タブロイド部門

最優秀賞
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観
［箱根湯本］ 天山湯治郷

雄大な景色を望む
天空のパワースポット

箱根園前から発着するロープウェーで、
駒ヶ岳山頂に上がれば、雄大な富士山を
背景にした芦ノ湖、遠くには相模湾から
伊豆半島、伊豆七島、湘南海岸、房総半
島まで望める。また、箱根神社の奥宮で
もある箱根元宮も参拝でき、御利益が期
待できる。毎月1日と24日は月次祭。

木々芽吹く新緑の
温泉とうなぎで元気に

広々とした野天風呂と豊富な食事処が自慢
の日帰り温泉、天山湯治郷。新緑のすがす
がしい香りに包まれながらゆっくりと湯に浸
かれば、心も体もリラックスできる。湯浴
み後は、滋養料理
「山法師」
で、熟練の職人
がふっくら焼き上げる極上のうなぎを味わ
って元気をチャージしよう。

芦ノ湖と大涌谷に
新メニュー！

［駒ヶ岳］ 箱根駒ヶ岳ロープウェー

食

観 泊 湯

［芦ノ湖］ 茶屋本陣 畔屋

湖畔の和カフェに
春色新メニューが登場

食

とろけるやさしい味わいの湯葉丼を堪能

早川の畔、山々の新緑を望む店内でいただけるのは、箱根名物の湯葉
丼
（980円）
。箱根山の名水で汲み上げた湯葉は、特製かつおだしのス
ープで温め、卵でとじて一人前ずつ土鍋で供される。炊き加減にこだ
わったご飯に載せて食すれば、そのとろける舌触りと滋味深い味わい
のとりこに。湯葉と小豆の組み合わせが絶妙な湯葉ぜんざいも女性客
に人気だ。食後は、店先の無料の足湯で癒しのひとときを。

買

［箱根湯本］ まんじゅう屋 菜の花

こだわりの温泉まんじゅうをお土産に

上質な土産菓子がそろうと評判の
「菜の花」
。北海
道十勝の小豆や沖縄波照間の黒糖などを使い、飽
和蒸気で丁寧に蒸しあげた温泉まんじゅう
「箱根
のお月さま。
」
は、もっちりとした皮とコクのある
上品な甘さが特徴。2階の茶房では、出来たてを
抹茶とともにゆっくり味わえる。

大涌谷 駅食堂

茶屋本陣

蘂0460-85-7737

菜の花

蘂0460-84-4650

蘂0460-83-6711

畔屋

神奈川県足柄下郡箱根町湯
本705 賚8時30分 〜17時
30分
（土・日・祝は〜18時）
贊無休 箱根登山鉄道箱根
湯本駅から徒歩1分 http://
www.nanohana.co.jp/

神奈川県足柄下郡箱根町仙
石原1251 賚10時〜16時
30分
（L.O.16時）贊無休
箱根ロープウェイ大涌谷駅下
車すぐ http://www.hako
neropeway.co.jp/

神奈川県足柄下郡箱根町箱
根161-1 賚
「cafe KOMON
『湖紋』
（カフェこもん）
」
10時
〜16時
（L.O.15時30分）
贊無休 箱根町港すぐ

咲き誇る庭園のツツジと
自家源泉を堪能

非日常空間で
ゆっくり味わおう

［大涌谷］ 大涌谷 駅食堂

大涌谷の噴煙を望む
駅食堂の新メニュー

2

箱根ロープウェイ大涌谷駅2階にあるレストラ
ン。人気の
「特製」
大涌谷カレーに加え、この4
月には、箱根山麓豚のポークカツレツや、チキ
ンソテー、ビーフシチューが新登場。大涌谷の
大パノラマを眺めながらゆっくり味わって。

［箱根湯本］ 湯葉丼 直吉

まんじゅう屋

［仙石原］ ホテル花月園

湯量豊富な自家源泉を持つ花月園。5月に見頃を迎える庭園の
ツツジを楽しみに、毎年この季節に訪れるリピーターも多い。
箱根連山を望む大浴場や、趣向を凝らした4つの無料貸切風呂
でゆっくり温まったら、お食事処で和洋折衷の本格会席料理を。
日帰り入浴プランも好評だ。

特製のパンケーキやカレー、センスの良い土産
を求めて多くの人が訪れる箱根町港の人気店。
2階の
「cafe KOMON
『湖紋』
」
からは、新緑が
まぶしい芦ノ湖を一望できる。5月からは新メ
ニューが登場するので、ぜひ足を運んでみて。

食
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ここでしか味わえない
豆腐ぜんざい

▫ᩮ

3

食

［箱根湯本］ 画廊喫茶ユトリロ

水出しコーヒーを飲みながら絵画鑑賞を

食

ユトリロや現代芸術家の作品が並ぶ美術館のような店内は、クラシック音楽が流れ、
落ち着いた雰囲気。評判の水出しコーヒーは、箱根の湧水を使って約8時間かけて抽
出しており、清涼感ある苦味が楽しめる。デザートはもちろん、ハッシュドビーフな
ど食事メニューも充実。

［仙石原］じねんじょ蕎麦 箱根 九十九

だしにこだわる自然薯そばで
ヘルシーに

湯葉丼 直吉

天山湯治郷

画廊喫茶ユトリロ

じねんじょ蕎麦 箱根

蘂0460-85-5148

蘂0460-86-4126

蘂0460-85-7881

蘂0460-84-0899

蘂0460-83-1151（箱根園）

蘂0460-84-8621

神奈川県足柄下郡箱根町湯
本692 賚9時〜20時 贊不
定休 箱根登山鉄道箱根湯
本駅から徒歩3分
http://utrillo-v.com/

神奈川県足柄下郡箱根町仙
石原917-11 賚11時〜20時
30分
（L.O.20時）贊不定休
箱根登山鉄道箱根湯本駅か
らバス25分 http://www.
hakone-soba.com/

神奈川県足柄下郡箱根町元
箱 根139 賚9時 〜16時30
分
（上り最終）贊無休 箱根登
山鉄道箱根湯本駅からバス50
分 http://www.princehotels.
co.jp/amuse/hakone-en

神奈川県足柄下郡箱根町仙
石 原1244-2 箱 根 登 山 鉄
道箱根湯本駅からバス40分
http://hotel.kagetsuen.
net/

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

神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋208
賚9時〜23時
（最終22時）贊無休
（L.0.）
/18
「山法師」賚11時30分〜14時
時〜21時
（L.0.）贊木曜、うなぎは第１・
3水も休 箱根登山鉄道箱根湯本駅か
らバス10分

九十九

箱根駒ヶ岳ロープウェー

ホテル花月園

老舗の味を継ぐ店主が、厳選したそ
ば粉を使い、その日の温度や湿度に
合わせて、毎日、店内でそばを打つ。
そばには栄養価の高い自然薯がたっ
ぷりと練り込まれているから、旨み
があり、コシが強く、舌触りがいい。
つけ汁は、2種のかつお節から取っ
た一番だしを使っているので、香り
が高い。
季節そばや月替わりのそばも
人気だ。
自社生産を始めたこだわりの
自然薯は、
麦飯にかけてもおいしい。

5

ミスモ

花 と 新 緑 、温 泉 リ ゾ ー ト 箱 根

初夏のおすすめガイド

2017年5月号

［グルメ］

2017年5月号

New Open
࠾ࡘࠝࡊࡦߩኋ

年
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20

家族そろっていただく本格江戸前鮨

ミスモ

4

▫ᩮ

12 月

OPEN
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日本美を堪能する名湯の宿
日本の伝統美をふんだんに配した湯宿。全室に温泉露天
風呂が設けられ、好きな時に好きなだけ良質な温泉を楽
しむことができる。2階の「カフェ・ド・天翠」からは、
大文字焼で知られる明星ヶ岳のダイナミックなパノラマ
が広がり、その素晴らしさは言い尽くせないほど。

強羅

天翠茶寮

蘂0570-050-148
神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320-276
予約受付／10時〜19時
箱根登山鉄道強羅駅から徒歩2分

年
17
20

4月

OPEN

［ショップ］

平日ランチ限定の
「華」
は女子会にも！

宮前店限定で「GWスペシャル企画」開催

小涌谷

箱根小涌園

天悠

蘂0460-82-5111
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.ten-yu.com/
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス20分

/ GP W
入学や進学、さまざまなお祝いにふさわしい
「春の
奏ベ膳」
（上）
。本格的な
「特鮨」
（下）
。

お祝いや特別の日は、家族そろって旭鮨でお
食事を。おすすめは、春らしい盛り付けも美
しい
「春の奏べ膳」
（4,860円）
。先付、カツ
オ刺身、キンキ煮付け、アワビステーキ、トロ・
いくらなどのにぎり鮨7個、茶碗蒸し、お椀
が付いたぜいたくなコースだ。本格的なお鮨
を楽しむなら、
「特鮨」
（3,240円）
を。ふっく
ら煮上げた穴子、トロ、ウニなど厳選ネタの
にぎり12個、鉄きゅう中巻、玉子などが付く。
ミ スモ 特 典

アイスクリームサービス
本誌持参で食事をされた方。
【2017年5月31日迄有効】

悠久の大自然に抱かれ、癒しの時を

春の奏べ膳 ※5月末まで
飲み放題付き
（120分）
※前日までに要予約
特鮨
（とくすし）
華
（平日ランチ限定）

特別価格4,860円
特別価格6,000円
3,240円
1,728円

Topi

蘂044-951-3334

世田谷通り

JA

宿

新

至

ファミリーマート

丘
ヶ
合
百 オーパ

新

c

箱根登山鉄道
蘂0465-32-6823

エルミロード

イオン

インテリア雑貨も
いっぱい！

+PHQTOCVKQP
好評のダイニングテーブルやソファーなど、店内に
は300点以上の家具が並んでいる。

北海道旭川の熟練職人が作るオリジナル家具
が人気の葉山ガーデン。4/22㈯〜5/7㈰に、
宮前店限定で
「GWスペシャル企画」
を開催す
る。現品特別価格のオリジナル家具が並ぶの
で、手触りを確かめながら、掘り出し物を見
つけたい。さらに、スペシャル価格の無垢ダ
イニングテーブルセットやベッドも登場。サ
イズや色の変更も可能なので、この機会に部
屋の模様替えを計画してみては。

キラキラボールペン進呈
「ミスモを見た」
と一言を。【2017年5月23日迄有効】

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.hayama
garden.co.jp

尻手黒川
新百合ヶ丘

ミ スモ 特 典

GWスペシャル企画 4/22㈯〜5/7㈰
・葉山オリジナル家具を現品特別価格で多数用意
・家具購入で配送料サービス
（詳細はお問い合わせ）
・その他特別価格商品多数

道路 GU

北門前

清水台
川崎北部
市場

8月

OPEN

5月中旬、アレグラ号2両編成登場！

標高差約400mの景色の変化に息をのむ箱根登山鉄道。
懐かしさ漂う100形、主力の1000形・2000形、ダイナ
ミックな展望が魅力の3000形に加え、アレグラ号3100
形の2両固定編成が導入された。連結部分の窓も大型化さ
れ、迫力ある急曲線の走行シーンが間近で楽しめる。

旭鮨総本店 新百合ヶ丘本館
川崎市麻生区万福寺1-15-10 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11時30分 〜22時
（L.O.21時30
分）
、日・祝11時30分〜21時30分
（L.O.21時）贊無休 猾あり

年
17
20

箱 根 外 輪 山 を 眺 め 、 渓 谷 を 見 下 ろす高台に立つ「天悠」が、4/20㈭開業。全客室に温泉露天風呂
を備え、「あたたまりの湯」とも呼ばれる泉質は、肌にやさしく、心から癒される。空や山々と一体化
するかのような大浴場の絶景露天風呂では、悠々とした時の流れに身を任せたい。

神奈川県小田原市城山1-15-1
http://www.hakone-tozan.co.jp

芦ノ湖に溶け込む絶景の宿
風光明媚な芦ノ湖畔にグランドオープン！湖との一体
感を満喫できる水盤テラスや足湯カウンターが、早くも
話題に。ブッフェスタイルの食事は、旬の食材を使用し
た新感覚和食。ライブキッチンなので、いつでも出来立
てが味わえる。靴を脱いでくつろぐ和洋客室もうれし
い。今夏は、極上の癒し宿でリラックスステイを。桃源
台駅から徒歩2分。

芦ノ湖

箱根・芦ノ湖 はなをり

蘂0557-86-4716 (予約専用番号)
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根160
受付時間／平日9時~18時
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス40分
贊無休 https://hanaori.jp/ashinoko/

初夏のおすすめガイド
5

稲城
二小

東京よみうり
カントリークラブ

ミ スモ 特 典

デザート1品サービス

沼
鷺

京
王
相
模
原
線

鶴

子どもや子育てに関心のある人はぜ
ひ！詳細はHPにて。

駒沢学園入口
坂浜

線
市
都
園
田
東急

空手着プレゼント

交番前

お子様膳を注文の方。
「ミスモを見た」
と一言を。
【2017年5月31日迄有効】

無料体験後に入会の方。
【2017年6月10日迄有効】

アートセンター

新コース 90分3,980円＋税
通常90分12,000円＋税。初回限定。10名限定。
【2017年5月31日迄有効】

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

ファミリー
マート

宿

新

至

丘
ヶ
合
百 オーパ
エルミロード
新

イオン

丘
ヶ
合
百

昭和音楽大学

田

至町

百合丘小学校

メガネストアー

バ

ン

ナ

ガ

ー

デ

ン

カ フ ェ

中国家庭料理 神洲之華

Banna Garden Cafe

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

蘂044-455-7002 川崎市麻生区上麻生1-15-12 新百合和
田文ビル1F 賚11時30分〜14時/17時30分〜21時 贊月曜、
第
1・3火曜 http://banna-garden-cafe.com/

ミ スモ 特 典

ミ スモ 特 典

500円OFF

生ビール650円＋税→300円＋税

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。
【2017年5月31日迄有効】

注文時
「ミスモを見た」
と一言を。ディナー限定。グループ可
（1
名1杯）
。
１名につき食事1品以上注文。
【2017年6月30日迄有効】

駅入口

ヶ

百

至

町

田

新

かついち 新百合ヶ丘店
蘂044-966-1830
川崎市麻生区万福寺1-16-7 新百合ヶ丘駅北口駐輪場ビル
賚11時〜22時 贊無休

ママ会や家族連れにもうれしいお子
様定食
（463円＋税）
もおすすめ。
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JA

合

注目

［ショップ］

世田谷通り

丘

区役所南

［ショップ］

4

名作ディズニー・アニメーション
「美女と野獣」
が実写映画
化！呪いで野獣の姿に変えられてしまった王子と美しく聡明
なヒロインのベルが惹かれ合っていく姿を描く。主演は、
「ハ
リー・ポッター」
シリーズのエマ・ワトソン。

イオンシネマ新百合ヶ丘

写真の注文は
手軽＆簡単に！

地元客から
人気のパン工房

入学式や運動会の思い出
は専門店でプリントして残
そう！店頭受付機での注文
なら、スタッフが丁寧にサ
ポートしてくれるので安心
だ。手軽なネット注文やス
マホアプリ
「店プリ」や
「パ
レット55アプリ」
からの注
文もおすすめ。

この道30年の店主が、
「安
心して食べられるものを」
と、国産小麦や米油を使っ
て焼き上げるパンは常時
50〜60種。そのやさしい
味を求めて長年通う地元客
も多い。
聖マリアンナ医科大
学病院横の青いトナカイの
看板と三角屋根が目印だ。

パレットプラザ 新百合ヶ丘店

パン工房 トナカイ

蘂044-965-1122

蘂044-959-3570

蘂044-948-8660

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

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3F 賚9時〜20時 贊無休 Ⓟあり
http://www.80210.com/

川崎市多摩区長沢2-20-30 賚8時〜18時30分
贊日曜、
祝日、
第1・3土曜 猾あり

注目
監督は、
「シカゴ」
「ドリームガールズ」
のビル・コンドン氏。

丘

ヶ

合

百

新

宿

新

至
オーパ
エルミ
ロード

イオン
横浜銀行

世田谷通り

JA

ファミリーマート

注目
写真はCD化
（1枚540円）して保存も
可能。400コマ
（600MB）
まで入る。

新

丘
ヶ
合 オーパ

イオン

医大前

至

百

新

生田緑地

宿

エルミロード

ミ スモ 特 典

ソフトドリンクプレゼント
600円以上お買い上げ、
「本誌を見た」で、200円以
下のドリンク１つ。【2017年5月31日迄有効】

聖マリアンナ
医科大病院

横浜生田線

ミ スモ 特 典

JA

横浜銀行
マプレ

しん しゅう の はな

百合ヶ丘

宿
新
至 エルミロード

駅北

肉の旨みあふれる絶品とんかつ
昨秋オープンしたとんかつ店。良質の大麦飼料で育った
麦仕立ての豚肉を、特殊製法のパン粉でカラッと揚げて
いるから、肉の持つ旨みとコクが際立つ。リンゴやトマ
トを濃縮したオリジナルのソースとの相性も抜群。出来
たてを詰めてくれるお持ち帰り弁当もある。

世田谷通り

南武線

［シネマ］

「お顔のエクササイズ」で40歳から肌美人

アップルマインド 新百合ヶ丘店

橋
陸
戸
登 セブンイレブン
公園前

スーパー三和

［グルメ］

表情筋を新型美顔器で刺激し、小
顔 や マイナス10歳肌を目指す新コ
ースが登場！頭皮マッサージ、深部
洗浄、美容成分導入、表情筋トレー
ニング、パックの充実メニューで、
気になるシミやシワ、たるみ、乾燥
肌をしっかりケアしてくれる。首・
肩マッサージの追加もおすすめ。

まもなく1周年を迎える同店。有名ホテル出身のシェフ
による手の込んだディナーが評判だ。厚切りサーモンの
マリネやハーブとバターが香るカフェドパリソースをか
けた鴨のローストなどメニューも多彩。オーガニック食
材を使った料理をゆったりしたお洒落空間で楽しんで。

本場中国の家庭料理を味わえる人気店。前菜、肉料理、
魚料理、点心、麺類、デザートなど、豊富なメニューは
150種以上。どれもボリューム満点でリーズナブルだ
から、家族や仲間と一緒に、いろいろ注文して楽しみた
い。大皿料理はハーフサイズも注文できる。GWも営業。

／ ㈮公開
﹁美女と野獣﹂

［ビューティー・リラックス］

ミ スモ 特 典

駅前

一流シェフが彩る絶品ディナーに舌鼓

連休は家族や仲間と本格中華を楽しもう！

柳

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/

至たまプラーザ

蘂044-865-1028
川崎市宮前区鷺沼1-18-4 賚11時30分〜22時、
土・日・祝11時〜22時
（最終入店20時）贊月曜
Ⓟあり http://www.ukai.co.jp/saginuma/

川
街
道

蘂042-350-7187
会場／駒沢女子大学 稲城市坂浜238 猾あり
http://www.komajo.ac.jp/uni/counseling/

注目

［グルメ］

新しいことに挑戦したいなら、空手を始めてみては。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
す同道場では、5/28㈰10時から無料体験教室
（要予約）
を
開催する。見学はいつでも可。まずはお問い合わせを。

極真カラテ三和道場 百合ヶ丘道場

6

新

5月から、貝のだしを使った鍋で蛤と豆腐、湯葉が楽しめる
湯葉しゃぶ
（ランチ・ディナーともに4,860円）
が登場。楽し
い料理を盛り込んだお子様膳
（2,600円）
もあり、家族だん
らんにおすすめだ。料金はサービス料10％別。

とうふ屋うかい 鷺沼店

稲城

［グルメ］

ミスモ 2017年5月号

登戸

駒沢学園 心理相談センター

［スクール・レッスン］

空手︑始めるなら！
月無料体験教室へ

6/3㈯に無料セミナーを開催。放送大学教養学部 向田久美
子准教授が、生涯発達心理学の立場から、乳幼児の発達と
子育て支援について解説する。時間は14時〜15時30分。
予約不要なので、直接会場の駒沢女子大学へ。

［グルメ］

家族で楽しむ
季節の豆腐・湯葉料理

﹁乳幼児の発達と
子育て支援﹂
セミナー

［スクール］

初夏のおすすめガイド

田

2017年5月号

至町

ミスモ

通

7

くすりを知ろう⑥

名のとおり︑アトピー
性皮膚炎の治療薬とし
て使われる薬です︒同
じアトピー性皮膚炎の
治療薬であるステロイ
ドやオクラシチニブと
同等の効果を示します
が︑それらの薬とは効
き方が少し異なりま
す︒そ の 違 い は︑ ２つ
の薬は効果がすぐに現
れる即効性であるのに
対し︑シクロスポリン
は遅効性と呼ばれ︑効
果が現れるのが比較的
遅い点です︒そのため︑
今かゆみが出ている動
物に対して単独では使
用せず︑ステロイドや
オクラシチニブと併用
されます︒シクロスポ
リンが効き目を発揮し
始めたころに併用して
いる薬を徐々に減ら

し︑最終的にはこの薬
のみ︑もしくは少ない
量 で 他 の 薬 を 併 用 し︑
かゆみをコントロール
することで︑長期間投
与すると問題が出やす
いステロイドなどの薬
の量を減らして副作用
を 抑 えること ができ ま
す︒シクロスポリンも
下痢・嘔吐の副作用が
ありますが︑与える前
に薬を冷凍させること
で防げる可能性がある
ことがわかっています︒
これらの薬は︑免疫
を抑制する方向に働く
ため︑感染症などの病
気があった場合にそれ
を悪化させてしまう可
能性があります︒使用
する際は必ず獣医師の
指示に従い︑正しく使
用してください︒

アトピー性皮膚炎と免疫抑制剤
犬アトピー性皮膚炎
やアレルギー性皮膚炎
などの病気は︑動物た
ちが本来持っている免
疫機能が過剰に働いて
しまうことで皮膚にか
ゆみや炎症を引き起こ
します︒そのため︑こ
れらの病気の治療には
過剰な免疫を抑える免
疫抑制剤がよく用いら
れます︒ステロイドも
この １つです︒免疫抑
制剤にはさまざまな種
類がありますが︑ステ
ロイドのほかに動物の
皮膚科で使用されてい
る薬にシクロスポリン
があります︒今回はこ
のシクロスポリンにつ
いてお話しします︒
シクロスポリンは動
物用でアトピカ とし
て 知 ら れ て い ま す が︑

張ったままだったとし
たら︑それはずっと手
をギュッとされている
のと同じことです︒こ

ないよ﹂と︑教えられま
せんでしたか？散歩の
時︑ ず っ と リ ー ド を

歩く時︑手をつなぎま
せんか？犬は四本足な
ので︑リードが手の役
目をしてくれるのです︒
皆さんが子 どものこ
ろ︑危 な い 時 に は 手 を
ギュッと握られて︑﹁危

なデザインだと︑犬も
苦しくありません︒
飼い主さんも愛犬も
より散歩が楽しくなる
ように︑リードをただ

う の も よ い で し ょ う︒
上半身を包み込むよう

ん︒
また︑ハーネスを使

なってもやむを得ませ

がら一緒に歩く︑そん
な感じです︒
ただ︑犬の散歩は排
泄目的でもあり︑犬は
排泄が終わるまで引っ
張る癖があります︒最
初だけは︑排泄が終わ
るまで︑少し早足に

愛犬と手をつなごう
犬 の 散 歩 と い え ば︑
犬に引っ張られている
姿をイメージすると思
いますが︑なぜそうな
るのでしょうか？
それは︑リードが綱
引き状態になっている
からです︒早く前に進
みたい犬と︑早く行か
せたくない飼い主とで︑
綱引き状態なのです︒
日本では︑屋外での
オフリード
︵犬を自由に
させること︶
は条例など

れでは︑子どもも犬も
暴れてしまうでしょ
う︒
本当に危ない時にだ

の紐と思わず︑手の一
部だと思って上手に使
いこなしてください︒

新聞折込予定

■ 休診日：日･祝日､木曜､月曜午前

で禁止ですし︑飼い主
さんにとって︑リード
は愛犬のための安全具
のイメージが強いかも
しれません︒

け︑リードを瞬間的に
引いて犬に知らせ︑そ
れ以外の時は︑リード
は少し緩んだ状態で散

6月号は 5/27(土)

9:30〜
14:00

15:00〜19:00

981-3636
薑044-

○
○
○

でも︑私は︑リード
は愛犬と手をつなぐた
めの大切なアイテムだ

http://www.inuyahoikudo.com

次号予告

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

柿生駅北口前 川崎市麻生区上麻生5-40-1-202

川崎市麻生区千代ヶ丘 8-1-20

http://okazakiiin.com/
診療時間の詳細は

薑 044-965-1171
〒215-0018 麻生区王禅寺東2-13-1 直接来院受付可

綟あり

蘂044-966-8881（代表） 044-966-8880（受付専用）

歩 す る の が 理 想 で す︒
親の温かい手を感じな

渡邉 悦代

さん

●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
●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

http://saitoah.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

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

初診の方はお電話で予約をお願いします
眞壁怜子医師の診療日はHPをご覧ください。

○
○
○

休診
○
○
花井 豪、大武 幸子
岡崎 武臣
受付は終了の30分前まで
名誉院長

井澤クリニック

岡崎医院

09:30〜12:30 休診

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

小児科・内科 岡崎 貴美子
胃 腸 科 萩原 優
内科・糖尿病 担当専門医(東京女子医科大学）

診療内容

眞壁（旧岡崎）怜子、岡崎 大武
内科・循環器科

神経科
精神科
心療内科

津田眼科

あさお

TSUDA Eye Clinic
内科･小児科･循環器科･胃腸科
と思っています︒小さ
な子どもと一緒に外を

犬家保育堂

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
園長

Pure Life

8
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学校案内

ミスモ 2017年5月号

東京都市大学付属中学校

ミスモ

男子校

明るく元気な進学校
中学の志願者数が7年連続男子校都内最高に。今
春の卒業生も難関大学に多数進学し、Ⅱ類（最難関
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。帰国生入試や
英語を試験科目とするグローバル入試により、英
語力の高い生徒が多く入学している。

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

■
「授業見学ができる」
土曜ミニ説明会 5/27㈯、6/24㈯、
9/16㈯ 、10/14㈯ ・28㈯ 各10時〜11時30分
■オープンスクール＆学校説明会 6/18㈰ 9時〜12時30分
■イブニング説明会

7/19㈬ 18時30分〜20時

■帰国生＆グローバル入試説明会 8/2㈬ 10時〜12時
※すべて （HP）

桐光学園中学校

桐蔭学園

別 学

21世紀の新しいリーダーを育成

中学校（男子部・女子部）
中等教育学校（男子校）

別 学
※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

生徒一人ひとりの希望進路に合わせた教育を展開

「自ら考え判断し行動できる子どもたち」を送り出

する桐光学園。男女別学の6日制授業のほか、夏

すための具体的なアクション“Agenda 8”
（8つの改

期・放課後に講習を実施している。サマーキャン

革）が始動3年目を迎えた。アクティブラーニング

プ、スキー教室、カナダ修学旅行など行事も充実。

型授業、ICT教育、個別学習支援システムなどのプ

クラブ活動も盛んだ。9年連続で国公立大学合格

ログラムを展開している。2019年度入学者より中

者100名を突破。ぜひ一度、説明会に参加を。

等教育学校のみの募集とし、男女共学化の予定。

蘂045-971-1411
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）

桐光学園

検索

■オープンスクール 6/17㈯ 9時〜13時
体験授業（ HP）・クラブ体験（ HP）・クラブ紹介あり
■学校説明会（男子・女子）
6/25㈰ 10時30分〜、7/15㈯ 13時30分〜

（HP）

■帰国生対象 学校説明会（男子・女子）
7/26㈬ 13時30分〜

（HP）

玉川学園中学部

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

■オープンスクール 5/13㈯ 9時50分〜
■中学校女子部説明会 6/13㈫（小6対象）
■中学校男子部･中等教育学校説明会 6/23㈮（小6対象）
■中学校
（男女）
･中等教育学校 学校説明会 7/8㈯（小6対象）
■帰国子女対象説明会

7/15㈯（小6対象）

※すべて （HP：1カ月前〜）

成城学園中学校

共 学

共 学

緑を感じる学びの場での豊かな時間
今年、創立100周年を迎える成城学園。新校舎の新
設や新カリキュラムへの移行などにより、
さらに質の高
い教育の実践を目指す。温かい街と自然に囲まれなが
ら、生徒一人ひとりが感性と知性、社会性を育み、
リー
ダーとして世界に羽ばたくよう
「伝統」
と
「品格」
を尊びな
がら、未来を見据えた教育革新を進めている。
■学校見学会
6/10㈯ 14時〜

世界に触れる、国際感覚を磨く

（HP：5月上旬〜）

蘂03-3482-2105

■オール成城学園 学校説明会

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8分

8/6㈰ 10時〜、13時〜

検索

成城学園中

■学校説明会
10/7㈯、11/11㈯ 各14時〜

61万㎡の広大な敷地に幼稚部から大学・大学院までが
集う総合学園。年間350名の生徒を海外に派遣、
8年生

法政大学第二中学校

の75％が海外研修に参加し、
340名の生徒を海外から
受け入れる。
学園内では日常的に国際交流が行われ、
国

共 学

際感覚が磨かれている。
また、
SSH指定校として国際バ
カロレア教育を参考にした創造力と批判的思考力を育

共学化、
新校舎完成でさらなる進化

成する学びと、
主体的・対話的で深い学び
「学びの技」
を
実現し、
大学で必要な能動的に学ぶ力を6年間で身につ

2016年に中高同時共学化・新校舎完成と、
大きな進

ける。高大連携プログラムでは、
ワンキャンパスの特性
を生かし、
玉川大学教員による授業を受講できる。さ

化を遂げた同校。男女ともに切磋琢磨する中で、新

らに、
玉川大学への内部進学希望者は12年生後期より

たな視点や考え方を学び、世界で活躍するリーダー

大学の開設科目を履修でき、入学後単位認定される。

を育成する。また、新校舎の完成で、生徒の学習・文
化・スポーツ活動を支える環境が充実。付属校ならで
はの豊かな教育で、さらなる成長を目指す。

■オープンスクール
6/3㈯、7/16㈰、10/1㈰ 各10時〜
体験授業・クラブ活動あり

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15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

■学校説明会
6/17㈯ 10時〜 一般授業公開・IB体験授業あり
6/28㈬ 10時〜 一般授業公開あり
午後
IB授業公開あり
※すべて （HP：1カ月前〜）

蘂044-711-4321
川崎市中原区木月大町6-1
アクセス：JR南武線武蔵小杉駅、
東急東横線・目黒線武蔵小杉駅
から徒歩12分

法政二

検索

■学校説明会
9/9㈯・30㈯ 各10時〜12時、10/21㈯、11/18㈯
各14時〜16時
（HP）
体験授業（ HP）・個別相談あり
■二中文化祭
10/28㈯ ・29㈰ 各9時〜15時
（終了時間は予定）
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大妻多摩中学校

学校案内

日本女子大学附属中学校

女子 校

伝統と進化、未来が融合する学校

多摩大学附属聖ヶ丘中学校

女子 校

どんな時代にも自信をもてる女性に

ミスモ

日本大学第三中学校

共 学

「新しい学び」
「新しい自分」
との出会い

7分。豊かな自然、広大で美しい
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

学を受験する進学校。今春卒業し
た高校３年生153名で、13名がお
茶の水女子大・東京医科歯科大な
どの国公立に、44名が早慶上智、
理科大に合格。

15万㎡という東京屈指の広さを誇るキャンパ

教室から富士山をのぞむ多摩丘陵の高台。豊かな

という教育理念が、創立以来、常に学校生活の中に

自然に恵まれる。多くの体験的学習を通して、仲

スで、中高併せて約2,000人の生徒が学んで

息づいている。同校では、知識量が多いだけではな

間と共に学ぶ楽しさを知り、本質に迫る。1学年

いる。新百合ヶ丘・横浜青葉エリアから１時

く、しっかり自分で考え、道を模索できる人間を育む。

120名という小さな学校、ゆえにきめ細かい指導

間足らずというアクセスも魅力。運動・文化

確かな基礎学力と、豊かな人間力を身につけた多く

が特徴。朝の読書に始まり、放課後のSelf Study

とも活発な部活動は、中学で90％、高校で

の卒業生が、社会で活躍している。

time
（自習）
で一日が終わる。

80％以上の加入率を誇るが、あくまでも
「授

■授業見学説明会 5/9㈫ 10時40分〜

わず、ほとんどの生徒が難関他大

業第一」
。高いレベルでの
「文武両道」
を目指す。

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

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）

■オープンスクール＆学校説明会 6/17㈯
オープンスクール 14時30分〜 講座
（ HP）
あり

蘂044-952-6705

検索

共 学

「自分で考え、計画・実行し、まわりの人と協力する」

蘂042-372-9393

大妻女子大学への内部推薦を使

12

授業、部活、行事の三本柱で人材育成

小田急多摩線唐木田駅から徒歩
キャンパスと、私学ならではの

2017年5月号

学校説明会 15時40分〜
■運動会 6/10㈯ ※雨天順延6/11㈰
■文化祭（十月祭） 10/7㈯・8㈰

検索

多摩大聖

■学校説明会 5/20㈯ 14時〜 聖ヶ丘の教育
6/24㈯ 14時〜 聖ヶ丘ミステリーツアー
○学習面の充実

■アフタヌーン説明会
6/30㈮ 14時30分〜

英・数の
「チーム・ティーチング」
や
「放課後指

（HP：1カ月前〜）

名講習」
、英・数・国の
「夏休み指名講習」
「希望

■土曜ミニ説明会
5/27㈯、6/3㈯・17㈯ 各14時〜

（HP：1カ月前〜）

講習」
「分割教室」
、中3の
「勉強合宿」
など、学習
サポートが充実。学力を大きく伸ばし、約3割
が日大に、7割がより上位の大学に進学する。

○大妻多摩イノベーション・プロ
ジェクトを開始
人間関係スキル・キャリア教育、

カリタス女子中学校

英語・国際教育の６年プロジェクト。

和光中学校

女子 校

共 学

○部活動の環境
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

■入試変更点

自律と交流、そして発見を育む学習環境

プレゼンテーション入試を一般生にも適用、
合科型試験入試を2018年2/2㈮に実施。
■入試相談会 5/11㈭ 10時〜12時

多くの人と
「共に生きる」
教育

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

生徒が授業ごとに各教科の教室へ移動して授業を受

（HP）

説明会・授業見学・施設見学あり
■体育祭 6/3㈯ 9時30分〜16時
入試相談ブース・個別相談あり

ける
「教科センター方式」
を採用。自ら学びに行くこと

好きな生徒が多い。
中高6カ年の深い
「学び」
を通じて、

で自律的な学習姿勢を育む。各教科ゾーンの中心に

一人ひとり納得の進路選択をする。規則で縛らず生

はさまざまな学習の情報を発信する教科センターを

徒たち自身で考え合う
「自由と自治の精神」
や、日常

■オープンスクール 6/10㈯ 10時〜14時
30分 （HP） 説明会・体験講座・施設見学・

設置。明るく開放的な校内を行き交うことで、クラ

のことから行事、教育課程まで保護者・生徒・教職

スや学年を越えて多くの人との交流も生まれている。

員の三者で話し合うことを大切にしている。

部活動見学・個別相談あり
■帰国生・国際生入試と合科型試験入試説明会
7/30㈰ 10時〜12時30分

蘂042-734-3402
蘂044-911-4656

（HP）

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

蘂042-372-9113
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

カリタス

検索

■学校説明会 5/21㈰、10/29㈰ 各10時〜11時30分
■カリタス見学会 6/17㈯、7/15㈯、9/16㈯ 各10時〜
11時15分 12/9㈯ 14時〜15時15分 （HP：１カ月前〜）
■カリタスDEナイト（平日夜のミニ説明会）
6/14㈬、7/5㈬、
8/30㈬、
10/4㈬ 各18時30分〜19時30分
11/8㈬、
12/20㈬ 各18時〜19時

（HP：１カ月前〜）

充実。教職員の熱心さも強く支持されている。

伸び伸びとした雰囲気の中で学べるので、学校が大

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）

検索

和光中

■学校体験イベント
4/25㈫、6/2㈮ 各10時〜 （保護者対象）
5/13㈯ 13時30分〜 （小学生女子対象）
7/16㈰、9/23㈷ 各10時〜 （小5・6対象） 授業体験あり

蘂042-789-5535

■学校説明会
6/17㈯ 9時 〜11時30分 授業公開
8/30㈬ 19時〜20時30分
会場／和光大学ポプリホール鶴川
（鶴川駅前）
10/7㈯ 13時30分〜15時30分 オープンスクール
※すべて個別相談あり

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

検索

日大三

※学校体験イベントは （HP）
■中学入試説明会
6/24㈯、10/28㈯、11/25㈯、2018年1/13㈯ 各13
（HP）
時45分〜
■中学体育大会

9/16㈯ 9時〜

■学園祭（三黌祭） 10/14㈯ ・15㈰ 各9時〜

す い りょう

聖セシリア女子中学校

女子 校

目黒星美学園中学校

「心と学力」
をバランスよく育む

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

ど近い緑豊かなカトリック女子校。1学年は約100

力」
。定評のある
「英語力」
、自信をもって挑戦する

細やかな指導を行っている。例年、卒業生の100%

名。きめ細かな学習指導とともに目指すのは、
「グ

「人間力」
、6年間かけてこの力に磨きをかけていく。

近くが
「入学してよかった」
と回答するほど満足度が

ローバルな世の中を 言語力を武器に ボランティア

2016年度入学生から中高6カ年一貫の
「グローバル

の精神で生きる女性」
の育成。2011年の新校舎竣工

チャレンジクラス」
が始動し、国際社会で活躍するグ

評がある。希望制のバレエ教室があるのも特徴。

以降、防災教育の取り組みにも力を入れている。

ローバル・リーダーの育成を目指す。

5/28㈰ 10時〜15時

■学校説明会 6/13㈫ 10時〜12時 校内見学・個別相談あり
■オープンキャンパス 6/24㈯、7/30㈰ 各10時〜13時
講座・クラブ体験
（バレエのみ ）
・校内見学・個別相談あり

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20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

■イブニング・ミニ説明会 6/23㈮ 19時〜20時
ほか・詳細HP）

（電

■オープンキャンパス 7/9㈰ 9時〜12時
体験授業（ 電ほか・詳細HP）
・クラブ体験あり

検索

SUIRYO

女子 校

桜美林中学校

る心を育てる。必修の茶道や
「伝統の礼」を通して、品格
を培い、主体的に社会貢献する女性の育成を目指す。卒
業生が学生チューターとして自習室で指導するなど、丁

アプログラムによる丁寧な進路指導も行っている。

寧なサポートで確かな学力を身につける。

併設の女子大学では看護学部の設置認可申請中。

（電ほか・詳細HP）

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

■学校説明会
5/16㈫、6/13㈫ 各10時〜12時 （HP） 個別相談あり
7/1㈯ 9時30分〜12時 （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・個別相談あり
■オープンスクール
8/27㈰ 9時30分〜12時30分

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。

■オープンキャンパス 6/10㈯、9/9㈯ 各10時〜
（HP：4/28㈮〜）

蘂042-742-1251

■文化祭
（建学祭） 10/7㈯・8㈰ 各10時〜15時

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

■体育祭

（HP） 授業体験あり

蘂042-797-2668
町田市常盤町3758
アクセス：JR横浜線淵野辺駅か
らスクールバス8分または徒歩
20分、小田急多摩線・京王相模
原線・多摩モノレール多摩セン
ター駅からスクールバス20分

桜美林中学校

検索

10/14㈯ 9時30分〜14時

■学校説明会 10/21㈯、11/19㈰、12/17㈰ 各10時〜
※12/17㈰14時〜16時30分は定期演奏会も開催

検索

東海大相模

自修館中等教育学校

共 学

共 学

伸び伸びと
「生きる力」
を身につける

コンパスは、確かな未来を指している

の下、高い目標に向かう強い信念と、美しいものを愛す

発信できる力を養う。中高6年間を通じて、キャリ

検索

5/21㈰ 10時〜 入試体験あり
6/9㈮ 10時〜
6/18㈰ 10時〜 体験型授業・部活あり
7/6㈭ 10時〜
※すべて （HP：1カ月前〜）

「高潔善美〜固き心を以てやさしき行いをせよ〜」の理念

極的に取り組み、国際的教養のみならず、論理的に

Komajo

■学校説明会

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

将来の夢をかなえる学校

を目指す同校。ICT教育など新たな教育手法にも積

■体育祭 6/3㈯ ※雨天順延6/5㈪
■吹奏楽部定期演奏会 6/25㈰ 14時開演
■学校説明会 7/1㈯ 13時30分〜

蘂045-921-0301

■学校説明会

相模女子大学中学部

女子 校

よりよい生き方を追求できる自立した女性の育成

■ICT体験・オープンスクール
5/13㈯ 9時50分〜（小4〜対象）
個別相談あり

■学校見学会 5/16㈫ 10時〜11時10分
6/4㈰ 10時〜11時30分

中学・高校・大学の一貫教育システムにより、文系理系

横浜翠陵は大きく進化。
「グローバル＝英語力 人間

高く、誠実な生徒が集う、学校環境の良さには定

（電

共 学

大学までの一貫教育で文武両道を目指す

「グローバルチャレンジクラス」

温かな校風のもと、カトリック精神に基づいたきめ

グローバルな時代に求められる人間力を

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

ボランティア

砧公園に隣接し、世田谷美術館などの文教施設にほ

駒沢学園女子中学校

蘂042-350-7123

言語力

東海大学付属相模高等学校中等部

共 学

1クラス約30名、1学年3〜4クラスの少人数制で、

■学校見学会 5/16㈫、7/8㈯ 各10時〜12時
ほか・詳細HP）
■青葉祭

グローバル

横浜翠陵中学校

女子 校

「キリスト教主義に基づいた国際人の育成」
を建学の

大山を望む豊かな環境の中で、入学時に自分が6年

精神とし、国際社会に献身・奉仕できる人間となるこ

間使う机の組み立てから始め、
「4学期制」
や
「EQ」
「探

とを目標としている。外国語教育に力を入れており、

究」
といった独自のカリキュラムで
「こころが育つ進学

“英語の桜美林”は今なお健在。創立者の清水安三は、

校」
を実践している。講座や補習も充実し、難関大学

国際教育・国際ボランティアの先駆者であったが、

合格実績を伸ばしている。一人ひとりにスポットを

その志は今も受け継がれている。

当て、夢の実現に向けたサポートを行う。

■体育祭 5/27㈯ 9時〜16時
■中学校説明会 6/24㈯、10/28㈯ 各14時〜15時30分
■オープンスクール 7/15㈯ 9時30分〜12時 （HP）
■文化祭（桜空祭） 9/17㈰・18㈷ 各9時〜15時
■中学総合評価入学試験説明会
10/22㈰ 10時〜11時30分 （HP）

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 4/22㈯ 10時30分〜13時20分
■学校説明会 5/13㈯ 10時〜15時 体験授業・部活
動公開あり、7/1㈯、9/2㈯、11/4㈯ 各10時〜12時10分
体験授業・個別相談あり
※学校説明会・体験授業は （HP）
※説明会のみの参加は各10時30分〜11時40分
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学校案内
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学校案内

桐蔭学園 幼稚部
小学部

成城学園

東京都市大学付属小学校

ミスモ

2017年5月号

14

成城幼稚園
成城学園初等学校

100年の伝統と未来へ

「自ら考え 判断し 行動できる子どもたち」
の育成
「高い学力」
と
「豊かな心」
を育てる
建学の精神
「すこやかに かしこく りりしく凛として世
界にはばたく 気高きこどもたち」
のもと、高い学力と
豊かな心を育む。自ら考え行動し、明るさと気高さを
併せ持つ、世界に通用するリーダーの育成を目指す。
低学年では
「からだ全体で学ぶ」
、中学年では
「ともに

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。1〜4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

中学受験を目指す6カ年の指導計画のほか、学校行事
や豊富な体験授業など充実したプログラムが魅力。

■運動会 5/27㈯ 9時〜15時
■学校説明会 6/10㈯ 8時50分〜11時40分
公開授業・オープンスクールあり
■個人別進学相談会
7/20㈭ 9時30分〜17時（年長対象・200組）
■入試説明会

■学校説明会・公開保育・公開授業

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）

6/15㈭ 9時30分〜 ※幼稚部・小学部合同
■オープンスクール
6/24㈯ 9時30分〜 ※幼稚部 （HP）
7/22㈯ 9時30分〜 ※幼稚部・小学部合同

蘂03-3417-0104

（HP）

■入試説明会・学校見学
9/16㈯ 13時30分〜 ※幼稚部・小学部合同

検索

桐蔭学園

学ぶ」
、高学年では
「自ら学ぶ」
と進化する概念に立ち、

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）

検索

都市大付属小

玉川学園

幼稚部
小学部

8/26㈯ 10時〜11時（保護者対象）
■学校公開 9/9㈯ 8時50分〜10時50分
公開授業・校内見学あり
※すべて （HP：1カ月前〜）

幼稚園

初等学校

1925年開設。子どもの主体性・自発性
を尊重する理念に磨きをかけ、自由遊
び・芸術活動・園庭活動・英語活動な
どを通して、豊かな感受性と主体的な
学びの基礎が築かれている。

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。今年、
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。

■春の運動会 5/20㈯ ※雨天順延

■学校見学 5/30㈫〜6/30㈮

■園舎見学会 6/13㈫、9/19㈫ 各午後

■学校・入試説明会

（電・詳細HP） 個別相談会あり

「きれいな心」
「よい頭」
「つよい体」を育む

6/3㈯、
9/10㈰ 各午前

■オール成城学園 8/6㈰ 午前

（HP）

（HP）

■オール成城学園 8/6㈰ 午前

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

検索

成城幼稚園

帝京大学小学校

■春の運動会 5/13㈯ ※雨天順延

■幼稚園説明会 6/3㈯、
7/8㈯、
9/9㈯

検索

成城学園初等学校

カリタス幼稚園

洗足学園小学校

カリタス小学校

愛満ちる環境。ともに祈り、学び、仕える人に

優れた教育環境と
確かな学力を培う教育課程

主体的、対話的で深い学び

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。バイリンガルプログラム
（BLES-K）
や延長教育プログラムを実施。

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。バイリンガルプログラム
（BLES）
や延長教育プログラムを実施。

■キャンパスツアー 4/29㈷、
5/13㈯
（HP）
各3回開催

5/13㈯、6/9㈮、7/8㈯、9/16㈯
体験授業（ HP）あり

蘂042-357-5577

■公開行事

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

和光学園

■入試日程
11/1㈬・5㈰・19㈰、12/2㈯、2018年1/13㈯

幼稚園

小学校

子どもサイズの机や椅子、魅力的な教具
など、モンテッソーリ教育に基づいて整
えられた環境。その中で、成功や失敗を
通して体得していく子どもたちの成長過
程を見守りながら援助する。

自然の中で遊び、山羊や羊たちと過ごす
学校生活は、子どもも教師も夢中になっ
て楽しめる時間と空間があり、
ともに成長
できる環境。保護者も学校行事に積極的
に参加し、
子どもを温かく見守っている。

■親子で幼稚園体験

7/1㈯ 9時30

分〜、11時〜 （電：6/2㈮〜）
■幼稚園説明会 9/2㈯、10/15㈰
各10時〜11時30分 園舎見学あり
※2歳以上預かり可（当日9時30分〜
45分に受付へ）
幼稚園蘂044-922-2526

には
「学級農園」
や人工庭園
「ビオトープ」
も。系列の
音楽大学との連携により結成された
「小学校オーケ
ストラ」
は、年に数回音楽ホールでコンサートを行う。

■学校説明会 5/13㈯・20㈯
各9時30分〜 学校説明会
（HP）

■学校説明会 6/17㈯ 、9/9㈯
各9時30分〜 公開授業

各10時45分〜 個別相談会
※各回とも説明内容は同じ

各10時30分〜 学校説明会

■公開授業 6/1㈭ 8時45分〜 個別相談
（10
時〜、 HP）
あり、2018年2/15㈭ 10時〜

蘂044-856-2964

■運動会 5/27㈯ ※雨天順延

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

小学校蘂044-922-8822

カリタス

できた喜びをできる自信に

考える力、表現する力、
協調する力を育む

洗足学園小

検索

寺尾みどり幼稚園
桐光学園みどり幼稚園

（HP）

■学芸会 5/27㈯ 9時〜

■体験Day 6/20㈫、7/4㈫ 外国
語授業 （電）
、7/5㈬ 総合教育活動

川崎市多摩区中野島4-6-1 アクセス：小田急線・JR南武線登戸駅からバス5分ま
たは徒歩20分
（登戸駅からスクールバスもあり）
、JR南武線中野島駅から徒歩10分

和光鶴川小学校

桐光学園

■入試説明会 8/26㈯ 9時30分〜、13時
30分〜

（HP） ※各回とも説明内容は同じ

■運動会 9/23㈷ 9時〜

検索

桐光学園小学校
「意志・表現・感謝」
心の教育と質の高い学び

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

充実した保育を通して、やさしく心の豊かな人間形

意志・表現・感謝の3つの校訓を通して生まれる、子

ぐる保育」
を教育目標に掲げ、
広大な畑での作業から

する、仲間と「共に」成長する、学ぶ「楽しさ」を知

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
た人と人とのつながりを大切にしている。また、体

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、

動により、健全な体と心をつくり、さまざまな人との

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

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

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

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
もに、15分間学習や家庭学習などを通して、学習の

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、昨年度から昼食は、自宅か

幅広い活動と豊富な体験から、興味や関心を深め、

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

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

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。

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。

■2018年度生の園児募集

■ミニ美術展 4/26㈬〜5/8㈪
会場／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
7/15㈯、9/3㈰・23㈷ 各9時30分〜12時
保育見学会 9/6㈬・13㈬・20㈬・27㈬、

検索

帝小祭 7/15㈯ 運動会 10/9㈷
学芸会 11/23㈷

検索

「自分っていいな」
と
思える子どもに

和光鶴川幼

キストや検定、本物に触れる授業を重視し、敷地内

■オープンスクール・学校説明会

検索

和光鶴川幼稚園

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）

業時数は標準よりかなり多く確保。オリジナルのテ

ても、児童自身が学習に見通しをもつこと、友だちと

放課後、長期休業中に実施

蘂042-739-8931

蘂042-735-2291

ため、きめ細かな進路指導を行い、主要4教科の授

業を、電子黒板を使って行う。また、どの授業におい

■アフタースクール
「帝翔塾」

（HP）

玉川学園

らず、課題の発見・解決に向けて主体的・対話的な授

研修、４・５年生はイギリスへの海外語学研修もある。

■学校説明会
5/13㈯、6/17㈯、9/23㈷ 各10時〜

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

んどの児童が国・私立中学への進学を希望している

らにグローバルな感性を育むため、３年生は国内語学

4/29㈷ 9時〜15時
※入試個別相談会（9時〜15時）
を同時開催

■プレキンダー体験教室
5/31㈬、
6/7㈬・21㈬・28㈬、
7/5㈬・
12㈬ 各10時〜 （HP）

充実した設備と優れた教育環境が整う小学校。ほと

体的・対話的で深い学び）
」
を重視。知識の習得のみな

学び合うこと、学習を振り返ることを大切にする。さ

■玉川学園運動会

■こどものアトリエ 5/27㈯ 10時〜

学びのスタイルとして、
「アクティブ・ラーニング
（主

10/4㈬・11㈬・25㈬ 各10時〜11時30分
■2歳児親子教室
「はらっぱ」
参加者募集
2013年4月2日〜2015年4月1日生まれの子ど
もが対象。5/16㈫〜。各9時50分〜11時50分。
火曜コース、木曜コース、火・木曜コースあり。
1日体験は5/16㈫9時50分〜 （HP）

■学校説明会 5/16㈫ 10時40分〜13時
■運動会 5/27㈯

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）

和光鶴川小

検索

■休日授業公開 6/11㈰ 9時〜12時30分
■親子で“鶴小”授業体験 6/18㈰、7/2㈰、
8/27㈰ 各10時〜12時 （HP）
■入試説明会 9/28㈭、10/13㈮ 各10時
40分〜13時
■秋まつり 10/7㈯

寺尾みどり幼稚園蘂044-955-1717
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）
桐光学園みどり幼稚園蘂044-911-3227
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）

桐光学園

検索

■土曜開園 9時30分〜12時

■オープンスクール

親子の交流の場。未就園児も気軽に参加を。
寺尾みどり幼稚園
5/13㈯・27㈯、6/10㈯・24㈯

5/13㈯（年中・年長対象） （HP）
6/17㈯（年長対象） （HP）
■学校説明会

みどり幼稚園
4/22㈯、5/13㈯・27㈯、6/10㈯・24㈯
■2017年度2歳児教室募集

6/3㈯、8/26㈯ 各13時〜14時30分
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

入園前に集団生活を体験できるプレスクール。
2014年4月2日〜2015年4月1日生まれの
2歳児対象。5月開始（週1回）
。

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）

桐光学園小

検索

設を見学することもできる。
■公開授業
6/29㈭ 10時〜12時15分

ミスモ 2017年5月号

駐車場完備

本誌掲載の情報は2017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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