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ミスモ

プラン 2

バスで出発

家族で

アクティブに!
爽快に!

バスで15分

に
2.元 箱 根 港

到着

プラン 1

多彩な乗り物で
箱根の旬をめぐろう

絶好の
シーズン
到来!

きらめく芦ノ湖やツツジ、大涌谷と
初夏の魅力を海賊船やロープウェイを使って楽しもう。

山々を自転車で駆け抜け、
大自然の露天風呂でさっぱり！ 気持ちの良い一日を。

懇切丁寧な指導で
初心者も安心

2. 爽 快

に
に痛快

小田原の森

を走り抜け

フォレストバイク
蘂070-1467-5782
（9時30分〜16時）
神奈川県小田原市荻窪字屏風沢1597
賚土・日・祝10時〜16時
（最終入場15
時）※HPにてカレンダー要確認 贊不
定休 猾あり 要予約 JR・小田急線小
田原駅からバス15分
http://www.forestbike.jp/

バスで出発

到着

る

徒歩3分
バスで35分
箱根登山電車で
15分

3.小田原駅から

ら

源台 港 か
4. 桃
箱根ロープウェイに

箱根登山電車に乗車

乗り換 え

徒歩1分

MENU
■ A-1講習
（講習90分+フリーライド60分）
3,000円
■ A-2講習
（スキルアップ講習60分＋
フリーライド90分）
2,500円
1,500円
■ フリーライド
（180分）
■ レンタルバイク
（バイク+ヘルメット・180分）1,500円
※初心者はA-1講習の受講が必須

16分

アルした
ー
ュ
ニ
3.リ
拠 点へ！
芦ノ湖 の 観 光

バスで15分

が彩る
葉
若
6. 極 上 の 露 天 風 呂 へ

あしのこ茶屋
蘂0460-83-6731

箱根小涌園 森の湯
蘂0460-82-4126
神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平1297
賚11時〜20時
（最終入館19時）
贊無休
（6/4㈪〜8㈮は休館）
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス20分

バスで20分

中庭のツツジが見頃
伝統ある純和風旅館
明治16年創業。国指定有形文化財に登録された建物
は風格があり、多くの文人墨客に愛されてきた。5月
中旬からは中庭のツツジが見頃を迎え、品格ある佇ま
いともてなしが優雅な気分にさせてくれる。

0460-82-2231
神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷503
http://www.hakone-mikawaya.com/

宿泊するなら

到着
徒歩15分

箱根ロープウェイで

る時間を

山々の新緑がまぶしい早川の畔。心洗わ
れる美しい景色を眺めながら、箱根名物
の湯葉丼
（980円）が味わえる。箱根山の
名水で汲み上げた湯葉を、特製かつおだ
しのスープで煮込み、卵とじに。アツアツ
の土鍋から一口ずつすくい、ご飯に載せ
ていただけば、とろけるようなやさしいお
いしさが広がる。湯葉と小豆の組み合わ
せが斬新な湯葉ぜんざいも人気。食後に
は、店先にある無料の足湯で癒されて。

湯葉丼 直吉
蘂0460-85-5148
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

バスで20分

6. 桃源台港に

7.「つつじま

16分

つり」で
圧 巻 の 美し
さに感 動

の
絶 景レストラ
ンで
パワーチャージ
大涌谷の噴煙とロープウェイ。パワ
フルでダイナミックな風景を楽しめ
る同店の名物は、
「特製」
大涌谷カレ
ー。ゴロゴロしたひき肉と玉ねぎが
たっぷり入ったスパイシーで深みの
ある一皿だ。辛さを温泉卵でマイル
ドにして味わうのもおすすめ。箱根
ロープウェイ大涌谷駅2階。

MENU
■ 湯葉丼
980円
■ 湯葉丼ご膳
2,000円
■ 豆腐ぜんざい
720円

庭園の約3,000株のツツジが色鮮やかに
咲き誇り、見頃を迎えるこの季節。5/10
㈭〜20㈰には
「つつじまつり」
が開催され
る。和洋の特別ランチが味わえるほか、
5/12㈯・13㈰には
「Tamaki ノスタルジ
ックライブ」
も。湯量豊富な自家源泉が楽
しめる日帰り入浴プランも好評だ。

5. 大涌谷駅

ホテル花月園

大涌谷 駅食堂
蘂0460-84-4650
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1251
賚10時30分〜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.hakoneropeway.co.jp/

蘂0460-84-8621
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1244-2
1泊2食付11,000円+税〜 日帰り入浴
（11
時〜15時）
大人1,500円、子ども1,000円
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス40分
http://hotel.kagetsuen.net/

T OPIC
箱根につづく時間（とき）を優雅に走るロマンスカー

（70000形）
新型特急ロマンスカー・GSE
が
3月にデビュー
新型特急ロマンスカーGSE
が、今年3月にデビューし
た。両先頭車に16席用意さ
れた展望席には大型の一枚
ガラスが採用され、眺望が
格段に向上。さらに、車両
側面の窓はVSEやMSEより
も30cm高い100cmで、大
きな窓から、流れゆく沿線
の風景を心行くまで満喫す
ることができる。

■ 問い合わせ 小田急電鉄
（小田急お客さまセンター）03-3481-0066
※所要時間は目安です。実際にかかる時間とは異なる場合がございます

まぶしい新緑の山々︑華麗に彩るツツジやアジサイなど︑

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根6-8
賚11時〜16時
（L.O.15時30分）
、
売店
（1F）
：10時〜16時30分
※時季により変動あり ㊡木曜
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス40分

5.早 川 の 流 れ と

やさしい湯葉丼が奏で

25分

楽 し み が 尽 き な い 初 夏 の 箱 根 ︒お す す め プ ラ ン を ご 案 内 ！

初夏の箱根外輪山は、みずみずしい
若葉が輝く美しい季節。その絶景を
眺めながら、露天風呂を楽しめる日
帰り温泉施設へ。落ち着いた雰囲気
の内湯、貸し切り風呂を含む8種類
の湯船に加え、サウナも完備。都会
の喧騒を忘れ、身も心もリフレッシ
ュできるぜいたくな時間を。

箱根海賊船で

4/24㈫にリニューアルオープン。1階売店の一押しは、
栗や黒豆、小田原産の梅などを使ったお洒落な和素材
マドレーヌ。テイクアウトもできるハート型の大判焼
「縁結び焼き」もぜひ。2階は、美しい眺望を楽しめる
レストラン。地元食材を使ったメニューを楽しんで。

豆腐ぜんざいは、
ここだけの味！

三河屋旅館

箱根
ロープウェイで

新 めぐり
緑

小田原の広大な自然の中、森の木々に
癒されながら走り抜ける、マウンテン
バイクの体験ができる。スリルを求め
る従来のマウンテンバイクとはまった
く違う、爽快で痛快な体験が大人気。
インストラクターが、バイクの取り扱
いと安全走行のためのレクチャーもし
てくれるので、初心者でも安心。経験
者のスキルアップにも好評だ。フリー
ライドもあり、バイクの持ち込みも可。
営業日・時間はHPで確認を。

1. 箱根 湯本駅から

4.箱 根 湯 本 駅 に
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箱
根

1. 小 田 原 駅 か ら
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ミスモ

2018年5月号

ミスモ

ら
本駅か
湯
根
1.箱箱 根 あ じ さ い 電 車 」に 乗 車
「

花と芸術を

湖畔を優雅に

楽しもう
6月から7月にかけて、各所でアジサイやバラが見ごろに！
ゆっくりゴトゴト登山電車に乗りながら楽しもう。

箱根登山鉄道 鉄道部

箱根登山電車で
40分

3. 美 し き ガ ラ

300株のバラ

2.「アートラ
イヴ

」を
家族で楽し
もう

面が
、食 、湖
ト
ー
3.ア 織 り な す 美 し い 瞬 間 を
新緑と湖の美しい景色を眼前に、ゆ
ったりと過ごすことができる芦ノ湖
テラス。玉村豊男ライフアートミュ
ージアムでは、ブドウや草花、パリ
の風景などの水彩画を展示販売。食
器などのグッズが並ぶショップも楽
しい。隣接のレストランでは、窯焼
きのナポリピッツァをぜひ。

0465-32-6823
問い合わせ／平日9時〜18時
贊土・日曜、祝日
http://www.hakone-tozan.co.jp

スの館
で
に出合う

0460-83-1071（ミュージアム）
0460-83-1074（レストラン）

テラスで
ランチを

クリスタルガラスが輝き、季節の花々が咲き誇る庭園。6
月上旬からは約200種300株のバラが見頃を迎え、高貴
な香りと美しさで出迎えてくれる。4/28㈯からの企画展
「〜奇跡のガラスを生んだ〜華麗なるバロヴィエール一族
展」
も必見。繊細で優美なガラス作品をぜひ。

参拝者でにぎわう箱根神社
の境内にあるお休み処。店
名でもある
「 から め も ち 」
は、もち米100%の柔らか
な餅に、手作りの餡やすり
ゴマなどを載せた人気の一
品。ほかにも、境内の御神
水を使った多彩なメニュー
が並ぶ。

ジュゼッペ・バロヴィエール
『風にそよぐグラス』1895年

箱根ガラスの森美術館

蘂0460-85-7737

の
の世界へ

バスで 出発

バスで25分

箱根湯本駅から徒歩5分。
早川の清流が耳に心地い
い場所に、家庭的で温かな
もてなしと安らぎの宿があ
る。箱根で独自の良質源泉
は、医師お墨付きの
「まま
ね湯」
。旅の疲れをゆっく
りと癒してくれる。契約農
家直送の野菜や信州老舗
の味噌を使った医食同源
料理も、心和む味わい。

1周年 を 迎 えた同 館。7/22㈰
まで、
『歴史に彩られるドール
ハウスと文学展』
を開催中。
「ピ
ーターラビットのおはなし」の
原作者をはじめとする英国作家
の生家から、物語のワンシーン
をドールハウスで再現。精巧な
作品を楽しんで。

箱根ドールハウス美術館
0460-85-1321
神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯84-55
開館時間／10時〜17時30分
（最終入館17時）
贊 第2・4火 曜 入 館 料 ／ 大 人1,200円、中 学
生・高校生・大学生1,000円、
小学生700円
※小学生未満無料
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス25分
http://hakonedollhouse.jp

権現からめもち

う
の香漂
木
に
6.そ よ 風良 湯 に 身 を ゆ だ ね て

0460-83-5122

神奈川県足柄下郡箱根町仙石原940-48 開館時間／10時〜17時30分
（最終入
館17時）贊毎年成人の日の翌日から11日間 入館料／大人1,500円、大学生・高
校生1,100円、中学生・小学生600円 箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス25分
http://www.ciao3.com

こだわりの
温泉まんじゅうを

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/

ミニチュア

モッツ・ミニチュアコレクション
「モッツ雑貨店」

蘂0460-86-3111

まんじゅう屋 菜の花

1.箱 根 湯 本 駅 か ら

根神社
境内で
ほっと一息

4/28㈯ 〜 5/6㈰ に
「アートライヴ
2018GW」を開催。野外展示作品のイ
ラストを使ったカード作りや、サルのし
っぽ作りのワークショップを開催。ほか
にも、サーカスパフォーマンスやガイド
ツアーなどイベントが盛りだくさん！詳
細はHPで。

の
食同源
医
と
4.名も湯て な し に 癒 さ れ る

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。

芦ノ湖の畔には、絶景スポットや歴史名所が盛りだくさん。
きらめく湖面を眺めながら散策しよう。

4. 由 緒 あ る
箱

彫刻の森美術館

お 土 産 に！

ウオーキング

2. 日 本 で 唯
一

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根61
賚ミュージアム10時30分〜17時、
レス
トラン10時30分〜20時
（L.O.19時30
分）※ともに土・日・祝9時〜 贊無休 箱
根登山鉄道箱根湯本駅からバス40分

徒歩10分

0460-82-1161

バスで10分

玉村豊男
『ぶどうの時間 リザーブ』
版画
（ジクレー）
35×91cm 2007年

芦ノ湖テラス

バスで15分

神奈川県足柄下郡箱根町ニノ平1121
開館時間／9時〜17時
（最終入館16時30分）
贊無休 入館料／大人1,600円、大学生・高
校生1,200円、中学生・小学生800円
箱根登山鉄道彫刻の森駅から徒歩2分
http://www.hakone-oam.or.jp
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プラン 3

プラン 4

創 業130周 年 を 迎 え る 箱 根 登 山 鉄 道。
今年も「あじさい電車」の時期がやってき
た。沿線のあじさいは、例年6月中旬か
ら 見 頃 を 迎 え る。 さ ら に、6/15㈮ 〜
7/8㈰はライトアップされた幻想的なあ
じさいを観賞できる「夜のあじさい号」も
運行。詳しくはHPを。

2018年5月号

神奈川県足柄下郡箱根町元箱根80-1 箱根神社境内
賚10時〜17時
（売り切れしだい閉店）贊不定休 Ⓟあり
箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス40分

で
美術館
の
畔
5. 湖日 本 画 と 絶 景 を 堪 能

湖畔

をぶ

らぶ

ら

新芽の清々しい香りに包まれ、ゆっくり
と湯浴みが楽しめる日帰り温泉。源泉
100％の檜風呂で、大自然との一体感を
味わえる。男湯は休憩所を、女湯はホッ
トベンチを新設し、より快適に。湯あが
りは、そば処
「すくも」へ。自家製粉のそ
ば粉と温泉水を使った手打ちそばをぜひ。

徒歩20分

バスで25分

かよい湯治 一休
蘂0460-85-8819
神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋208 賚平日
11時〜20時
（最終受付19時）※土・日・祝は21時
閉館 贊木曜 入館料／中学生以上1,100円
「 すくも」賚11時30分 〜17時
（L.0.16時30分 ）
贊木曜、第2・4金曜 箱根登山鉄道箱根湯本駅
から巡回バス10分

ままね湯 ますとみ旅館
バスで30分

蘂0460-85-5775
神奈川県足柄下郡箱根町湯本656
1泊2食付14,500円+税〜 箱根登山鉄道箱根湯本
駅から徒歩5分 http://www.mamaneyu.jp/

山本丘人、
平山郁夫、
堀文子などの現代日本画の傑作を
約4,000点収蔵する同館では、7/11㈬まで
「開館30
周年記念展 戦後日本画の山脈 第2回」
を開催中。名画
の鑑賞後には、展望ラウンジやカフェ、庭園から富士
山と芦ノ湖が織りなす絶景をゆっくりと楽しみたい。

杉並木を歩

く

徒歩20分

箱根・芦ノ湖 成川美術館

平山郁夫
「䌊善国妃子
（楼蘭の王女）
」

蘂0460-83-6828
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根570 開館時間／9時〜17時
（最終入館
16時45分）贊無休 入館料／大人1,300円、
大学生・高校生900円、
中学
生・小学生600円 箱根登山鉄道箱根湯本駅からバス35分
http://www.narukawamuseum.co.jp

立ち寄り
スポット

T OPIC
東海道の要所、
箱根関所

「アトリエ×温泉旅館」が
仙石原に誕生！

関所に
立ち寄
るなら
ココも
！

全国展開する温泉旅館ブランド、
「星
野リゾート 界」
が今夏、仙石原にオー
プン予定。滞在者の五感を刺激し、表
現 欲 を 高 め る 場 を めざ す。開 業 前、
7/10㈫〜20㈮開催の
「アーティスト
イン レジデンス 箱根」
に協賛。期間中、
界 仙石原に宿泊する国内外のアーティ
ストの完成作品が客室に飾られる。

看板メニュー
「俺のうどん赤 」
は、真っ赤な
見た目とは裏腹に、辛くないスープ・さっぱ
り柚子味・激辛の3種から選べる。もっちり
した麺に絡みつく風味豊かなスープは、麺好
きも認めるおいしさ。

星野リゾート

界 仙石原

蘂0570-073-011（界 予約センター）
神奈川県足柄下郡箱根町仙石原817-359 箱根登山鉄道強羅駅から
車15分 料金／1泊2食付 37,000円〜
（サ・入湯税込）
https://kai-ryokan.jp/sengokuhara/

俺のうどん赤 本店

蘂0460-83-8063
神奈川県足柄下郡箱根町箱根15 賚11時〜16時 贊火曜

ミスモ

2018年5月号

ミスモ

濃厚な旨みが光る感動の旭川らーめん

2018年5月号

6

連休の集まりにも！笑顔が弾む旨い焼き鳥

新鮮な生ガキと弾けるワインで乾杯！

M e nu

920円
780円
450円
850円
900円

三浦港直卸の新鮮なカキが大好評
の同店。南欧の雰囲気が漂うお洒
落な店内は、パーティー仕様も完
備され、貸し切りも可能だ。魚介
料理のほか、黒毛和牛ステーキな
ど、肉料理も充実！ランチ注文時、
「ミスモを見た」で人数分デザート
をサービス
（５月末まで）
。
ボ ン ダ イ ズ

蘂044-819-8397 川崎市麻生区上
麻生１-3-2 2F 賚平日11時～15時30分
（L.O.
14時30分）
/17時〜24時
（料理L.O.23時）
、
土・日・祝11時～24時
（料理L.O.23時）贊無
休 https://www.oceanclub-bondis.com/

ミ スモ 特 典

スパークリングワインサービス

ディナー限定。1人につき１杯
（グループ全員可）
。または飲
み放題が30分延長に。【2018年5月31日迄有効】

新

イオン

15時からお得！大好評ほろ酔いセット
新百合ヶ丘駅北口の人気とんかつ店。
お得な
「ほろ酔いセ
ット」は、串かつ、アジフライ、小皿3品、千切りキャベツ
にドリンクが付いて908円+税！モダンな店内は1人で
も入りやすいので、気軽に立ち寄りたい。特製パン粉で
サクッと揚げたジューシーなロースかつも好評。
アートセンター

ミ スモ 特 典

手作り餃子
（5個）
1皿サービス

手作り餃子
（450円）
を進呈。1グループにつき1皿。ラーメ
ンご注文の方。複数回利用可。
【2018年5月31日迄有効】

たっぷりチャーシューと煮卵が載った特製中華そば
（左）
。
ゆったりしたテーブル席は家族連れにも
（右下）
。

だい せつ けん

旭川らーめん 大雪軒
蘂044-959-3391

川崎市麻生区上麻生1-19 イオ
ンスタイル新百合ヶ丘5F 賚11
時～22時 贊イオンスタイル新
百合ヶ丘休館日 猾あり

ヶ

合

百

新

丘

宿

新
至
オーパ
エルミ
ロード

イオン
横浜銀行

川崎市麻生区上麻生1-6-3 マプレB1F
賚平日17時～24時
（L.O.23時30分）
、
土・日・祝15時〜24時
（L.O.23時30分）
贊無休 Ⓟあり

ミスモを見たと一言を。グループ全員可。他の割引・クーポ
ンとの併用不可。
【2018年5月31日迄有効】

世田谷通り
マクドナルド

南武線

駅北

中国家庭料理 神洲之華

蘂044-966-1830

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

ミ スモ 特 典

100円OFF

注文時
「ミスモを見た」
と一言を。【2018年5月31日迄有効】

春の締めくくりを飾る絶品アワビを堪能

しん しゅう の はな

かついち 新百合ヶ丘店
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

マプレ

公園前

丘

ヶ

合

百

横浜銀行

家族や友人と訪れたい本格中国料理の店。
本場の味をリー
ズナブルに楽しめると人気だ。自慢のエビチリや点心な
ど、豊富なメニューに大人も子どもも大満足。コースは
2,625円＋税～。3,675円＋税以上のコースなら、プ
ラス1,029円＋税で飲み放題に。GW中も通常営業！

JA

新

宿
新
至
エルミロード

イオン

リーズナブルな本格中華で家族時間を！

町

区役所南

横浜銀行
マプレ

蘂044-712-5653

ミ スモ 特 典

ワンドリンクサービス

丘

ヶ

合

百

新

登戸

「地元北海道以上の感動を」という思いを込め
た、こだわりの旭川らーめんが味わえる人気
店。自慢はかつお節・あじ焼き干・真昆布など
でとる
「魚だし」と、豚骨・鶏ガラから炊き上
げる「動物系だし」を注文ごとに合わせて仕上
げる香り豊かなスープ。コシのある中細縮れ
麺がよく絡み、やみつきになる一杯だ。深い
味わいのチャーシューも美味。お得な平日限
定セットのほか、季節限定メニューも。

洋服の青山

田

駅入口

エルミロード

焼鳥炉端 圭玄

急線

人気の手作り餃子も
ぜひ！

宿
丘 新
ヶ 至
合 オーパ

百

小田

オ ー シ ャ ン ク ラ ブ

OCEANCLUB BONDIS

備長炭で焼き上げる、
香ばしくジュー
シーな焼き鳥は格別。直送で仕入
れる岩手のブランド
「あべどり」の
旨さを堪能しよう。小名浜の伴助
干物、旬の貝類も楽しめる炉端焼
きも美味。飲み放題付きのお得な宴
会コースは、
3,500円＋税～。詳細
は問い合わせを。

田

特製中華そば
中華そば

手作り餃子
（5個）
レディースセット
期間限定そば

至町

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

至
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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。
【2018年5月31日迄有効】

里山の新緑を愛でつつ絶品うなぎを
寺 家 町 の 里 山 風 景 を 眺 め つ つ、
香ばしいうなぎを楽しめる人気
店。肉厚でほどよい脂がのった
うなぎに、秘伝のタレが絡み合
う絶妙なおいしさだ。春限定の
「竹の子と若布のそば」
（900円＋
税）や
「桜鯛のお茶漬け」
（1,450
円＋税）もおすすめ。今だけの味
わいを心ゆくまで堪能して。
じ

け

Men u
お祝いや会合の席にもぴったりの
「春の奏べ膳」
（上）
。平日ランチなら限定の
「華」
も人気
（左）
。

の まん りょう

うなぎ・田舎蕎麦 寺家乃鰻寮
蘂045-962-7338 横浜市青葉
区寺家町414 四季の家 賚11時〜20
（L.O.）
/ランチ
（L.O.14時30分）
時30分
贊火曜 猾あり http://www.mismo
net.com/navi/245/

生アワビを使った
ステーキは絶品

新百合ヶ丘
下麻生
寺家ふるさと村

注目
ほっとひと息つける懐かしい雰囲気。
家族や友人とのんびりしたい。

早野

春の味覚を盛り込んだ限定コースは、いずれ
も5月末まで。
「春の奏べ膳」
は、新鮮な刺身、
キンキ煮付け、アワビステーキ、トロ・いく
らなどの寿司7個の豪勢なコース。リーズナ
ブルに楽しむなら、
「鮑ステーキとにぎり鮨」
がおすすめ。絶品アワビステーキをメインに、
トロ・かつおなどの寿司10個と茶碗蒸し、お
椀が付く。バリアフリーの広々とした店内で、
板前が握る寿司と旬の味を堪能して。
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。他割引、特別価格メニューと
の併用不可。
【2018年5月31日迄有効】

⃝ 春の奏べ膳 ※5月末まで
特別価格4,860円
・飲み放題付き
（120分）

特別価格6,000円
 ステーキとにぎり鮨 ※5月末まで 特別価格2,970円
⃝鮑
※特別価格メニューは前日までに要予約。クーポン併用
不可

1,728円
⃝華
（平日ランチ限定）

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 Ⓟあり

世田谷通り

JA

宿

新

至

ファミリーマート

丘
ヶ
合 オーパ

百

新

イオン

エルミロード

2018年5月号

ミスモ

犬は見た目も仕草も
とても可愛らしく、飼
い主さんは愛犬にメロ
メロ…。一方で、その
可愛い愛犬は…。日々
飼 い 主 さ ん を 観 察 し、

なりません。そして犬
達は日々飼い主さんを
観察し、行動を分析し、

のですが、
人にとっては
迷惑なので
「無駄吠え」
となる訳です。
人と犬が快適に暮ら
していくには、お互い
をよく理解しなければ

り で 育 て て し ま う と、

ちにたくさん遊ぶ事が
とても大切です。箱入

ます。ひとりで育てる
よりも、たくさんの人
と触れ合い、子犬のう

方 が 上 手 で す。 ま た、
決め付けるのも良くあ
りません。見方を変え
れば違う物が見えてく
るかもしれません。犬
育ては人育てに似てい

WA ！ホグレルジム
注目
土曜7時～は、朝ラン
（ランニング）
を
開催。予約不要。会員以外も参加可！

フレスポ若葉台

蘂044-299-8187

川崎市麻生区黒川562-6京王リトナー
ド内C-101 賚平日10時〜22時 土・
日・祝8時〜18時 贊月曜、第3火曜

ラ

シ

ュ

駅南

ガスト

ュ

蘂044-955-2025

ミ スモ 特 典

若葉台

セブン
イレブン

シ

トータルビューティーサロン La chou chou 新百合ヶ丘

エンダモロジー7,980円

セルライトケア。
通常21,800円、
50分間
（カウンセリング別）
。
新規の方。
【2018年6月30日迄有効】

［スクール・レッスン］

川崎市麻生区万福寺1-12-1 クロスアベ
ニュー新百合7F
賚10時～21時 贊無休 Ⓟあり 要予約
http://la-c-c.com/

アートセンター
駅入口

世田谷通り

JA

ファミリーマート

新

丘

ヶ

合

百

区役所南

［スクール］

心のヘルスケアに
役立つ
「ヨガ」
セミナー

［シネマ］

二の腕や太もも、お腹まわりなど、
ボディラインが気になる季節。エン
ダモロジーなら、より集中的に、よ
り効果的にセルライトをケアし、気
になる脂肪へアプローチする。し
っかりしたカウンセリングで、一人
ひとりの悩みに合ったケアを提案。
まずは気軽に問い合わせを。

空手を始めよう！
月無料体験教室

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

入会金
5,000円＋税
一般
月額 10,000円＋税
学生
月額
8,000円＋税
小学生以下 月額
5,000円＋税
土日会員
月額
8,000円＋税

生活習慣によって姿勢や体のバラ
ンスが乱れると、体調不良の原因
になることも。専門家の指導によ
る1回15～ 20分 の 運 動 で、 腰 痛
や肩こり、ふらつき、猫背などの
改善を目指そう。子どもからシニ
アまで歓迎。着替えが不要なので、
買い物途中や仕事帰りにも。

人気コミック原作の
青春恋愛映画が登場

http://www.inuyahoikudo.com

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

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

田

学習しています。飼い
主さんの服装や動きを
見て、仕事に行くのか、

飼い主さん、可愛い

犬の立場から現在の行
動を取っている訳です。

苦手な物だらけになっ
て し ま い ま す。 散 歩、
犬、人 …。 苦 手 な 物 に
は吠えたり、唸ったり

●電
話
●住
所
●診療時間

薄着の夏に自信！理想のボディづくり

Men u

シャンプーのチカラ⑤

遊びに行くのか、ちゃ
ん と 理 解 し て い ま す。

と鼻の下を長くしてい
るだけではいけません。
しつけの本や動画もた
くさん出回っています

咬んだり。普段から愛
犬が笑顔で過ごせるよ
うに環境を整え、しつ
けをしておく事が、愛

さん

0120 -184 -195
川崎市麻生区上麻生6-31-25
7:00〜22:00

8

［ビューティー・リラックス］

簡単な運動で体をほぐしてリフレッシュ

界面活性剤を読み解く
シャンプーの選び方：

瞳をウルウルさせてオ

が、即席で出来る物は
あまり信用出来ません。
生きている訳ですから、
性格も様々ですし、環

犬のストレスを減らし、
長生きにつながるので
はないでしょうか？

目は石鹸系です。比較
的穏やかな洗浄作用を
もちますが、アルカリ
性のため毛のきしみが
生 じ や す く な り ま す。
代表的なものに、オレ
イン酸、ラウリン酸な
どがあります。３つ目
は、 低 刺 激 性 の
「アミ
ノ 酸 系 」で す。 成 分 名
に
「グルタミン酸」
「プ
ロ ピ オ ン 酸 」な ど の ア
ミノ酸名が入っていま
す。洗浄作用や脱脂作
用は弱く、そのぶん皮
膚への刺激は少ないた
め、乾燥肌や敏感肌で
の使用が推奨されます。
界面活性剤はさまざ
まですが、重要なのは、
ワンちゃんの肌に合わ
せてシャンプー剤を選
ぶこと。お近くの動物
病院にご相談ください。

ヤ ツ を おね だ り する 仕
草は、女優さん顔負け。
誰におねだりすれば簡
単にオヤツをもらえる

境も大きく左右します。
まずは愛犬を日々よく
観察してください。観

渡邉 悦代

●電
話
●住
所
●受付時間

ます。一口に界面活性
剤といってもさまざま
ですが、基本的には洗
浄作用が高いものほど
刺激が強いといえま
す。この点に着目しつ
つ、主な３つのグルー
プ を 紹 介 し ま し ょ う。
人用のシャンプー剤で
も同様の成分が使われ
ていますので、ぜひお
手持ちのものを見なが
らお読みください。
まず１つ目は、高い
洗浄力を備えた
「高級
ア ル コ ー ル 系 」で す。
皮脂汚れに対し効果的
である一方で、皮膚へ
の刺激が強すぎる場合
があるため注意が必要
です。ラウリル硫酸や
ラウレス硫酸など、名
前に
「硫酸」が入ること
が多いものです。２つ

か も 知 っ て い ま す。
チャイムが鳴れば、来
客だということも理解
しているのです。

察力に関しては、犬の

園長

界面活性剤とは何
か、ご存知ですか？犬
のシャンプーは人と同
様に、皮膚への刺激が
強いものと弱いものが
ありますが、皮膚への
刺激性を語るうえで欠
かせないのが、シャン
プーの要ともいえる成
分
「界面活性剤」
です。
界面活性剤には、本
来混ざらない水と油を
結びつける作用があり
ます。皮脂汚れは水で
洗っても落ちませんが、
シャンプー剤を加える
と、この界面活性剤の
作用で水に溶けるよう
になるのです。シャン
プー剤の組成は、実は
約９割が水と界面活性
剤ですので、界面活性
剤の種類がシャンプー
の性質を大きく左右し

よく
「無駄吠え」と言
いますが、犬は無駄に
は吠えません。必ず理

犬の方が賢い？

由があって吠えている

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

［スポーツ］

2018年5月号

町

ミスモ

至

9

5

Ⓒ2018映画
「となりの怪物くん」
製作委員会 Ⓒろびこ／講談社

極真カラテ三和道場 百合ヶ丘道場

駒沢学園 心理相談センター

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/

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

エルミ
ロード

イオン
横浜銀行

ことばしランゲージスクール
蘂070-1514-3999

注目
オンライン英会話や訪問指導もOK！
まずは問い合わせを。

季を楽しみながら、おいしい料理も楽しめると評判で、
セカンドハウスとして購入する人も。ぜひ、
宿泊してみて。

箱根強羅・宮城野

特別体験宿泊（1泊2食付） 大人1人

■お申し込み先

サンダンス・リゾートクラブ 蘂03-5212-7433

東京都千代田区九段北4-1-9市ヶ谷MSビル6階
http://www.sundance-resortclub.jp/taiken/

4,500円＋税〜

＜参加条件＞ ※40歳以上の代表者を含
むご夫婦、ご家族でご参加いただける方
※ご宿泊時にサンダンス・リゾートクラブ
の説明をお聞きいただける方
（30分程度）

通
柳

注目

百合丘小学校

無料体験後に入会の方。
【2018年6月10日迄有効】

メガネストアー
スーパー三和

［イベント］

駒沢学園入口
坂浜
稲城
二小

東京よみうり
カントリークラブ

［住まい］
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5/10㈭～22㈫、
新百合丘オーパ地下1階で
「暮らしの手作
りフェア」を開催！木工品、草木染バッグ、木工プランター
寄せ植え、袋物、刺繍、水牛のアクセサリー、ジュエリー、七
宝風景画などの手作り品を販売。
母の日のギフトにもぜひ！

都心に近く自然豊かで、住みやすい街として根強い人気の
新百合ヶ丘。地域密着30年以上の実績がある同センター
は、経験豊かなスタッフが大手ならではの情報量で不動産
売買を強力にサポートしてくれる。キッズスペースもあり。

東急リバブル 新百合ヶ丘センター
蘂0120-341-109

蘂044-965-0266

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/
新百合ヶ丘駅
周辺で開催。

会場は、駒沢学園心理相談センター。
無料駐車場あり。
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クラフトハウス

問い合わせ／info@kotobashi.jp
https://kotobashi.jp/

稲城

住み替えの相談は
東急リバブルへ！

ワシントン大学大学院卒業後、現地で教員を経験した言葉
のプロが、最先端の言語学を取り入れて指導。親子で学ぶ
ベビークラス
（0～2歳）
は、月4回8,500円。幼児からビジ
ネスまで、目的に合わせて学べる。まずは問い合わせを。

ミ スモ 特 典

空手着プレゼント

百合ヶ丘

田

至町

／ ㈭から
手作りフェアを開催！

幼児も、大人も！
生きた英語を学ぼう

［スクール・レッスン］

宿
新
至
オーパ

鶴

4/30㈷はサービスデー！大人料金
1,100円に
（一部対象外あり）
。

合

百

新

丘

ヶ

蘂042-350-7187

川
街
道

注目

大切なペットとくつろげる、“ペットファースト”のうれし
い空間。箱根の強羅・宮城野や伊豆高原をはじめ、全国
16カ所に直営リゾート施設をもつ、サンダンス・リゾー
トクラブでは、特別体験宿泊を実施中。ペットとともに四

5/26㈯14時～15時30分、ヨガの無料体験セミナーを開
催。講師は、こころとからだクリニカセンターの森川那智子
先生。日常生活でできるヨガで心も体もリラックスしよう。
タオルと筆記用具を持参。要予約
（5/1㈫〜電話受付）
。

イオンシネマ新百合ヶ丘
川崎市麻生区上麻生1-19-1 イオンスタイル新百
合ヶ丘6F 問い合わせ／9時～21時
http://www.aeoncinema.com

ペットと楽しむ会員リゾートで
特別体験宿泊 2018年7月20日㈮まで

空手を始めるなら、
子ども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同道場へ。5/27㈰
10時からは、無料体験教室
（要予約）
を開催する。見学はい
つでも可能なので、気軽に訪れたい。

京
王
相
模
原
線

菅田将暉、土屋太鳳W主演の
「となりの怪物くん」
が、4/27㈮
公開。ガリ勉・冷血な女子高生が、隣の席の問題児男子に告
白されたことから始まる物語。多くの原作ファンから映像化
を待望されていた話題作をぜひ！

注目
5月の開催で20周年＆40回目を迎え
る大人気の手作りフェア！

新

丘

ヶ

合

百

宿
新
至 オーパ
エルミロード

川崎市麻生区上麻生1-5-1 りそな新百合ヶ丘ビル
3F 賚10時〜18時 贊火・水曜 猾あり
https://www.livable.co.jp/branch/shinyurigaoka

ミ スモ 特 典

「新百合ヶ丘の本」
をプレゼント

イオン
横浜銀行

売却実査定または購入の申し込みをされた方。
【2018年5月31日迄有効】

新

丘

ヶ

合

百

宿
新
至
オーパ
エルミロード

イオン
横浜銀行
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ミスモ

学校案内

2018年5月号

東京都市大学付属中学校

ミスモ 2018年5月号

Pure Life

男子校

岡崎医院

たくましく！世界へ

内科･小児科･循環器科･胃腸科

中学入試の志願者数が8年連続で都内男子校最高

岡崎 大武、
眞壁（旧岡崎）怜子（6月末ごろまで産休）
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

（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。

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

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

■
「授業見学ができる」
土曜ミニ説明会 5/26㈯、6/23㈯、
9/15㈯ 、10/13㈯ ・27㈯ 各10時〜11時30分
■オープンスクール＆学校説明会 6/17㈰ 9時〜12時30分

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

■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 7/30㈪ 10時〜12時
※すべて （HP）

桐蔭学園中等教育学校

共 学

桐光学園中学校

※2019年度から
共学化予定

別 学

新しい進学校のカタチ を
追求する

21世紀の新しいリーダーを育成

多様性を尊重し、より協働性を育てやすい環境を求

生徒一人ひとりの希望進路に合わせた教育を展開

め、2019年度から男女共学となる同校。
「豊かな心

する桐光学園。男女別学の6日制授業のほか、夏

とくじけない心を翼にして 変化の激しい社会の中で

期・放課後に講習を実施している。サマーキャン

力強く羽ばたく鳳凰を育てる」
ことを願い、アクティ

プ、スキー教室、カナダ修学旅行など行事も充実。

ブラーニング型授業・キャリア教育・探究を柱に、社

クラブ活動も盛んだ。10年連続で国公立大学合格

会につながる進学校として、新たな一歩を踏み出す。

者100名を突破。ぜひ一度、説明会に参加を。

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

■オープンスクール 5/12㈯ 9時30分〜
■学校説明会
（定員あり）
、6/23㈯ 14時30分〜
6/5㈫・15㈮ 各10時〜
■帰国子女対象説明会 7/21㈯ 10時〜
※すべて （HP：1カ月前〜）

検索

桐蔭学園

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

成城学園中学校

■オープンスクール 6/16㈯ 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）
6/24㈰ 10時30分〜、7/14㈯ 13時30分〜
■帰国生対象 学校説明会（男子・女子）
8/2㈭ 13時30分〜
（HP）

（HP）

日本大学第三中学校

共 学

緑を感じる学びの場での
豊かな時間

共 学

授業、部活、行事の三本柱で
人材育成

昨年、創立100周年を迎えた成城学園。新校舎の新

15万㎡という東京屈指の広さを誇るキャンパ

設や新カリキュラムへの移行などにより、
さらに質の高

スで、中高併せて約2,000人の生徒が学んで

い教育の実践を目指す。温かい街と自然に囲まれなが

いる。新百合ヶ丘・横浜青葉エリアから１時

ら、生徒一人ひとりが感性と知性、社会性を育み、
リー

間足らずというアクセスも魅力。運動・文化

ダーとして世界に羽ばたくよう
「伝統」
と
「品格」
を尊び

とも活発な部活動は、中学で90％、高校で

ながら、未来を見据えた教育革新を進めている。

80％以上の加入率を誇るが、あくまでも
「授
業第一」
。高いレベルでの
「文武両道」
を目指す。

■学校見学会
6/16㈯ 14時〜

（HP：5月上旬〜）

蘂03-3482-2104

■オール成城学園 学校説明会

◆学習面の充実

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

8/5㈰ 10時〜、13時〜
■学校説明会
9/29㈯、11/10㈯ 各14時〜

「チーム・ティーチング」
や
「放課後指
英・数の

検索

成城学園中

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
サポートが充実。学力を大きく伸ばし、約4割
が日大に、6割がより上位の大学に進学する。

法政大学第二中学校

共 学
◆多摩エリア屈指の環境
300席ある食堂、屋内温水プールや冷暖房完備

出会い、向き合い、
「自分」をつくる

の総合体育館・武道館、図書館、学習室、女子部
室棟などの最新施設に加え、第二体育館、テニ
スコート5面、野球場などもあり、施設は極めて

80有余年の歴史の中、新キャンパスの完成や男女共

充実。教職員の熱心さも強く支持されている。

学化など、今なお進化を続ける同校。多様な生徒た
ちが共同する中で、新たな視点や考え方を学び、次世
代を担うフロントランナーを育成する。新校舎では、

■学校体験イベント
4/24㈫、6/1㈮ 各10時〜 （保護者対象）
5/12㈯ 13時30分〜 （小学生女子対象）
7/15㈰、9/23㈷ 各10時〜 （小5・6対象） 授業体験あり

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環境で、さらなる成長を目指す。

蘂042-789-5535
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
9/8㈯・29㈯ 各10時〜12時、10/20㈯、11/17㈯ 各
14時〜16時 （HP）
体験授業（ HP）・個別相談あり
■二中文化祭
10/27㈯ ・28㈰ 各9時〜15時（時間は予定）

心療内科

あさお

精神科

神経科

井澤クリニック

内科・循環器科

に。今春の卒業生も難関大学に多数進学し、Ⅱ類

蘂03-3415-0104
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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

日大三

検索

※学校体験イベントは （HP）
■中学入試説明会
6/23㈯、10/27㈯、11/24㈯、2019年1/12㈯ 各13
（HP）
時45分〜
■中学体育大会

9/15㈯ 9時〜

■学園祭（三黌祭） 10/13㈯ ・14㈰ 各9時〜

http://okazakiiin.com/

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

初診の方はお電話で予約をお願いします

薑044-

981-3636

柿生駅北口前 川崎市麻生区上麻生5-40-1-202
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ミスモ

学校案内

2018年5月号

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

どんな時代にも
自信をもてる女性に

豊かな自然、広大で美しいキャ
ンパスと、私学ならではの秀逸
な施設が魅力。進学では、大妻
女子大学への内部推薦を使わず、
ほとんどの生徒が難関他大学を受
験。今春卒業した高校３年生153
名 で、11名 が 東 北 大・ 千 葉 大・
東京医科歯科大などの国公立に、

◆ 2017年より大妻多摩イノベー
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、

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

共 学

「新しい学び」
「新しい自分」
との出会い

「自分で考え、計画・実行し、まわりの人と協力する」

伸び伸びとした雰囲気の中で学べるので、学校が大

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

好きな生徒が多い。
中高6カ年の深い
「学び」
を通じて、

自然に恵まれる。多くの体験的学習を通して、仲

息づいている。同校では、知識量が多いだけではな

一人ひとり納得の進路選択をする。規則で縛らず生

間と共に学ぶ楽しさを知り、本物から本質に迫る。

く、しっかり自分で考え、道を模索できる人間を育む。

徒たち自身で考え合う
「自由と自治の精神」
や、日常

1学年120名という小さな学校。新しい教育、大学

確かな基礎学力と、豊かな人間力を身につけた多く

のことから行事、教育課程まで保護者・生徒・教職

入試に備えて新たな学びを実践する“小さな学校の

の卒業生が、社会で活躍している。

員の三者で話し合うことを大切にしている。

大きな挑戦”に注目を。

蘂042-372-9393

蘂042-734-3402

蘂044-952-6705
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多摩大学附属聖ヶ丘中学校

共 学

多くの人と「共に生きる」教育

32名が早慶上智、理科大に合格。
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。

和光中学校

女子 校

ミスモ 2018年5月号

■授業見学説明会 5/1㈫、
10/16㈫ 各10時40分〜 （HP）
（ HP）
あり
■オープンスクール 6/16㈯ 14時30分〜 講座
■クラブ体験会 7/25㈬、8/20㈪ 各15時〜 （HP）
■運動会 6/9㈯ ※雨天順延6/10㈰ （HP）
■文化祭（十月祭） 10/6㈯・7㈰ （HP）
■入試問題解説会 11/17㈯ 14時〜
（小6対象） （HP）

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

■学校説明会
6/16㈯ 9時 〜11時30分 授業公開
8/31㈮ 19時〜20時30分
会場／和光大学ポプリホール鶴川
（鶴川駅前）
10/6㈯ 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

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

■学校説明会
5/19㈯ 14時〜

聖ヶ丘の教育
（HP：1カ月前〜）
■体験型ミステリーツアー
6/24㈰ 10時〜 （小学生限定50組） （HP：1カ月前〜）
■土曜ミニ説明会
6/2㈯ 10時〜、6/30㈯ 14時〜
（HP：1カ月前〜）

英語・国際教育の６年プロジェクト。
◆2018年度よりターム
（学期）
留学
制度を拡充
オーストラリア・ハワイ・イギリスに

す い りょう

カリタス女子中学校

加え、ドイツ・ニュージーランドへ
■入試相談会 5/10㈭ 10時〜12時

（HP）

自修館中等教育学校

女子 校

自律と交流、
そして発見を育む学習環境

説明会・授業見学・施設見学あり
■体育祭 6/2㈯ 9時30分〜16時
入試相談ブース・個別相談あり
■オープンスクール 6/9㈯ 10時〜14時30

横浜翠陵中学校

共 学

伸び伸びと「生きる力」を身につける

共 学

Think & Challenge!

生徒が授業ごとに各教科の教室へ移動して授業を受

大山を望む豊かな環境の中で、入学時に自分が6年

進化を続ける横浜翠陵。
「グローバル＝英語力 人間

ける
「教科センター方式」
を採用。自ら学びに行くこと

間使う机の組み立てから始め、
「4学期制」
や
「EQ」
「探

力」
。定評のある
「英語力」
、自信をもって挑戦する
「人
間力」
。中高6カ年一貫の
「グローバルチャレンジクラ

で自律的な学習姿勢を育む。各教科ゾーンの中心に

究」
といった独自のカリキュラムで
「こころが育つ進学

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

はさまざまな学習の情報を発信する教科センターを

校」
を実践している。講座や補習も充実し、難関大学

ス」
で、入学者全員が6年間かけてこの力に磨きをか

設置。明るく開放的な校内を行き交うことで、クラ

合格実績を伸ばしている。一人ひとりにスポットを

けていく。国際社会で活躍するグローバル・リーダー

7/29㈰ 10時〜12時30分

スや学年を越えて多くの人との交流も生まれている。

当て、夢の実現に向けたサポートを行う。

の育成を目指す。

分

（HP） 説明会・体験講座・施設見学・

（HP）

■多摩 la ナイト 8/25㈯ 17時〜19時
（HP） 学食利用体験、部活動紹介、生徒が

蘂044-911-4656

語る説明会、夜の施設見学あり

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

目黒星美学園中学校

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

検索

カリタス

■学校説明会 5/20㈰、10/28㈰ 各10時〜11時30分
■カリタス見学会 6/16㈯、7/14㈯、9/8㈯ 各10時〜11
時15分 12/8㈯ 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）
6/13㈬、7/4㈬、
8/29㈬、
10/3㈬ 各18時30分〜19時30分
11/7㈬、
12/19㈬ 各18時〜19時

（HP：１カ月前〜）

駒沢学園女子中学校

女子 校

女子 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

検索

自修館

■オープンスクール 4/21㈯ 10時30分〜13時20分
■学校説明会 5/12㈯ 10時〜15時 体験授業・部活
動公開あり、6/30㈯、9/15㈯、11/10㈯ 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

東海大学付属相模高等学校中等部

共 学

砧公園に隣接し、世田谷美術館などの文教施設にほ

よりよい生き方を追求できる自立した女性の育成

中学・高校・大学の一貫教育システムにより、文系理系に偏

ど近い緑豊かなカトリック女子校。1学年は約90名。

を目指す同校。ICT教育など新たな教育手法にも積

らない学習で総合力を身につける。学校生活の要である

きめ細かな学習指導とともに目指すのは、
「グロー

極的に取り組み、国際的教養のみならず、論理的に

学習、行事、部活動の3つのバランスを重視し、生徒の約

バルな世の中を 言語力を武器に ボランティアの精

発信できる力を養う。中高6年間を通じて、キャリ

90％がクラブに加入。学園オリンピックやハワイでの英語

神で生きる女性」
の育成。2011年の新校舎竣工以降、

アプログラムによる丁寧な進路指導も行っている。

文化研修、大学での体験授業など、さまざまな経験ができ

防災教育の取り組みにも力を入れている。

併設の女子大学ではこの4月より看護学部を設置。

るのも一貫教育ならでは。

（電

ほか・詳細HP）
■オープンキャンパス 7/8㈰ 9時〜12時
体験授業（ 電ほか・詳細HP）
・クラブ体験あり

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

玉川学園中学部

共 学

■オープンキャンパス 6/9㈯、9/8㈯ 各10時〜

■学校見学会
5/19㈯、6/9㈯ 10時30分〜
■オープンスクール

検索

■学校説明会
5/20㈰ 10時〜 入試体験あり
6/8㈮ 10時〜
6/17㈰ 10時〜 体験型授業・部活あり
7/5㈭ 10時〜
※すべて （HP：1カ月前〜）

大学までの一貫教育で
文武両道を目指す

自ら学ぶ姿勢と心を育てる6年間

蘂042-350-7123

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

SUIRYO

グローバル×言語力×ボランティア

■学校見学会 5/15㈫ 10時〜11時10分
■学校説明会 6/3㈰ 10時〜11時30分
■イブニング・ミニ説明会 6/22㈮ 19時〜20時

蘂045-921-0301

（HP：4/27㈮〜）
■文化祭
（建学祭） 10/6㈯・7㈰ 各10時〜15時

蘂042-742-1251

5/26㈯ 9時40分〜

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 6/2㈯ ※雨天順延6/4㈪
■吹奏楽部定期演奏会 6/24㈰ 14時開演
■授業見学会 6/30㈯ 9時40分〜

■体育祭

10/13㈯ 9時30分〜14時

■学校説明会 10/20㈯、11/18㈰、12/16㈰ 各10時〜
※12/16㈰14時〜16時30分は定期演奏会も開催

検索

東海大相模

STEAM教育を取り入れた
探究型学習
STEAM教育とは、Science
（科学）
、Technology
（技

聖セシリア女子中学校

相模女子大学中学部

女子 校

女子 校

桜美林中学校

共 学

術）
、Engineering
（工学）
、Mathematics
（数学）
を統
合的に学習するアメリカ発祥の
「STEM教育」
に、Art
（芸術）
を加えた教育手法。このSTEAM教育を取り入

「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

聖セシリア

検索

コンパスは、
確かな未来を指している

将来の夢をかなえる学校

れた探究型学習を実践し、全国から注目を集めている
のが玉川学園だ。スーパーサイエンスハイスクール
（SSH）
指定校として11年目を迎え、これまで積み上げ

1クラス約30名、1学年3〜4クラスの少人数制で、

「高潔善美〜固き心を以てやさしき行いをせよ〜」の理念

「キリスト教主義に基づいた国際人の育成」
を建学の

てきた実績に加え、理科教育の拠点
「サイテックセン

温かな校風のもと、カトリック精神に基づいたきめ

の下、高い目標に向かう強い信念と、美しいものを愛す

精神とし、国際社会に献身・奉仕できる人間となるこ

ター」
や探究型学習の拠点
「学園マルチメディアリソー

細やかな指導を行っている。例年、卒業生の100%

る心を育てる。必修の茶道や
「伝統の礼」を通して、品格

とを目標としている。外国語教育に力を入れており、

スセンター」
などの充実した施設設備を活用。同校の

近くが
「入学してよかった」
と回答するほど満足度が

を培い、主体的に社会貢献する女性の育成を目指す。卒

“英語の桜美林”は今なお健在。創立者の清水安三は、

STEAM教育は、ロボット研究やサンゴ研究などの、

高く、誠実な生徒が集う、学校環境の良さには定評

業生が学生チューターとして自習室で指導するなど、丁

国際教育・国際ボランティアの先駆者であったが、

さまざまな分野で発展していく。

がある。バレエ部を志望理由とする入学者も多い。

寧なサポートで確かな学力を身につける。

その志は今も受け継がれている。

■学校見学会 5/15㈫、7/7㈯ 各10時〜12時
ほか・詳細HP）

（電

■青葉祭 5/27㈰ 10時〜15時
■学校説明会 6/12㈫ 10時〜12時 校内見学・個別相談あり
■オープンキャンパス 6/30㈯、7/29㈰ 各10時〜13時
・校内見学・個別相談あり
講座・クラブ体験
（バレエのみ ）

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
5/15㈫、6/9㈯ 各10時〜12時 （HP） 個別相談あり
6/30㈯ 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
■体育祭
9/15㈯ 9時30分〜15時 個別相談あり

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

■体育祭 5/26㈯ 9時〜16時
10/6㈯ 各14時〜15時30分 （HP）
■中学校説明会 6/23㈯、
■オープンスクール 7/14㈯ 9時30分〜12時 （HP）
■文化祭（桜空祭） 9/16㈰・17㈷ 各9時〜15時
■中学総合評価入学試験説明会
（HP）
10/21㈰ 10時〜12時

■オープンスクール
6/2㈯、7/14㈯、9/29㈯ 各10時〜
■学校説明会

蘂042-739-8931

玉川学園

一般クラス 公開授業あり
IBクラス 体験授業あり
6/27㈬ 10時〜
一般クラス 公開授業あり
13時25分〜 IBクラス 公開授業あり
※すべて （HP：1カ月前〜）

6/16㈯ 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
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学校案内

桐蔭学園 幼稚部
小学部

洗足学園小学校

玉川学園

2018年5月号

14

幼稚部
小学部

「きれいな心」
「よい頭」
「つよい体」を育む

「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

ミスモ

玉川学園は、幼稚部から大学院までを擁する総合学園としての特性を生かし、同一
キャンパス内で一貫教育を展開している。幼稚部・小学部ともに、日本語と英語の
バイリンガルプログラムを実施。小学部では、2019年度から全クラスの英語時間
数が週5時間となる予定。また、年少から4年生までの希望者を対象にした放課後
の延長教育プログラムも実施している。

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確保。オリジナルのテ
キストや検定、本物に触れる授業を重視し、敷地内
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 5/12㈯・19㈯
各9時30分〜 学校説明会 （HP）
各10時45分〜 個別相談会
（教員） （HP）
※各回とも説明内容は同じ
■学芸会 5/26㈯
（HP）

蘂044-856-2964

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）

■入試説明会 8/25㈯ 9時30分〜、13時
30分〜

（HP） ※各回とも説明内容は同じ

■運動会 9/22㈯

（HP）

検索

洗足学園小

小学部
アクティブラーニング型授業を特長とし、
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
じた習熟度別少人数グループ授業に。全
クラス電子黒板を設置。1〜5年は、
アフ
タースクール
（最長18時30分まで）
実施。

蘂045-972-2221

■公開授業 6/14㈭ 8時45分〜 個別相談
（保護
者）
10時〜 （HP）
、2019年2/14㈭10時〜 （HP）

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

幼稚部
遊ぶこと、人や自然と触れ合うことが、
学びの第一歩。3年保育の中で、失敗や
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！」という気持ち
を培う。アフタースクール
（最長18時30
分まで）を実施。

7/22㈰ 9時30分〜 ※幼稚部・小学部合同

（HP）

検索

桐蔭学園

帝京大学小学校

■公開保育・公開授業・予約相談会
5/15㈫、6/7㈭ 各10時30分〜 （HP）
■小学部学校説明会・予約相談会
6/21㈭ 10時30分〜 （HP）
■オープンスクール
6/16㈯ 10時〜 ※幼稚部 （HP）

カリタス幼稚園

幼稚部

小学部

■キャンパスツアー 4/28㈯、
5/12㈯
各3回開催
（HP）

■玉川学園運動会
4/28㈯ 9時〜15時
※入試個別相談会（9時〜15時）
を同時開催

■こどものアトリエ 5/26㈯ 10時〜
■プレキンダー体験教室
6/6㈬・13㈬・20㈬・27㈬、
7/4㈬・11
㈬ 各10時〜

（HP）

■学校説明会
5/12㈯、6/16㈯、9/22㈯ 各10時〜
（HP）※9/22㈯は年長児のみ

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

成城学園

東京都市大学付属小学校

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

100年の伝統と未来へ

主体的、対話的で深い学び

「高い学力」と
「豊かな心」
を育てる

学びのスタイルとして、
「アクティブ・ラーニング
（主

建学の精神
「すこやかに かしこく りりしく凛として世

体的・対話的で深い学び）
」
を重視。知識の習得のみな

界にはばたく 気高きこどもたち」
のもと、高い学力と

らず、課題の発見・解決に向けて主体的・対話的な授

豊かな心を育む。自ら考え行動し、明るさと気高さを

業を、電子黒板を使って行う。また、どの授業におい

併せ持つ、世界に通用するリーダーの育成を目指す。

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ある。

■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
5/12㈯、6/15㈮、7/7㈯、9/15㈯
体験授業（ HP）あり
■公開行事

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

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。

9/1㈯、10/15㈪

各10時〜11時30分
■幼稚園体験 9/1㈯ 10時〜11時
幼稚園見学は問い合わせ
（電話）。
■運動会 10/6㈯ 9時〜

幼稚園蘂044-922-2526

11/1㈭・10㈯・18㈰、12/1㈯

授業

和光鶴川幼

検索

外国語

（電）
、7/4㈬ 総合教育活動

小学校蘂044-922-8822

和光学園

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 5/26㈯ 9時〜15時
■学校説明会 6/9㈯ 9時〜11時40分

カリタス

検索

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

蘂03-3417-0104
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）

都市大付属小

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年より創設者 澤柳政太郎の
「所求
第一義」の教えをもとに、多彩なカリ
キュラムを編成、実践している同校。
2019年9月からは、新校舎で初等学校
第2世紀の学びが始まる。

■春の運動会 5/19㈯ ※雨天時5/26㈯

■春の運動会 5/12㈯ ※雨天順延

■幼稚園説明会 6/2㈯、9/8㈯
■園舎見学会 6/12㈫、7/4㈬、9/18㈫

■学校・入試説明会

各午後

6/2㈯、
9/9㈰ 各午前

公開授業・校内見学あり
※すべて （HP：1カ月前〜）

検索

（電・詳細HP） 個別相談会あり

（HP）

（HP）

■オール成城学園 8/5㈰ 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

世田谷区成城6-1-20（仮校舎）
アクセス：小田急線成城学園前駅から徒歩3分

成城幼稚園

桐光学園

検索

成城学園初等学校

検索

桐光学園小学校

桐光学園流子育て
しなやかに のびやかに

できた喜びをできる自信に

■学校見学 6/4㈪〜29㈮

■オール成城学園 8/5㈰ 午前

8/25㈯ 10時〜11時（保護者対象）
■学校公開 9/8㈯ 9時〜10時50分

寺尾みどり幼稚園
桐光学園みどり幼稚園

和光鶴川小学校

「自分っていいな」と
思える子どもに

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）

各10時30分〜 学校説明会
■体験Day 6/19㈫・26㈫

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

検索

学ぶ」
、高学年では
「自ら学ぶ」
と進化する概念に立ち、

■学校説明会 6/16㈯ 、9/8㈯
各9時30分〜 公開授業

■運動会 5/26㈯ ※雨天順延

■入試日程

蘂042-735-2291

低学年では
「からだ全体で学ぶ」
、中学年では
「ともに

幼稚園

■幼稚園説明会

帝小祭 7/21㈯ 運動会 10/8㈷
展覧会 11/17㈯

和光鶴川幼稚園

成城幼稚園
成城学園初等学校

「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

幼小中高15年間を通じて、子どもと家庭と学園のつ

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

ながりを大切にしながら、確かな学びと豊かな感性

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、

を“しなやかにのびやかに”育む桐光学園流子育て。

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

目と手と心が届く保育を実践しながら、活発な運動

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

や遊びにより健全な身体を育てて、幅広い活動から

たちのやる気を引き出しながら学習指導を行うとと

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

旺盛な探求心を培い、良書や人との関わりを通じて

もに、家庭学習と連動させながら学習の基礎を定着

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

心情を養うことを目指す。高校創立40周年に際し、

させることも大切にしている。複数担任制によるき

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。

幼小連携のさらなる充実を図る。

め細かい指導も、桐光学園の特色である。

■2019年度生の園児募集
親子であそぼう会＋入園説明会
7/14㈯、9/9㈰・29㈯ 各9時30分〜12時
保育見学会 9/5㈬・12㈬・19㈬・26㈬、

■学校説明会 5/15㈫ 10時15分〜12時
30分
■運動会 5/26㈯
■休日授業公開 6/10㈰ 9時〜12時30分

10/3㈬・10㈬・24㈬ 各10時〜11時30分
参加者募集
■2歳児親子教室
「はらっぱ」
2014年4月2日〜2016年4月1日生まれの子ど

■親子で“鶴小”授業体験 6/17㈰、7/1㈰、
8/26㈰ 各10時〜12時 （HP）
■入試説明会 9/27㈭、10/12㈮ 各10時

もが対象。5/15㈫〜。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。
（HP）

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

40分〜13時
■秋まつり 10/7㈰
■第1回外部入試 11/4㈰

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
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
5/12㈯・26㈯、6/9㈯・16㈯、7/14㈯

■オープンスクール
5/12㈯（年中・年長対象） （HP）
6/23㈯（年長対象） （HP）
■学校説明会

桐光学園みどり幼稚園
5/12㈯・26㈯、
6/2㈯・16㈯・23㈯、
7/7㈯
■2018年度プレスクール生徒募集
楽しい雰囲気の中で幼稚園に慣れ、親子で集
団生活を経験できるプレスクール。5月開始。
申し込みは幼稚園事務所へ。

6/2㈯、9/1㈯ 各13時〜14時30分 （HP）
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

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
6/28㈭ 10時〜12時15分 （HP）

ミスモ 2018年5月号

本誌掲載の情報は2018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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