有名私立小学校合同相談会
●ブース参加校一覧●

2018年７月15日 昭和女子大学
今回合同相談会にブース参加をいただいた小
学校20校について、その特色をご紹介します。
ぜひご参考になさってください。
東京都品川区西大井1-6-13

小野学園
小学校

頭・心・体のバランスのよい教育が人を創る
全校児童240名の小さい学校ですが、その特性を生かして、一人ひと
りに適した学習方法で知性を磨き、学力を向上させます。授業は週6
日制です。
また、学校生活や行事を通して、思いやりや達成感など心
の成長を促します。10分間走や縄跳び大会など運動も盛んで、意欲
を育てます。バランスを重視した教育を実践しています。

宗教…なし 給食…あり(希望者) 英語…１年より週２コマ スクールバス…あり 放課後預かり…あり
神奈川県川崎市多摩区中野島4-6-1

カリタス
小学校

ともに祈り、学び、仕える人に
徒歩5分のところに多摩川が流れ、1年生は年間10回程度多摩川た
んけんに出かけます。低学年では羊や山羊を飼育します。
『教室は間
違うところ』
と捉え、失敗をおそれない、のびのびとした校風が特徴で
す。英・仏の複言語教育を少人数で1年生から行っています。自然が
大好き、動物が大好きな子どもを待っています。

宗教…カトリック 給食…なし スクールバス…あり 英語・仏語…少人数制1年生より
東京都豊島区目白2-22-3

国際社会に羽ばたくグローバルな女性を育てる女子伝統校

川村
小学校
宗教…なし

全学年週２時間の英語は学年により構成を工夫し、会話・文法ともに
力をつけます。水泳は学内の温水プールで年間を通して行い６年間を
見据えた指導でバランスのよい体力づくりを実践しています。1年生か
ら情報教育を行い、
プログラミングを通して思考力を養います。終礼後
は学校開放、放課後活動などに参加し、充実した時間を過ごせます。
給食…あり

英語…１年より週２コマ

放課後預かり…あり
東京都世田谷区喜多見8-15-33

国本
小学校

「英語の国本」で「国際コミュニケーション能力」を身につける
「共生力」
「自己決定行動力」
「主体性」の３つを「国際コミュニケーシ
ョン能力」
と位置づけ、１年生から日々の教育活動に取り組んでいま
す。１クラス25名のクラス編成で、教師の目が常に児童ひとりひとり
に注がれています。
また、各教科で「命のカリキュラム」
を取り入れ、命
の大切さに気付き、
自分や他者を大切にできる子どもを育てます。

宗教…なし 給食…あり(週２回他はお弁当) 英語…低学年週１回、中学年週２回、高学年週３回
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千葉県市川市菅野3-24-1

人のために役立てる、豊かな知性と教養を持つ女性へ

国府台
女子学院
小学部
宗教…仏教(浄土真宗)

教育理念の基礎を仏教精神に求め、敬虔・勤労・高雅の三大目標のも
と、小中高１２年一貫の女子教育で、豊かな知性と教養を身につけ、
社会に貢献できる女性の育成を目指します。小学部では、国語、算数
を中心に基礎学力の習熟を目指し、英語教育、体験学習にも力を入
れ、
「この先伸びる土壌づくり」の実践を積み重ねています。
給食…なし 英語…１〜３年生週１コマ、４年より週２コマ アフタースクール…あり

コロンビア
インター
ナショナル
スクール
宗教…なし

給食…あり

埼玉県所沢市松郷153

国際的に通用するバイリンガルを目指す
学校生活の大部分を英語で過ごすことにより、英語の環境に自然に
溶け込み、
また算数、理科、社会といった一般科目も英語で学習し、
ア
カデミックな英語力を身につけられます。
日本文化も学びつつ国際的
な視野と環境の中で、多様な文化や多様な個性と協力しながら
「共
生」する世界市民としての感性を育てます。
スクールバス…あり

授業言語…英語・日本語
東京都世田谷区太子堂1-7-57

昭和女子大学
附属
昭和小学校
宗教…なし

給食…あり

自らの力で問題を解決し、その先へ進む子に
教科を超えた「総合学習」は他校も参考にする伝統の教育活動です。
技術・知識に加え、子どもたちが学ぶ楽しさを知り、
自ら学ぶ子になる
ための心の基礎・基本を重視しています。
また
「グローバルマインドの
育成」
を大切にし、ボストン・フレンドシップツアーや学内のブリティッ
シュスクールとの交流など昭和独自の取り組みを実践しています。
英語…１年より週１コマ

アフタースクール…あり
神奈川県大和市南林間3-10-1

聖セシリア
小学校

カトリック教育のもと、総合的な人間力を育む
聖セシリアの教育は、
カトリック精神にもとづき、
「信じ 希望し 愛深く
」を心の糧として、知育・徳育・体育の調和のとれた総合教育をめざしま
す。宗教の授業や少人数のクラス編成、専科教員による専門的な授業、
１年生から学ぶ英語教育、温水プールによる年間を通した水泳指導な
ど、一人ひとりの個性や長所を大切に総合的な人間力を育みます。

宗教…カトリック 給食…なし(お弁当注文システムあり)

英語…1〜4年週１コマ、5・6年週２コマ 放課後預かり…あり
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東京都世田谷区岡本1-10-1

よく生き、たくましく生き、愛し愛される人へ

聖ドミニコ学園 カトリックの世界観に基づく心の教育を実践しています。学年・教科
によって、個別指導や習熟度別少人数指導、ティームティーチング制
小学校
などを取り入れ、
きめ細かく一人ひとりに対応する学習指導を行って
います。作文・ダンス、ネイティブによるフランス語の授業など独自の
カリキュラムも設定しています。

宗教…カトリック 給食…あり スクールバス…あり 英語…１年より週２コマ

5・6年週3コマ

埼玉県狭山市下奥富600番地

西武学園
文理小学校

グローバルな社会で活躍できる真のトップエリートを育てる
「こころを育てる」
「知性を育てる」
「国際性を育てる」を３つの教育の
柱に据え、
グローバル社会で活躍できる人材の育成を目指します。英
語の授業に加えて、音楽、図工、体育も英語で実施(文理イマ―ジョン
教育)するほか、登校時や昼休みの放送、児童集会やイベントの司会
なども英語を使い、
日々英語に親しめる環境を作っています。

宗教…なし 給食…あり スクールバス…あり 英語…１年より週２コマ

放課後預かり…あり

東京都大田区南雪谷3-12-26

清明学園
初等学校
宗教…なし

給食…なし

常に子どもを中心に据える初中９年一貫校
子ども一人ひとりに寄り添った教育を具現化した、個別学習を行って
います。１年生では六角形の机を６人の子が囲み、教師は子どもの
後ろから指導します。
「清明の算数」
「かんじれんしゅうちょう」など個
別学習に適した独自の学習材を開発し、子どもの成長に合った学び
を実践しています。多彩な総合学習も大きな特色のひとつです。
英語…１年より週２コマ
東京都町田市玉川学園6-1-1

玉川学園

宗教…なし

給食…なし

「きれいな心」
「よい頭」
「つよい体」を育む
小学校課程では、知育・徳育・体育を兼ね備えたバランスの取れた人間
形成を目指します。
また、直接体験を通して学ぶことを大切にし、学ぶ喜
びを味わうことで自学自律の基礎を培っています。2016年より、既存の
クラスに加え、日本語と英語のバイリンガルプログラム（BLESクラス）を
小学1年生から順に展開しています（文部科学省「教育課程特例校」）。
英語…2019年度より全クラス週5時間
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放課後預かり…あり

東京都多摩市和田1254-6

環境を最大限に生かした独自の教育で能動的な学びを実現

帝京大学
小学校

豊かな自然と最先端のＩＴ設備を兼ね備えた教育環境です。木をふ
んだんに使った明るい校舎で子どもたちはのびのびと学校生活を送
ります。海外語学研修を頂点とした国際理解教育、和楽器の奏法を学
び日本の伝統に触れる体験学習など帝小ならではの学びが、目標で
ある
「知・情・意・体」のバランスのとれた人間へと成長させます。

宗教…なし 給食…あり スクールバス…あり 英語…１年より週２コマ

放課後預かり…あり

東京都世田谷区玉川田園調布1-20-9

高校まで同じ方針で、時間をかけて人を育てる女子一貫校

田園調布
雙葉小学校
宗教…カトリック

子どもたちの人間形成の場として宗教の時間、図書館の時間、英語の
時間を大切にしています。その他、ステップアップタイム(算数・国語
の基礎学力の定着、向上のための時間)、ふたばタイム(総合的な学習
の時間)など独自の教育活動を展開し、児童たちは学園が目指す理想
の人間像に近づいていきます。
給食…なし

英語…１年生から週２コマ
東京都世田谷区成城1-12-1

東京都市大学
付属小学校

日本一楽しく中学受験できる私立小学校
学ぶ楽しさを理解し、自ら学ぶ姿勢を育むことで高い学力の定着を
図っています。
また、体験学習やたてわり授業、課外学習なども充実さ
せ、
リーダーシップや協調性、思いやりの心を育て、
よりよい人間関係
を築けるよう指導しています。進路指導もきめ細かく、子どもたちが希
望の中学校に合格できるようサポートしています。

宗教…なし 給食…あり 英語…１年より週２コマ スクールバス…あり 放課後預かり…あり
神奈川県横浜市青葉区鉄町1614

桐蔭学園
小学部

未来を見据えたアクティブラーニング型授業も展開
児童が主体的な学習活動に取り組むアクティブラーニング型授業も展
開しています。普通教室全室に電子黒板を配備し、視覚的・直観的に工
夫されたスピーディーな授業展開が児童の学習への興味・関心を一層
高めています。
「わかる」授業を行い、
「できる」自信と
「考える」力を育み、
「自ら考え、判断し、行動できる子どもたち」の育成に力を入れています。

宗教…なし 給食…あり(水曜日はお弁当) 英語…１年より週２コマ スクールバス…あり 放課後預かり…あり
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東京都目黒区碑文谷4-17-16

少人数クラスだから、小さな学校だからできる教育

トキワ松学園
小学校

１クラス23名という少人数編成です。先生と子ども一人ひとりとのつ
ながり、子どもたち同士の結びつきも強くなり、学習面でも情操面でも
大きな成果があがっています。
また、15分を単位としたモジュール制
による時間割編成も大きな特色で、子どもたちの成長に合わせた柔
軟かつ効果的な指導を実現しています。

宗教…なし 給食…なし(お弁当の注文あり)

英語…１年より週２コマ

放課後預かり…あり
東京都大田区東雪谷2-3-12

時代を拓く
「豊かな心」
と
「確かな学び」を育む

文教大学
付属小学校
宗教…仏教

「慈愛の心をもった子供」
「自ら学ぶ子供」
「情操豊かな子供」
「頑張る
子供」
「明朗な子供」の５つの教育目標を掲げ、教員一丸となって取
り組んでいます。１年生からの全校児童・全教員による宿泊行事や代
表委員会と９つの委員会で構成される児童会活動を通しての自主性
の育みなど他校にはない独自の取り組みも実践しています。

給食…なし

英語…１年より週１コマ

放課後預かり…あり
東京都中野区中央2-33-26

「未来指向」
と
「自立志向」をあわせもつ子どもを育てる

宝仙学園
小学校
宗教…仏教(真言宗)

「豊かな情操」
と
「高い学力」を教育目標に掲げる伝統校です。
さまざ
まな教育活動や行事を通して、思いやりの心、感謝の心、奉仕の心を
育てます。授業では基礎学力の定着を大切にしながら、教員が一丸と
なって、新しい時代を生き抜ける子どもたちを育てるために、主体的・
協働的な学び、ICTを活用した授業活動を展開しています。
給食…あり

英語…１年より週１コマ
東京都目黒区碑文谷2-17-6

目黒星美学園
小学校

「いつも子どもとともに」 喜びのある学校
目黒星美学園小学校は、一人ひとりをかけがえのない存在として大
切にされる神の愛に基づいた全人教育を実践しています。
「愛情から
信頼が生まれ、信頼から教育が生まれる」
という創立者聖ヨハネ・ボ
スコの言葉を大切に、子ども達との関わりの中で、社会と人々に積極
的に貢献できる自立した人間を目指します。

宗教…カトリック 給食…なし(パン購入有)

英語…１年より週２コマ
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放課後預かり…あり

