ミスモ

私立中学校

2015年9月号

文化祭・体育祭カレンダー

10/10㈯・11㈰

5面へ

お

多摩大学附属聖ヶ丘中学校

9月

S e pte mb e r

9/19㈯・21㈷

10時〜16時 9時30分〜
15時30分

幼稚部から大学
までの合同体育祭

テーマは「SMILE
‐ 小さな幸せ ‐ 」

全校挙げての体育祭。入試
相談コーナー
（10時〜14時
30分）
もあり。 →学校の詳細は

10/3㈯ ※雨天順延
9時30分～14時30分

7面へ

5面へ

き

体育祭

9/12㈯・13㈰

10時〜16時 9時30分〜
15時30分

りょく さ い

輝緑祭
中学校、高等学校同時開催。
迫力のあるクラブ実演や多
彩な作品は必見。→学校の詳細は

9/20㈰

アクティブな活動と
創造が生む世界へ

大妻多摩中学校

テーマは
「聖春爆発」
。笑
顔と感動の学校生活その
ままに、小学生向け企画、
教科、学校行事の発表な
ど。受験生向けに40分の
ミニミニ説明会、個別の
「受験なんでも相談」コー
ナーあり。要項＆願書も
配布。
→学校の詳細は
6面へ

9時〜15時30分

6面へ

けやき さ い

東京都市大学付属中学校
各部活の催し、学年
展示など盛りだくさん

自修館文化祭
いよいよ始まる自修館の文
化祭。ワクワク企画が盛り
だくさん！
→学校の詳細は

10/24㈯・25㈰
9時30分～15時30分

6面へ

10時～16時 9時～15時

は く え ん さ い

柏苑祭

中高合同開催。個別相談あ
り。
「としまろ。
」君
（写真）も
待ってる！
→学校の詳細は

研究展示・ステージ・露店
の３つの部門で、生徒の
創 造 性、 メ ッ セ ー ジ 性、
躍動感があふれる。9/13
㈰は、8月に完成したアカ
デメイア
（新図書館）棟で
の完成披露説明会(要予約)
も開催。タブレットを使っ
た新たな授業を紹介する。

10/3㈯・4㈰

→学校の詳細は
5面へ

10時〜16時

東海大学付属相模高等学校中等部

クラブ ・ 教科などの
多彩な作品は必見！

強い連帯感で
感動のドラマを展開

10/24㈯・25㈰

10時～16時 10時～15時

け ん が く さ い

建学祭

一貫教育ならではの明るく
伸びやかな雰囲気の中、中
高合同で開催。 →学校の詳細は
6面へ

10/3㈯・4㈰
10時〜15時

鵬翔祭 鸞鳳祭

学園最大のイベントは
三原則が基本

9/26㈯・27㈰

①全員の参加・活動②学校
生活の反映・展開③独創を
目指した成果発表の三原
則を基本に開催。中学男子
部、高校男子部、中学・高
校女子部、中等教育学校、
それぞれでテーマを掲げ、
盛りだくさんの企画で桐
蔭生の力を表現する。

ほ う しょう さ い

（男子）

ら ん ほ う さ い

（女子）

9時〜15時

→学校の詳細は
6面へ

お う ぞ ら さ い

桜空祭
9/19㈯・20㈰
9時〜15時

中高同時開催の
迫力で盛り上がる
生徒が勉強や部活動と並
行しながら総力をあげ、模
擬店そのほか趣向を凝ら
して来場者を迎える。思い
を込めた作品や発表は見
応えあり！生徒たちは年
一度の大イベントで思い
きり盛り上がる。入試相談
ブースもあり。
→学校の詳細は
2面へ

目黒星美学園中学校
今年のテーマは
「ｆｒｅｅｄｏｍ」

純花祭

19

20

講堂での４団体のパフォーマ
㈰
㈯・
9/
ンスは必見。受験生には制服 9時20分〜17時 9時〜15時30分
体験コーナーも。→学校の詳細は
5面へ

■共

学

■別

学

■ 男子校
■ 女子校

う！

聖セシリア祭

5面へ

9/12㈯・13㈰

7面へ

聖セシリア女子中学校

今年のテーマは「わ」。芸術
性の高いパフォーマンスを
披露する。
→学校の詳細は

桜美林中学校

に合っ
た
学
校
を
見
つけよ

今年からスタート！
初めての文化祭

中学校（男子部・女子部）

桐蔭学園 中等教育学校(男子校)

心に響く迫力の舞台！
新棟の完成披露も

2

自分

自修館中等教育学校

欅祭

学校案内

10/17㈯・18㈰

9時30分〜15時 9時〜15時

見どころ満載
入試相談コーナーも

聖祭

＆

りんどう祭

桐光学園中学校

・体 育 祭

玉川学園中学部

ひじり さ い

2015年9月号

か

5面へ

駒沢学園女子中学校

生徒たちの笑顔がみんなを
happyに。中学～大学同時
開催。
→学校の詳細は

が

学院祭

「LOVE & PEACE」をテー
マに、さまざまなクラブ・団
体が実演。
→学校の詳細は

12時〜16時 9時〜15時

り

カ レ ン ダー

伝統を土台に、中学生だか
らできること、感じること
を発表する場。 →学校の詳細は

O c tob e r

じ

それぞれに個性を磨く私立中学校。文化祭・体育祭は学校を知ることができる絶好のチャンス！

じゅう が つ さ い

十月祭

10月

生徒の笑顔
キラキラ輝いて

ひ

ミスモ

入試相談などを行う学校もあるので、ぜひ出かけてみよう。

さまざまな思いを
一つのかたちに

玉川聖学院中等部

文 化 祭・体 育 祭 カ レ ン ダ ー

文化祭

日本女子大学附属中学校

私立中学校

私立中学校

3

5

ミスモ

私立中学校

2015年9月号

日本女子大学附属中学校

学校案内

女子校

私立中学校

大妻多摩中学校

ンパス、私学ならではの秀逸な施

時間を使い、プロセスを大切にする。知識を得て事足

設。1学年4クラス編成の家庭的

れりとせず、じっくり考え、自分の目で確かめ、自分の

校。100年以上続く伝統の女子教

を重ね、
当事者として動くことを促す。中高6年の学び

育で、社会貢献できる知性と品位

と体験の厚みが、個性豊かで自立した女性を育てる。

川崎市多摩区西生田1-1-1
アクセス：小田急線読売ランド
前駅から徒歩10分

日本女子大学附属中

検索

を備えた女性を育てる。

■十月祭 10/10㈯ 12時～16時、
10/11㈰ 9時～15時
■授業見学説明会 10/20㈫ 10時50分〜12時30分
（受
験生保護者対象）※要予約
■学校説明会 11/21㈯ 14時10分～
（14時から小6対象
入試問題解説会を同時開催 ※要予約）
■親子天体観望会 12/5㈯ 17時～ ※要予約

○進学実績
毎年ほとんどの生徒が難関大学を
受験する進学校。今春、19名が
東京工業大、一橋大などの国公立

成城学園中学校

大に、67名が早慶上智大、178名

生徒のパワーみなぎる
企画が勢ぞろい

が学習院・明治・青山・立教・中央・
法政大、理科大に合格。約4割が

さ ん こ う さ い

三黌祭
10/31㈯・11/1㈰
9時〜15時

理系に進学する。
○留学制度と新図書館棟の完成

聖セシリア女子中学校

1クラス約32名、1学年4クラスの少人数制で、温
かな校風の下、カトリック精神に基づいたきめ細や
かな指導を行っている。毎年卒業生の100%近くが
「入学してよかった」
と回答するほど満足度が高く、
誠実な生徒が集う、学校環境の良さには定評があ
る。また、希望制のバレエ教室があるのも特徴。

蘂046-274-7405
大和市南林間3-10-1
アクセス：小田急江ノ島線・東
急田園都市線中央林間駅から徒
歩10分、小田急江ノ島線南林間
駅から徒歩5分

検索

聖セシリア

オーストラリアとハワイ、
イギリス

女子校

「心と学力」
をバランスよく育む

■学校説明会 校内見学、個別相談あり
9/14㈪ 、11/12㈭ 、12/12㈯ 各10時～12時
10/12㈷ 14時～16時 ※12/12㈯は入試体験あり
■学校見学会 9/30㈬、11/27㈮、2016年1/15㈮
各10時～11時50分 ※要予約
10/25㈰ 10時〜15時
■聖セシリア祭 10/24㈯ 10時〜16時、

成城学園文化祭

へ留学拡充。８月新図書館棟完成。
テーマは
「memory」
。現校舎、
最後の文化祭らしく、大切な
思い出を表現。 →学校の詳細は

■アカデメイア（新図書館）棟完成披露説明会
※要予約（HP）、要上履き
９/13㈰ 12時30分～14時15分
■入試説明会（主に小6対象）
10/9㈮ 10時〜12時
■学校説明会
（主に小5以下対象）
11/16㈪ 10時〜12時
■ イベント ※要予約（HP）、要上履き
11/3㈷ 10時〜13時頃 中学生活体験日
11/23㈷ 9時〜12時頃 入試模擬体験（小6対象）
2016年1/6㈬ 9時〜12時頃 最後の入試説
明会（小6対象）
※詳細はHP参照

11/2㈪・3(祝)

目黒星美学園中学校

女子校

グローバル×言語力×ボランティア

「高潔善美～固き心を以てやさしき行いをせよ～」
の

砧公園に隣接し、世田谷美術館などの文教施設にほ

理念の下、高い目標に向かう強い信念と、美しいもの

ど近い緑豊かなカトリック女子校。1学年は約100

を愛する心を育てる。必修の茶道や
「伝統の礼」
を通し

名。きめ細かな学習指導とともに目指すのは、
「グ

て、品格を培い、主体的に社会貢献する女性の育成を

ローバルな世の中を 言語力を武器に ボランティア

目指す。卒業生が学生チューターとして自習室で指導

の精神で生きる女性」
の育成。2011年の新校舎竣工

するなど、丁寧なサポートで確かな学力を身につける。

以降、防災教育の取り組みにも力を入れている。

相模原市南区文京2-1-1
アクセス：小田急線相模大野駅
から徒歩10分

検索

相模女子中

■オープンスクール ※要予約
10/10㈯ 9時30分～12時30分

駒沢学園女子中学校

部活動体験あり

世田谷区大蔵2-8-1
アクセス：小田急線成城学園前駅
からバス10分、祖師ヶ谷大蔵駅か
ら徒歩15分、東急田園都市線二子
玉川駅からスクールバス15分

目黒星美学園中

検索

グローバルな時代に必要な人間力を追求

稲城市坂浜238
アクセス：小田急線新百合ヶ丘
駅からバス20分、京王線稲城駅
からバス7分、東急田園都市線あ
ざみ野駅からスクールバス35分

Komajo

検索

■イブニング説明会 10/16㈮、
11/6㈮ 各19時～ ※要予約
■入試説明会 11/15㈰ 、
12/13㈰ 各10時～11時30分
■クリスマス会 12/19㈯ 14時〜16時 ※要予約
■入試体験 1/10㈰ 9時30分〜11時30分 ※要予約

女子校

「目覚めよ女子！」
出会いを通しての発見

グローバルに対応できる豊かな女性を育てる
「好きな

蘂042-350-7123

■学校説明会 9/27㈰、10/18㈰、2016年1/24㈰
各10時〜11時30分 9/27㈰は体験授業（要予約）あり

玉川聖学院中等部

女子校

明るい声が響く校内、明るくにぎやかな職員室、温

私」
プロジェクト。生き方を探求する
「自己をならうプ

かい友達や先生。
「人に優しくありたい」
という心を育

ログラム」
、グローバルな時代を生き抜く論理的思考

てる女子のミッションスクール。
「Discovering My

と表現を学ぶ
「創造プログラム」
、自己目標達成スキル

Life Mission」
をコンセプトに、色々な出会いを通し

の習得を目指す
「キャリアプログラム」
が融合する学

て、自分に与えられたかけがえのない命と素晴らし

び。自然豊かなキャンパスが学習環境を支えている。

い可能性を見つけ、本当の自分へと目覚めていく。

■ 学 校・入 試 説 明 会 9/12㈯、10/3㈯、11/7㈯・21㈯、
2016年1/9㈯ 各13時30分〜
（12時30分～13時15分 小６女子対象）
＆親
■寺子屋Komajo S
子で学ぶロジカル・ラーニング
（14時40分～15時30分 小4～
6女子対象）9/12㈯、
10/3㈯、
11/7㈯・21㈯ ※要予約
■入試シミュレーション 12/12㈯ 12時30分～ ※要予約

蘂03-3702-4141
世田谷区奥沢7-11-22
アクセス：東急東横線・大井町
線自由が丘駅から徒歩6分、東急
大井町線九品仏駅から徒歩3分

tamasei

検索

和光中学校

10/31㈯・11/1㈰
13時〜16時 9時〜15時

11/3㈷・4㈬

生徒の笑顔があふれ、
活気に満ちた文化祭
生徒が積極的に、学習・文
化活動の成果発表の場と
して盛り上げるのが、文化
祭。新校舎での文化祭と
あって、生徒たちは一段と
張り切って取り組んでい
る。伝統の
「合格餅」
は、受
験生にも大好評！入試説明
会も実施する。
→学校の詳細は
1・7面へ

10時〜15時 10時〜14時

5面へ

将来の夢をかなえる学校

2016年1/20㈬ 各19時～20時
※会場はセンチュリー相模大野8階（相模大野駅ビル内）

二中文化祭

相生祭

園児～大学院生の笑顔が一
堂に。11/3㈷に盛大な市中
パレードが！ →学校の詳細は

横浜翠 陵 中学校
「翔立自存」

蘂042-742-1442

※2016年4月より共学

あ い お い さ い

検索

蘂03-3416-1150

法政大学第二中学校

→学校の詳細は
3面へ

総合学園ならではの
大規模な学園祭

す い りょう

■学校説明会 9/19㈯、11/7㈯ 各10時～12時
■ナイト説明会 10/23㈮、11/20㈮、12/18㈮、

日大三中高の文化祭
「三黌
祭」は、中学・高校生合わせ
て2,000人が同時に参加
する大規模なもの。さまざ
まなイベントや盛りだくさ
んの展示発表を用意してい
る。
全国に100万人いると
言われる日本大学関係者
と一緒に盛り上がろう！

9時30分〜16時

相模女子大学中学部

多摩市唐木田2-7-1
アクセス：小田急多摩線唐木田駅から徒歩7分

女子校

〜100万人は
この木から〜

7面へ

蘂042-372-9113
大妻多摩中学校

相模女子大学中学部

4

October・November

なムードや丁寧な指導が特色の同

手でやってみることや、責任を担い、濃密な話し合い

2015年9月号

10・11月

美しい自然に囲まれた広大なキャ

成長期にふさわしい教育とは。同校は、思考と体験に

ミスモ

日本大学第三中学校

女性らしさと高い学力を育てる進学校

附属校の環境を生かしたぜいたくな学び

蘂044-952-6705

女子校

文 化 祭・体 育 祭 カ レ ン ダ ー

■学校説明会（保護者向け） ※要予約
10/23㈮ 19時～20時30分、2016年1/9㈯ 10時～11時30分
■保護者・受験生向けイベント ※要予約
10/10㈯ 10時～12時 クラブ体験あり
11/23㈷ 9時～12時30分 プレテスト・入試問題解説あり
12/5㈯ 10時～12時 クリスマスイベントあり
※学校行事は、
「要予約」
と記載しているもの以外「予約不要」
です

〜 羽ばたく未来へ 〜

す い りょう さ い

翠陵祭

開校30周年！さまざまなイ
ベントや展示発表を行う。説
明会も開催。 →学校の詳細は
6面へ

11/7㈯・8㈰

11時〜15時 9時〜15時

わ

こ う さ い

和光祭
10/31㈯・11/1㈰
10時〜16時

実り豊かな発表会！
楽しい模擬店も
和 光 高 校 と 同 時 開 催。1
年 生 は ク ラ ス 演 劇、2年
生は秋田学習旅行での感
謝を合唱や作文、スライ
ド な ど で 発 表。3年 生 は
総合学習のテーマ
「学ぶ・
働く・生きる」に関する発
表や教科作品を披露。詳
しくはお問い合わせを。
→学校の詳細は
4・7面へ

ェックポイント
文化祭・体育祭でのチ
生徒や先生たちの雰囲

気

部活動の様子
学校の施設や環境
要時間
自宅から学校までの所
受験時に親子が
の確認
待ち合わせできる場所

7

ミスモ

私立中学校
私立中学校
学校案内

2015年9月号

東京都市大学付属中学校

私 立 中私学立校中 学学校校 案 内

成城学園中学校

男子校

共

桐光学園中学校

学

別

学

2016年、中高一貫新校舎が完成

21世紀の新しいリーダーを育成

中学の志願者数が6年連続で増加し、5年連続都内最

2017年に創立100周年を迎える成城学園は、これを

桐光学園では、
「学び続け、自立し、行動すること」
を

機に新校舎の新設や新カリキュラムへの移行など、
よ

目標に、次世代の新しいリーダーを育成。栗木の丘か

り質の高い教育の実践を目指す。温かい街と自然に囲

ら日本を、世界を変えていく、そして未来の社会を支

まれながら、
生徒一人ひとりが感性と知性、
社会性を育

えていく
「チャレンジする生徒たち」
を育てている。そ

難関国公立大）
とⅠ類
（難関国公立私大）
のコース制の
導入により、今後もさらなる期待が。平成26年度よ
り帰国生入試を新設し、平成27年度入試では英語を
使ったグローバル入試をスタート。

桐蔭学園

2015年9月号

中学校（男子部・女子部）
中等教育学校（男子校）

6
別

学

女子校
※高
3のみ男女
同一校舎

新時代に向けて、“アジェンダ８”始動

明るく元気な進学校
高に。今春の卒業生も難関大学に多数進学し、
Ⅱ類
（最

ミスモ

昨年、創立50周年を迎えた桐蔭
学園の新ビジョンは、
「自ら考え判
断し行動できる子どもたち」
を育
成すること。その目標を達成する
ために策定した“アジェンダ８”が、

み、
リーダーとして世界に羽ばたくよう
「伝統」
と
「品格」

の方針の下、7年連続で国公立大学合格者数100名

を尊びながら、
未来を見据えた教育革新を進めている。

を突破。ぜひ一度、説明会にご参加を。

ラーニング型授業や個別学習支援

■輝緑祭 9/20㈰ 9時〜15時30分
■体育大会 10/17㈯ ※雨天延期 資料配布あり
（男子・女子） 10/10㈯ 13時30分〜14時50分
■学校説明会
■入試問題説明会
（男子・女子） 11/14㈯ 13時30分〜14時50分
■帰国生対象入試問題説明会
（男子・女子）
12/19㈯ 13時30分〜14時50分

ログラムを実践する。
また、
中学校・

本年度よりスタート。アクティブ
システム、ICT教育など、8つのプ

蘂03-3415-0104
世田谷区成城1-13-1
アクセス：小田急線成城学園前
駅から徒歩10分、東急田園都市
線・大井町線二子玉川駅からバ
ス20分

検索

都市大付属

■学校説明会 9/13㈰ 10時～12時30分
■過去問チャレンジ＆入試説明会 11/22㈰ 10時～12時30分
■イブニング説明会・冬 12/18㈮ 18時30分～20時
■入試説明会 2016年1/17㈰ 10時～12時30分
■土曜ミニ説明会 9/5㈯・26㈯ ほか 各10時～11時30分
※上記はすべて要予約（HP）。帰国生説明会も同時開催

蘂03-3482-2105
世田谷区成城6-1-20
アクセス：小田急線成城学園前
駅から徒歩5分

検索

成城学園中

■学校説明会 10/10㈯、11/7㈯ 各14時〜
■模試会場提供に連動した学校説明会
12/23㈷ 10時50分頃（予定）
■学校案内（小6対象）
2016年1/10㈰・11㈷ ※要予約
■毎週土曜日の学校案内 11時〜 ※要予約

蘂044-987-0519
川崎市麻生区栗木3-12-1
アクセス：小田急多摩線栗平駅
から徒歩12分
（小田急多摩線黒
川駅・京王相模原線若葉台駅か
らスクールバスあり）

検索

桐光学園

中等教育学校の新入生は、リニュ
ーアルされた制服を着用。“新しい
桐蔭学園”の装いで学んでいる。
○アクティブラーニング
大学や社会に進んでからも、力強
く学んでいける人材を育む。
◯ICT教育と個別学習支援

玉川学園中学部

共

和光中学校

学

世界標準の中高一貫教育と高大連携

蘂042-739-8931
町田市玉川学園6-1-1
アクセス：小田急線玉川学園前
駅から徒歩3分（中学年校舎へは
正門から徒歩15分）

玉川学園

検索

共

話し合うことでつくりあげる学校生活

61万㎡の広大なキャンパスに幼稚園児から中学部・高

人間関係などのトラブルが起きた時に大切にしてい

等部、大学・大学院生までが学ぶ総合学園。スーパー

るのが
「相手の気持ちを考えること」
。当事者だけの問

グローバルハイスクール
（ＳＧＨ）
とスーパーサイエン

題にせず、クラスの教訓として学べるよう、
「話し合

スハイスクール
（ＳＳＨ）
の指定校、IBワールドスクール

い」
で解決している。学級委員と6人の班長が情報交

（MYP・DP）
の認定校としての評価を得て、さらなるク

換し、その中から問題を提起。さらに、1〜3年各クラ

オリティー向上を目指しながら、創造性や品格を育む。

スリーダーが集まり、学年を越えて意見を出し合う。

■学校説明会
9/25㈮ 19時～20時 9/26㈯ 10時～11時30分
10/31㈯ 10時～12時 一般授業参観・IB体験授業あり
■入試問題チャレンジ会
11/7㈯ 10時～12時（国・算）外部講師講演あり
※上記はすべて要予約
（各開催日の約１カ月前からHPで受付）

東海大学付属相模高等学校中等部

学

蘂042-734-3402
町田市真光寺町1291
アクセス：小田急線鶴川駅・京
王相模原線若葉台駅からバス10
分（東急田園都市線たまプラー
ザ駅・あざみ野駅、東急こども
の国線こどもの国駅などからス
クールバスあり）

和光中

検索

■学校説明会 8/28㈮ 19時〜20時30分
■学校・入試説明会
10/10㈯ 13時30分〜15時 クラブ活動公開あり
11/15㈰ 10時〜12時 和光中卒業生との懇談会あり
12/12㈯ 13時30分〜15時 2016年1/9㈯ 13時30分〜15時
※8/28㈮のみ、ぱいでいあ（鶴川駅前）で開催

共

学

大学までの一貫教育で文武両道を目指す
中学・高校・大学の一貫教育システムにより、文系理系
に偏らない学習で総合力を身につける。
学校生活の要
である学習、行事、部活動の3つのバランスを重視し、
生徒の約90％がクラブに加入。学園オリンピックや
ハワイでの英語文化研修、大学での体験授業など、
さまざまな経験ができるのも一貫教育ならでは。

蘂042-742-1251
相模原市南区相南3-33-1
アクセス：小田急線小田急相模
原駅から徒歩8分

東海大相模

変わる！ 始まる！

検索

■学校説明会 10/17㈯、
11/22㈰、
12/13㈰ 各10時〜
■オープンキャンパス 体験学習あり
9/12㈯ 10時〜 ※要予約
（HP）
■体育祭 10/10㈯ 9時30分〜14時
■建学祭 10/3㈯・4㈰ 各10時〜15時
■定期演奏会 12/13㈰ 14時〜16時30分

応じたICTの活用力を身につける。

■予約制説明会
［男子］10/13㈫、11/20㈮ 各10時～
［女子］
10/16㈮、11/17㈫ 各10時～
■学校説明会
［男女共通］
11/7㈯ 10時30分～
（9時から授
業見学可）
■入試体験会・説明会
［男女共通 ］
12/5㈯ 9時30分 ～ 体 験 会
（ 小6
対象）
、10時～説明会 ※体験会のみ要予約
※上記の各予約は、開催日の概ね1カ月前か
らHPで受付

蘂045-971-1411
横浜市青葉区鉄町1614
アクセス：東急田園都市線青葉台駅からバス15分、市が尾駅から
バス10分、あざみ野駅からバス10分＋徒歩10分、小田急線柿生
駅からバス15分〜20分､ 新百合ヶ丘駅からバス20分＋徒歩10分

検索

桐蔭学園

ひじり

が

お か

多摩大学附属聖ヶ丘中学校

法政大学第二中・高等学校

一人1台タブレットを導入。各自に

共

す い りょう

横浜翠陵中学校

学

共

学

「グローバルチャレンジクラス」
スタート
2016年、横浜翠陵は大きく進化する。
「グローバル＝

2016年、中高同時共学化・新校舎完成と、劇的な進化を遂げる。さまざまな
「人」
との出会いとつながり
を大切に、
「付属校」
ならではの
「学び」
の環境をさらに充実。世界で活躍するリーダーを育てていく。

英語力×人間力」
。定評のある
「英語力」
、自信をもっ
て挑戦する
「人間力」
、6年間かけてこの力に磨きをか
けていく。2016年度入学生から中高6カ年一貫の
「グ

01
新たな可能性を広げる

中高同時共学化
法政大学第二中・高等学校では、多様なタイプの生
徒が触れ合い、お互いを受け入れて切磋琢磨するこ
とで、グローバルな視点を養っている。その多様性
をさらに高めるべく、2016 年より共学化。70 年を超
える伝統を引き継ぎながら、男子校だった同校に新
たな視点や考え方を加えることで、生徒一人ひとり、
そして集団としてのさらなる進化を目指している。

02
スポーツ・文化両面の
自主活動を高める

新校舎が完成

ローバルチャレンジクラス」
をスタートし、国際社会
で活躍するグローバル・リーダーの育成を目指す。

■

新たなクラブを新設

蘂045-921-0301

共学化にあたり、チアリーディング部や女子バ
スケットボール部、女子バレー部などを新設。

横浜市緑区三保町1
アクセス：JR横浜線十日市場駅
か ら 徒 歩20分 ま た は バ ス7分、
東急田園都市線青葉台駅からバ
ス15分、相鉄線三ツ境駅からバ
ス20分

■ きめ細やかな指導

共学に伴い、中学1・2年では1クラス30名以下の
編成に。きめ細やかな指導を行う。

■

帰国生入試を新設
（中学）

2016年の中学入試より、帰国生入試を実施する。

■ 制服を一新
紺を基調とした、理知的で落ち着いたトーンの
制服に。ネクタイとリボンに、スクールカラーの
オレンジを反映。

これからの自分をつくる中高6年間

検索

SUIRYO

「生徒が主役」
をモットーに、少人数制授業によるきめ
細かい指導と、本物に触れ、本質に迫る教育を実践し

自修館中等教育学校

ている。生徒の20年後を念頭に、グローバル社会に
必要な知識や態度、豊かな教養と発想、他人を思いや
るフォロワーシップ精神の育成。その種が根付き、花
咲くことを目指している。卒業生が
「大きな家族のよう

〒211-0031 川崎市中原区木月大町６-１ TEL：044-711-4321
（代）

アクセス ■ JR南武線
「武蔵小杉駅 西口」
下車 徒歩12分 ■ JR横須賀線
（総武快速線・湘南
新宿ライン 直通）
「武蔵小杉駅 横須賀線口」下車 徒歩15分 ■ 東急東横線（みなとみらい
線・東京メトロ副都心線・東武東上線・西武池袋線 直通） 東急目黒線
（東京メトロ南北線・埼玉
高速鉄道および都営三田線 直通）
「武蔵小杉駅 南口」
下車 徒歩10分
※南武線・横須賀線・東横線・目黒線とも特急をはじめとした列車が武蔵小杉に停車。

間使う机の組み立てから始め、
「4学期制」
や
「EQ」
「探

一日は
「朝の読書」
に始まり、6時間目の終了後、
「セル

究」
といった独自のカリキュラムで
「こころが育つ進

フ･スタディ･タイム」
という25分間の自学自習の時間が

学校」
を実践している。講座や補習も充実し、難関

ある。主体的な学習がさらなる飛躍を導く。

武蔵小杉駅へのアクセスがより便利になります。
2018年 JR横須賀線・総武快速線、湘南新宿ラインと相鉄線 直通予定
2019年 東急東横線と相鉄線 直通予定

交通網の整備により、東京都城東地区・城北地区・千葉県東京隣接地区・埼玉
県東京隣接地区・神奈川県西部などからでも1時間通学圏内になります。

多摩市聖ヶ丘4-1-1
アクセス：小田急多摩線小田急永山
駅・京王相模原線京王永山駅からバ
ス12分、京王線聖蹟桜ヶ丘駅からバ
ス16分
（小田急・京王永山駅、聖蹟桜
ヶ丘駅からスクールバスもあり）

多摩大聖

検索

学

大山を望む豊かな環境の中で、入学時に自分が6年

○アクティブラーニングの充実

蘂042-372-9393

共

「特技はプレゼン」
という15歳がいる学校

な学校」
と言うアットホームな雰囲気も特徴だ。

同校では、
「調べる・考える・発表する・討論する力」を育成。
発表・プレゼンテーションする機会を増やし、論理的に
理解させ、付属校ならではの豊かな学びを実現させてい
る。その考えを基に、新校舎には、発表に便利な電子黒
板を各教室に完備し、1,300 席を擁するホールも新設。さ
らに、総合体育棟やトレーニングセンター、全面人工芝
のグラウンドなどスポーツ施設も充実し、武蔵小杉のス
ポーツ・文化活動の拠点としての役割が期待される。

■学校説明会 ※要予約
9/21㈷ 10時〜 体験型授業・部活あり、10/25㈰ 10時〜 体
験授業あり、12/13㈰ 10時〜 入試問題解説会あり、
11/23㈷・2016年1/11㈷ 各9時30分〜 模擬入試あり
（小6対象）
■ミニ説明会
（保護者対象）※要予約
9/25㈮、10/9㈮、
11/13㈮、
2016年1/21㈭ 各10時〜

■学校説明会
10/24㈯ 14時～ 募集要項の説明
11/14㈯ 14時～ 生徒による説明会
12/12㈯ 14時～ 入試そっくり模試
（小6対象）
2016年１/10㈰ 10時～ 入試ワンポイント講座
（小6対象）
2016年2/27㈯ 14時〜 入試報告会
（小5以下対象）
■アフタヌーン説明会
9/25㈮、
11/24㈫ 各14時30分～ ※要予約
（HP）

大学合格実績を2年連続で更新中。一人ひとりにス
ポットを当て、夢の実現に向けたサポートを行う。

蘂0463-97-2100
伊勢原市見附島411
アクセス：小田急線愛甲石田駅
からバス5分
（スクールバスもあ
り）または徒歩18分、JR東海道
線平塚駅からスクールバス25分

自修館

検索

■学校説明会 体験授業
（要予約）
・個別相談あり
8/29㈯ 10時～15時 授業・部活動公開もあり
10/17㈯、11/7㈯ 各10時～12時10分
※説明会のみの参加は各10時30分～11時40分
■文化祭 10/24㈯・25㈰ 各9時30分～15時30分
■入試説明会 11/28㈯ ※要予約、12/5㈯ 各10時～
※学校行事は、
「要予約」
と記載しているもの以外「予約不要」
です
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私立小学校・幼稚園

2015年9月号

寺尾みどり幼稚園
桐光学園みどり幼稚園

学校案内

私 立 小 学 校・幼 稚 園

桐光学園

意志・表現・感謝の校訓を通して生まれる、
子ども同士、

充実した設備と優れた教育環境が整う小学校。ほと

成を目指す幼稚園。のびのびとした遊びや活発な運

子どもと教職員、
さらには保護者も交えた人と人との

んどの児童が国・私立中学への進学を希望しているた
め、
きめ細かな進路指導を行い、主要4教科の授業時

動により、健全な体と心をつくり、さまざまな人との

つながりを大切にしている。教科指導においては、体

かかわりの中から、やさしい気持ちや思いやる心を

験学習を取り入れた独自のカリキュラムで学ぶ意欲

数は標準より年間100時間以上多く確保。オリジナ

育てる。運動会や音楽会、遠足やさつま芋掘りなど

を引き出すとともに、4年生から始まる土曜講習など

ルのテキストや検定、本物に触れる授業を重視し、
敷

幅広い活動と豊富な体験から、興味や関心を深め、

を通して、一人ひとりの学びを深め、学習の基礎を定

地内には
「学級農園」
や人工庭園
「ビオトープ」
も。
系列

旺盛な探究心を培う。また、良書に数多く触れ、読

着させていく。全学級男女2名の教員を配置した複数

の音楽大学との連携により結成された
「小学校オーケ

み聞かせなどを通して豊かな心情を養う。

担任制によるきめ細やかな指導も、
同校の特色である。

ストラ」
は、年に数回音楽ホールでコンサートを行う。

寺尾みどり幼稚園蘂044-955-1717

■運動会

川崎市多摩区寺尾台1-17
アクセス：小田急線読売ランド前駅から徒歩13分
（スクールバスあり）

川崎市多摩区宿河原3-6-9
アクセス：JR南武線宿河原駅から徒歩1分
（スクールバスあり）

検索

桐光学園

10/3㈯
桐光学園G

9/26㈯
稲田小学校G

■バザー
10/16㈮
11/6㈮
募集中
■2歳児教室 募集中
■見学会
要予約
要予約
■土曜開園 9時30分〜12時 9時30分〜12時
※見学会、土曜開園の参加はお問い合わせを

桐光学園みどり幼稚園蘂044-911-3227

■入試日程
出願期間 8/31㈪～9/5㈯
※最終日のみ、
小学校窓口で受付可
（9時～16時）
保護者面接 9/11㈮～10月中旬
※面接日時は受験票の返送時に連絡
試験日 10/20㈫ 9時～11時30分
■公開行事
運動会 10/10㈯
作品展 12/12㈯ ※要上履き
※詳細はHP参照

〈寺尾みどり〉 〈桐光学園みどり〉
9/12㈯、
10/15㈭ 9/5㈯、
10/15㈭
10時〜12時
10時〜12時

蘂044-986-5155
川崎市麻生区栗木3-13-1
アクセス：小田急多摩線栗平駅から徒歩15
分
（1～3年生のみスクールバスあり）

検索

桐光学園小学校

和光学園

和光鶴川幼稚園

考える力を育むために、質の高い
「体験」
を数多くす

教育の二本柱は、
「高い学力」
と
「豊かな心」
。特に低
学年の2年間は、見る・聞く・触れる・遊ぶ・育てる・調

ら収穫、包丁を使っての調理活動、虫や草花など生

を大切にしている。有意義な学校生活が、その後の

べる・作るなどの活動によって、生きた知識を習得し、

きものと触れ合う自然体験を行う。本物の道具を使

豊かな人生の礎となることを目指す。校内には雑木

達成感や成就感を体得。このような授業を通して、

う木工作、紙工作、プロの生の演奏など本物の体験

林があり、自然と触れ合えるのも魅力だ。学校の様

子どもたちは興味をもったことについて考えたり、調

を重視。五感を働かせ、感じ、考え、能動的に生き

子をブログに掲載中！放課後から18時までの常設学

べたりして、自ら問題を解決する力の素地を身につ

ていく力を養う。また、子育て懇談会、散歩を行う2

童クラブもあり、異年齢交流を深められる場となっ

けていく。こうした体験学習の積み重ねが、高学年

歳児親子教室
「はらっぱ」
も募集中。大駐車場完備。

ている。併設の中学から大学へは優先的に進学可能。

での自ら学ぶ力となり、
「高い学力」
につながる。

保育見学会 9/9㈬・16㈬・30㈬、10/7㈬・
23㈮ 各10時〜11時30分
■2歳児親子教室
「はらっぱ」
参加者募集
2011年4月2日～2013年4月1日生まれ対 象。
後期9/15㈫開始
（火曜・木曜コースあり）
、
10時〜。
■運動会
10/18㈰ 9時〜11時30分 和光鶴川小学校

町田市真光寺町1271-1
アクセス：小田急線鶴川駅、京王相模原線
若葉台駅からバス10分（小田急線新百合ヶ
丘駅周辺、小田急多摩線小田急多摩センタ
ー駅、東急田園都市線たまプラーザ駅周辺・
青葉台駅などからスクールバスあり）

検索

蘂042-736-0036
町田市真光寺町1282-1
アクセス：小田急線鶴川駅、
京王相模原線若
葉台駅からバス10分
（小田急線新百合ヶ丘
駅周辺、東急田園都市線たまプラーザ駅周
辺・あざみ野駅、東急こどもの国線こどもの
国駅などからスクールバスあり）

検索

和光鶴川小

体験を重視した本物志向の学校
放課後に
「帝翔塾」
も

042-339-1111 http://www.puroland.jp/

応募方法
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無料鑑賞券
イオンシネマ新百合ヶ丘

044-965-1122 http://www.aeoncinema.com

5組
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【アンケート】 2〜9面の学校案内について、以下の質
問にお答えください。
1①〜③どちらに関心がございますか？（複数回答可）
① 私立中学校 ②私立小学校 ③私立幼稚園
21の回答について、以下にお答えください
（複数回答可）
【1】
学校を選ぶ際、何に重点をおきますか？
①教育方針 ②施設の充実 ③場所・環境 ④学費
⑤知名度 ⑥その他
（具体的にご記入下さい）
【2】
通学・通園時間は何分以内が望ましいですか？
32〜9面の記事について、ご意見・ご感想をお聞かせ
ください。

【宛先】 ●ハガキ〒215-0021 川崎市麻生区上麻生1-5-1
りそな新百合ヶ丘ビル5F 株式会社インクルーブ ミスモ
編集部「9月号プレゼント」係 ●FAX044-959-3751
●Eメールmismo@mismonet.com
【締切】 2015年9月25日㈮
（当日消印有効）
●発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。●お寄せい
ただいた感想などは本誌のリーダーズダイジェストで紹介させてい
ただく場合がございます
（名字が掲載されますので御了承くださ
い）
。その場合は粗品をプレゼント｡ ※ミスモの読者プレゼントに
ご応募いただいた方の個人情報はプレゼントの発送および個人を特
定しない統計的資料作成に利用するほか、賞品を協賛企業等から直
送する場合、必要な情報を協賛企業等に開示することになりますの
でご了承ください。

幼稚部

検索

■校長面談 9/30㈬まで
（幼初）
10/10㈯ 文化祭11/3㈷
■運動会
※説明会・授業参観・校長面談は要予約

蘂03-3482-2108

蘂03-3482-2106

世田谷区祖師谷3−52-38
アクセス：小田急線成城学園前駅から徒歩10分

世田谷区祖師谷3−52-38
アクセス：小田急線成城学園前駅から徒歩10分

成城幼稚園

「自分でできる力」
を育てる

てていく。隣接の小学部の5年生が手伝ってくれ
る給食や、幼小合同行事による小学生との異学
年交流にも力を入れている。子どもたち同士の
関わりを増やし、社会性を培う機会として、放
課後のアフタースクール
（希望制有料）
を実施。

17時以降は、自家用車での保護者の迎えが可能。

帝京小

■園長面談 9/29㈫まで ※要予約
※園長面談は今年度受験希望者が対象
■運動会10/10㈯ 文化祭11/2㈪・3㈷

「もっとやりたい」
と思うことで、次なる意欲を育

ヶ丘・高幡不動各駅へのスクールバスでの送迎あり。

多摩市和田1254-6 アクセス：小田急多
摩線・京王相模原線・多摩モノレール多摩セ
ンター駅からバス13分、京王線聖蹟桜ヶ丘
駅からバス13分、京王線・多摩モノレール
高幡不動駅からバス10分

■学校・入試説明会 9/13㈰ 10時～
■学校授業参観 9/30㈬までの登校日

稚部の3年間では、桐蔭教育の基礎を浸透させ

分から19時まで行っている。多摩センター・聖蹟桜

蘂042-357-5577

■入試日程
11/3㈷･4㈬ 希望するいずれか一日

■幼稚園説明会 9/12㈯ 14時～
■見学会 9/18㈮ 14時30分～ ※要予約

ながら、
「自分の力でできる」
喜びと自信を味わい、

ール
「帝翔塾」
を実施。休校日や長期休業中も8時15

■オープンスクール
9/12㈯ 9時30分～12時 授業体験あり
※授業体験のみ要予約。詳細はHP参照
■公開行事
運動会 10/4㈰
学芸会 11/28㈯
■入試日程
一般 11/1㈰･7㈯･21㈯
一般・転入生・帰国児童
12/12㈯、2016年2/13㈯

各学年の演目や吹奏楽クラブの演奏など
※説明会、発表会はHPから要予約

初等学校

1917年、画一的な教育を打破する実験
校として澤柳政太郎が創立。2017年に
100周年を迎える。自由な校風の中で、
遊びや散歩、舞踊、映像、劇など、独自の
カリキュラムで教育を行っている。

2016年度より
「3年保育」
の園児募集を開始。幼

業を行う。放課後は、体験学習中心のアフタースク

ご回答ありがとうございました。より良質な誌面をご
提供できるように参考にさせていただきたく思います。

検索

10/22㈭ 1
 2時50分開演  
Bunkamuraオーチャードホール

幼稚園

今年創設90周年を迎える。丁寧な生活・
行動観察を基盤に、一人ひとりの個性を
生かした教育は、今も継承されている。
園庭の豊かな自然と芸術教育の伝統を
通して、感性が豊かに養われていく。

検索

成城学園初等学校

検索

桐蔭学園 幼稚部
小学部

る。文部科学省特例校でもあり、自然科の体系的な授

※プレゼントの応募は希望商品 1 点につき 1 通とさせていただきます。
お一人で 2 点以上応募の場合はそれぞれ別々に応募してください。

ハガキ･FAX･Eメールのいずれかを利用して ■アン
ケートの回答 ■希望賞品 ■住所 ■氏名 ■年齢 ■職
業（学年）■電話番号 ■Eメールアドレス（お持ちの方
のみ）を明記して､ 右記までご応募ください。

都市大付属小

よる科学的思考・創造性の育成など、本物志向を試み

新百合ヶ丘のホームシアターとして親しまれるイ
オンシネマ新百合ヶ丘。買い物帰りや会社帰りに
気軽に立ち寄れるのも魅力。ゆったりとしたシー
トでゆったりとした時間を過ごして。
名様

サンリオピューロランド

5組

名様

パスポート

世田谷区成城1-12-1
アクセス：小田急線成城学園前駅から徒歩
10分またはバス5分、東急田園都市線・大
井町線二子玉川駅からバス20分
（二子玉川
駅からスクールバスもあり）

英国語学研修や、和太鼓・三味線などの体験、レゴに

©2015 SANRIO CO.,LTD.

9/4㈮から10/31㈯までピューロハロウィーン
2015を開催。マイメロードドライブなどが、こ
の時期限定のスペシャルな装飾に。ハロウィーン
恒例のマーチングパレードの上演も楽しめる。

1年生が作った牛乳パックの船で遊ぶ。
■音楽発表会

帝京大学小学校

無料鑑賞券で
くつろぎの映画タイムを

ハロウィーン
バージョンを楽しもう

プ レ ゼ ント

※詳細はHP参照

■入試 説明会・公開授業 ※要上履き
9/12㈯ 8時40分～11時

蘂03-3417-0104

成城幼稚園
成城学園初等学校

100年の伝統と未来へ

からだ全体で学ぶ、
ともに学ぶ、自ら学ぶ

る、仲間と
「共に」
成長する、学ぶ
「楽しさ」
を知ること

●

成城学園

東京都市大学付属小学校

野菜を育て、収穫し、食べる！
「畑を通じてぐるぐる

■親子で“鶴小”授業体験
8/30㈰ 10時～12時頃 ※要予約
■入試説明会 9/25㈮ 10時40分〜13時頃
■秋まつり 10/3㈯
■入試日程
11/4㈬ 願書受付10/16㈮〜23㈮
11/14㈯ 午前 願書受付11/5㈭〜9㈪
12/12㈯ 午前 願書受付12/5㈯〜9㈬
※願書配布中
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■入試説明会・個別相談会 8/22㈯
9時30分～10時30分
（入試説明会）
10時45分～12時45分
（個別相談会）
■運動会（公開行事）9/26㈯9時～
■公開授業 2016年2/9㈫10時～11時45分
■入試日程（一般）
出願期間 9/7㈪～9㈬郵送必着
面接日程 10/10㈯･11㈰のいずれか
試験日
10/20㈫
※詳細はHP参照

めぐる保育」
を教育目標に掲げ、広大な畑での作業か

蘂042-735-2291

答えて
アンケートに
てよう
当
を
ト
プレゼン

検索

洗足学園小

できた喜びをできる自信に

■2016年度生の園児募集
● 親子であそぼう会＋入園説明会
9/5㈯・27㈰ 各9時30分〜12時

和光鶴川幼

蘂044-856-2964
川崎市高津区久本2-3-1
アクセス：東急田園都市線・大井町線溝の口
駅、JR南武線武蔵溝ノ口駅から徒歩8分

和光鶴川小学校

「自分っていいな」
と
思える子どもに

2015年9月号

優れた教育環境と
確かな学力を培う教育課程

「つながる心」
と
「広がる学び」

充実した保育を通して、やさしく心の豊かな人間形

■説明会

ミスモ

洗足学園小学校

桐光学園小学校

考える力、表現する力、
協調する力を育む

学校案内

小学部

「自ら考え判断し
行動できる子どもたち」
の育成
全学年、正・副二人担任制を導入。1クラス約
35名を、多くの教師で見守る。1～3年生は週5
日制、4～6年生は週6日制、3年生からは完全教
科担任制で、専門性の高い授業を行う。全学年
週2時間の英語の授業があり、語順のままで言
葉を理解する
「英語脳」
を育てる。また、1人1台
のIT環境を整備し、自由自在な操作のスキルを
習得。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る。

■入試説明会・学校見学
（幼小）
9/5㈯13時30分～ 桐蔭学園シンフォニーホール
小学部鼓笛隊演奏あり
■幼稚部入試説明会・校内見学
10/15㈭9時30分～ ※要予約
（9/15㈫からHPにて）
ス
 クールバスの送迎
（江田・柿生）
あり
■公開行事
運動会
（幼小合同）10/4㈰
学園体育祭
（小～高）11/10㈫
展覧会
（幼小）2016年1/17㈰
学芸会
（幼）2016年2/20㈯
送別音楽会
（小）2016年3/6㈰
■入試日程
小
 学部10/21㈬、
11/13㈮ 幼稚部11/1㈰
※小学部はインターネット出願のみ

蘂045-972-2221
横浜市青葉区鉄町1614
アクセス：東急田園都市線青葉台駅からバス15分、市が尾駅からバス
10分、あざみ野駅からバス10分＋徒歩10分、小田急線柿生駅からバス
15分〜20分、新百合ヶ丘駅からバス20分＋徒歩10分
（東急田園都市線
江田駅・藤が丘駅、小田急線柿生駅からスクールバスもあり※藤が丘駅
発は幼稚部のみ）

桐蔭学園

検索

※学校行事は、
「要予約」
と記載しているもの以外「予約不要」
です
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ミスモ

2015年9月号

ミスモ

明治大学

カリタス女子短期大学
あざみ野のカリタスで
生涯学習をはじめよう

2015年度秋期 全210講座
生田の講座が充実

講座一例 ［生田キャンパス］
■富
 岡製糸場とフランス

（明治大学政治
講
 師：クリスチャン・ポラック
経済学部客員教授）
11/23㈷ 13時～15時 全1回 無料
（要予約）
■ 雪や氷の形の科学
講師：長島和茂（明治大学理工学部物理学科教授）
11/7㈯ 13時～14時30分 全1回 1,500円
■キ
 ャンパスで俳句
講師：髙田 正子
（
「藍生」
所属、俳人協会幹事）
10/6㈫～2/16㈫ 10時30分～12時30分
全8回 20,000円
■戦
 後70年：登戸研究所1945
講師：山田 朗（明治大学文学部教授）ほか
10/17㈯～12/12㈯ 10時30分～12時
全5回 10,000円
■香
 りを聞き楽しむ
講師：宮腰 哲雄（明治大学理工学部教授）ほか
10/2㈮～11/20㈮ 15時～16時30分
全5回 10,000円

徹底した少人数制とアットホーム
な雰囲気の中で質の高い教育を展
開し、社会人受講生からの支持が

なら、生田・中野キャンパスの講

厚いカリタス。開かれた大学とし

座は入会金が無料
（通常3,000円）

て、「科目等履修生」「各種公開講

に。申し込みは9/4㈮から。

座」と多様な学びのコースがある。

注目の講座（黒川農場・中野キャンパス）
■ア
 グリサイエンスアカデミー

キッチンガーデン講座［黒川農場］

ベランダなどで気軽に始められる実習付講座。
講師：佐倉 朗夫
（明治大学農場特任教授）
ほか
9/29㈫～12/8㈫ 10時～12時
全7回 44,000円

■コ
 ンテンツは民主化をめざす

～表現のためのメディア技術～［中野］
3Dプリンターやスマートウォッチなどの
ウェアラブル技術について解説。

講師：宮下 芳明
（明治大学総合数理学部
先端メディアサイエンス学科教授）

講座一例

注目の講座

■科
 目等履修生
（女性のみ）

 語、フランス語、日本語表現力などの
英
教養科目と専門科目を学生と一緒に受講
することができる。
日程：後期 9/28㈪～2016年2/2㈫
（8月末まで受付）

1回90分、15週15回
登録料：10,000円（初回のみ）
受講料：半期1科目10,000円～20,000円
（単位による）
科目一例
・
 オーラルイングリッシュ・フランセオラル
・
 文学
「翻訳」
・フランス文学・日本文学研究
・
 カナダ研究 ・時事英語 ・聖書英語研究
※図書館、学食の利用可

■国
 際交流フォーラム
（男女可）

講演会とシンポジウム
11/21㈯13時30分～15時30分
受講料無料

10/17㈯ 14時～15時30分

お問い合わせ･資料請求先

明治大学リバティアカデミー事務局
TEL 03-3296-4423／FAX 03-3296-4542
〒101-8301 東京都千代田区神田駿河台1-1
生田キャンパス：小田急線生田駅徒歩10分
黒川農場：小田急多摩線黒川駅徒歩20分
中野キャンパス：JR中野駅徒歩8分
リバティアカデミー

誰でも学べる明治大学の生涯学
習
「リバティアカデミー」は、全5
拠点でさまざまな講座を開設。今

検索

全1回 無料
（要予約）

お申し込み･資料請求先

カリタス女子短期大学公開講座係
TEL 045-901-5133／FAX 045-901-5066
〒225-0011 横浜市青葉区あざみ野2-29-1
東急田園都市線あざみ野駅から徒歩7分
e-mail：caritas@caritas.ac.jp
カリタス オープンカレッジ

検索

■カ
 リタス女子短期大学市民講座
（男女可）

「さまざまな最終講義

－カリタスにお
ける教育と研究活動の彩りー」
 /19㈯～11/14㈯ 13時30分～15時30分
9
全
 7回 1講座から受講可
（原則その週
の水曜締切） 受講料無料

カ
 リタス短大50年の集大成。国境と
時代を越えた専門的な内容を分かりや
すく講義する。
講
 師：竹中豊、
北川宣子、
浦野洋司、
前田
隆子、
柿崎有美、
小林美恵子、
稲葉延子
・9/19㈯カナダとケベック
・9/26㈯カリタスの英語教育をひもとく
・10/3㈯あなたの常識は大丈夫か
・10/10㈯これからの日本の英語教育
・10/17㈯フランスの思想家メルロ＝ポンティ
・10/24㈯佐多稲子の戦時下文学
・11/14㈯シモーヌ・ヴェイユ
（1909-43）
※詳細はHP参照

2015年9月号
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2015年9月号

ミスモ

［サービス］

［グルメ］

13周年記念！フカヒレラーメンフェア！

Me n u

保険相談サロン F.L.P 新百合ヶ丘エルミロード店
蘂0120-673-240 川崎市麻生区

注目

上麻生1-4-1 新百合ヶ丘エルミロード
6F 賚10時〜20時 贊エルミロード休
館日 http://www.f-l-p.co.jp
募集代理店㈱ F.L.P

たまプラーザテラス店でも予約受付
中
（0120-673-261）
。

百

新

丘

ヶ

合

この夏13周年記念祭を開催中！第3弾の今回はフカヒレ
ラーメンフェア。コラーゲン豊富な1杯が通常1,595円
＋税のところ、1,320円＋税に。ほかにも甕出し紹興酒
（2合）
600円＋税や飲み放題
（6名以上2時間）
1,320円
＋税などお得満載！この機会に人気の味を食べてみて。
橋
陸
戸
登 セブンイレブン
公園前

南武線

駅北

登戸

⃝ ランチ限定 渚
（なぎさ）

2,000円+税
⃝ ランチ限定 花かご膳
平日特別価格
 2,600円+税→2,000円+税
⃝ 大海
（たいかい）

6,000円+税
ミ
 ス モ 特 典 で5,000円+税
（9月末まで）
※ミスモ特典、特別価格は前日
までに要予約

教育費の負担は大学入学のタイミ
ングでピークになり、4年間でかか
る教育費は、自宅通学の場合でも
500万～700万円にも！無駄な出
費を抑え、ある程度貯めておくため
にも、教育費や生活費のシュミレー
ションを無料でしてくれる保険相談
サロン F.L.Pに相談してみては？

12

［グルメ］

特別な日、家族の集いを和でおもてなし

教育費も気軽に相談

2015年9月号

田

ミスモ

至町

13

しん しゅう の はな

中国家庭料理 神洲之華
蘂044-922-2106 川崎市多摩区登戸新町421 登戸21ビ
ル1F 賚平日11時30分〜14時30分/17時〜23時、土・日・祝11
時30分〜15時、16時30分〜23時 贊無休 猾あり

平日がお得！
ランチ限定
「花かご膳」

宿
新
至
オーパ
エルミロード

ミ スモ 特 典

500円OFF

イオン

3,000円以上お食事された方。ディナー限定。1グループにつ
き1回。本誌持参の方。
【2015年9月30日迄有効】

横浜銀行

［レジャー］

［ショップ］

［ビューティー・リラックス］

暑いこの時期は涼しい店内でカラオケ！

20周年記念祭開催中！秋フェアは9/5㈯〜

まだ間に合う！ダメージ肌のシミ対策

お洒落な店内とこだわりスイーツが女性に人気の店。マ
マ友の集まりには、すべり台やおもちゃがそろうキッズ
ルームも
（11時～18時。未就学児をお連れの方。前日ま
でに要予約）
。好評のスイーツは、パンダフロート（500
円）
やパンケーキ
（480円）など多彩。
JA

世田谷通り

新百合ヶ丘駅北口から徒歩2分にある別館。
旬の食材を使った前菜・刺身3点盛り・煮物・
揚物・十勝ハーブ牛ステーキ・にぎり6個・お
椀・デザートが付く豪華なおもてなしコース
「大海」が、9月末までミスモ特典で1,000円
引きに！落ち着いた雰囲気の和風個室は大切
な食事会、敬老の日など家族の集まりにおす
すめ。寿司職人の技が見えるカウンターも臨
場感がある。ランチメニューも充実。

丘
ヶ
合 オーパ

百

新

宿

新

至

ファミリーマート

エルミロード

イオン

カラオケスタジオ オペラ 新百合ヶ丘
蘂044-951-9902 川崎市麻生区万福寺1-16-1 ビックスト

ーンビル4F 賚11時〜翌3時、金・土・祝前日11時〜翌5時
贊無休 http://www.k-opera.info/OPERA/shinyurigaoka/

室料割引

ミ スモ 特 典

ミ スモ 特 典

大海コース1,000円引き

前日までに要予約。予約時に
「ミスモを見た」
と一言を。
【2015年9月30日迄有効】

通常利用10%OFF。フリータイムは5％OFF。他の割引との併
用不可。
【2015年9月30日迄有効】

た まん

寿司居酒屋 多満 百合ヶ丘店

丘
ヶ
合
百 オーパ
エルミロード
新

イオン

［シネマ］

蘂044-969-2775

ミ スモ 特 典

90分。通常14,500円＋税。初回限定。限定20名。
【2015年9月30日迄有効】

ミ スモ 特 典

入会金50％OFF

この秋、2016年度春の入園生を募集！

8

通

百合丘小学校
メガネストアー

29

Men u

エデュケアルーム ベリーキッズが
今秋、来年度春の入園生の募集を
開始。保育方針やカリキュラムな
どの詳細を9/19㈯、10/3㈯に説
明。各日13時30分～15時。また、
幼稚園、小学校が終わった後の子
どものための放課後スペース“バン
ビーノ”の説明会も同日に。要予約。

大島優子主演の映画
『ロマンス』
が公開。特急ロマンスカー
のアテンダントとして働く主人公が、ふとした偶然から車内
で思いも寄らない出来事に遭遇する姿を描く。監督は
『百万
円と苦虫女』
で話題のタナダユキ氏。

川崎市麻生区上麻生1-19-1 イオン新百合ヶ丘
ショッピングセンター6F 問い合わせ／9時～
21時 http://www.aeoncinema.com

注目
残暑厳しいこの時期は、涼しい映画
館で楽しもう。

ベ

新

丘

ヶ

合

百

宿
新
至
オーパ

横浜銀行

ー

キ

ッ

ズ

川崎認定保育園 エデュケアルーム BERRYKIDS
注目

エルミロード

イオン

リ

バンビーノ説明会は、10時30分〜
11時30分で開催。

黒川谷ツ公園

蘂044-281-8322

川崎市麻生区はるひ野4-4-6 トゥトゥ
ジャルダンはるひ野１F
問い合わせ／9時〜18時
（月〜金）
http://www.neus.jp

ニチイ
ホーム

8/30㈰まで家具抽選で1等5,000円券、
2等3,000円券。3等は配送・引取無料。

［イベント］

9/23㈷純烈ランチ＆コンサート開催
Information
⃝1
 名9,800円(コンサート・ランチ･
税・サービス料込)
⃝受
 付10時〜、ランチ11時30分〜、
コンサート13時30分〜
※小田井涼平はファミリーサポートの
ため、本公演には出演いたしません

昭和ムード歌謡継承者、平成ムード
歌謡ダンスユニット。元戦隊ヒー
ロー出身の俳優中心に構成。平均身
長183cmを活かしたパフォーマ
ンスが注目。歌謡曲を歌うことで
「親孝行」したいと語る。大人の色気
を感じさせる曲調に、独自の振付が
古き良き昭和を想いおこさせる。

箱根ホテル小涌園
注目
艶やかな曲調と独自の振り付けが古
き良き昭和を想いおこさせる。

蘂0460-82-4111

神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297
問い合わせ／9時〜20時
http://www.hakoneho-kowakien.
com/

箱根小涌園

蓬莱園

8/30㈰まで宮前店限定、20周年記念祭
を開催中！北海道旭川の家具職人が作る
オリジナル商品がメインの店。使い込む
ほどに艶と味わいが増す家具が人気の秘
訣。英国スタイルを基調にしながらも、さ
まざまに対応。お部屋に合わせ、色替え
などセミオーダーができるのも魅力の一
つ。記念祭に合わせ、20％OFFの特価品
を用意。秋の葉山フェアも開催予定。宮
前店でお得なショッピングを楽しもう！
注目

丘

スーパー三和

旭川家具職人が葉山
ブランドを支える

合ヶ

【2015年10月4日迄有効】

百合ヶ丘

田

イオン

モンキーポッド一枚板テーブル
（上）
。
大人気の洋食器も多数入荷
（下左）
。

蘂044-965-1122

至町

丘
ヶ
合 オーパ
エルミロード
新
百

［スクール・レッスン］

イオンシネマ新百合ヶ丘

柳

川崎市麻生区百合丘2-2-1 横山ビルB1F
問い合わせ／13時〜17時
http://kkjm.sakura.ne.jp/

宿

新

至

ファミリー
マート

川崎市麻生区上麻生1-3-4 WAKAビル
1F 賚平日10時～20時、土10時～18
時 贊日曜、祝日
http://www.applemind.com

シミトリートメント体験5,000円＋税

世田谷通り

JA

小涌

谷

⃝20周年記念祭スペシャル特典
・箱物家具 処分品 20％OFF
・テーブル+チェアセット

10％OFF
・ミラー・額絵・ランプ類

10％OFF
・小 物1,000円以上購入で記
念祭限定小物が当たる抽選1
回プレゼント
⃝秋の葉山フェア
9/5㈯より開催

葉山ガーデン 宮前店
蘂044-975-3158

川崎市宮前区犬蔵3-9-18
パークヒルズタマプラ1F
賚10時30分〜19時
贊月曜
（祝日の場合は火曜）
http://www.hayamagarden.
co.jp

尻手黒川
新百合ヶ丘

酒店

交番

ファミリー
マート

アップルマインド 新百合ヶ丘店

野 百
ひ 至新

川信

宿

新

至

る

ディナー500円OFF

1グループにつき1回。本誌持参の方。9/1㈫〜3㈭を除
く。
【2015年9月30日迄有効】

田

至町

ヶ丘
百合百合ヶ丘駅前

世田谷通り

は

ミ スモ 特 典

り

谷通

JA

©2015東映ビデオ

少年たちの心身ともに健やかな成長と、礼儀正しく心の強
い人間形成を目指す道場。9/27㈰10時から、無料体験教
室
（要予約）
を開催する。親子や兄弟姉妹、ひとりでの参加も
大歓迎。ぜひ気軽に体験してみよう！

蘂042-723-5969（町田道場事務局）

世田

蘂044-951-1888

川崎市麻生区上麻生1-3-2 壱
番館ビル2F 賚平日11時30分
〜15時
（L.O.14時30分 ）
/17
時 〜22時30分
（L.O.21時30
分）
、土・日・祝11時30分〜22
時
（L.O.21時）贊無休 猾あり

27

極真カラテ三和道場 百合ヶ丘道場

蘂044-965-2877

川崎市麻生区百合丘1-20-7 白井ビルB1F
賚11時30分〜14時
（L.O.）
/17時〜24時
（L.O.23
時）贊月曜 http://r.gnavi.co.jp/e580800/

旭鮨総本店 新百合ヶ丘別館

9

9周年！夜限定で
生ビール1杯108円
9/1㈫・2㈬・3㈭は9周年
イベントを開催！夜限定で、
なんと生ビールが1杯108
円！毎日仕入れる新鮮な魚
介類は安くて旨いと評判。
また、串焼きなどの定番メ
ニューも豊富だ。まだまだ
暑いこの季節、仲間や家族
と生ビールで乾杯しよう。

特別な日にぴったりのコース
「大海」
（左上）
。
新メニュ
ー、ランチ限定
「渚」
（下）
。

／ ㈯公開！
オススメの最新シネマ

［スクール・レッスン］

／ ㈰
無料で空手の体験を！

［グルメ］

紫外線による肌の老化やシミなど、
肌トラブルのケアは早めに。ダメー
ジを秋に持ち越さないためには、
顔
専門エステのプロにお任せを。好評
に応え、
「シミトリートメントコー
ス体験
（90分）
」通常14,500円+税
が 特 別 価 格5,000円+税 に。こ の
チャンスに愛され素肌を目指そう。

道路 GU

北門前

清水台

川崎北部
市場

15

ミスモ

2015年9月号

ミスモ

2015年9月号
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Pure Life
津田眼科

は日本全国に存在して
おり、最近では山など
だけでなく、都会の公
園や河川敷でもみられ
るようになりました。
ダニは動物の血液を
栄養にして生きていま
す。マダニは寄生する
と自身の体重の約
100倍もの血液を吸
うため、大量に寄生さ
れた場合には貧血を起
こ す こ と が あ り ま す。
また、吸血時に注入さ
れたマダニの唾液によ
りアレルギー反応を起
こ す こ と が あ り ま す。
さらに注意しなければ
ならないのがマダニに
媒介される伝染病で
す。これにはいくつか
の病気が知られていま
すが、いずれもその病
気の病原体をもったダ
ニに吸血されることで
感染し、中には人が症
状を示す重症熱性血小
板減少症候群という病
気があり、日本でも死
者が出ているため非常
に注意が必要です。
もし、マダニが寄生
した場合は、無理に取
ろうとするとマダニの
頭の一部が残り、化膿
してしまうことがある
ので、無理に取ろうと
せずに動物病院で診て
もらいましょう。まず
は、 予 防 が 第 一 で す。
前回もお話しした、動
物病院で処方される薬
を使ってきちんと予防
しましょう。

斉藤動物病院（日本獣医皮膚科学会会員）
院長 斉藤 邦史 先生
●電
話
●住
所
●診療時間

044-986-2885
川崎市麻生区下麻生2-44-12
平日 9:00〜13:00／15:00〜19:00
日祝 9:00〜13:00 水曜休診 予約制

http://saitoah.com/

秋のマダニにもご用心

夏も終わりに近づ
き、だんだんと涼しい
季節が近づいてきまし
た。秋になると散歩や
レジャーなど外に出る
機会が多くなると思い
ま す。 そ こ で 今 回 は、
この時期に感染する機
会が多くなるダニにつ
いてお話しします。
気温が下がる秋には
ダニも少なくなると思
いがちですが、実はダ
ニの一種であるマダニ
の一部は、８～ 月が
発生のピークといわれ
ています。このマダニ
は他の種類のダニとは
異なり、吸血していな
い時でも約２～３㎜の
大きさがあり、動物に
寄生して血を吸うと小
豆ほどの大きさにまで
ふくらみます。マダニ

愛犬のサイン

川崎市25麻訓第4号（訓練）、25麻保第5号
（保管）
取扱責任者：渡邉悦代 登録期間： H26.3.14〜H31.3.13

が、お互いを理解して
いないためにトラブル
が増え、愛犬が吠える、
咬むという悩みを抱え
ている飼い主さんが多
いのも現実です。なぜ

http://www.inuyahoikudo.com

で、
「鼻先をペロペロ
舐 め る 」も あ り ま す。
おいしい物を食べた後
も同様の仕草をします
が、緊張を鎮めるため
にしている時もありま

●電
話 0120 -184 -195
●住
所 川崎市麻生区上麻生6-31-25
●受付時間 7:00〜22:00

愛犬と話ができたら
なぁ！と思ったことは
ありませんか？
病気の時や激しく吠
え て い る 時、
「言葉が
通 じ た ら な ぁ」と 感 じ

さん

吠えているのか？どう
して咬むのか？理由が
わからなければ問題解

決もできません。また、
先ほどの
「ペロペロ舐

め る 」行 為 は、 皮 膚 病

や怪我が原因で体の一
部を長時間舐めている
場合もあるので、その
際は病院へ。また、ス

トレスから自分の毛を
む し っ た り、 体
（前足
が 多 い ）を 舐 め 続 け る
ケースもあります。

愛 犬 か ら の サ イ ン、
見逃さないでください
ね。

渡邉 悦代

す。ほかには水しぶき
を飛ばす時に行う
「ブ
ルブル」という動作も、

緊張した後や、いやな
事をされた後によくや

ります。

このようにボディー
ランゲージは同じ動作
で複数の意味を持つ事
も多いので、飼い主さ

んが愛犬の状況や前後
の行動をしっかり把握
して、そのサインを的
確に理解する事が大切

です。
近年は室内飼いが増
え、愛犬と長時間一緒

に過ごせるわけです

園長

た経験はありません
か？たとえ同じ言語で
話せなくても、相手を

理解する事はできるの
ではないか？と思いま

す。 犬 の 場 合 は ボ

ディーランゲージ
（動
作 ）か ら 気 持 ち を 推 し
測る事ができます。
尾、耳、鼻、声、姿

勢、毛並みなどを観察
してみるとわかりやす
い で す。 た と え ば
「あ
くび」
。人の場合は眠

また緊張を示す動作

気であくびが出ます
が、犬は緊張している
時もあくびをします。

犬家保育堂
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TSUDA Eye Clinic
診療内容

診療時間

白内障 日帰り手術
レーザー治療
小児眼科
眼鏡 ･ コンタクトレンズ
ドライアイ外来
眼科全般

月･火･水･金

綟あり

土
休診日

岡崎医院

9:30 〜 13:00
14:00 〜 16:00
日 ･ 祭日､ 木曜日

薑 044-965-1171
川崎市麻生区千代ヶ丘 8-1-20

http://www.tsuda-ganka.com/

医師

療

医院休診

神経科

井澤クリニック

眞壁（旧岡崎）怜子、岡崎 大武

小児科・内科 医師 岡崎 貴美子
胃 腸 科 医師 岡崎 武臣、萩原 優
糖 尿 病 外 来 担当専門医(東京女子医科大学）
診

精神科

あさお

内科･小児科･循環器科･胃腸科
内科・循環器科

9:30 〜 13:00
15:00 〜 19:00

心療内科

09:30〜12:30 休診
15:00〜19:00

○

○

○

○

○

休診

○

○

○

9:30〜
14:00

■ 休診日：日･祝日､木曜､月曜午前

9:00〜12:30／15:00〜18:00
※糖尿病外来は金曜午後のみ

日・祝､ 第2・4土曜､ 水・木の午後

初診の方はお電話で予約をお願いします

蘂044-966-8881（代表） 044-966-8880（受付専用）

981-3636

薑044-

〒215-0018 麻生区王禅寺東2-13-1 直接来院受付可
HPを開設しました

http://okazakiiin.com/

柿生駅北口前 川崎市麻生区上麻生5-40-1-202

近隣自治体の総合医療体制
川崎市麻生区

川崎市多摩区

麻生休日急患診療所
tel 044-966-2133

多摩休日夜間急患診療所
tel 044-933-1120

受付時間
診療科目

9:00〜11:30
13:00〜16:00
内科・小児科

※夜間は多摩休日夜間急患診療所利用

川崎市救急医療情報センター
tel 044-222-1919

受付時間
･日曜､ 祝日
･夜間内科
･夜間小児科
夜
間
診療科目

9:00〜11:30
13:00〜16:00
18:30〜22:30
18:30〜翌朝5:30
365日
内科・小児科

横浜市青葉区
青葉区休日急患診療所 診療時間 9:00〜12:00/13:00〜16:00
診療科目 内科、小児科
tel 045-973-2707
東京都稲城市

市内の医療機関にて当番制で診療。詳細はホームページを参照。

www.city.inagi.tokyo.jp/iza/kyuujitsu/kyuujitsu_nittei/index.html

東京都医療機関案内サービス「ひまわり」

www.himawari.metro.tokyo.jp/qq/qq13tomnlt.asp

東京都町田市

市内の医療機関にて当番制で診療。詳細はホームページを参照。

www.machida.tokyo.med.or.jp/kyujitu/kyujitu.html

町田市準夜急患こどもクリニック tel 042-710-0927
準夜帯

365日 診療時間 19:00〜22:00

日曜・祝日の休日急患診療

インフォメーション

近隣自治体の歯科医療体制
川崎市 歯科医師会の歯科診療
川崎市百合ヶ丘歯科保健センター
tel 044-966-2261

受付時間 9:00〜11:30/13:00〜16:00

横浜市青葉区の歯科診療
横浜市歯科保健医療センター
tel 045-201-7737

診療時間 10:00〜16:00
＜夜間診療＞
期間 365日 診療時間 19:00〜23:00

町田市 歯科医師会の歯科診療
健康福祉会館
tel 042-725-5414
診療時間

9:00〜17:00

どの医療機関も出かける前に必ず電話で確
認を取り､ また保険証は忘れずに持参を。

ミスモ

2015年9月号

本誌掲載の情報は2015年8月現在のものです。本誌に掲載の価格は、税抜価格の記載
（＋税）
を除き、税込価格です。
料金は変更される場合がございますので、店舗に確認の上、ご利用ください。
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