）

里山・鯉川散策（春・夏・秋・冬）、竹の子掘り（５月）、鯉川ザリガニ捕獲作戦（６月）、夏野菜の栽培（5～7月）、
冬野菜の栽培（9～11月）、竹内牧場見学・写生（10月）、サツマイモの収穫と焼き芋大会（11月）

東海大学藤吉先生特別授業【里山・鯉川の生物調査や草木染め等】（毎学期）、里山・鯉川散策（春・夏・秋・冬）、
夏野菜の栽培（5～7月）、冬野菜の栽培（9～11月）、

東海大学藤吉先生特別授業【里山・鯉川の生物調査や草木染め等】（毎学期）、鯉川の生物調査（春・夏・秋）、
大豆の栽培と味噌づくり（年間）、タデアイの栽培と藍染め（５～７月）、へちまの写生（９月）、江戸東京野菜「高倉大根」の栽培

鯉川水質調査（年間）、稲作・米づくり（年間）、稲穂の写生（9月）、味噌の開封（12月）、
里山の環境について考える（2～3月）

各自によるゆたか研究の調査・発表（年間）、たまねぎの写生（6月）、縄文土器の制作・野焼き（7～11月）

環境教育 SDGs
SDGs（Sustainable Development Goals = 持続可能な開発目標）には17の

ゴールがあります。これは先進国も途上国も、国も企業も個人も、みんなで協力して
より良い未来をつくろうと国際連合で決めた17の目標です。
菅生学園初等・中等・高等学校には共通する教育目標に「自然環境教育」「国際理
解教育」があります。一人ひとりが今できることは何かを考え、自分たちで未来を創っ
ていくことにチャレンジする学習です。

自
然
が
教
え
て
く
れ
る

大
き
な
力
が

私
た
ち
の
力
に
な
る
。

1年

2年

3年

4年

5年

6年

※広報誌「このはつうしん」にて取り組みの様子を発信しています。　「このはつうしん」は学校ホームページにて公開しています。

SUGAO GAKUEN
Elementary School 2023
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国際教育
より生活に密着した英語力、文章で出てくるような英語ではなく日常会話的な英語
を身につけます。単語ではなく2、3語くらいの日常的な慣用句、教科書に出てこない
フレーズもたくさん吸収していきます。

アウトプットとインプットのバランスを大切に
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国際教育プログラム
本校ではインプットのみならず、アウトプットのなかで国際教育を養うことに重点を置いています。子
どもたちが臆することなく、外国人の方と関われるように交流の機会を増やしていく活動をしています。
そうした活動の中で、日本の常識が国際的な常識ではないということを理解します。世界標準で物事を
考えていかなければいけないという意識の目覚め、より英語を使えるようにならなければ国際交流がで
きないという気づきにもなり、学習の動機付けになります。
さらに国際理解には日本を紹介するという意味もあります。通常は中学校の修学旅行で訪れる京都・
奈良へ本校では５年生で行き、また１年生から年間を通して茶道の時間があります。日本の文化をしっ
かり紹介できることも国際理解教育には欠かせない要素です。

International Education

菅生学園の姉妹校・留学プログラム

姉妹校

カナダ３ヶ月留学

英語研修機関

ウィリアム・クラーク・カレッジ（オーストラリア・シドニー）
バーカー・カレッジ（オーストラリア・シドニー）

バーナビーサウス・セカンドリースクール他（カナダ・バンクーバー）

ハワイ東海インターナショナル・カレッジ（アメリカ・ハワイ）

自
分
の
想
い
を

自
分
の
こ
と
ば
で
伝
え
る
こ
と
の

大
切
さ
を
知
る
。



SUGAO GAKUEN
Elementary School 2023
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オーストラリアホームステイ &
ブリティッシュ・ヒルズ体験学習

子ども英語教室“レプトン”

TGG（東京グローバルゲートウェイ）
体験学習

TGGは2018年に誕生した革新的な英語体験施設です。カフェや空港
での会話を練習することができ、海外研修の一助になっています。英語
で「プログラミング学習」や「橋の強度を競う」グループ学習など、新しい
学びや考え方・気づきを大切にする内容で、必要な英語の語彙や表現を
学びます。共通の課題に対して、ディスカッションをしながら、協働性と同
時に主体性を育み、知識を深めます。施設内は全てオールイングリッシュ
で、グループごとに様々な国籍のエージェントがサポートに入り、児童の
積極的なコミュニケーションを引き出してくれます。本校では毎年9月に
５・６年生で参加をしています。英語が伝わった「成功体験」が学習意欲
を更に高めます。

SDGsの環境教育と英語教育のコラボレーション授業

2021年から全校縦割り班で新江ノ島水族館に行きます。班ごとに1人
のネイティブ教員が引率し、水族館の解説も英語で行うなど、朝からオー
ルイングリッシュで校外学習を行います。英語教育とともに海洋環境教
育にもつなげ、SDGｓの環境教育と英語教育のコラボレーション授業が
始まります。

校内イングリッシュキャンプ

３月には校内イングリッシュキャンプ（希望者）があり、３日間英語に
よる授業を行います。６人の児童に対して１人のネイティブ教員がつき
学習します。最終日に英語のプレゼンテーションを保護者の前で行い
ます。

５・６年希望者は１週間のオーストラリアホームステイに参加する
ことができます。一緒に参加する中高生が良く面倒を見てくれるので
安心というのも、本校のホームステイの特長です。
ホームステイは隔年で行われ、その前年には福島県の白河にある

ブリティッシュ・ヒルズで２泊３日の体験学習（希望者）をしてから、
翌年にホームステイをします。

自由選択制特別講座

英語力の習得だけではなく、英語を使って何ができるか“英語で伝え
るチカラ”を実践で鍛えられる環境を用意しています。毎日レッスンで
きるから発話量は年間152時間にもなります。
英語教育改革において英語の習得に加え、それらを活用し主体的に
課題を解決するために、英語教育の充実・強化が求められています。こ
うした流れの中で、「読む」「書く」「聞く」「話す」を活用したコミュニケー
ション力の育成が重視され、2020年からは大学入学共通テストもこの
4技能を評価する方向に変わります。
DMM英会話なら毎日25分、3年間で約456時間の英語学習時間を
確保できます。
従来のインプット中心の授業に加え、アウトプットの要素を入れるこ
とで、「学ぶ」（インプット）→「話す」（アウトプット）→気づき（できた、
できないという体験）→次のインプットの意欲、という効果的な英語
学習サイクルを生み出すことができます。

レプトンは英語の4技能がバランス良く学べる自立型学習です。幼稚
園児から学べるカリキュラムと段階別の全81冊のテキストを使って
各自のペースで学習します。
本校では「4技能5領域をバランスよく育成する」を目標に英語学習

を進めていますが、その一助になっているのがレプトンです。テキストと
CD音声教材を使って約10分間自立学習を行い、リスニング、ライティ
ング、発音音読、会話等の学習理解度を専任チューター（本校教員）が
個別チェックします。1、2ページ終る毎にチューターがチェックする
ことで、児童の集中力も継続します。間違えた部分はもう一度CDを聞
いてチャレンジします。これを1時間繰り返すことで、飽きずに自分の
ペースで4技能をバランスよく伸ばすことができます。
テキストは全11レベル81冊が用意されており、総単語数は8,000

語以上を取り扱います。なお、英語検定も2級まで対応しています。
ご自宅でも家庭学習用のオンライン教材があり、iPadやパソコン

からログインして、eラーニングとして復習することができます。

※レプトンでは、効果的な学習と定着のために週2回以上の受講を
　お勧めしていますが、週1回からでも受講可能です。

学園のミッションであるグローバル人材育成のため、さまざまな英語教
育を展開します。その一つとして５・６年生の希望者対象に６泊７日のホー
ムステイを実施し、オーストラリア・シドニーにある姉妹校での授業やアク
ティビティーを経験します。１年生からの英語学習（週３時間）や横田基地
内のメンデル小学校との交流（４年生）で培った英語力を試し、真の国際人
となる素地を育てます。

小峰 泰介教諭
（小学校英語上級指導者+（プラス）  J-SHINE認定資格）

菅生学園の国際教育
菅生学園初等学校 東海大学菅生高等学校中等部 東海大学菅生高等学校

・オーストラリアホームステイ
・ブリティッシュ・ヒルズ体験学習
・校内イングリッシュキャンプ
・横田基地エレメンタリースクールとの交流
・TGG（東京グローバルゲートウェイ）での体験学習

・オーストラリア語学研修
・海外交換留学制度
・横田基地ミドルスクールとの交流
・TGG（東京グローバルゲートウェイ）での体験学習

・オーストラリア語学研修
・海外交換留学制度
・東海大学主催海外研修制度
・横田基地ハイスクールとの交流

・ハワイ東海インターナショナルカレッジ（HTIC）
（上記を卒業後、ハワイ大学へ編入できます。）

東海大学



プログラミング授業
本校では、株式会社modis、一般財団法人LINEみらい財団、一般社団法人イエ
ローピンプロジェクトなどによるプログラミング学習を導入し、全学年でロジカルシン
キング・プログラミング授業を実施しています。
ロジカルシンキングでは、さまざまな情報を分類・整理する活動を通して論理的思
考力の育成をしています。
プログラミングでは、アプリケーションを使った簡単なアニメーション作りから、

ロボットプログラミング、算数や社会科などの正課授業に関連したプログラミング
など、授業を通して問題解決能力の育成をしています。

論理的な思考力を鍛える
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Programming education

東京大学工学系大学院卒業後、日本最初期のCG制作会社からスタートし、最先端の
CG技術を用いた映像制作、展示物制作を行っています。
2017年から小学生が楽しくプログラミングを体験できる活動をスタート。2019年か

らSDGsの「海の豊かさを守ろう」というテーマを学び、問題意識を高めながらプログラ
ミングワークショップを通じて、子ども達がICT（プログラミング）による社会課題解決
を体験していく「プログラミングで海のSDGs!」を実施しています。

講師  町田 保 さん ＜一般社団法人イエローピンプロジェクト ファウンダー / リトルスタジオインク株式会社 代表取締役＞



2021年度の授業内容＜各学年 全３回実施＞

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
は

時
代
へ
の
対
応
力
。

菅
生
の
教
育
の
底
力
。
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＜1・2年生＞
ロジカルシンキング授業では、好きな遊びを整理・分類する活動を通し
て、自分はどんな遊びが好きなのか、お互いの共通点は何かなど、コミュ
ニケーションを取りながら新しい発見をしました。
プログラミング授業では、スクラッチJr.のアプリを使ってアニメーション
の作り方を学び、最終的には課題に合わせたアニメーションを作成しま
した。

＜3・4年生＞
スクラッチを使って、１対１の対戦ができるゲーム、そしてグループ活動で
は、お話づくりをしました。
また、mBotを動かす方法を学びながら、様々な動きをプログラミングし
ました。前進後退の他、発光したり、音楽を流したりと様々な機能を使い
ながらmBotを動かしました。

＜5・6年生＞
提示された課題をどのようにしたらクリアできるか考え、mBotを動かす
プログラミングをしました。
目の前の物を感知するカメラの感度を上げたり、下げたりして、壁にぶつ
からないようにしたり、床に引かれた線を感知させてうまく走らせたり試
行錯誤をくり返して課題をクリアしていきました。

算数×プログラミング ＜４・５・６年＞
このプログラミング教育では算数で学習したことをもとに、与えられた
ミッションに取り組み、子どもたちが考え、友だちと意見を共有しながら
楽しみ、問題解決に導くことができるように指導しています。子ども達が、
他の人の発表を聞き、自分の考えと比べながら新しい視点に気づき、
実行させることができます。

SDGs×プログラミング ＜４・５・６年＞
SDGsの14番目にあたる「海の豊かさを守ろう」というテーマに基づき、
海洋生物をどのようにして保護をしていくかを学習します。その後、仮想
の海の中で、micro:bitを使って、海洋プラスチックごみの調査船や
ロボット漁船をチームごとに操作し、調査します。その調査結果から、今
私たちにできることを考えます。

このプログラミング教育では算数で学習したことをもとに、与えられた

（株）modisと連携し、４・５・６年生が
ロボットプログラミングに挑戦。
音や光の効果と演算などを用いて、
さまざまな動きを行う「ｍＢｏｔ」を
完成させました。



教科目標
国語
すべての教科の基本となる読解力と対話力を育むために、音読

や朗読、古文や詩の暗唱、テーマを設定した討論など、「話す・聞く」

「読む」「書く」をバランスよく学習します。さらに、「言葉」の土台と

なる漢字学習にも力を入れており、週に2時間の「漢字」の時間を

設けて、2学期末までに当該学年の配当漢字を全て学び終えること

ができるように漢字指導を行っています。また本校では、年度末に

行われる漢字検定を学校行事として位置づけ、全校児童が学年相当

級を受験します。明確な目標設定と多面的な学習活動を充実させ、

意欲を持って学ぶ児童を育てていきます。

算数
課題に対して、子どもが筋道を立てそれぞれの考えを共有し、最

後まで考え抜く力を養います。また、活動を通して友だちと共に学

ぶ喜びを実感できるようにしていきます。低学年の学習では、具体

物を操作しながら、「わかる」「できる」よろこびを大切にし、基礎・

基本の定着を目指しています。中学年からは、習熟度クラスに分か

れて、一人ひとりの理解度に合わせて、自ら考え、判断し、課題を解

決する力の定着を目指しています。1・2年生はティームティーチン

グ、3年生以上は習熟度別で授業を行っています。

英語
「積極的にコミュニケーションをとる姿勢を育み、４技能５領域を

バランスよく育てる」ことと「国際交流を通じて異文化を学び、自己

表現ができる児童を育てる」ことの２つを軸にしています。まず低学

年では、音と文字の一致を目標に音読やチャンツに取り組みます。中

学年になるとCLIL(内容言語統合型学習)を行い、算数や社会などに

ついて英語で学習し、iPadを用いたプレゼンテーション活動も行い

ます。そして、高学年ではこれまでの英語学習をアウトプットするた

め、東京英語村、イングリッシュキャンプ、ブリティッシュ・ヒルズ、オー

ストラリア語学研修など実際に自分の力で会話する機会が数多く用

意されています。

社会
社会的な「どうして？」「なんで？」から、家や学校のまわりなどの

地域、国、世界へと学習を広げ、さまざまな視点からものごとを捉え、

正しく判断するための見方や考え方を身につけます。中学年では、家

や学校のある地域や都道府県のくらしについて、高学年では、地理

や歴史・公民分野について学習し、社会的な見方や考え方を伸ばし

ていきます。発見や疑問などを話し合ったり、新聞にまとめて発表し

ます。実際に醤油や自動車の工場、浄水場、国会議事堂などの見学を

通して「本物」を体験します。これらの機会を重ねることでものごと

を自分で判断し、解決できるような子どもの育成を目指しています。

理科
子どもたちが主体的に実験・観察に取り組み、自然の中で起こ

る現象を探究する好奇心や、自然や生命を大切にする心を養いま

す。中学年では、植物や昆虫を飼育したり、校舎周辺に見られる生

物の様子を１年間観察することで、生物のつくりや育ち方を学び、

自然に対する興味を育みます。また、実験を通して知識を活用した

工作活動や発展的実験も行い、自分の考えを深めます。高学年では、

条件を制御して実験結果を比較し規則性を見出したり、インター

ネットや本を活用して調べたことをまとめ、自分の考えを論理的に

説明できるようにしています。

＜時間割り（１年生）＞
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Goals � each su�ect

Mon Tue Wed Thu Fri Sat

算数 国語 算数 英語 国語 体育

体育 図工 算数 国語
漢字

算数 学活

国語
漢字

図工 音楽 体育 音楽 ゆたか

おびタイム ゆたか

国語 算数 国語 国語
書写

道徳

英語 国語 ゆたか 国語 英語

「縄文土器」（6年生）
左から： 百瀬 蒼太朗 / 若林 真叶
 中谷 充希 / 後藤 百音

ゆとりある学校生活を送れるよう４校時に「おびタイム」を設定しています。

「おびタイム」では学習の補充や係活動、行事に向けた準備や

振り返りなどを行います。
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音楽
「音楽を通じて表現したい」という児童の気持ちを大切にし、

基礎的な知識の上に、どのように表現したらより伝わるか、どのよう

に歌ったらきれいに歌えるかなどを考えながら表現活動を進めて

います。さらに、音楽の授業では友達との関わりの中で協力し、

楽曲をつくり上げていく喜びや大変さを感じながら、技能の向上を

図り、音楽的表現力に広がりを持たせていくことが大切だと考え

ます。学年発表での音楽発表や３学期の「劇と音楽の会」、また５年

生では東京私立初等学校音楽祭などの発表機会も設けています。

図工
子どもが主体的に取り組めるような造形活動を行い、自ら発想・

想像し工夫する心を養います。単に「描く」「つくる」だけでなく、

造形遊びや共同制作を通して、他者との違いを認めたり協力したり

といった豊かな人間性の礎を築きます。さらに「ゆたか」の時間と

も連携し、本校周辺の自然環境を活かした題材を全学年で設定し

ています。特に児童自らが育てた野菜や捕まえた生き物など愛着

ある対象を写生し、確かな観察力と豊かな表現力を育てます。

また、作品発表の場として、初・中合同の「学びの城の美術展」を

学外で開催しています。

体育
体育では専門性のある教員が全学年の指導にあたっています。

運動の特性を楽しみながら学び、健やかな身体づくりを目指しま

す。また、運動会などの行事に代表される体育ならではの活動、集

団の中での協調性やルールの大切さを身につけ、円滑な学校生活

や社会性の醸成を目的に日々みんなで楽しく授業をしています。

「集団性」を学びつつ、「健康な身体」を育んでいくことが菅生の

体育の大きな目標です。

道徳
子ども達が自身の生き方を常に見つめていくことを大事にして

います。導入では、普段の自分の考えや言動について振り返り、

「どうしてずるい心が出てしまうのだろう」のように、自己の生き方

（考えや言動）について一人ひとりが課題意識を持たせています。

そのうえで教材に出会い、教材の登場人物の生き方について「どう

してそうしたのかな」と疑問を感じたり、「そういう思いをしたこと

があるな」と共感しながら、よりよい生き方について話し合い、思い

を語り合って、自己の生き方についての課題の答えを探していく

ことを心がけています。

週6日制・週29～33時間授業
確かな学力の獲得のためには授業時間の確保は欠かせませ

ん。そのため、本校は土曜日も授業を行う週6日制です。
学年の発達段階を考慮しながら学習時間増を図り、ゆとり

あるカリキュラムの中で一人ひとりに応じた学力補充・定着・
発展を進めています。

ICTを活用した授業
電子黒板やタブレットなどのICTを積極的に取り入れていま

す。一人ひとりが考えた答えを共有したり、調べ学習をしたり、
ロイロノートを使って発表したりしながら、子ども達の｢主体的
に学ぶ力｣「友だちと協働する力」「自分の考えを表現する力」
を伸ばしています。

漢字学習
「ことばの力」を重視する中でも「漢字の学習」に力を入れて
います。漢字を「読む」「書く」だけでなく、漢字辞典を使いな
がら、漢字の意味を理解し、文章の中で適切に使いこなす力を
つけています。週2時間を漢字に配当し、その成果を図るため
に漢字検定を受検しています。

個性を大切にしたアットホームな雰囲気の中で、インタラク
ティブな授業を多く取り入れ、児童の積極的な参加を促す学習
を行っています。児童は相互に刺激し楽しく意欲的に高め合う
授業から、表現力やコミュニケーション能力が磨かれ主体性が
身についています。

きめ細かな指導

日本の伝統文化である茶道を通して、正しい所作を学び、
躾や人間としての生き方を身につけます。本格的な茶室で、
時候に合わせた道具に囲まれ、茶菓子や抹茶をいただきます。
いつもは元気な子ども達も、静かに落ち着いた時間を過ごして
います。

茶道の授業

日本漢字能力検定試験

合格率100％
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「稲穂」（5年生）
寺井 雨音



菅生の一日
地域環境を活かした朝のウォーキングタイムや
午後のアフタースクールなどメリハリのある生活リズムの中で
学習に励みます。

7:30-8:30
登校時間

8:50-9:35
1校時

12:20-12:30
スキルタイム

9:45-10:30
2校時

10:30-10:50
中休み

10:50-11:35
3校時

11:35-12:20
給食と昼休み

12:30-13:15
4校時

13:25-14:10
5校時

14:15-15:00
6校時

15:00-15:20
掃除と帰りの会

15:45-16:45
すがめき-F

放課後に行われる学びの時間 学童保育

アフタースクール

15:30-19:00
すがめき-S

8:30-8:40
ウォーキング・読書

8:40-8:50
朝の会

（健康観察と連絡）

One day � Sugao
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「へちま」（4年生）
左：大下 和真
右：阿部 碧



セキュリティー対策
　ＩＣカードによって登下校の様子をリアルタイムで保護者にメールで
お知らせします。災害時被災報告システム「CoCoねっと」にて、台風・
降雪などによる登下校の情報を随時配信します。
　また、全校児童３日分の水・食料を備蓄しています。毛布、手動ラジオ、
懐中電灯、テント式トイレなど53項目にわたる防災グッズを備えています。
さらに、防災訓練を年４回実施しています。特に９月の総合訓練では
消防署と連携し、中学生高校生、地域の方々と合同で行っています。

スクールバス
本校ではスクールバスによる登下校ができます。運転手は菅生学園
の職員で、児童の安全安心対策及び保護者との連絡体制に万全を期し
ています。また、アプリでバスの位置情報を確認することもできます。

アフタースクール

すがめき-F（ファースト・ステージ）

月曜日から金曜日の放課後に行われる学びの時間です。三つの分野
（25種目）からの学びの充実を図り個々のニーズに応じて、種目を自由
に選ぶことができます。

すがめき-S（セカンド・ステージ）

放課後の児童の学習や遊びの場を提供しています。教職経験のある
スタッフがついて学習や楽しい実験などをして過ごしています。児童に
はおやつも提供しています。長期休業中も開所しています。

１年生から学習に向かう正しい姿勢を徹底し、メリハリのある授業が
行われております。基礎的基本的な学力の定着を図り、学ぶ楽しさを大切に
しております。算数においては中学年から習熟度に応じた授業を展開し、
一人ひとりの確かな学力の獲得を図っています。中等部・高等学校の医学・
難関大コースにつながる質の高い学習を実践しています。

村田 隆一 教頭 
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すがめき-F ［講座］
レプトン（英語教室） / レベルアップ国語 / 基礎からの算数
レベルアップ算数  / サイエンスフロンティア / テラス速読

ROBOT&プログラミング / パソコンサクセス / RBそろばん 
すがめきPiccolini（音楽） / すがめき合唱団
表千家茶道 / キッズ・アート / アート＆クラフト
東山流 日本舞踊教室

FC SUGAO / KFダンスクラブ（チアダンス）
舞城のどかバレエスタジオ / 秋川文化スイミングスクール

＜Study＞

＜Lesson＞

＜Sports＞
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「へちま」（4年生）
角田 こあ



菅生の一年
学校生活を通じて新しい自分を発見し、
成長していきます。

4月
始業式 ／ 入学式
一年生を迎える会
しいたけ植菌体験
はたらく消防の写生会

5月
縦割り遠足
運動会
たけのこ掘り

6月
ホタル鑑賞
「ホタルの夕べ」
京都・奈良歴史探訪（5年生）

7月
七夕集会
終業式

宿泊体験
（3・4年生：山中湖グリーンスクール）

8月
サマースクール

9月
始業式

沖縄修学旅行（6年生）＜予定＞

10月
菅生祭
芋掘り体験
（1年生・2年生）

11月
焼芋大会

12月
マラソン大会
国際交流（4年生）

宿泊体験
（3・4年生：嬬恋スノースクール）
終業式

1月
始業式
もちつき大会
書き初め大会
宿泊体験

2月
劇と音楽の会

3月
六年生を送る会
修了式
卒業式

One year � Sugao
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児童の声〈宿泊体験〉

宿泊学習では、山登りや飯ごう炊さん、星空観

察、キャンプファイヤーなどを体験します。仲間と

協力して過ごした３日間で、自分一人でなくいろいろ

な人の助けがあって日 を々生きているのだと再確認

できました。いつもは母や父に作ってもらう食事も、

カレーを自分たちで作ってみてその大変さがわかり

ました。でも、とてもおいしかったです。
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教育環境
緑豊かな自然に囲まれて
先生と子ども達との信頼、子ども達同士のきずなが
「やさしさ」と「強さ」を育み深まります。
「学びの城」は時代を担う人材を育てます。

高台にそびえる広大なキャンパス「学びの城」
地上6階・地下2階からなり、付属中等部と高等学校〈医学・難関大

コース〉を併設する本校の校舎。キャンパス全体の広さは、東京ドーム

約1.2個分。ゆったりとした環境の中で学ぶことができます。

思い出や友情を刻む学校生活がここからスタートします。

「遊びの城」
多摩産ヒノキを使った大型木工遊具『遊びの城』ができました。

この遊具で遊ぶことで基礎体力を高めたり友だちづくりの場にも

なっています。（高さ6.7m、幅7.2m)

Educational environment
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「わたしのくつ」（4年生）
左：柳澤 晴哉
右：佐々木 虎正

給食を作るうえで心掛けていることは、見た目に「美味しそう」と思って
もらえるような彩りです。お腹いっぱい食べて、午後の授業も楽しく受けら
れるように給食の量にも配慮しています。
生徒たちが『菅生Farm』で育てて収穫した旬の野菜も大事に調理して

います。自分たちで作った野菜がとても美味しいと感じてもらいたいです。
美味しく食べて大きく育ってほしいです。

峯岸 亨  シェフ
＜給食室より＞



東海大学
TOKAI UNIVERSITY

17  SUGAO GAKUEN

学校生活を通じて新しい自分を発見し、
成長していきます。

東海大学は23学部・62学科・専攻・課程を持つ総合大学です。施設や設備の

面でも日本有数の環境を整えているほか、半年間の学期ごとに授業が完結する

「セメスター制度」や、興味ある他学科に授業の科目を履修できる「副専攻制度」

など、学びのスタイルにおいても自分のやりたいことを思う存分に発揮できる

学生主体の教育環境が整っています。

ワールド・ソーラー・チャレンジ大会（オーストラリア）で3連覇を果たした、
東海大学チャレンジセンター・ライトパワープロジェクトのソーラーカー

ハワイ東海インターナショナルカレッジ（HTIC）

学生自らが設計・製作したソーラーカーで
世界大会で好成績！ アメリカへ約15ヵ月間留学

ANAとの連携による日本の大学で初の
パイロット養成コース

日本の大学で唯一の多目的船
「望星丸」で世界各国を旅する6週間の船上生活

パイロット養成コース

海外研修航海
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現在あきる野市、青梅市、羽村市などの西多
摩地域や八王子市からも多く児童が通ってい
ます。また、通学時間については制限を設け
ておらず、埼玉や神奈川から通っている児童
もいます。

かかります。金額は種目によって異なります。
（年間6,000円と12,000円の2種）
なお、ユニフォームやそろばん等は個人購入
となります。

すがめき-S（放課後児童預かり）により18時
まで預かります。なお、家庭の事情がある
場合は最長19時まで預かりが可能です。

Q & A

可能です。
現在、全校生徒の約1/2が保護者の送迎で
通学しています。「学びの城」には200台の広
い駐車場があります。

自動車での送迎は可能ですか？通学区域、通学経路、
通学時間を教えてください

すがめき-Fは費用がかかりますか？ 放課後は何時まで
預かっていただけますか？

ベスト ＆ セーター

冬服スタンダード 夏服スタンダード

スモック

コート

ランドセル

卒業生 & 保護者からのメッセージ

日々、豊かな自然にふれ合える環境がとても好きでした。
初等学校のうちに自然を身近に感じられたからこそ、今自
然を壊しているゴミ問題について考えたり、普段の生活で
も自然に負荷を与えないよう心がけたりするようになりまし
た。「歩き 考え 学ぶ」という教育理念のおかげで初等学校
のころからじっくりと考え、あきらめずに学ぶ習慣がつきま
した。そうした姿勢は今、勉強に取り組むうえでとても役
立っています。
東海大学菅生高等学校中等部の医学・難関大コースを
選んだのは、将来、動物を助ける獣医になりたいからです。
オンライン講座で一流の研究者の実験講座やプログラミン
グ学習を受講できたり、ケンブリッジ英語力検定試験に挑
戦したりする環境にも魅力を感じました。

佐藤 朱夏 さん
東海大学菅生高等学校中等部 
医学・難関大コース 2年生

菅生学園初等学校の教育は自主性を高めることに特化
しております。自然豊かな環境の中で子ども達の個性を活
かし、それぞれの適性に合わせ指導をしてくださる先生方を
信頼し、安心して６年間通うことができました。すがめきF
では、サッカーで体を動かしチームでの自分の役割や思い
やりを学び、そろばんでは暗算準２級を習得等幅広いご指
導をいただき、充実した時間を過ごしました。また、学校で
は進路や本人の実力を踏まえた指導をしてくださり、進ん
でいるところは更に高めるなどきめ細かい心遣いがあり、
学校生活の活力となりました。我が子も、自分で考える力、
問題解決プロセスを大切にする姿勢、表現力及び集中力を
修得し自信につながりました。社会に進むための第一歩で
ある基礎を学び、未来の可能性を与えてくれた学校に感謝
しております。

保護者　小澤 恵里 さん
菅生学園初等学校4年生（妹）
東海大学菅生高等学校中等部
　医学・難関大コース1年生（兄）

Message
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菅生学園初等学校
東海大学菅生高等学校中等部
東海大学菅生高等学校
医学・難関大コース

東海大学菅生高等学校
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JR小作駅、秋川駅、八王子駅、高尾駅、拝島駅、
福生駅、羽村駅、青梅駅、河辺駅、昭島駅から
スクールバスが運行しています。

2022年からJR八王子みなみ野駅からも
スクールバスが運行しています

路線バスからのアクセス
JR秋川駅北口より西東京バス「菅生高校」行き 約11分
JR小作駅西口より西東京バス「菅生高校」行き 約13分
「菅生」下車 徒歩5分

八王子駅・拝島駅までの所要時間
新宿駅→八王子駅〈約40分〉、拝島駅〈約45分〉
吉祥寺駅→八王子駅〈約30分〉、拝島駅〈約40分〉
国分寺駅→八王子駅〈約20分〉、拝島駅〈約25分〉
所沢駅→拝島駅〈約30分〉
町田駅→八王子駅〈約25分〉

●の駅からはスクールバスが運行しています
※菅生学園の児童以外の方はご乗車になれません

スクールバス

右のQRコードを読み取るだけで
本校のサイトにアクセスできます〒197-0801  東京都あきる野市菅生1468

TEL.042（559）9101  FAX.042（559）9120 http://www.sugao.ed.jp/

菅生学園初等学校
東海大学菅生高等学校中等部系列校

学校周辺道路

INFORMATION

SCHOOL BUS

アクセスマップ

第１回

第2回

11月1日（火） 9：00～12：00
11月12日（土） 9：00～12：00

4月23日（土） 14：00～
［学校説明会］

5月7日（土） 14：00～
［オンライン学校説明会］

5月21日（土） 14：00～
［アフタースクール説明会］

6月11日（土） 17：00～
［学校説明会＆給食体験＆蛍鑑賞］

6月18日（土） 9：30～
［オープンスクール］ 

7月2日（土）  14：30～  年長児向け
［スッガニア -English-］ 

7月16日（土） 9：00～  年長児向け
［スクールトライアル］

7月31日（日） 午前＆午後 年長児＆年中児向け
［スッガニア -Nature-］

9月3日（土） 14：00～
［入試説明会］

9月5日（月）~16日（金） 13：30～14：30
［入試相談週間］ （オンライン可・1日1組）

10月1日（土） 14：30～ 年長児向け
［スッガニア -Programming-］ 

12月17日（土） 14：30～ 年中児向け
［スッガニア -Christmas-］

学びの城 学校説明会・体験会

2023年度入学試験

※詳細はホームページをご覧ください。

全てのイベントには予約が必要です。
ホームページからお申し込みください。

菅生学園
初等学校

青梅駅　長淵　河辺駅　大門　藤橋　新町　小作駅

昭島駅　拝島駅　福生駅　羽村駅

八王子駅　京王八王子駅

八王子みなみ野駅　高尾駅　秋川駅

7：20　　　　　　 7：35　　　　　　　　　　　　　　7：55

7：20　　　7：30　　  7：45　　  7：55

  7：20　　　 　　7：25

　　　7：10　　　 　　7：35　　 8：05

スクールバス運行コース

※いずれのコースも学びの城に8：15着

2022年度より
運行スタート！

青梅

昭島・拝島

八王子

みなみ野・高尾

コース

コース

コース

コース
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