3

ミスモ

土

8

共学
日

けんがくさい

建学祭

土

10時〜16時

10/1

日

10時〜16時

はくえんさい

柏苑祭

9/23

別学
祝

9時〜
15時30分

東京都市大学付属中学校

強い連帯感で
感動のドラマを展開

各部活の催し、学年
展示など盛りだくさん

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。

中高合同開催。個別相談あ
り。マスコットの
「としまろ。
」
君
（写真）
も待っている！

き りょく さ い

輝緑祭

土

体育祭

※雨天順延

10月

玉川学園中学部
幼稚部から高等部
までの合同体育祭

9時〜15時

18

祝

9時〜15時

桐光学園中学校（男子部・女子部）

おうぞらさい

桜空祭

9/16

土

10時〜16時

桜美林中学校

17

日

9時〜15時

けやき さ い

欅祭

大妻多摩中学校

9月

中高同時開催！入試相談コーナーも

October

日本大学第三中学校

12時〜16時

土

8

日

9時〜15時

十 月祭

日本女子大学附属中学校

9/23
9時〜16時

祝

24

日

9時〜15時

鵬 翔 祭（男子）
ら ん ほ うさい

鸞 鳳 祭（女子）

（男子部・女子部）
桐蔭学園 中学校
中等教育学校（男子校）

9/17

日

18

女子校
祝

9時〜
15時30分

9時〜16時

純花祭

9/16

土

10時〜16時

目黒星美学園中学校

17

共学
日

9時30分〜
15時30分

ひじり さ い

聖祭
ひじり

が

お か

多摩大学附属聖ヶ丘中学校

講堂舞台の公演は必見！受験
生には制服体験コーナーも。

9/23
線結び ～つながる日大の環～
「三黌祭」
は、中学・高校生合
わせて2,000人が同時に参
加する大規模な文化祭。さ
まざまなイベントや展示発
表を用意。各日11時からは
ミニ学校説明会も。全国に
100万人いると言われる先
輩方と一緒に盛り上がろう！

さまざまな思いを一つのかたちに
生徒一人ひとりが主役となっ
て、仲間とともに自分を表現
していく十月祭。
「自分で考
え、
自分で行動する」
という教
育理念を、
目を輝かせながら
実践している生徒の様子に、
ぜひ注目を! 受験希望者対象
の相談コーナーも開設。

学園最大のイベントで日頃の成果を披露
生徒の創造力・表現力が発揮
される学園祭。今年のテー
マ は、 中 学 男 子 部
「Let's
enjoy」
、高校男子部
「架け
橋」
、中学・高校女子部
「蝶」
、
中等教育学校
「百花繚乱」
。
シンフォニーホール横には
入試相談コーナーも設置。

9時30分〜
16時

祝

24

女子校
日

9時30分〜
15時30分

マルグリット祭

カリタス女子中学校
情熱をこめた
パフォーマンス披露！
第53回のテーマは
「Passionを
伝えることが 私たちのMission
さぁ、
Actionを起こそう」。

アクティブな活動と創造が生む世界へ
テーマは
「聖華繚乱」
。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。見ど
ころを案内する校内ツアー、
ミニ説明会、
「受験なんでも
相談」
コーナーあり。要項＆
願書も配布。

学校紹介は5〜9面

カ
レ
ン
ダ
ー

今年のテーマは
“Infinity”

親子で参加できる文化祭・体育祭は、私立中学校の

三黌祭

じゅう が つ さ い

別学

※2019年度から
共学化予定

学園通りの美しい欅並木が
その名の由来。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。
例年、欅祭の魅力にひかれ、
「大妻多摩に通いたい」と決
める受験生も多いという。

雰囲気や魅力を体感できる貴重なチャンス。

日

10/ 7

ほ う しょう さ い

中高同時開催の大イベント。
勉強や部活動と並行して、
総力を挙げて準備した作品や
発表は見応えあり！例年以上
の盛り上がりを目指し、校内
の装飾や模擬店などにも趣
向を凝らして来場者を迎え
る。入試相談ブースもあり。

説明会や個別相談会を同時開催している学校も多いので、

15

9時〜15時

さんこうさい

女子校

受験生の心をつかむ欅祭のエネルギー

September

受験を検討している家庭は、ぜひ参加を！

土

共学

「道」をテーマに全校で盛り上がる！

男子部・女子部ともに、中高
同時開催で見どころ満載！
中学生は研究発表や作品展
示。高校1年生はパフォーマン
ス発表。高校2年生の模擬店
も大好評。文化部のクラブ
発表も見ごたえあり。入試
相談コーナーも。

大空の下、園児・児童・生徒
が一堂に会する体育祭。入
試相談コーナーもあり。

9時〜15時

日

女子校

共学

9時30分〜
14時30分

10/14

9/17

共学

2

親子で行きたい！

東海大学付属相模高等学校中等部

10/14

9/30

男子校

2017年9月号

文化祭・体育祭

10時〜
14時30分

10時〜15時

ミスモ

私立
中学校

10/ 7

2017年9月号

5

ミスモ

私立中学校

2017年9月号

法政大学第二中学校

共

学校案内

ミスモ

学

11/4

5

土

10時〜16時

2016年中高同時共学化、2017年3月に新キャンパス

共学
日

10時〜16時

完成と、
大きな進化を遂げた同校。多様な生徒たちが

わ

10/14

こうさい

和光祭

代を担うフロントランナーを育成する。新校舎では、
学習・文化・スポーツ活動を支える環境が充実。付属

検索

11/2

東京都市大学付属中学校

学

明るく元気な進学校

今年、創立100周年を迎える成城学園。新校舎の新

中学の志願者数が7年連続都内最高に。今春の卒業

設や新カリキュラムへの移行などにより、
さらに質の高

とⅠ類
（難関国公立私大）
のコース制の導入により、

ら、生徒一人ひとりが感性と知性、社会性を育み、リー

今後もさらなる期待が。帰国生入試や英語を使った

ダーとして世界に羽ばたくよう
「伝統」
と
「品格」を尊

が集っている。

成城学園中

検索

学

検索

桐蔭学園

中学校（男子部・女子部）
中等教育学校（男子校）

別
学
女子校

※2019年度から
共学化予定

“アジェンダ8”展開中、進む授業改革

21世紀の新しいリーダーの育成

創立50周年を機に、新たに掲げた

「学び続け、自律し、行動する人」
を目標に、次

ビジョンは
「自ら考え判断し行動で
きる子どもたち」
の育成。この目標

期講習や放課後の補習など学習ケアも万全で、

達成のために策定した“アジェンダ

サマーキャンプやスキースクールなど学校行事

８”が始動３年目を迎えた。

も充実している。クラブ活動も盛んで、中高を
通じて、充実した学園生活を送ることができる。

○アクティブラーニング型授業
最優先テーマのアクティブラーニ
ング型授業は、大学や社会でも力
強く活躍できる能力を身につける

○多彩な国際理解プログラム

ための授業改革。ペアワークやグ

高校2年生全員参加のカナダ修学旅行では、異

ループワークなどで知識を能動的

文化を理解し、相互の文化を尊重することを

に活用する。2020年度の新大学入

学ぶ。希望者を対象とした語学研修
（留学）
や、

試も踏まえ、思考力・表現力を伸ば

国内宿泊英語研修も実施。国際社会で活躍で

す授業は、モデル校として全国の教

きる英語脳の育成と、より明確な自己の未来像

育関係者から注目されている。

の構築を目指している。

この先進の教育効果を高めるため、
2019年度に中学校と中等教育学
校を中等教育学校に一本化
（中学

○大学訪問授業を年20回実施

校は募集停止）
し、共学化の予定。

日本の各学問分野を代表する大学教授を招く
「大学訪問授業」
。過去には、立花隆氏、茂木健
一郎氏、村上陽一郎氏、香山リカ氏、姜尚中氏、
内田樹氏ほか、多くの先生方による熱い講義が
行われた。今年も谷川俊太郎氏
（左写真）
、
根岸
英一氏、坂本龍一氏の講義が予定されている。

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

■輝緑祭
9/23㈷ 9時～15時30分 入試相談コーナーあり
■体育大会
10/21㈯ 9時30分～15時30分 資料配布あり ※雨天延期
■学校説明会 10/28㈯ 13時30分～15時、12/24㈰
10時30分〜12時 （HP）
■入試問題説明会
11/18㈯ 13時30分～15時 （HP）
■帰国生対象入試問題説明会
12/16㈯ 13時30分～15時 （HP）

■学校説明会
（小6限定）
［男子･女子］
10/7㈯、
2018年1/20㈯ 各10時～
［男子］
11/10㈮ 10時～
［女子］
11/14㈫ 10時～
■学校説明会
（小5以下限定）
［男子･女子］
10/20㈮、11/21㈫ 各10時～
■入試体験会・説明会
［男子･女子］
12/16㈯ 9時30分～
（小6対象）
※すべて （HP：約1カ月前～）

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

桐蔭学園

検索

月

世代の新しいリーダーを育成する桐光学園。夏

17㊐
17㊐
18㊗
18㊗
24㊐
24㊐

30㊏10/1㊐
7 ㊏ 8㊐
7 ㊏ 8㊐
14㊏
10 14㊏ 15㊐
14㊏ 15㊐
21㊏ 22㊐
21㊏ 22㊐
28㊏ 29㊐
2㊍ 3㊗
11 3 ㊗ 4 ㊏
4㊏ 5㊐
4㊏ 5㊐

月

桐光学園中学校（男子部・女子部）

別

都市大付属

16㊏
16㊏
17㊐
17㊐
9 23㊗
23㊗
23㊗

月

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

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

■学校説明会 9/10㈰ 10時～12時30分
■過去問チャレンジ＆入試説明会 11/23㈷ 10時～12時30分
■入試説明会 2018年1/14㈰ 10時～12時30分
■土曜ミニ説明会 9/16㈯、10/14㈯・28㈯、12/2㈯、
2018年1/20㈯ 各10時～11時30分
※すべて （HP）。帰国生説明会も同時開催

文

=文化祭・体育祭情報

学

=学校情報

■ 多摩大学附属聖ヶ丘中学校
■ 大妻多摩中学校
■ 桜美林中学校
■ 目黒星美学園中学校
■ 桐光学園中学校（男子部・女子部）
■カリタス女子中学校
■ 桐蔭学園中学校（男子部・女子部）
中等教育学校（男子校）
■ 東京都市大学付属中学校
■ 日本女子大学附属中学校
■ 東海大学付属相模高等学校中等部
■ 玉川学園中学部
■ 日本大学第三中学校
■ 駒沢学園女子中学校
■ 聖セシリア女子中学校
■ 自修館中等教育学校
■ 法政大学第二中学校
■ 成城学園中学校
■ 相模女子大学中学部
■ 横浜翠陵中学校
■ 和光中学校

■ 共学

■ 別学

■ 男子校

■ 女子校

文

2面
2面
2面
2面
3面
2面
3面

祝

10時〜15時

実 施 内 容や 詳 細 は事 前にH P など で 確 認を
※

蘂03-3415-0104

11/3

文化祭・体育祭カレンダー

グローバル入試に、全世界から英語力の高い受験生

びながら、未来を見据えた教育革新を進めている。

蘂03-3482-2105

テーマは
「GOO」
─Feel so good─

3

共学
祝

9時30分〜
16時

成城学園文化祭

学

6面
6面
2面
7面
5面
7面
5面

3面 5面
3面 7面
3面 6面
3面 7面
3面 3面
4面 6面
4面 6面
4面 7面
4面 5面
4面 5面
4面 7面
4面 6面
4面4・7面

4

10時〜14時

土

10時〜15時

22

女子校
日

10時〜15時

クラブ・教科などの
多彩な作品は必見！

テーマは「Build the New
Castle」。中高一緒の文化祭。
心をひとつによりよいものを！

今 年 のテー マは
「show+」
。
芸術性の高いパフォーマン
スを披露する。

あいおいさい

相生祭

10/21

土

9時30分〜
15時30分

22

共学
日

9時30分〜
15時30分

文化祭の新名称が
「自修祭」
に決定！

総合学園ならではの
盛大な学園祭

工夫を凝らした模擬店やス
テージ発表など、見どころ
満載！新企画盛りだくさん。

園児から大学院生までの笑顔
が一堂に。11/3㈷の盛大な
市中パレードは相生祭名物！

11時〜15時

土

5

共学
日

9時〜15時

自修祭

自修館中等教育学校

相模女子大学中学部

11/4

聖セシリア祭

聖セシリア女子中学校

女子校
土

10/21

生徒のパワーみなぎ
る企画が勢ぞろい

生も難関大学に多数進学し、Ⅱ類
（最難関国公立大）

い教育の実践を目指す。温かい街と自然に囲まれなが

■学校説明会 10/7㈯、11/11㈯ 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 2018年1月上旬
（小6対象、HPで順次公開）
■毎週土曜日の学校案内 11時〜 （電）
■飛翔祭（中高体育祭） 10/4㈬ 9時〜

りんどう祭

駒沢学園女子中学校

成城学園中学校

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。

男子校

緑を感じる学びの場での豊かな時間

木

9時30分〜
16時

実り豊かな発表会！楽しい模擬店も

成城学園中学校

日

9時30分〜
15時

生徒たちの思いが、爽快に
はじける！中学から大学まで
同時開催。入試相談もあり。

■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）

共

15

女子校

November

校ならではの豊かな環境で、さらなる成長を目指す。

法政二

土

9時30分〜
15時

11月

和光中学校

共同する中で、新たな視点や考え方を学び、次の時

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

4

私立中学校 文化祭・体育祭カレンダー

男女共学化、
新校舎完成でさらなる進化

蘂044-711-4321

2017年9月号

す い りょう さ い

翠陵 祭

す い りょう

横浜翠陵中学校

10/28
9時〜15時
（予定）

土

29

共学
日

9時〜15時
（予定）

二中文化祭

法政大学第二中学校

テーマは
「轍
（わだち）
」

2日間で1万人来場！
活気あふれる文化祭

「新生翠陵」として、さまざ
まなイベントや展示発表を
行う。学校説明会も開催。

共学化2年目の文化祭。輝く
生徒たちに注目を！入試ミ
ニ説明会も開催。

7

ミスモ

私立中学校

2017年9月号

玉川学園中学部

共

学校案内

私立中学校

和光中学校

学

「教え合い」
が息づく学びの世界

61万㎡の広大なキャンパスに幼稚部から大学・大学

「相手の立場に立って考えてみる」
「互いの気持ちを大

院までが集う総合学園。
「全人教育」
「探究型学習」
「世

切にする」
「自分の意見を書く、伝える」
。そんな場

界標準の教育」
を教育の柱とし、主体的・対話的で深

面が多く見られる学校生活。学習面では、自分が分
かった内容を友達に教える
「みんなで学び合う授業」

る。2018年度入試では、一般クラスで新たに、
「英・算」

で、さらに理解を深めてゆく。中高6カ年を通じ、内

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

検索

玉川学園

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

ひじり

学

が

2017年9月号

お か

多摩大学附属聖ヶ丘中学校

共

6

学

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、

面を豊かに成長させる行事も充実している。

蘂042-734-3402

共

ミスモ

大学までの一貫教育で文武両道を目指す

い学びを実現し、大学で必要な資質・能力を身につけ

■学校説明会 9/22㈮19時～、10/24㈫・28㈯ 各10時～、
11/9㈭・24㈮各19時～
■オープンスクール 10/1㈰ 10時～
■入試問題チャレンジ会 11/18㈯ 10時～
■入試問題説明会 12/2㈯ 10時～
※すべて （HP：1カ月前〜）

東海大学付属相模高等学校中等部

学

中学1年生から始まる大学教育への準備

「英・国」
のいずれかを選択する
「英語選抜入試」
を実施。

蘂042-739-8931

共

学校案内

さまざまな経験ができるのも一貫教育ならでは。

■学校・入試説明会
10/7㈯ 13時30分〜15時 オープンスクール
12/10㈰ 10時〜12時
2018年1/13㈯ 13時30分〜15時
■和光祭
11/4㈯・5㈰ 各10時〜16時

9/9㈯ 10時〜 （HP）
体験学習・入試問題解説会・部活見学あり
■学校説明会 10/21㈯、
11/19㈰、
12/17㈰ 各10時〜
■体育祭 10/14㈯ 9時30分〜14時
■建学祭 10/7㈯・8㈰ 各10時〜
■定期演奏会 12/17㈰ 14時〜16時30分
■オープンキャンパス

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

検索

東海大相模

これからの自分をつくる中高6年間
「生徒が主役」
をモットーに、少人数制授業によるきめ

目黒星美学園中学校

自修館中等教育学校

女子校

グローバル × 言語力 × ボランティア

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
線二子玉川駅からバス20分
（ス
クールバス15分）

目黒星美学園中

検索

共

横浜翠陵中学校

学

「特技がプレゼン」
という15歳がいる学校

○自主的学びを育てる

大きく進化を続ける横浜翠陵。
「グローバル＝英語力×

名。きめ細かな学習指導とともに目指すのは、
「グ

究」
といった独自のカリキュラムで
「こころが育つ進

る
「人間力」
、6年間かけてこの力に磨きをかけていく。

ローバルな世の中を 言語力を武器に ボランティア

学校」
を実践している。講座や補習も充実し、難関

入学生全員が中高6カ年一貫の
「グローバルチャレン

の精神で生きる女性」
の育成。2011年の新校舎竣工

大学合格実績を伸ばしている。一人ひとりにスポッ

ジクラス」
に。国際社会で活躍するグローバル・リー

以降、防災教育の取り組みにも力を入れている。

トを当て、夢の実現に向けたサポートを行う。

ダーの育成を目指している。

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

検索

自修館

相模女子大学中学部

女子校

蘂045-921-0301
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

検索

SUIRYO

女子校

■オープンキャンパス 9/24㈰ 10時～
■学校説明会・ICT体験授業 10/22㈰ 10時～
■土曜授業見学会 10/7㈯ 10時～ 学食体験あり
■模擬入試・適性体験 11/23㈷ 9時30分～
（小6対象）
■ミニ説明会 11/10㈮、
12/14㈭ 各10時～
（保護者対象）
※すべて （HP：1カ月前〜）

的に取り組み、国際的教養のみならず、論理的に発
信できる力を養う。中高6年間を通じて、キャリアプ
ログラムによる丁寧な進路指導も行っている。併設
の女子大学では看護学部の設置認可申請中。

を備えた女性を育てる。

毎年ほとんどの生徒が難関大学を
受験する進学校。今春、13名がお
茶の水女子大、東京医科歯科大な
どの国公立大に、42名が早慶上智
大、143名が学習院・明治・青山・
立教・中央・法政・理科大に合格。

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

検索

Komajo

■Komajoゼミ
（入試対策） 9/16㈯、10/21㈯、
11/11㈯
各14時～15時30分
（小6女子対象）
■学校・入試説明会 9/16㈯、
10/21㈯、
11/11㈯ 各13時30分～
■学校見学会 10/28㈯ 9時～
■授業見学会 11/18㈯ 10時50分～
■入試シュミレーション 12/9㈯ 12時30分～

毎年約３～４割が理系に進学する。

約29万㎡の敷地のうち、約60%が森の
「森の中の学

○未来のための６年を見通したプ

校」
。森の中で、実物に触れながら授業を行うことで、

カリタス女子中学校

より深い学びが可能になっていく。
「自ら考え、自ら学
び、自ら行動する」
という教育目標のもと、表面的な知
識を習得するだけではない、物事や事象の本質を探る
教育を実践している。また、授業や自治活動などのあ
自身をみつめ、自分の作品や意見を皆の前で発表する

カリタスでは英語とフランス語の2つの外国語を学

ことを繰り返していく。このことで、次第に、自分の

ぶ。ともに1クラスを2つに分ける少人数教育
（約20

意見を堂々と表明できるようになる。中高6年間の学

名以下）
で、外国語発表会やカナダ研修、ターム留

びと体験で身に付くこれらの力は、将来社会に出てか

学など授業外のプログラムも充実。世界を理解し考

らも、ずっと有用な力であり続ける。

えるための複数の視点を持つことで、グローバルな
社会で活躍できる女性を育んでいる。

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

カリタス

検索

ロジェクト開始

女子校

2つの外国語教育で世界に羽ばたく

らゆる場面で、自分で課題を見つけて取り組み、自分

■授業見学説明会
10/17㈫ 10時40分〜12時30分
（受験生保護者対象）
（HP：9月中旬〜）
■学校説明会
11/18㈯ 14時10分～
14時〜 小6対象入試問題解説会あり （HP：10月中旬〜）
■親子天体観望会
12/2㈯ 17時～ （HP：10月中旬〜）

よりよい生き方を追求できる自立した女性の育成を
目指す同校。ICT教育など新たな教育手法にも積極

育で、社会貢献できる知性と品位

○進学実績

女子校

グローバルな時代に求められる人間力を

校。100年以上続く伝統の女子教

■学校説明会 9/16㈯、11/14㈫、12/2㈯、2018
年1/7㈰ 各9時30分～12時 （HP）
■オープンスクール 10/7㈯ 9時30分～12時30分
（HP） 部活動体験あり
■ナイト説明会 10/19㈭、12/15㈮ 各19時～20時
会場／小田急センチュリー相模大野8F
（相模大野駅ビル内）

■学校説明会
10/14㈯ 14時～ 聖ヶ丘の魅力を語る
11/4㈯ 14時～ 募集要項の説明
12/9㈯ 14時～ 入試そっくり模試
（小6対象）
2018年1/7㈰ 10時～ 直前ワンポイント講座
（小6対象）
2018年2/24㈯ 14時〜 入試報告会
（小5以下対象）
■イーブニング説明会 9/30㈯ 17時～ ミニ文化祭・
部活動見学あり （HP：1カ月前～）

駒沢学園女子中学校

女子校

なムードや丁寧な指導が特色の同

の未来を、より具体的に、より真剣に考えてゆく。

検索

検索

設。1学年4クラス編成の家庭的

験」
などを通じ、命を育む可能性を秘めた女性として

相模女子中

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）

美しい自然に囲まれた広大なキャ

授業」
や、育児中のママと赤ちゃんを迎えての
「育児体

森の中の学校で自分をみつめ、表現する

蘂042-372-9393

ンパス、私学ならではの秀逸な施

重ねで育まれる命と、その誕生の神秘に触れる
「命の

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

ある。主体的な学習がさらなる飛躍を導く。

女性らしさと高い学力を育てる進学校

な角度から
「命」
と向き合う学習を重ねる。奇跡の積み

蘂042-742-1442

一日は
「朝の読書」
に始まり、6時間目の終了後、
「セル
フ･スタディ･タイム」
という25分間の自学自習の時間が

多摩大聖

大妻多摩中学校

「マーガレットタイム」
と名付けられた授業では、様々

検索

花咲くことを目指している。卒業生が
「大きな家族のよ
うな学校」
と言うアットホームな雰囲気も特徴だ。

人間力」
。定評のある
「英語力」
、自信をもって挑戦す

■学校説明会 9/2㈯、11/4㈯
説明会 各10時30分～11時40分
体験授業
（理科実験） 各10時～12時10分
個別相談あり
■入試説明会 11/25㈯、12/9㈯各10時～
※すべて （HP）

に必要な知識や態度、豊かな教養と発想、他人を思い

グローバルチャレンジクラス

大山を望む豊かな環境の中で、入学時に自分が6年

蘂0463-97-2100

ている。生徒の20年後を見据えて、グローバル社会
やるフォロワーシップ精神の育成。その種が根付き、

間使う机の組み立てから始め、
「4学期制」
や
「EQ」
「探

命と向き合う授業
「マーガレットタイム」

日本女子大学附属中

学

砧公園に隣接し、世田谷美術館などの文教施設にほ

日本女子大学附属中学校

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

共

ど近い緑豊かなカトリック女子校。1学年は約100

■学校説明会 9/24㈰、10/29㈰、2018年1/21㈰
各10時～11時30分 9/24㈰は体験授業あり （HP・電）
■学校見学会 10/3㈫ 10時～11時10分
■入試説明会 11/19㈰ 10時～11時30分
■入試体験 12/10㈰ 9時30分～11時30分 （HP・電）
■クリスマス会 12/16㈯ 14時～16時 （HP・電）

蘂044-952-6705

細かい指導と、本物に触れ、本質に迫る教育を実践し

す い りょう

■学校説明会 10/29㈰ 10時～11時30分
、クラブ見学、校内見学ツアーあり
体験授業
（ HP）
■入試説明会・過去問題解説 11/23㈷ 午前・午後
■カリタス見学会 9/16㈯ 10時～、12/9㈯ 14時～
12/20㈬
■カリタスDEナイト 10/4㈬ 18時30分～、11/8㈬、
各18時～ ※学校説明会以外すべて （HP：1カ月前～）

聖セシリア女子中学校

人間関係・キャリア教育と英語・
国際教育の２つのプロジェクト。
■小６対象入試説明会
9/28㈭ 10時～12時
■小５以下対象学校説明会
11/16㈭ 10時～12時
■中学生活体験日
11/4㈯ 10時～13時
■入試模擬体験
11/23㈷ 9時～12時 (小６対象)
2018年1/7㈰ ９時～12時(小６対象)
※上記はすべて （HP：約3週間前～）
■2018年度入試の変更点
2/2㈮ 4科入試と合科型試験入試
2/4㈰ 4科入試とプレゼン入試
（全生徒対象）

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

女子校

「心と学力」
をバランスよく育む
1クラス約30名、1学年3〜4クラスの少人数制で、
温かな校風のもと、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、卒業生のほぼ
100%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

聖セシリア

検索

■学校説明会 校内見学、個別相談あり
9/12㈫、11/7㈫、12/16㈯ 各10時～12時
10/9㈷ 14時～16時 12/16㈯は入試体験あり
■学校見学会 9/29㈮、11/27㈪、2018年1/16㈫
各10時～12時 （HP・電）
■文化祭
（聖セシリア祭） 10/21㈯・22㈰ 各10時～15時
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ミスモ

私立小学校・幼稚園

2017年9月号

カリタス幼稚園

学校案内

私 立 小 学 校・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

学校案内

ミスモ

2017年9月号

桐蔭学園 幼稚部
小学部
「自ら考え 判断し 行動できる子どもたち」
の育成

優れた教育環境と
確かな学力を培う教育課程
充実した設備と優れた教育環境が整う小学校。ほと
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
数は標準よりかなり多くの時間を確保。オリジナルの

幼稚園

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。
■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）
■入試日程 面接11/1㈬ 考査11/2㈭
詳細は9/1㈮以降、HPで公開
幼稚園蘂044-922-2526

テキストや検定、本物に触れる授業を重視し、敷地

小学校

内には
「学級農園」
や人工庭園
「ビオトープ」
も。系列の

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。

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。

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

小学校蘂044-922-8822

東京都市大学付属小学校

都市大付属小

検索

教育の二本柱は、
「高い学力」
と
「豊かな心」
。特に低

木の香る校舎は、新国立競技場の設計者、隈研吾氏
によるもの。開放的な教室の正面には電子黒板が配

べる・作るなどの活動によって、生きた知識を習得し、

置され、
木のぬくもりと最新機器が調和した理想的な

達成感や成就感を体得。このような授業を通して、

環境が整う。新指導要領に対応したプログラミング

子どもたちは興味をもったことについて考えたり、調

教育を行い、高学年では自分たちの思い通りにロボ

べたりして、自ら問題を解決する力の素地を身につ

ットを動かす。アフタースクール
「帝翔塾」
では、ピア

けていく。こうした体験学習の積み重ねが、高学年

ノ・英語・そろばん・水泳・体操など、
さまざまなプログ

での自ら学ぶ力となり、
「高い学力」
につながる。

ラムを展開。新百合ヶ丘駅からスクールバス発着。

■音楽発表会
10/20㈮ 12時50分開演 （HP：1カ月前〜）
会場／Bunkamuraオーチャードホール
各学年の演目や吹奏楽クラブの演奏など

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

■入試日程
11/3㈷･4㈯ 希望するいずれか1日
出願期間10/1㈰〜4㈬

帝京小

桐光学園

検索

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）

桐光学園

検索

成城学園

幼稚部
小学部

「きれいな心」
「よい頭」
「つよい体」
を育む

幼稚部

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。
■幼稚部
（BLES-K）
説明会・教育活動参観
9/23㈷ 10時～11時30分
（HP）
■プレキンダー体験教室
9/13㈬・20㈬・27㈬、10/4㈬
各10時～11時30分 （HP）
■体育祭 右記小学部参照

小学部

幼稚園

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。
■学校説明会

9/23㈷ 10時～12時
（年長児対象）
（HP）
■体育祭（幼〜高合同） ※雨天順延
10/14㈯ 9時30分～14時30分
入試相談コーナー 10時～14時30分

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

和光鶴川幼稚園

成城幼稚園
成城学園初等学校

100年の伝統と未来へ

写真はイメージ

写真はイメージ

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。100周年
を迎え、2019年には新校舎が完成予定。
自由な校風の中、散 歩 や 舞 踊 、劇 な ど、
独自のカリキュラムで教育を行っている。

■幼稚園説明会 9/9㈯ 14時～
■見学会 9/19㈫ 14時30分～ （電）

■学校・入試説明会 9/10㈰ 10時～
■学校授業参観 9/26㈫までの登校日

■校長面談 9/29㈮まで
（幼初）
10/14㈯ 文化祭11/3㈷
■運動会
※説明会・授業参観・校長面談 （HP）

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

世田谷区成城6-1-20
アクセス：小田急線成城学園前駅から徒歩6分

成城幼稚園

検索

初等学校

1925年開設。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。

■園長面談 9/29㈮まで （電）
※園長面談は今年度受験希望者が対象
■運動会
（幼初）
10/14㈯ 文化祭11/2㈭・3㈷

蘂042-739-8931

意志・表現・感謝
心の教育と質の高い学び

和光学園

検索

成城学園初等学校

検索

和光鶴川小学校

「自分っていいな」
と
思える子どもに

できた喜びをできる自信に

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」
の校訓を通して生まれる、子ど

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

成を目指す幼稚園。のびのびとした遊びや活発な運

も同士、子どもと教職員、さらには保護者も含めた

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

動により、健全な体と心をつくり、さまざまな人との

人と人とのつながりを大切にしている。また、体験

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、

関わりの中から、やさしい気持ちや思いやる心を育

学習を取り入れた独自のカリキュラムで、子どもたち

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

てる。運動会や音楽会、遠足やさつま芋掘りなど幅

のやる気を引き出しながら学習指導を行うとともに、

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

広い活動と豊富な体験から、興味や関心を深め、旺

15分間学習や家庭学習などを通して、学習の基礎を

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

盛な探究心を培う。また、良書に数多く触れ、読み

定着させていく。複数担任制によるきめ細い指導も、

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

聞かせなどを通して豊かな心情を養う。

桐光学園の特色である。

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。

〈寺尾みどり〉 〈桐光学園みどり〉

桐光学園みどり幼稚園蘂044-911-3227

玉川学園

桐光学園小学校

考える力、表現する力、
協調する力を育む

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）

■オープンスクール
9/16㈯ 9時30分～12時
授業体験あり （HP）
■公開行事
運動会 10/9㈷ 未就学児参加種目あり
学芸会 11/23㈷
■入試日程
Ⅰ期A 11/1㈬、Ⅰ期B 11/5㈰
※上記以外の試験日程あり（HPで公開中）
■帰国児童・転入学 随時受付中

小学部

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。3年
からは完全教科担任制で、専門性の高い
授業を行う。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）
9/16㈯ 13時30分～ 小学部合唱団発表あり
■幼稚部・小学部 合同運動会 10/8㈰
■幼稚部入試説明会・オープンスクール
10/15㈰ 9時30分～ （HP：9/19㈫～）
■入試日程
（小学部）
10/19㈭、11/18㈯（インターネット出願のみ）

検索

桐蔭学園

学年の2年間は、見る・聞く・触れる・遊ぶ・育てる・調

寺尾みどり幼稚園
桐光学園みどり幼稚園

寺尾みどり幼稚園蘂044-955-1717

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）

木の香る学び舎と最新機材で
本物にふれる教育を

■公開授業 9/9㈯ 8時50分～10時50分
（HP：1カ月前〜）
1年生が作った牛乳パックの船で遊ぶ

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）

放課後のアフタースクール
（希望制有料）
も実施。

帝京大学小学校

からだ全体で学ぶ、
ともに学ぶ、自ら学ぶ

蘂03-3417-0104

2・3時間目の授業を自由に見学できる。当
日は、「総合」授業の一環として、6年生児
童が来校者の案内を担当。
■入試日程（一般）
出願期間 9/7㈭～11㈪ 郵送必着
面接日程 10/7㈯･8㈰のいずれか
試験日
10/17㈫ 男子、10/18㈬ 女子

検索

洗足学園小

検索

カリタス

びと自信を味わい、
「もっとやりたい」
と思
う意欲を育てていく。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、

■運動会 9/23㈷ 9時～
■公開授業 2018年2/15㈭ 10時～11時45分

■学校説明会 9/9㈯
9時30分～10時15分 公開授業
10時30分～11時40分 学校説明会
■入試日程
出願期間9/12㈫～25㈪ 郵送必着
面接10/13㈮または14㈯ 選考10/20㈮

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

幼稚部

桐蔭流の3年保育で
「自分の力でできる」
喜

■説明会

9/9㈯、
10/19㈭
10時〜12時

9/2㈯、
10/15㈰
10時〜11時30分

■運動会

9/30㈯
桐光学園G

9/23㈷
稲田小学校G

■バザー
12/15㈮
10/27㈮
募集中
■2歳児教室 募集中
（電）
（電）
■見学会
■土曜開園 9時30分〜12時 9時30分〜12時
※見学会、土曜開園の日程などはHPで公開中

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

■入試日程
第1回 10/17㈫ 9時～11時30分
出願期間 9/4㈪～22㈮
第2回 2018年1/13㈯ 13時30分～16時
出願期間 12/11㈪～2018年1/6㈯
※各回インターネット出願、保護者面接あり
■公開行事
運動会10/7㈯ 作品展12/16㈯
■公開授業
2018年2/27㈫ 10時〜12時15分

蘂042-735-2291
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）

和光鶴川幼

検索

■2018年度生の園児募集
親子であそぼう会＋入園説明会
9/3㈰・23㈷ 各9時30分～12時
保育見学会 9/6㈬・13㈬・20㈬・27㈬、
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。火曜コース、木曜コース、火・木曜
コースあり。各9時50分～11時50分。1回ずつ
の申し込みも可。 （電）

■親子で”鶴小”授業体験
（HP）
8/27㈰ 10時〜12時

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

■入試説明会
9/28㈭、
10/13㈮ 各10時40分～13時
■秋まつり 10/7㈯
■入試日程
11/4㈯ 出願期間10/16㈪～23㈪
11/11㈯午前 出願期間11/5㈰～7㈫
12/9㈯午前 出願期間12/2㈯～6㈬
※願書は学校窓口で配布中
（郵送も可）
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ゴルフ教室
ウ

ス

ELE HOUSE

百合ヶ丘カントリー倶楽部

TEL.044-328-5505

TEL.044-954-3211

川崎市麻生区金程2-15-2
http://www.ele-house.jp

川崎市麻生区王禅寺西4-15-1
新百合ヶ丘駅からバス5分

ネイティブと英会話を通じて
世界を自分を知ろう

恵まれた練習環境で
より実践的なレッスンを

大人クラスでは、ゆったり空間の一軒家で
「好き
な英語をもう一度学びたい」
「旅行で使いたい」
な
ど、希望に応じて学び、外国にいる雰囲気でフ
ルコースのクッキングも実践。子供クラス
（幼稚
園、小学生）
では広々空間で、自然に英語がマス
ターできるよう、楽しみながら体を使い、外国に
住んでいる雰囲気で、頭で考える前に英語を話

250ヤードのロングドライビングレンジを誇る
練習場。アプローチ練習場や練習グリーン・バ
ンカーを併設する恵まれた環境の中、基本ルー
ルやマナー、スクール専用のショートコース（3
ホール）を利用してのラウンドレッスンまで実
践的なレッスンを受けられるのが魅力。受講料
は月4回・ボール代込みで平日12,000円、土日

せる工夫をしています。ママと一緒のベビークラ
スもあります。英語の童話を読む、歌を歌うクラ
ス新設予定。ショップ
（外国産）
で待ち時間にくつ
ろいでください。体験、
相談はいつでもお気軽に。

幼児教室

英会話

チャイルド・アイズ
生田校・向ヶ丘遊園校

ヤマハ英語教室
京浜楽器 栗平センター

生田駅から徒歩1分
http://www.childeyes.jp/

川崎市麻生区栗平1-4-26
栗平駅から徒歩1分

TEL.044-932-4016（生田校）

カルチャー・レンタルスペース
ス タ ジ オ

TEL.044-701-3150

五月台駅から徒歩1分
http://www.studio-libre.com

「お友達と一緒に入会」
キャンペーン！

50代から始める
トラベル英会話

「 学 ぶ 楽 し さ 」で 選 ば れ て い ま イズのレッスンは、
「知能育成」
す！やる気スイッチグループ・ス 「受験対策」と、成長や目的に合
クールIEから生まれた、1歳半 わせたコースが充実。幼児期は、
から小4までのお子さまのため 土台作りのもっとも大切な時期。
の教室。知能教育学と幼児心理 お子さまの可能性は無限大。こ
学をもとに、豊かな創造性や柔 の秋から始めましょう！秋の入
軟な思考を育てるチャイルド・ア 会金半額キャンペーン実施中！

クラシックバレエ

海外旅行で英語に困ったことは
ありませんか？飛行機内、ホテ
ル、ショッピングなどの場面に
加え、旅先でのトラブルをテー
マにした実践的な会話も学べる
クラスで、仲間と楽しく学びま
しょう。50代以上の方の旅行ス

タイルを意識したテキストが好
評。月2回、木曜14時45分～15
時45分（1回60分 ）。 月5,400
円（初回教材費別途）。10月開講
分の参加者募集中。体験レッス
ン（要予約）は、お気軽に問い合
わせを！

乗馬スクール

バレエスタジオ
えるどえる

リーブル

Studio LIBRE

TEL.044-712-3261

はじめての受験を
成功に導くために

14,000円。都合が悪い場合、月内なら無料で
他の曜日に振替受講できる。またスクール生は
アプローチ練習場の割引利用特典も。ジュニア
ゴルフ塾
（月4回、5,000円）
も受講生募集中！

お得なキャンペーン実施中。友 9月から新たに
「伝統空手道」が
人と一緒に入会すると、入会金 ス タ ー ト。8/28㈪10時 〜 11
が無料、さらに、入会者どちら 時と15時30分〜16時15分に、
も初月の月謝が半額に。また、 子どもから大人まで参加できる
9月 中 は 全 レ ッ ス ン 初 回 体 験 無料体験レッスンあり。経験豊
500円
（要予約）
。バレエ、ヨガ、 富な蹴拳師範が、基本から丁寧
チア、フラダンスなどに加え、 に指導する。詳しくはHPで。

英会話

乗馬クラブ
クレイン東京

アラン・デービス・
イングリッシュ・スクール

百合ヶ丘駅から徒歩1分
http://www.el-de-el.com/

鶴川駅からバス10分
http://www.uma-crane.com

新百合ヶ丘駅から徒歩3分
http://alandavisenglish.com/

楽しいレッスンで
美しい躰と豊かな心を！

乗馬にチャレンジ！
健康乗馬試乗会ご招待

10年後を見据えた
本格的な英語教育

TEL.044-965-0961

TEL.042-718-4404

頭を使いながら躰を動かす事で、 陣が丁寧に指導します。
脳が活性化、IQが上昇するとい ⃝教師／挾間裕子・祥子
（英ロイ
われています。楽しくレッスン ヤルバレエスクール・橘バレエ学
しながら、クラシックバレエの 校卒。牧阿佐美バレエ団ミスト
正しい基礎と表現力・リズム感・ レス・教師）ほか全員有資格者
集中力を養いましょう。年齢・進 ⃝3歳～成人（初心者歓迎）
度・目的に応じ、経験豊かな教師 ⃝本誌持参で入会金が半額に！

乗馬は馬とのふれ合いを通して
日々のストレスを解消でき、シ
ェイプアップ効果も期待できる
スポーツ。バランスをとり正し
い姿勢を保つことでおなか・腰ま
わり・モモの筋力upにもってこ
い。乗馬クラブクレイン東京で

TEL.044-966-8697

は10/9㈪まで無料の健康乗馬
試乗会を開催。（装具レンタル代
1,080円・保 険 料200円 必 要 ）
ご要望の日程で決めて、「ミスモ
を見た」とお電話にてお申し込み
下さい。

大人しい子、活発な子、外国人 やハロウィーン等の行事もアメ
子息など、子供さんの個性にあ リカ的で楽しい。秋の新クラス
ったベストな英語教育をしてい 開講。無料体験有。昨年英検合
ます。楽しく、実力のつくレッ 格のべ73名。留学生多数。月〜
スンを展開中。アットホームな 土。 幼 稚 園・小・中・高・大 学・帰
雰囲気の中、サマースクール、 国 生・ミ セ ス・成 人 各 ク ラ ス。
夏休みリーディングコンテスト Facebook有。

学習塾

学研教室
TEL.0120-114-154

お近くの教室をご案内します
https://www.889100.com/

学びはじめの適齢期！
3歳になったら学研教室
「学び」の楽しさを知る3歳から通える学研教室。
この秋から、小学校入学に向けて、勉強をスタ
ートさせませんか？小学校での教科学習を見す
えた
「えんぴつの持ち方」
「 ひらがなの読み書き」
「かずの学習」から、論理的思考力
（考える力）が
身につく
「ちえの教科」まで、
「学ぶ楽しさ」と
「教
科学習の土台となる力」を育む指導を行います。

クラシックバレエ

胡桃
（くるみ）
バレエスタジオ

TEL.044-989-5439

オリジナル教材を使用し、わかってから先に進
むので、習いごとが初めてのお子様でも安心。
週1回で月6,480円〜（幼児のみ）。ただ今、無
料体験学習を受付中！お問い合わせはお気軽に。

英語音読

音読塾
（英語・フランス語）
TEL.044-281-3538

フラワーデザイン・いけばな
NFD公認校・池坊いけばな

さつき・花のアトリエ
TEL.044-986-6912

川崎市麻生区王禅寺西7-20-2
http://kurumi-ballet.net

川崎市麻生区百合丘1-1-18 2F
百合ヶ丘駅から徒歩1分

プロダンサー輩出の実績
オープンクラス日曜11時

音読で英語の壁を
乗り越えよう！

趣味のレギュラークラス
資格取得はプロクラス

豊かな感性と強い精神力を育て
る。プロを目指す方、趣味で楽
しみたい方、各クラスあり。3
歳〜。教師：伊藤胡桃
（コンク
ール審査員）
、武石光嗣、中澤
多喜（教師陣ともに東京バレエ
団出身）
。入会随時。

英語が苦手なのは練習不足なだ
け。中高生は教科書音読。就活
の英語対策も音読から。社会人、
主婦も音読で英語に再挑戦。今
度こそ英語と友達になる！個人
指導。月謝制。無料体験受付中。
090-5817-3016も可。

●ドイツヨーロピアンから和の
デザイン幅広いカリキュラム。
●レッスン日・レッスン料・体
験等くわしくはホームページ又
はお電話・メールでお気軽に！
●2017年9月・10月 入 会 金
（5,000円）
無料キャンペーン

アンケートに答えて
「図書カードNEXT」をもらおう！

鶴川駅から徒歩7分
http://www.satsuki-f.com

図書カードNEXT
2,000円分

応募方法
ハガキ･FAX･Eメールのいずれかを利用して ■右記
アンケートの回答 ■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､ 下記までご応募ください。

3

名様

読書の秋を満喫！
子どもへのプレゼントにも

※図柄は変更になる可能性があります。

「 図 書 カ ードNEXT取 扱 い 店 マ ー
ク」
がある全国の書店で使用可能。
残額や利用履歴をPCなどから確認
できるので、子どもへのプレゼン
トとしても最適！

【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】 2017年9月22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ご了承くださ
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。

アンケート
＊2～10面の学校案内について、以下の質問にお答えください。
 記①～③のどちらに関心がありますか？
1下
（複数回答可）
①私立中学校 ②私立小学校 ③私立幼稚園
2 下記①～⑥の学校行事に参加したことはありますか？
また、それぞれ何回参加、または参加予定ですか？
（複数回答可）
①説明会
回
②見学会
回
③体験会
回
④オープンスクール
回
⑤文化祭・体育祭
回
⑥その他行事
（
） 回
3 上記①～⑥の行事に参加しての感想や、
今後に期待することをお聞かせください。
4 2～10面の記事について、ご意見・ご感想をお聞かせください。
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
させていただきます。

2017年9月号

ミスモ
［ビューティー・リラックス］

［グルメ］

約20種のスパイスを使った本格鉄鍋カレー

特別な日は寿司とステーキでぜいたくに

紫外線ダメージ、
シミ対策はお早めに！

ステーキやハンバーグが人気の同店だが、実は、オリジ
ナル牛すじカレーも評判だ。北海道産の玉ねぎとにんじ
んをソテーし、鶏ガラと豚骨のスープ、かつおと昆布の
だしスープを合わせ、20種類以上のスパイスをブレンド
しているため、旨みと辛みが混じり合っていておいしい。

Men u

宿
新
至
オーパ

蓄積した紫外線ダメージによる秋
の肌トラブルには、早めのケアを。
シミトリートメントコース
（120分）
は、深部洗浄、シミケア泥パックに、
シミに調合原液を直接塗布し、マス
クで導入する集中ケアをプラス。
特別価格の今、ぜひ、充実の内容と
プロの技を体感して。

エルミ
ロード

イオン
横浜銀行

ふらんす亭 イオン新百合ヶ丘店
蘂044-959-6152 川崎市麻生区上麻生1-19 イオン新百
合ヶ丘5F 賚11時〜22時
（L.O.21時30分） 贊イオン新百合ヶ
丘休館日 http://www.francetei.com

アップルマインド 新百合ヶ丘店
蘂044-969-2775

ミ スモ 特 典

ミ スモ 特 典

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

デザート1品サービス

120分。通常14,500円＋税。初回限定。
【2017年9月30日迄有効】

注文時に
「ミスモを見た」
と一言を。
【2017年9月30日迄有効】

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/

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

データ付きなので、名刺やSNSなど
のプロフィール写真にもぜひ。

丘
ヶ
合
百 オーパ

新

イオン

エルミロード

ミ スモ 特 典

空手着プレゼント

無料体験後に入会の方。
【2017年10月7日迄有効】

急線

蘂044-965-1122

通

田

至町

柳

注目

宿

新

至

百合丘小学校
メガネストアー
スーパー三和

本格中華料理を楽しめる人気店。15周年記念のフェア
では、厳選したフカヒレをたっぷり載せたフカヒレラー
メン1,595円＋税が、1,320円＋税に！メニューが豊
富で、麻婆豆腐などは辛さの調節ができるので、子ども
から大人まで楽しめる。ぜひ、家族や友人と訪れて。

Ⓒ2017フジテレビジョン アミューズ ギャガ

「そして父になる」
の是枝裕和監督と福山雅治が再びタッグを
組み、
オリジナル脚本で描く法廷心理ドラマ
「三度目の殺人」
。
役所広司をはじめとする豪華キャストの競演で、容疑者の深
い闇と、その先に浮かび上がる慟哭の真実を描く。

蘂044-959-3570

百合ヶ丘

15周年記念！フカヒレラーメンフェア

9

イオンシネマ新百合ヶ丘

世田谷通り

［グルメ］

9

極真カラテ三和道場 百合ヶ丘道場

ファミリーマート

洋服の青山
横浜銀行
マプレ

注目
日本映画史に残るサスペンス大作を
ぜひ劇場で！

新

丘

ヶ

合

百

特別な集まりや祝いの席には、
「大海」
コース
（3,700円＋税）
がおすすめ。トロやいくらの
にぎり7個に、国産牛ステーキ、煮物、季節
の刺身、天ぷら、茶碗蒸し、お椀が付き、子
どもも大人も大満足。平日限定のレディース
ランチ
（1,600円＋税、男性も注文可）
は、に
ぎり6個、海鮮サラダ、ローストビーフ、天
ぷら、茶碗蒸し、お椀が付く。さらに、
「ミス
モを見た」
のひと言でコーヒーがサービスに。

宿
新
至
オーパ
エルミ
ロード

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9月30日迄有効】

イオン
横浜銀行

マクドナルド
公園前

南武線

寿司もステーキも楽しめる感動の
「大海」
コース
（左）
。
とてもお得なレディースランチは平日限定
（右下）
。

旭鮨総本店 新百合ヶ丘本館
蘂044-951-3334

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

世田谷通り

JA

丘
ヶ
合
百 オーパ

新

イオン

体にやさしい、人気のパンがたくさん
トナカイの青い看板が目印の、可愛い三角屋根のパン屋
さんには、常時50種類以上のパンが並ぶ。フォンダン
クロワッサン
（210円）は、バターの香りが豊かに広がる
人気商品。米油で揚げたスパイスカレードーナツ（180
円）
は、
モチモチの食感とピリッとした辛さが評判だ。
生田緑地

聖マリアンナ
医科大病院

蘂044-948-8660

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
スタッフ募集中。詳細はお問い合わ
せを。

横浜生田線

医大前

宿

新

至

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 ※8/22㈫〜29㈫休 猾あり

ファミリーマート

［ショップ］

パン工房 トナカイ

駅北

登戸

スポーツの秋。空手に挑戦
したい人はぜひ、無料体験
教室へ！日時は、9/24㈰
10時～
（要予約）
。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、空手の道
を歩き始めよう。見学は随
時可能。

明るく広い店内は
バリアフリー

エルミロード

イオン

［シネマ］

パレットプラザ 新百合ヶ丘店

JA

新

空手を始めるなら！
9月無料体験教室へ

証明写真は、よりよい表情を引き出してくれるプロにおまか
せ！基本パックは1,600円＋税。就職活動には、プリント
32枚と美肌加工、WEBエントリーに便利なデータが付く、
「採用応援パック ボリュームセット」
（5,500円＋税）
がお得。

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/

宿
丘 新
ヶ 至
合 オーパ

百

／ ㈯公開
「三度目の殺人」

［スクール・レッスン］

入試や就職活動に！
証明写真撮影パック

［ショップ］

⃝鮨
 とステーキ膳
「大海」
3,700円+税
飲み放題
（120分）
1,500円＋税
⃝レ
 ディースランチ
（平日ランチ限定）
1,600円＋税
⃝出
 前鮨
1,200円+ 税～

田

新

丘

ヶ

合

百

2017年9月号

［グルメ］

小田

ミスモ

至町

13

エルミロード

500円OFF

ミ スモ 特 典

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。
【2017年9月30日迄有効】
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シャンプーのチカラ②

般的に、赤色や白色の
にきび・あるいは円状
に剥がれたフケなどと
して目に見えてきま
す。
膿 皮 症 の 治 療 に は、
抗生物質の内服による
全身療法と、薬用シャ
ンプーや塗り薬による
外用療法が行われま
す。この中でもシャン
プーは、被毛があって
も体表に広く行きわた
るため、大変有効な治
療法です。膿皮症治療
に有効な薬用成分とし
て代表的なのが、クロ
ルヘキシジンです。ク
ロルヘキシジンは殺菌
作用があり、また比較
的皮膚への刺激が少な
いことから、最も膿皮
症に有用な成分とされ
ています。クロルヘキ

シジンを使用するとき
に は 濃 度 が 大 切 で、
％のクロルヘキシジ
ン含有シャンプーを原
液のまま使用すること
がすすめられます。こ
のほかに、過酸化ベン
ゾイルという成分も細
菌に有効です。過酸化
ベンゾイルは皮膚を酸
性に近づけることで細
菌 の 増 殖 を 抑 え た り、
細菌の栄養となる皮脂
を洗い落としたりする
作用があるため、脂漏
症
（オイリー肌）が原因
の膿皮症に使用します。
にきび・フケは皮膚
病のサインです。見つ
けたら、皮膚コンディ
ションの改善が必要で
すので、お早めに近く
の動物病院または皮膚
科診療医を受診してく

夏の皮膚病にご用心！
まだまだ暑い日が続
きますね。この夏、ワ
ンちゃんの肌トラブル
はありませんでした
か？ 今回は、夏に多い
皮膚病の一つである膿
皮症と、その治療に有
効なシャンプー成分に
ついてご紹介します。
膿皮症は皮膚の細菌
感 染 症 で あ り、 犬 で
もっとも多く見られる
皮膚病です。原因菌の
一つである
「ブドウ球
菌 」は 皮 膚 常 在 菌 と 呼
ばれ、ほとんどすべて
の 犬 が 持 っ て い ま す。
皮膚には病原体や異物
の侵入を防ぐバリア機
能がありますが、これ
が弱まった時や、皮膚
表面で細菌が増えすぎ
た時などに膿皮症が起
こります。膿皮症は一

愛犬の悩みで一番深 「 犬 が 怖 が る 事 を し な
刻 な の は 咬 む 事 で す。 い」。これに限ります。
子犬の甘咬みは治る場
眠い時に愛犬を触っ
合もありますが、血が
て唸られたり、咬まれ
出たり、青あざができ
たりしていませんか？
る咬みは、そのレベル
夜は早めに愛犬を寝床

怖い対象から離れる事
が大切です。
もちろん、愛 犬 が嫌

が部屋を出ていく…な
ど、その空気を変える
工 夫 を し て く だ さ い。
怖くて咬むような場合
は、怖い対象物との距
離 を 取 っ て く だ さ い。

犬はなぜ咬むのか？

へ。触る時はまず声を
掛 け、 愛 犬 の 横 か ら。
散歩の後の足拭きで咬

ではありません。
「叱っ
て も、 ま っ た く ダ メ
で …」。 飼 い 主 さ ん が

ありません。嫌 な 事で

な 事 を し な い た め に、
ご 機 嫌 を 伺 うのは 良 く
も 我 慢 で き る よ う に、
時間 をかけてトレーニ
ン グ し ま し ょ う。落 ち
着いていれ ば我 慢でき

犬 は 拭 か れ る 事 よ り、
足をぎゅっとつかまれ
るのが苦手です。散歩
に行こうとしてリード
を着けようとすると咬

る か も し れ ま せ ん。怖
い対 象 も、少 し ずつ馴
れさせる事も可能です。
なぜ咬むのか？

まれる場合は、足拭き
のやり方に工夫が必要。

よくおっしゃいます。
まず咬む事につい
て、２つポイントがあ
り ま す。「 な ぜ 咬 む の
か？」
「聞く耳を持つ
状 況 か？」
。この 点
を ク リ ア し な け れ ば、

む場合は、興奮が原因
と考えられます。
人もそうですが、興
奮している時に叱った

ただ叱ったり、諦め
るのではなく、原因を
知り、対策を立ててく

9月25日㈪
（必着）
までに、往復はがきに1～3を記入して
「川崎フロンターレホームゲーム応援バスツアー参加希望」
1
2参加人数
（4人まで）
の氏名・住所・年齢・性別
3代表者の電話番号
〒215-0021 川崎市麻生区上麻生3-6-1 麻生スポーツセン
ター内
「川崎フロンターレ麻生アシストクラブ事務局」
までお送りください。

応募方法

［日時］平成29年10月14日㈯
新百合21ビル
（麻生区役所向かい）
12時集合
試合開始 15時
［定員］麻生区民 80人
（定員オーバーの場合は抽選）
［費用］高校生以上 4,000円、小・中学生 2,200円
（観戦チケット代・往復バス代含む）

選手のサイン入りグッズが
当たるクイズも実施

ベガルタ仙台との試合を
等々力陸上競技場で
観戦します。

問い合わせ：川崎フロンターレ麻生アシストクラブ事務局
（主催）044-951-1234
麻生区役所地域振興課
（共催）044-965-5223

日本映画大学南
西友

044-712-7722
川崎市麻生区白山1-1-3
http://hakusan-fukushikai.com/

新百合ヶ丘
路

王禅寺消防署前
黒
尻手

特別養護老人ホーム

日本映画大学

ラスール麻生

川道

吹込

「川崎フロンターレ ホームゲーム応援バスツアー」参加者募集！

療 9:00〜12:30／15:00〜18:00

咬みは解決しません。
今すぐできる解決策
は、咬まない環境を整
える事。犬が本気で咬

ださい。

126×62mm

さ い りゅうまつり

http://okazakiiin.com/

としても、声も音も耳
に入りません。まずは、
鎮 め る 事 が 大 切 で す。

ミスモ編集部

9/23㈷、彩 流 祭 を開催

気軽にご参加を!

〒215-0018 麻生区王禅寺東2-13-1 直接来院受付可

981-3636

診療時間の詳細は

柿生駅北口前 川崎市麻生区上麻生5-40-1-202

蘂044-966-8881（代表） 044-966-8880（受付専用）

薑044-

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
クレートに入れる、人

今月号は、連載
「東海道五十三次を往く」
をお休みします。

15:00〜19:00

む 時 は、
「止めてほし
い時」
「 怖 い 時 」で す。
こ の 状 況 に 対 し て は、

http://www.inuyahoikudo.com

■ 休診日：日･祝日､木曜､月曜午前

内科･小児科･循環器科･胃腸科
「犬に嫌な事をしない」

富士宮焼きそば、ヨーヨー釣り、射的などの模擬
店が登場
（有料）
。ジャズバンドやビンゴゲームも。
最後はやぐらを囲んで音頭を踊ろう！ 9/23㈷16
時～19時。雨天決行。模擬店の景品・飲食には
限りがあるので、早めに来場を。

2D1/2

さん

渡邉 悦代

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

044-986-2885
川崎市麻生区下麻生3-25-36
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
●住
所
●診療時間
●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

園長

9:30〜
14:00

○

診

2

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
犬家保育堂

2

○
○

○
○
○

○

休診

○

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
内科・糖尿病 担当専門医(東京女子医科大学）
花井 豪、大武 幸子
名誉院長 岡崎 武臣
受付は終了の30分前まで
09:30〜12:30 休診

岡崎医院
井澤クリニック
あさお

神経科
精神科
心療内科

14
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明治大学
さわしい
学びの秋にふ
スタート！
多彩な講座が

魅力ある秋期講座を
4つのキャンパスで開設
誰でも学べる明治大学の生涯学習
「リバティアカデミー」では、生田
を含めた4キャンパスで講座を開
設。生田キャンパスの講座は今な
ら入会金が無料
（通常3,000円）
に。
受講申し込み受付中。
講座一例 ［生田キャンパス］
■元
 素誕生物語

新元素ニホニウムへの道
講
 師：小川 建吾
（千葉大学名誉教授）
ほか
10/28㈯ 13時～14時30分
全1回 無料
（要予約）
■ いつも食べている野菜をもっと知りたい！
講師：伊藤善一
（明治大学農学部専任講師）
ほか
12/9㈯ 13時～16時30分 全1回  2,000円
■陸
 軍登戸研究所開設から80年を検証する
講師：山田 朗
（明治大学文学部教授）
ほか
10/21㈯ ～12/16㈯ 10時30分～12時
全5回  10,000円
■お
 殿様の領地経営
講師：日比 佳代子
（明治大学博物館学芸員）
ほか
10/26㈭～11/9㈭ 15時～16時30分
全3回 4,000円
■源
 氏物語の名場面鑑賞
講師：日向 一雅
（明治大学名誉教授）
9/25㈪ ～12/18㈪ 13時30分～15時
全5回  9,000円
お問い合わせ･資料請求先

さまざまなジャンルの「学び」を提供している公開講座。
趣味を広げたり、教養を深めたり、仲間と楽しんだり…。
あなたにピッタリの講座が、きっと見つかるはず！

［駿河台キャンパスオープン講座］
注目の講座
■「国宝の魅力について語る」


講師：山下 裕二
（明治学院大学教授）
吉村 武彦
（明治大学名誉教授）
会場：アカデミーコモン
（アカデミーホール）
9/23㈷ 14時～16時 全1回 無料
（要予約）

玉川大学
公開講座、好評受付中！
はじめる。広がる。深める。
■「様々なる明治大学」


玉川大学継続学習センターでは、

～創立者から阿久悠まで～
講師：吉田 悦志
（明治大学副学長）
ほか

緑豊かなキャンパスで、多彩な公
開講座を楽しく学ぶことができ

会場：リバティタワー
（1011教室）
10/22㈰ 11時〜15時50分

る。実技から講義まで、学術的な

全1回 無料
（要予約）

裏付けのもとに「学ぶ」講座を年間
200以上開講。

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
駿河台キャンパス：ＪＲ御茶ノ水駅徒歩3分
e-mail : academy@mics.meiji.ac.jp
リバティアカデミー

検索

講座一例
■短
 期で学ぶ

注目の講座

屋外のスケッチ

■コ
 ントラクトブリッジ

■ボ
 タニカルアート入門

■ジ
 ュエリー＆メタルデザイン
■デ
 ジタルカメラの楽しみ方
■折
 紙を楽しむ

初中級

■合
 唱を楽しむ

（無料・要申し込み）

体験講座

コントラクトブリッジを覚えたい初心
者を対象とした、ゲームの楽しさを理
解するための体験講座。
9/22㈮・29㈮ 各13時～15時

■面
 を打つ
［能面・狂言面］
■漆
 芸の魅力

■絞
 り染／ベンガラ染
■

落語を楽しむ

■ペ
 ーパークラフトアートを楽しむ
■世
 界遺産の魅力

■世
 界の名作をご一緒に

■大
 名家の香道／煎茶道入門講座
■は
 じめての俳句／書に親しむ
■コ
 ントラクトブリッジ

入門講座

■モ
 ーニングエクササイズ
■ハ
 ワイアン・フラ

お問い合わせ･資料請求先

玉川大学継続学習センター
TEL 042-739-8895
〒194-8610 町田市玉川学園6-1-1
小田急線玉川学園前駅から徒歩3分
（正門まで）
e-mail : tucl@adm.tamagawa.ac.jp
TUCL

■折
 紙を楽しむ

入門者向けに折紙の基礎から始め、一
工夫加えて身近な植物や動物などを折
っていく。折り図の読み方やきれいに
折るコツなど、生きものや自然の話を
織り交ぜつつ折紙を楽しむ。
■は
 じめての俳句

今、注目されている俳句。基礎を学び
ながら俳句を作り、読み方もわかるよ
うにレクチャー。出合う俳句を、もっ
と深く理解できるように。

検索

本誌掲載の情報は2017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。

