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ミスモ

温 泉情

宮ノ下
小涌谷

緒あふれる箱 根 の玄 関 口

箱根湯本
花スポット 6月中旬〜7月中旬

蓬萊園のツツジ
蘂0460-82-4111（箱根ホテル小涌園）
神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297

線の
箱根登山鉄道沿

アジサイ

自然薯料理で
堪能
箱根の自然を

箱根登山鉄道 鉄道部
蘂0465-32-6823

menu
湯葉丼
湯葉丼ご膳
湯葉そば

豊臣秀吉やチャップリンなど国内外の著名人に愛された
箱根。その箱根に、広大な敷地の全天候型温泉テーマパ
ークがある。水着で楽しむユネッサンにはワイン風呂や洞
窟風呂、ロデオマウンテン、裸入浴できる森の湯には寝湯
や露天風呂などがあり、子どもから年配の方まで一日中楽
しめる。イベントも開催され、食事処やお土産も充実。
5/1㈰には、敷地内に鉄板焼
「迎賓館」
がオープンする。

箱根小涌園ユネッサン
蘂0460-82-4126
神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297
賚ユネッサン9時〜19時、森の湯11時〜20時 贊不定休
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス20分
http://www.yunessun.com/

パスポート大人4,100円→3,000円
パスポ
ト
ユネッサン＆森の湯で利用可。子ども2,100円→1,600円。
【2016年6月30日迄有効】クーポンNo.000-1721

栄養価が高く、滋養強壮効果があり、新陳代謝を
活発にする自然薯は、漢方としても珍重され
「山
薬」
と呼ばれる。大山山麓で育った
「自然薯 大山」
を使った料理は、健康志向の人に注目されている。
名水仕込みの豆腐や地元食材メニューも評判。大
きな窓からの景色を堪能しながら味わいたい。

information
水着エリア
・森永製菓おいしいコラーゲ
ンドリンク風呂
〜6/26㈰
裸エリア
・新茶の湯
5/6㈮〜31㈫予定
・曽我梅の湯
6/1㈬〜30㈭予定

やま ぐすり

山藥
蘂0460-82-1066

箱根 自然薯の森

早川の清流が望める場所に、箱根名物と
評される湯葉丼がある。特製かつおだし
のスープを一人前ずつ土鍋で沸かし、箱
根山の名水を使った汲み上げ湯葉を浮か
べ、卵でふんわりとじた湯葉。ご飯にか
けていただけば、そのやさしい味、とろ
ける食感に感動する。シイタケのだしが
効いた
「湯葉そば」
、スイーツの
「湯葉ぜん
ざい」も人気だ。店先にある無料の足湯
では、旅の疲れを癒すこともできる。

980円
2,000円
1,100円

天山湯治郷
蘂0460-86-4126

「湯葉丼」直吉
蘂0460-85-5148

神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋208
「天山」賚9時〜23時
（最終受付22時）
贊無休 入館料／大人1,300円、
子ども
650円 お食事処
「山法師」賚11時30
分〜14時
（L.0.）
/18時〜21時
（L.0.）
贊木曜、
うなぎは第１・3水曜も休み
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス10分

神奈川県足柄下郡箱根町湯本696
賚11時〜18時
（L.O.）贊火曜
（祝日の場合は営業）
箱根登山鉄道箱根湯本駅から徒歩3分

店舗入口には、旅の疲れを癒してく
れる無料の足湯がある。
源泉100％の湯が評判の日帰り温泉
「天山湯治
郷」
は、本格的な食事も魅力。滋養料理
「山法師」
で職人が丹誠込めて作るうなぎ料理をぜひ味
わって。蒸したうなぎに秘伝のタレを付け、焦
げ目はつけずにふっくらと焼き上げる。

神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下224
賚7時〜21時 贊無休 箱根登山鉄道宮ノ下駅から徒歩9分
http://箱根ランチ.com

朝7時からいただける朝食メニュー
が大好評。ランチも種類豊富。

る
職人の技が光
元気に
うなぎ料理で

上の朝食
美人の湯と極
間を
ぜいたくな時

箱根湯本ホテル
蘂0460-85-8800
神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋97
１泊2食付12,000円+税〜
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス5分
http://www.hakone-yumotoho
tel.com/

4つの源泉から湧き出る温泉は、保湿成分
「メタケイ酸」
を
豊富に含み、“美人の湯”として評判が高い。名物
「極上の
朝食バイキング」
では、ホテル直営の
「箱根ベーカリー」
の
天然酵母パンを提供。焼きたてのオムレツや、カシュー
ナッツと生クリームが決め手のネパールカレーも。

ワンドリンクサービス
宿泊された方
（夕食時）
。予約時に
「ミ
スモを見た」
と一言を。
【2016年9月30日迄有効】

人気のうな （きも吸い・お
人気のうな重
香付き。松3,550円+税、竹
、
白焼きがある。
3,150円+税）

新緑と花々がまぶしい

緑 が 気 持ちよい
癒しの 地

2

風 薫 る箱 根 へ

山々の

新緑や色とりどりの花々が美しい初夏の箱根︒

花スポット 5月上旬〜中旬

良質な温泉や多彩な美味を楽しみ︑心も体もリフレッシュしよう︒

新緑の季節に
温泉を満喫
爽快＆遊べる

わたる
心と体にしみ
とろとろ湯葉

2016年5月号

入店時または予約時に
「ミスモを
見た」
とお伝えください。店舗によ
っては
「本誌を持参」
していただく
場合がありますので、ミスモ特典
の但し書きをご確認ください。
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ミスモ

続々登場！
ロープウェイグ
ッズ

早くも人気スポットに！

芦ノ湖畔の
和カフェとお土産処

NEW
OPEN!

富 士を

2016年5月号

4

望む 湖 畔リゾート

芦ノ湖
花スポット 5月上旬〜中旬

「GO!GO!ロープウェイ」
は、光と音に合わせ、
レールとボードに沿って、小さなゴンドラがく
るくる走る楽しいおもちゃ。オリジナル
「手ぬ
ぐい本」
もお土産に喜ばれそう。早雲山駅売店、
桃源台駅ほかで発売中。詳細はHPで。

箱根ロープウェイ 蘂0465-32-2205
問い合わせ／平日9時〜17時
http://www.hakoneropeway.co.jp/
※4/13現在、箱根ロープウェイは姥子駅〜桃源台
駅間で運転しています。代行バスなどの詳しい情報
はホームページをご覧ください。

子どもに人気の楽しいお土産が種
類豊富。乗車記念にぜひ。

根公園の
神奈川県立恩賜箱

シャクナゲ

蘂0460-83-7484
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根171

めるプチ旅婚

室の温泉宿

両家の絆を深

全
9

畔屋特製パンケーキ 950円

も

本陣だんご 950円

桜海老としらすの箱根八里丼 1,620円

今年1月に芦ノ湖畔の箱根町港に、箱根宿の本陣を
コンセプトにした「茶屋本陣 畔屋」がオープン！ 2
階の cafe KOMON
「湖紋」では芦ノ湖と、晴れた
日は富士山を眺めながら、オリジナルのスイーツや

menu

スペシャルティグレードのコーヒー豆を使った 畔
売店 おみやげ
「箱根百話」をはじめ、小田原の老舗
「畔屋」
直営の土産物店「箱根百話」

プラン料金
（6名様）
428,000円＋税〜
1名追加ごと28,000円＋税〜
（箱根神社式・新郎新婦衣装・メイク着付け・挙式写真・新
郎新婦アテンド・然〜箱根神社無料送迎・1泊2食6名様分）

箱根湯宿 然−ZEN− 蘂0460-84-2400
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1245-96
富士山側 -和洋室しろ- ／1泊2食付32,000円+税〜
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス40分
電話予約受付10時〜20時

「箱根プチ旅婚」

屋ブレンド を楽しむことができる。1階には、直営
店舗が軒を連ね、箱根登山バス案内所も。芦ノ湖畔

婚礼と宿泊を兼ねた
「箱根プチ旅婚」
は、両家の家族や親族が
集まり、新郎新婦を心から祝福する婚礼だ。挙式当日にチェ
ックインし、式服に着替えて箱根神社で挙式する。挙式後は、
宿の温泉でくつろぎ、静寂なプライベートリゾートで会食を。
大自然をバックにした記念写真と、高級旅館ならではのおも
てなしがいつまでも色あせない思い出になる。

全客室に半露天風呂が付き、富士山
を眺められる部屋もある。

の人気スポットとして注目されている。

Sh op

あなただけの
ジュエリーパワーストーン

おみやげ「箱根百話」
（はこねひゃくわ）
鈴廣かまぼこ（小田原鈴廣）
しいの（しいの食品）
NIHON ICHIBAN（ちん里う本店）
湖水庵旬果（こすいあんしゅんか）

ギャラリー陶里 蘂0460-83-6668
芦ノ湖と富士山を眺められる

ほとり や

茶屋本陣 畔屋

ジュエリーパワーストーンを求めて、全国から多くの
人が訪れる。豊富な品揃えの中から、最適な石をオ
ーナー自らが選んでアドバイス。商品のアフターケ
アも充実しているので、初めての購入でも安心だ。

蘂0460-83-6711

神奈川県足柄下郡箱根町箱根161-1
『湖紋』
（カフェこもん）
」
10時
賚1F ９時30分〜17時、２F「cafe KOMON
〜16時（L.O.15時30分）※箱根登山バス案内所９時〜17時25分

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根28
開館時間／10時〜18時 贊無休 Ⓟあり
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス45分
http://www.touri.co.jp

パワーストーン購入でヒマラヤ産水
晶のさざれ石＋巾着袋進呈。
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Pure Life

［ショップ］

オーダーメイド枕で上質な睡眠を体感
/ G PW
オーダーメイド枕 20,000円＋税
・ 最速30分仕上げ！その場で持ち帰り
OK！
・ 中材は5種類から選べる！
・ 10年間高さ微調整無料サービス付き

ス

ク

エ

ミ スモ 特 典

ピローケース
（2,500円相当）
進呈
オーダーメイド枕を購入された方。5色より選べる。
【2016年5月31日迄有効】

丘

ヶ

合

百

新

蘂044-965-3081

15:00〜19:00

薑 044-965-1171
川崎市麻生区千代ヶ丘 8-1-20

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

イオン
横浜銀行

［住まい］

5/21㈯バスで行く！住まいのテーマパーク

/ G PW
大海
（たいかい）
通常6,000円＋税
→特別価格5,000円＋税
（2016年5月末まで）
※前日までに要予約。予約時に
「ミスモを見た」
と一言を。
昼限定コース
「和み」
2,900円＋税
お子様御膳 2,600円＋税

子どもに人気の
「お子様御膳」
2,600円+税

tvkハウジングプラザ新百合ヶ丘に
ある新百合ヶ丘展示場から、茨城県
にある住まいのテーマパークにバス
で行くツアーを開催。家の仕組みな
どを実験装置や実物で楽しく体感
できる。参加費無料、昼食付きなの
もうれしい。満席になり次第終了の
ため早めにお問い合わせを！

積水ハウス イズ・ベレオ 新百合ヶ丘展示場
ミ スモ 特 典

「フルーツゼリー 彩果の宝石」
進呈
予約時に
「ミスモを見た」
と一言を。
【2016年5月21日のみ有効】

り

蘂044-955-1667 川崎市麻生区

通

谷

新

宿

世

万福寺4-3-1
（tvkハウジングプラザ新
百合ヶ丘内）賚9時〜18時 贊無休
www.sekisuihouse.co.jp/
国土交通大臣免許 ⒁第540号 国土交通大臣
許可（般・特・27）第5295号 ㈳不動産協会会員
㈳首都圏不動産公正取引協議会加盟

至

田

丘

ヶ

合

百

新

［ビューティー・リラックス］

シミケア体験で見た目マイナス10歳肌へ
/G P W
シミトリートメントコース
（120分）
カウンセリング→深部洗浄→泥パック
→シミポイントケア→シミトリートメ
ントマスク→スキンケア→フィニッシ
ュマッサージ

GW・特別企画として、人気のスペシャルコ
ース
「大海
（たいかい）」がミスモ読者限定の特
別価格に！通常価格6,000円＋税のところ、
期間限定5,000円＋税で楽しめる。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コース。また、こども
の日には
「お子様御膳」がおすすめ。家族の集
まりやおもてなしにも。
ミ スモ 特 典

出前メニュー割引
5,000円
（ 税 込 ）以 上500円OFF。10,000円
（ 税 込 ）以 上
1,000円OFF。エリアは要確認。
【2016年5月31日迄有効】

22年の実績をもつ、顔専門エステ
の同サロンでは、大好評のシミトリ
ートメントコースを特別価格で提
供。シミの部位に調合原液を塗布
し、マスクでたっぷり導入。プロに
よる集中ケアで、この時季増える紫
外線によるダメージをしっかりリカ
バー。透明感ある素肌を目指そう。

特別な日にぴったりのコース
「大海」
（左上）
。
「お子
様御膳」
（右上）
。お得なランチ
「和み」
（右下）
。

旭鮨総本店 新百合ヶ丘別館
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（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

世田谷通り

JA
ファミリー
マート

新
至

宿

丘
ヶ
合
百 オーパ
エルミロード
新

イオン

井澤クリニック

○

○

○

○

○

休診

○

○

○

9:30〜
14:00

初診の方はお電話で予約をお願いします

綟あり

スペシャルコースをお得に！特別企画登場

神経科

■ 休診日：日･祝日､木曜､月曜午前

宿
新
至
オーパ

［グルメ］

精神科

09:30〜12:30 休診

エルミロード

川崎市麻生区上麻生1-4-1 新百合ヶ丘
エルミロード4F 賚10時〜21時 贊エ
ルミロード休館日 猾あり
http://www.sleepsquare.jp

あさお

TSUDA Eye Clinic

ア

西川寝具専門店 SLEEP SQUARE 新百合ヶ丘店

心療内科

津田眼科

エルミロード4階西川スリープスク
エアのおすすめはオーダーメイド枕。
まず頭から足元までボディーライ
ンを立ったまま計測し、理想の高さ
を算出。6ブロックに分かれた構造
で微妙な調整も可能だ。中材は5種
類の素材から選択できる。理想の枕
で快眠を手に入れてみては？
ス リ ー プ
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アップルマインド 新百合ヶ丘店
ミ スモ 特 典

シミトリートメント体験5,000円＋税
120分。通常14,500円＋税。初回限定。限定24名。
【2016年5月31日迄有効】

世田谷通り

JA

蘂044-969-2775
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

宿
新
至

ファミリー
マート

丘
ヶ
合 オーパ
エルミロード

百

新

イオン

天然温泉

湯快爽快 の愉しみ方

㮲㯝
ㄭ㮢㯁ᄤὼ᷷ᴰ㮺㯙㮶
ⴕᭉ㰁㱂㰄㰽㭾
ᣣ㯁ర᳇㯥㰋㰭㱂㰂㮪㯛㮙㱪
㯹㰃㭿
㰴㰳㰍

天然 温 泉＋グルメで贅沢な時間を！

5月編

薑044-

981-3636

柿生駅北口前 川崎市麻生区上麻生5-40-1-202

岡崎医院
内科･小児科･循環器科･胃腸科
内科・循環器科 眞壁（旧岡崎）怜子、岡崎 大武
小児科・内科 岡崎 貴美子
胃 腸 科 萩原 優
糖 尿 病 外 来 担当専門医(東京女子医科大学）
名誉院長 岡崎 武臣
診
療 9:00〜12:30／15:00〜18:00
医院休診 日・祝､第2・4土曜､水・木・土曜の午後
真壁怜子医師は産休のためしばらくの間休診とさせて
いただきます。代診医師はHPをご覧ください。

蘂044-966-8881（代表） 044-966-8880（受付専用）
〒215-0018 麻生区王禅寺東2-13-1 直接来院受付可
診療時間の詳細は

http://okazakiiin.com/

2016年5月号

ミスモ

ー

ル

中国家庭料理が気軽に楽しめる店。肉・野菜・ご飯・麺のメ
ニューはバラエティー豊かで、味、ボリュームともに申し
分なし。この時季のおすすめは、中国野菜のピリ辛ガー
リック味の炒めもの。素材は安心安全面を考慮して厳選。
リーズナブルな日替わりランチも大人気だ。GWも営業。
橋
陸
戸
登 セブンイレブン
公園前

5/7㈯〜17㈫、新百合丘オーパ地下1階で第36回暮らしの
手作りフェア開催
（5/11㈬はOPA休館日）
。洋服、バッグ、
ドライフラワー、アクセサリー
（天然石、ビーズ、粘土、水
牛の角ほか）
など暮らしを彩る手作り品を販売する。

パレットプラザ 新百合ヶ丘店

南武線

蘂044-959-3570

蘂044-965-0266

川崎市麻生区万福寺1-17-1 小田急アコルデ新百合
ヶ丘北館3階 賚9時〜20時 贊無休 Ⓟあり
http://www.80210.com/

川崎市麻生区上麻生1-1-1 新百合丘オーパB1F
カレイドプラザ 賚10時〜21時 贊オーパ休館日
http://crafthousecm.com/

講師は
「Lilly's. by promety」
のオー
ナーでソムリエの山田貢さん。

鶴川
東光院
宝積寺
岡上駐在所前

岡上小

世田谷通り

JA

注目
手描きイラストもプリントできるマ
グカップも人気。母の日ギフトに！

宿

新

ファミリーマート

至

丘

ヶ

合

百

宿
新
至 オーパ

エルミロード

母の日の贈り物にピッタリの品が手
に入ることまちがいなし！

ミ スモ 特 典

エルミロード

500円OFF

イオン
横浜銀行

イオン

［スクール・レッスン］

／ ㈰実施
無料で空手の体験を！

／ ㈯公開！
ディズニー最新作

［シネマ］

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

新

注目

丘
ヶ
合
百 オーパ

新

中国家庭料理 神洲之華

4

5

23

ディナー3,000円以上お食事の方。1グループにつき1回。
本誌持参。
【2016年5月31日迄有効】

オーダー丸テーブル1100ブラック
ウォールナット
（上）。オーダーリビ
ングボードVEN
（左）
。

［イベント］

5/21㈯・28㈯、「しんゆりライブリー」
開催

店内には上品な
小物もたくさん！

15

+P HQ T OC VKQ P
GWスペシャル特典
4/26㈫〜5/8㈰
家具購入でスペシャルくじ1回！
葉山ガーデン商品券が当たる！
1等 30,000円分 1本
2等 10,000円分 5本
3等 2,000円分 20本 以上
空くじなし！

© 2016 Disney. All Rights Reserved.

あらゆる動物たちが平和に共存する理想の大都会
「ズートピ
ア」
。ここで暮らすウサギの警察官ジュディが、夢を忘れた
詐欺師のキツネ、ニックを相棒に、恐るべき陰謀に挑む。デ
ィズニーが贈る感動のファンタジー・アドベンチャー。

極真カラテ三和道場 百合ヶ丘道場

蘂044-965-1122

蘂042-723-5969（町田道場事務局）
川崎市麻生区百合丘2-2-1 横山ビルB1
問い合わせ／13時〜17時
http://kkjm.sakura.ne.jp/

注目
“夢を信じる力”とニックとの友情を
武器に、ジュディが奇跡を起こす。

丘

ヶ

合

百

新

宿
新
至
オーパ
エルミ
ロード

イオン
横浜銀行

百合ヶ丘

田

至町

ミ スモ 特 典

空手着プレゼント
5月中に入会の方。
【2016年5月31日迄有効】

川崎新都心街づくり財団
注目

百合丘小学校

メガネストアー
スーパー三和

ワークショップのほかに国内でも珍
しいバグパイプ生演奏が楽しめる！

丘

ヶ

合

蘂044-281-5036
川崎市麻生区上麻生1-6-1 かわしん新
百合丘ビル302
イベント会場はゆりてらす
（右地図）
http://www.kncf.net/

百

新

宿

新
至
オーパ
エルミロード

イオン
横浜銀行

北海道旭川の熟練職人が、天然木の良さ
を生かし、一つひとつ心を込めて作るオ
リジナル家具は、使い込むほどに味わい
が増し、表情を変えながら歴史を刻んで
いく。英国スタイルを基調としたオリジ
ナル家具は、好みのサイズ、カラー、素
材などセミオーダーが可能。ゴールデン
ウィークには、家具や小物などお得な特
別企画が開催される。お買い得品もある
ので、ぜひ、足を運びたい。
注目
小物購入で1等30％OFF券が当たる
スペシャルくじに1回挑戦できる。

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）※5/2㈪は営業
http://www.hayamagarden.
co.jp

尻手黒川
新百合ヶ丘

イオンシネマ新百合ヶ丘
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

街角ワークショップと街角ライブを
組み合わせた
「しんゆりライブリー」
開催。第1回5/21㈯、ハッピーイー
スターであそんじゃおう！
（田園調
布学園大学・浦尾研究室）
、第2回
5/28㈯パラソルでアートをつくろ
う！
（東京都市大学・山藤研究室）
。
各11時〜16時、参加費無料。

体の鍛錬だけでなく、礼儀正しく心の強い人間形成と、心
身ともに健やかな子どもたちの成長を目指す極真カラテ。
5/15㈰10時からは無料体験教室を開催。親子、兄弟姉妹、
友人同士、ひとりでも大歓迎！要予約。

柳

注目

至町田

蘂044-986-1022

駅北

しん しゅう の はな

クラフトハウス

川崎市麻生区岡上225
賚第1日曜17時〜19時
http://www.mismonet.com/navi/8783/

お得な「GW特別企画」は宮前店だけ！

本場のおいしさたっぷりリーズナブルに

リ ッ シ ュ

蔵邸ワインスクール「Coeur Riche」

［ショップ］

［グルメ］

登戸

ク

パレットプラザで人気の高品質フォトアルバム。「自分で
注文するのは難しそう」という方におすすめなのが、通常
料金にプラス1,800円＋税でプロが制作代行してくれる
「おまかせプラン」だ。春の思い出を写真集で残そう！

8

田

気軽にワインを学ぶ
ビギナー向け講座
麻生区岡上にワインスクー
ル が オ ー プ ン。5/1㈰、
6/5㈰、7/3㈰に開講記念
特別企画、初心者限定の
「楽しみ方とその魅力」
を開
催する。ソムリエによる1
回完結型の講座で基本か
ら学べる。時間は17時〜
19時。受講料3,500円。

［ショップ］

人気フォトブックに
おまかせプラン登場！

［ショップ］

何度でも通いたい
人気の手作りフェア

［スクール・レッスン］

2016年5月号

至町

ミスモ

通

9

道路 GU

北門前

清水台
川崎北部
市場

11

ミスモ

学校案内

2016年5月号

桐蔭学園

中学校（男子部・女子部）
中等教育学校（男子校）

ミスモ

別 学

優れた教師による手厚い指導、充実の施設

検索

成城学園中

サポートが充実。学力を大きく伸ばし、約3割

■学校説明会
10/8㈯、11/12㈯ 各14時〜

が日大に、7割がより上位の大学に進学する。

○部活動の環境

東海大学付属相模高等学校中等部

共 学

2012年から、屋内温水プールや冷暖房完備の
総合体育館・武道館、図書館、学習室、女子部

大学までの一貫教育で文武両道を目指す

室棟などが次々と完成。第二体育館、
テニスコー
ト5面、野球場などもあり、運動施設は極めて

中学・高校・大学の一貫教育システムにより、文系理系

充実。教職員の熱心さも強く支持されている。

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

日大三

検索

■学校体験イベント ※要予約（HP）

クやハワイでの英語文化研修、大学での体験授業な

6/3㈮ 10時〜 ※保護者対象
7/10㈰ 10時〜 ※小5・6対象
9/25㈰ 10時〜 ※小5・6対象

ど、さまざまな経験ができるのも一貫教育ならでは。

■学校説明会
6/25㈯、10/29㈯、11/26㈯ 各13時45分〜
■体育大会
9/17㈯ 9時〜
■学園祭（三黌祭）
10/15㈯ ・16㈰ 各9時〜

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

検索

■オープンキャンパス 6/11㈯、9/10㈯
各10時〜 ※要予約
（ともに4/28㈭からHPで受付）
■文化祭
（建学祭） 10/8㈯・9㈰ 各10時〜15時
■体育祭 10/15㈯ 9時30分〜14時
■学校説明会 10/22㈯、11/20㈰、12/18㈰ 各10時〜
※12/18㈰14時〜16時30分は定期演奏会も開催

?!

年齢別にみる皮膚病シリーズ

名講習」
、英数国の
「夏休み指名講習」
「希望講
習」
「分割教室」
、中3の
「勉強合宿」
など、学習

■オール成城学園 学校説明会
8/7㈰ 10時〜、13時〜

その
〝イボ〟もしかしたら癌

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7分

ん︒多くは赤く盛り上

英・数の
「チーム・ティーチング」
や
「放課後指

血管︑汗や脂を出す分
泌腺︑色素などさまざ

蘂03-3482-2105

動物にとって皮膚は
体の中で最も大きな臓

6/18㈯ 14時〜 ※要予約（5月上旬からHPで受付）
○学習面の充実

がっていてその部分に
だけ脱毛がみられ︑大
きさは３㎝ 以下でおさ

■学校見学会

器であり︑異常がすぐ
に表れる臓器でもあり

業第一」
。高いレベルでの
「文武両道」
を目指す。

まります︒一方で︑肥満
細 胞 腫 と い う 腫 瘍 は︑

を尊びながら、
未来を見据えた教育革新を進めている。

まな要素で構成されて
います︒そのため︑単に
皮 膚 腫 瘍 と い っ て も︑

み、
リーダーとして世界に羽ばたくよう
「伝統」
と
「品格」

80％以上の加入率を誇るが、あくまでも
「授

悪性であった場合︑他
の臓器に転移し死に至

まれながら、
生徒一人ひとりが感性と知性、
社会性を育

基になっている細胞や︑
皮膚の表面にできるも

間足らずというアクセスも魅力。運動・文化
とも活発な部活動は、中学で90％、高校で

●電
話 044-986-2885
●住
所 川崎市麻生区下麻生3-25-36
●診療時間 平日 9:00〜13:00／15:00〜19:00
日祝 9:00〜13:00 水曜休診 予約制

ます︒そのため︑家族の
皆さんが皮膚の病気を
発見することが多いか

り質の高い教育の実践を目指す。温かい街と自然に囲

と思います︒そうした
中でよく︑〝皮膚にイボ

機に新校舎の新設や新カリキュラムへの移行など、
よ

いる。新百合ヶ丘・横浜青葉エリアから１時

る こ と も ある 怖 い 腫 瘍
です︒こ の 腫 瘍 は 見 た
目がさまざまで︑他の

2017年に創立100周年を迎える成城学園は、これを

スで、中高併せて約2,000人の生徒が学んで

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

http://saitoah.com/

のや︑中にできるもの
など︑その種類はさま
ざ ま で す︒ ま た ︑ 他 の

15万㎡という東京屈指の広さを誇るキャンパ

臓器にみられる腫瘍と
同様に良性と悪性があ

4月、新校舎完成！緑を感じる学びの場

ができたみたい〟
といっ
て来院されることがあ
り ま す︒しかし︑〝イボ〟

共 学

まずは︑皮膚にでき

成城学園中学校

共 学

30

皮膚腫瘍との区別が難
しい腫瘍の１つです︒

7/28㈭ 13時30分〜15時

り︑約 ％が悪性とい
われています︒

■帰国生対象 学校説明会（男子・女子）

だと思っていたものが︑
実は
〝 癌 〟であることが

検索

桐光学園

■学校説明会（男子・女子）
6/18㈯ 、7/16㈯ 各13時30分〜15時

た腫瘍が良性なのか悪
性なのかを判断するこ
と が 大 切 で す︒ も し︑

6/4㈯、7/17㈰ 各10時〜12時
※すべて要予約（約1カ月前からHPで受付）

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）

■オープンスクール（公開授業・クラブ紹介）
5/14㈯ 10時〜13時頃

た と え ば︑ 皮 膚 組 織
球腫と呼ばれる腫瘍は

■オープンスクール

蘂044-987-0519

あります︒そ こ で 今 回
は若齢で発生すること

一般授業参観・IB体験授業あり
授業参観あり

皮膚にかたまりがあっ
たら︑すぐにかかりつ

6/18㈯ 10時〜12時
6/30㈭ 10時〜12時

http://www.inuyahoikudo.com
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

良 性 の 腫 瘍 の １ つ で︑
３歳 以 下 の 犬 に 多 く み
られます︒この腫瘍が

者100名を突破。ぜひ一度、説明会にご参加を。

もあるが比較的高齢で
発 生 す る こ と が 多 い︑
皮膚にできる腫瘍につ

クラブ活動も盛んだ。8年連続で国公立大学合格

ぶために必要な論理的思考力を6年間で身につける。

いてお話しします︒

プ、スキー教室、カナダ修学旅行など行事も充実。

けの獣医師にご相談く
ださい︒病院でしっか
り調べてきちんと診断

機関へキャリア選択する人材の育成をめざす。また、
SSH指定校として批判的思 考力を育成し、大学で学

さん

他の腫瘍と大きく異な
る点は︑たいていの場

●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

犬の場合︑皮膚に最
も 多 く 腫 瘍 が 発 生 し︑

園長

期・放課後に講習を実施している。サマーキャン

をしてもらい︑治療を
しましょう︒

する桐光学園。男女別学の6日制授業のほか、夏

授業、部活、行事の三本柱で人材育成

町田市図師町11-2375
アクセス：小田急線・JR横浜線
町 田 駅 か ら バ ス20分、JR横 浜
線淵野辺駅からバス13分、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15分

渡邉 悦代

総合学園。年間約300名の生徒の海外派遣と約350
名の留学生受け入れを行い、SGH指定校として国際

日本大学第三中学校

蘂042-789-5535

犬家保育堂

食べ物をあげてしまい
が ち︒ で す か ら︑ 我 が

生徒一人ひとりの希望進路に合わせた教育を展開

家では人が食事をする
時は︑愛犬たちは﹁ハウ
ス﹂へ︒ハウスには布を

61万㎡の敷地に幼稚部から大学・大学院までが集まる

被せるので︑匂いはし
ても︑食べているとこ

検索

玉川学園

21世紀の新しいリーダーを育成

ろは見えません︒もち
ろん︑ハウスの時には︑
ごほうびのオヤツを一
個︒愛犬に食べ物を見
せないことが︑
ダイエッ
トを成功へ導きます︒
まずは︑愛犬のベス
ト体重を知り︑毎日の
積 み 重 ね が 大 切 で す︒
愛犬がシニアになった
時に︑ヘルニアや心臓
病で苦しむ姿は見たく
ないですよね︒今こそ
目を背けずに︑体重管

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15分、東急田園都市
線青葉台駅からバス17分＋徒歩
10分

別 学

7年生から始まる大学準備教育

■学校説明会

蘂042-739-8931

桐光学園中学校

共 学

理をしてあげません
か？

玉川学園中学部

合︑自然に退縮し消え
てしまうことで︑命に

7/9㈯ 10時〜

※すべて要予約（1ヶ月前からHPで受付）

関わることもありませ

■帰国子女対象説明会

※学校行事は、
「要予約」
と記載しているもの以外は
「予約不要」
です。
詳細は各校のHPをご確認ください。

全 体 の 約 ／ ３を 占 め
ています︒皮膚は表皮︑

■予約制説明会 中学校男子部･中等教育学校 6/21㈫
10時〜、7/15㈮10時30分〜 ╱ 中学校女子部 6/17㈮
10時30分〜、7/12㈫10時〜

ん 坊 で す︒ で は ︑ ど う
したらダイエットは成
功するのか？
成功への道の一番目

検索

桐蔭学園

それぞれに個性を磨く私立中。他大学受験を推
奨する付属校も多く、選択肢が多いのが魅力。
説明会やオープンスクールに、気軽に参加を！

5/14㈯ 10時〜

1

愛犬のダイエット成功術

蘂045-971-1411

愛犬が太る原因はズ
バリ︑﹁過食﹂の一言︒ド

ートを切るためのプログラムを展開している。

は︑フードとオヤツの
量の見直しです︒基礎
代謝率は︑年齢ととも

学習支援システムなど、一人ひとりが夢へのスタ

ッグフードで必要量の
カロリーを摂ったうえ
に︑さらにいろいろな
オヤツを食べ︑飼い主
さんの食事からもお裾

た。アクティブラーニング型授業、ICT教育、個別

に下がります︒
その時々
に合った食事量を再考
す る こ と が 必 要 で す︒
どうしても足りないよ
うなら︑フードをお湯
でふやかしてみましょ
う︒膨らむ＋水分摂取
もできるので︑満腹感
が 得 ら れ ま す︒ 但 し︑
軟らかいぶん消化が早
いので︑食後は硬いオ
ヤツを︒愛犬は二度満
足することでしょう︒
二番目は︑環境整備
です︒愛犬に真ん丸い
瞳で催促されたら︑誰
も が 根 負 け し て︑ つ い

私立中学校

クション“Agenda ８”
（８つの改革）が昨年始動し

分け︒これでは︑完全な
食べ過ぎです︒﹁でも︑
欲しがるので可哀相﹂
と︑飼い主さん︒
でも︑
愛犬は自分の適
量を知っているでしょ
うか？答えは︑﹁ ＮＯ﹂︒
もし︑目の前にオヤツ
やフードの山があった
ら︑間違いなく食べら
れるだけ食べ︑後でお
腹を壊すことになるで
しょう︒
愛犬の体重は︑飼い
主さんが決めていると
言っても過言ではあり
ません︒愛犬は食いし

桐蔭学園の新しいテーマは
「自ら考え判断し行動で
きる子どもたち」
を送り出すこと。その具体的なア

■オープンスクール

10

※高3のみ男女
同一校舎

アクティブラーニングで学ぶ力を育む

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

2016年5月号
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目黒星美学園中学校
グローバル

学校案内

聖セシリア女子中学校

女子 校

言語力

ボランティア

日本女子大学附属中学校

女子 校

「心と学力」
をバランスよく育む

ミスモ

2016年5月号

大妻多摩中学校

女子 校

12

女子 校

伝統と進化、未来が融合する学校

どんな時代にも自信をもてる女性に

小田急多摩線唐木田駅から徒歩
1クラス約30名、1学年4クラスの少人数制で、温

「自分で考え、計画・実行し、まわりの人と協力する」

かな校風の下、カトリック精神に基づいたきめ細

という教育理念が、創立以来、常に学校生活の中に

名。きめ細かな学習指導とともに目指すのは、
「グ

やか な指 導を行っている。2016年3月卒 業 生の

息づいている。同校では、知識量が多いだけではな

ローバルな世の中を 言語力を武器に ボランティア

100%が
「入学してよかった」
と回答するほど満足度

く、しっかり自分で考え、道を模索できる人間を育む。

の精神で生きる女性」
の育成。2011年の新校舎竣工

が高く、誠実な生徒が集う、学校環境の良さには

確かな基礎学力と、豊かな人間力を身につけた多く

以降、防災教育の取り組みにも力を入れている。

定評がある。希望制のバレエ教室があるのも特徴。

の卒業生が、社会で活躍している。

■学校見学会 5/17㈫ 10時〜11時10分

蘂03-3416-1150
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

砧公園に隣接し、世田谷美術館などの文教施設にほ
ど近い緑豊かなカトリック女子校。1学年は約100

検索

■学校説明会

蘂046-274-7405

6/5㈰ 10時〜11時30分

■イブニング・ミニ説明会

■学校見学会

6/24㈮ 19時〜20時

■オープンキャンパス 7/10㈰ 9時〜12時
体験授業（要予約）あり
■学園祭（純花祭） 9/18㈰・19㈷

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

聖セシリア

検索

5/18㈬ 10時〜11時50分 ※要予約

蘂044-952-6705

■オープンキャンパス 6/25㈯、7/31㈰ 各10時〜13時
講座・クラブ体験（一部要予約）・校内見学・個別相談あり

キャンパスと、私学ならではの
秀逸な施設が魅力。100年を超
える伝統の女子教育は、今なお
健在で評判が高い。
○進学実績
大妻女子大学への内部推薦を使わ

■授業見学説明会 5/10㈫ 10時50分〜 ※要予約
（HP）

■青葉祭 5/29㈰ 10時〜15時
■学校説明会 6/14 ㈫、7/9㈯ 各10時〜12時
校内見学・個別相談あり

7分。豊かな自然、広大で美しい

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

ず、ほとんどの生徒が難関他大学

■オープンスクール＆学校説明会 6/18㈯
オープンスクール 14時30分〜 講座
（要予約・HP）
あり
学校説明会 15時30分〜

を受験する進学校。今春卒業した
高校3年生155名で、20名が国際
教養大・東京医科歯科大などの国

■運動会 6/11㈯ ※雨天順延6/12㈰

公立に、50名が早慶上智、理科

■文化祭（十月祭） 10/8㈯・9㈰

大に合格。
○世界３カ国への留学制度開始
オーストラリアの姉妹校に加え、

相模女子大学中学部

駒沢学園女子中学校

女子 校

将来の夢をかなえる学校

蘂042-742-1442
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

相模女子中

検索

グローバルな時代に求められる人間力を

「高潔善美〜固き心を以てやさしき行いをせよ〜」の理

緑豊かな20万㎡のキャンパスに、充実した設備。時代

念の下、高い目標に向かう強い信念と、美しいものを愛

を生き抜く論理的思考と表現を学ぶ
「創造プログラム」
、

する心を育てる。必修の茶道や
「伝統の礼」を通して、品

人として共生の在り方を見出す
「自己をならうプログラ

格を培い、主体的に社会貢献する女性の育成を目指す。

ム」、これが6年間を通じて学ぶ「好きな私プロジェクト」

卒業生が学生チューターとして自習室で指導するなど、

の核心だ。多様性の視点から新たな価値観を見出し、発

丁寧なサポートで確かな学力を身につける。

信する、人間性豊かなハイブリッドリーダーを育てる。

■学校説明会
7/2㈯ 10時〜12時 ※要予約（HP）
サガミスタイルファッションショー、制服試着＆記念撮影
■オープンスクール（授業体験）
8/21㈰ 9時30分〜12時30分 ※要予約（HP）
※詳細はHP参照

カリタス女子中学校

女子 校

蘂042-350-7123
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

■Green Festa ５/14㈯ 13時30分〜
「オムニバス企画」
個別相談同時開催 小4以上の女子対象
※要予約。詳細はHP参照
■体育祭 6/4㈯ ※雨天順延6/6㈪
■吹奏楽部定期演奏会 6/26㈰ 14時開演
■学校説明会 7/2㈯ 13時30分〜

蘂044-911-4656
川崎市多摩区中野島4-6-1
アクセス：JR南武線中野島駅か
ら 徒 歩10分、 小 田 急 線・JR南
武線登戸駅からバス5分または
徒歩20分

検索

カリタス

ハワイとイギリスへの留学制度を

女子 校

開始。

自律と交流、そして発見を育む学習環境

■入試変更点 帰国生入試・国際生入試の導入
に続き、来年度入試も変更。詳細は6月に公表
■入試相談会
（全学年対象）

生徒が授業ごとに各教科の教室へ移動して授業を受

5/10㈫ 10時〜12時頃 ※要予約（HP）

ける
「教科センター方式」
を採用。自ら学びに行くこと

■体育祭

で自律的な学習姿勢を育む。各教科ゾーンの中心に
はさまざまな学習の情報を発信する教科センターを

6/4㈯ 9時30分〜16時頃
入試相談ブース設置、個別相談可

設置。明るく開放的な校内を行き交うことで、クラ

■オープンスクール

スや学年を越えて多くの人との交流も生まれている。

6/11㈯ 10時〜14時30分頃
説明会も同時開催 ※要予約（HP）、要上履き

■学校説明会 5/22㈰、10/30㈰ 各10時〜11時30分
■カリタス見学会 6/18㈯、9/10㈯ 各10時〜11時15分
12/10㈯ 14時〜15時15分 ※要予約（HP）

■帰国生入試・国際生入試説明会
7/31㈰ 10時〜12時30分頃 ※要予約（HP）
※詳細はHP参照

■カリタスDEナイト
（平日夜のミニ説明会）

蘂042-372-9113

6/15㈬、
7/6㈬・27㈬、
8/24㈬、
10/5㈬ 各18時30分〜19
時30分 11/2㈬、
12/21㈬ 各18時〜19時 ※要予約
（HP）

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

大妻多摩中学校

検索

す い りょう

多摩大学附属聖ヶ丘中学校

横浜翠陵中学校

共 学

「新しい学び」
「新しい自分」
との出会い

「グローバルチャレンジクラス」
スタート

教室から富士山をのぞむ多摩丘陵の高台。豊かな

2016年4月、横浜翠陵は大きく進化。
「グローバル＝

自然に恵まれる。多くの体験的学習を通して、仲

英語力 人間力」
。定評のある
「英語力」
、自信をもっ

間と共に学ぶ楽しさを知り、本質に迫る。1学年

て挑戦する
「人間力」
、6年間かけてこの力に磨きを

120名という小さな学校、ゆえにきめ細かい指導

かけていく。2016年度入学生から中高6カ年一貫の

が特徴。朝の読書に始まり、放課後のSelf Study

「グローバルチャレンジクラス」
をスタートし、国際社

time
（自習）
で一日が終わる。

会で活躍するグローバル・リーダーの育成を目指す。

蘂042-372-9393
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）

検索

多摩大聖

共 学

■学校説明会

蘂045-921-0301

■学校説明会

5/21㈯ 14時〜、6/12㈰ 10時〜

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

5/15㈰ 10時〜 入試体験あり
6/9㈭ 10時〜
6/19㈰ 10時〜 体験型授業・部活あり
7/7㈭ 10時〜
※すべて要予約（HP）

■アフタヌーン説明会
6/21㈫ 14時30分〜 ※要予約
（HP）
■イーブニング説明会
8/28㈰ 18時30分〜20時 ※要予約
（HP）

和光中学校

検索

SUIRYO

自修館中等教育学校

共 学

多くの人と
「共に生きる」
教育

共 学

伸び伸びと
「生きる力」
を身につける

規則で縛らず生徒たち自身で考え合う
「自由と自治の

大山を望む豊かな環境の中で、入学時に自分が6年

精神」
や、日常のことから行事、教育課程まで保護者・

間使う机の組み立てから始め、
「4学期制」
や
「EQ」
「探

生徒・教職員の三者で話し合うことを大切にしてい

究」
といった独自のカリキュラムで
「こころが育つ進学

る。伸び伸びとした雰囲気の中で学べるので、学校

校」
を実践している。講座や補習も充実し、難関大学

が大好きな生徒が多い。中高6カ年の深い
「学び」
を

合格実績を伸ばしている。一人ひとりにスポットを

通じて、一人ひとり納得の進路選択をする。

当て、夢の実現に向けたサポートを行う。

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

■授業公開・学校説明会 個別相談あり
6/18㈯ 9時〜9時40分 学校説明会
9時50分〜10時35分 授業公開
■学校説明会 個別相談あり
8/26㈮ 19時〜21時 和光大学ポプリホール鶴川
（鶴川駅前）
10/8㈯ 13時30分〜15時30分 和光中学校

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

■オープンスクール 4/23㈯ 10時30分〜13時20分
■学校説明会 体験授業・個別相談あり
5/28㈯、7/9㈯、10/15㈯、11/5㈯ 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
8/27㈯ 10時〜15時 授業・部活動公開
※学校説明会・体験授業は要予約（HP）。詳細はHP参照
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寺尾みどり幼稚園
桐光学園みどり幼稚園
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桐光学園

寺尾みどり幼稚園蘂044-955-1717

意志・表現・感謝の3つの校訓を通して生まれる、子

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

ども同士、子どもと教職員、さらには保護者も含め

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

た人と人とのつながりを大切にしている。また、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、子ども

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

たちのやる気を引き出しながら学習指導を行うとと

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、

もに、15分間学習や家庭学習などを通して、学習の

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

基礎を定着させることも大切にしている。複数担任

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。

制によるきめ細かい指導も、桐光学園の特色である。

ストラ」
は、年に数回音楽ホールでコンサートを行う。

■オープンスクール 5/14㈯、6/18㈯
※年長児対象、要予約
■学校説明会 6/4㈯ 13時〜15時
小学校の教育活動の特色や、入試情報などに
ついて説明。説明会の前後には、校舎内の施
設を見学することもできる。

■2016年度2歳児教室募集

桐光学園みどり幼稚園蘂044-911-3227

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

和光学園

和光鶴川幼

蘂044-856-2964

※すべて要上履き。詳細はHP参照

■入試説明会 8/27㈯ 9時30分〜
個別相談会あり
（10時45分〜12時45分）
■運動会 9/24㈯ 9時〜

検索

洗足学園小

できた喜びをできる自信に

野菜を育て、
収穫し、
食べる！
「畑を通じてぐるぐるめ

考える力を育むために、質の高い「体験」を数多く

建学の精神
「すこやかに かしこく りりしく凛として世

する、仲間と「共に」成長する、学ぶ「楽しさ」を知

界にはばたく 気高きこどもたち」
のもと、高い学力と

収穫、
包丁を使っての調理活動、
虫や草花など生きも

る、ということを大切にしている。学校生活が、

豊かな心を育む。自ら考え行動し、明るさと気高さを

のと触れ合う自然体験を行う。本物の道具を使う木

その後の豊かな人生の礎となることを目指す。異

併せ持つ、世界に通用するリーダーの育成を目指す。

工作、
紙工作、
プロの生の演奏など本物の体験を重視。

年齢交流を深めて成長できる常設学童クラブ
（放

低学年では
「からだ全体で学ぶ」
、中学年では
「ともに

五感を働かせ、
感じ、
考え、
能動的に生きていく力を養

課後〜18時）に加え、今年度から昼食は、自宅か

学ぶ」
、高学年では
「自ら学ぶ」
と進化する概念に立ち、

う。また、子育て懇談会、
散歩などを行う2歳児親子

らのお弁当持参のほか、お弁当の注文も選択可能

中学受験を目指す6カ年の指導計画のほか、学校行事

教室
「はらっぱ」
の参加者も募集中。大駐車場完備。

に。併設の中学から大学へは優先的に進学可能。

や豊富な体験授業など充実したプログラムが魅力。

■ミニ美術展 4/25㈪〜5/8㈰
イオンシネマ新百合ヶ丘エレベーターホール

親子であそぼう会＋入園説明会
7/16㈯、9/4㈰・17㈯ 各10時〜12時
保育見学会 9/7㈬・14㈬・21㈬・28㈬、
10/5㈬・12㈬・26㈬ 各10時〜11時30分
2012年4月2日〜2014年4月1日生まれの子ど
もが対象。全20回。各9時50分〜11時50分。
火曜日コース 5/17㈫〜・木曜日コース 5/19㈭〜
※要予約

検索

■運動会 5/28㈯ 9時〜15時
■学校説明会
（公開授業・説明会・オープン
スクール） 6/11㈯ 8時40分〜11時30分
■個人別進学相談会

■学校説明会 5/17㈫ 10時40分〜13時頃
■運動会 5/28㈯
■休日授業公開 6/12㈰ 9時〜12時30分頃

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（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）

■親子で“鶴小”授業体験 ※要予約
（HP）
6/19㈰、7/3㈰、8/28㈰ 各10時〜12時頃

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）

■入試説明会
9/29㈭、10/14㈮ 各10時40分〜13時頃
■秋まつり 10/9㈰

検索

和光鶴川小

7/22㈮ 9時30分〜17時 年長対象・200組

蘂03-3417-0104

幼稚部
小学部

■入試説明会
8/27㈯ 13時〜14時 保護者対象

幼稚園

初等学校

90年の幼児教育の伝統に基づく、子ど
もの主体性を大切に、一人ひとりの個性
を活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、感性が磨かれていく。

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
独自のカリキュラムを編成、実践。情操・
総合教育にも力を入れる。

■幼稚園説明会 6/4㈯ 10時30分〜

■学校・入試説明会

■オール成城学園 8/7㈰ 10時〜

6/4㈯、9/11㈰ 各10時〜 ※要予約
（HP）

■園舎見学会 6/13㈪、7/8㈮、9/16㈮

■オール成城学園 8/7㈰ 10時〜

各午後 ※要予約、7/8㈮は個別相談会あり

■春の運動会 5/14㈯ ※雨天順延

■春の運動会 5/21㈯ ※雨天順延

■学校公開
（公開授業・校内見学）

蘂03-3482-2108

蘂03-3482-2106

9/10㈯ 8時40分〜10時30分
※すべて要予約
（1カ月前からHPで受付）

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

検索

都市大付属小

玉川学園

検索

成城幼稚園

アクティブ・ラーニングで
主体的、協働的に学ぶ

神奈川

検索

成城学園初等学校

桐蔭学園 幼稚部
小学部

帝京大学小学校

「きれいな心」
「よい頭」
「つよい体」を育む

私立小学校
フォーラム

成城幼稚園
成城学園初等学校

「高い学力」
と
「豊かな心」
を育てる

ぐる保育」
を教育目標に掲げ、
広大な畑での作業から

■2歳児親子教室
「はらっぱ」
参加者募集

成城学園

東京都市大学付属小学校

100年の伝統と未来へ

■2017年度生の園児募集

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）

■公開授業 6/2㈭ 8時45分〜10時45分
個別相談会あり
（10時〜12時）
2017年2/14㈫ 10時〜11時45分

和光鶴川小学校

「自分っていいな」
と
思える子どもに

蘂042-735-2291

■学校説明会 5/21㈯ 9時30分〜
個別相談会あり
（10時45分〜12時45分）
■学芸会 5/28㈯ 9時〜

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

検索

桐光学園小

和光鶴川幼稚園

■公開授業 6/30㈭ 10時〜12時15分
※保護者のみ

蘂044-986-5155

2013年4月2日〜2014年4月1日生まれの
2歳児対象。5月開始（週1回）。
※詳細はHP参照

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2分
（スクールバスあり）
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優れた教育環境と
確かな学力を培う教育課程

充実した保育を通して、やさしく心の豊かな人間形

5/14㈯・28㈯、6/11㈯・25㈯
みどり幼稚園
4/23㈯、5/7㈯・14㈯・21㈯

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）

桐光学園

「意志・表現・感謝」
心の教育と質の高い学び

■土曜開園 9時30分〜12時
親子の交流の場。未就園児の方もお気軽に。
寺尾みどり幼稚園

2016年5月号

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

ミスモ

「自ら考え 判断し 行動できる子どもたち」
の育成

学びのスタイルとして、
「アクティブ・ラーニング
（主
体的・協働的な学び）
」
を重視。知識の習得のみならず、
課題の発見・解決に向けて主体的・協働的な授業を、
電子黒板を使って行う。また、どの授業においても、
児童自身が学習に見通しをもつこと、友だちと学び合

幼稚部

小学部

子どもの個性を伸ばし、親と子と教師
が共通の価値観のもとで豊かな人間性
の素地を作り、将来の学校生活へとつ
なげていく。4月より、バイリンガルプ
ログラム
（BLES-K）
や延長教育を実施。

集団生活を通して、感謝できる
「きれい
な心」
を、運動に親しんで
「つよい体」
を育
成。
「自分で考えて行動する」
を重視した
教育を行う。4月より、バイリンガルプロ
グラム
（BLES）
や延長教育を実施。

■キャンパスツアー 4/29㈷、
5/14㈯

■運動会

各3回開催 ※要予約（HP）
■こどものアトリエ 5/21㈯ 10時〜
■プレキンダー体験教室
5/25㈬、
6/1㈬・8㈬・22㈬・29㈬、

4/29㈷ 9時〜15時
※入試個別相談会（9時〜15時）
を同時開催
■学校説明会
5/14㈯、6/18㈯、9/24㈯ 各10時〜

7/6㈬ 各10時〜 ※要予約
（HP）

※要予約
（HP）

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10分、東急田園都市線青葉台駅からバス17分＋徒歩10分

玉川学園

検索

うこと、学習を振り返ることを大切にする。さらにグ
ローバルな感性を育むため、３年生は国内語学研修、
４・５年生はイギリスへの海外語学研修も。

■アフタースクール
「帝翔塾」
放課後、長期休業中に実施。
■オープンスクール・学校説明会
5/7㈯、6/10㈮、7/9㈯、9/17㈯

蘂042-357-5577
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

帝京小

検索

■公開行事
帝小祭 7/16㈯ 運動会 10/10㈷
展覧会 11/26㈯・27㈰
■入試日程
11/1㈫・6㈰・20㈰、12/3㈯、
2017年1/14㈯

幼稚部

小学部

2016年度より3年保育実施。遊ぶこと、
人や自然と触れ合うことが、学びの第
一歩。失敗・成功を繰り返しながら「で
きる力」を育て、「もっと頑張りたい！」
気持ちを培う。アフタースクール
（最長
18時30分まで）実施。

教科担任制と習熟度別レッスンが特長で、
3年から完全な「教科担任制」を導入。5
年から、国語・算数・英語は、理解度に応
じた少人数グループ授業に。全クラス電
子黒板を設置。1〜3年生は、
アフタース
クール（最長18時30分まで）実施。

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

■学校説明会・公開保育・公開授業
6/16㈭ 9時30分〜 ※幼稚部・小学部合同
■オープンスクール
6/25㈯、9/17㈯ ※幼稚部、要予約
（HP）
7/23㈯ 9時30分〜 ※幼稚部・小学部合同
■入試説明会・校舎見学会
9/3㈯ 13時30分〜 ※幼稚部・小学部合同

ミスモ

2016年5月号

本誌掲載の情報は2016年4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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