今、知りたい！

ミスモ
共学

2020年9月号

2

桐蔭学園中等教育学校
学校見学会を開催

女子校

プログラミングで試行錯誤！

学校の雰囲気が
わかるチャンス！

昨年、中学校
（男子部・女子部）
を統合し男女共学になっ
た中等教育学校。学校見学会を9・10月に計6回開催。先
生の案内のもと、少人数に分かれて見学。定員になり次
第締め切るので早めの申し込みを。申し込みはHPから。

男子校

相模女子大学中学部
共学

STEAM教育を取り入れた学び

ゴールまでの
プロセスを大事に

ArtLabで
制作活動

東京都市大学付属中学校
はくえんさい

持てる力と知識を生かし、楽しみながら試行
錯誤して、主体的に取り組む姿勢を育む。

10/3 ㈯・4 ㈰に柏苑祭 開催！

先端機器に触れ、デザイン力や感性などを
育みながらモノづくりの楽しさを体感する。

（両日とも10時〜16時）

共学
各部活の催し、学年
展示など盛りだくさん

玉川学園中学部

桜美林中学校

世界に広がる桜美林
女子校

聖セシリア女子中学校
オンライン学校説明会開催

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！

共学

自修館中等教育学校

バーチャル
校内見学は必見！

「昆虫展」を今年も開催
豊富な国際交流が
できる

日本では目にしない
昆虫も展示

生物好きの生徒による昆虫展を開催。例年、
会場の図書館は多くの生徒で賑わう。

アメリカ・イギリスなど9カ国での短期留学や長期留学を
実施。UPAA(海外協定大学推薦制度)・UPAS(海外大学
進学協定校推薦入試制度)に加盟しているため、海外の
大学も視野に入れたグローバルな進路選択が可能。

オンラインで学校説明の動画などを配信中。
申し込みはホームページから。
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ミスモ

2020年9月号

別学

桐光学園中学校

法政大学第二中学校

共学

女子校

中学3年間で70回以上の実験

Web入試問題説明会開催！

資料はバナーからの
請求も可

大妻多摩中学校

混雑しない電車で楽しく通学

幅広い教養と
自由な発想を育成

桐光の魅力がわかる学校プロモーションビデ
オ、
Web説明会・入試問題説明会も公開中。

共学

体験学習・調査研究・レポートを重視すること
で、主体的に学習する姿勢を育てる。

全面人工芝の
全学共用グラウンド

東京農業大学第一高等学校中等部
生徒の探究心を育てる

小田急唐木田駅から徒歩7分。駅から徒歩圏内にあり、
四季を感じられる自然豊かなキャンパスが魅力の同校。
8つの校舎や充実した設備など、広大なキャンパスが深
く豊かな学びを育む。

銀杏の黄葉と気温の
相関を分析中

共学
100名を超える生物部では、哺乳類、魚類、植物、粘菌
など興味のある分野に分かれて研究。隣接する東京農
大で本格的な実験道具を使い、教授から指導を受ける
だけでなく、自分で考え行動することを大事にしている。

共学

成城学園中学校

学校広報サポーターズが活躍

サポーターズチーム
「nexus」

日本大学第三中学校
熱血授業をオンライン配信
女子校

カリタス女子中学校
授業にICTを活用！

教室には
電子黒板も設置

中3生～高2生の有志、男女60名が受験生の
ために学校説明会や施設案内をお手伝い。

共学

ドルトン東京学園中等部
ラボラトリーは「小さな研究室」

校長先生も飛び入りで
「おはよう！」

一人一人がタブレット端末を持って臨む新ス
タイルの授業で、発信力、表現力が豊かに。
「小さな研究室」
で
テーマを追求

休校していた時は、授業を生徒のiPadにオンライン配信。
朝のホームルームもオンラインで一緒だったので、クラ
スはさらに仲良しに！校内の見学はいつでも可能。案内
が必要な場合は事前に申し込みを。

理科室でとことん実験、
ネイティブの先生とみっ
ちり英会話…、自分でテーマが選択できる。

ミスモ

男子校

日本学園中学校

登録有形文化財の校舎で学ぶ

女子校

共学

2020年9月号

4

目黒星美学園中学校
目黒星美×オンライン

日本工業大学駒場中学校
入試プレテストで入試を体験
オンラインでの
個別相談もおすすめ

学校説明会も
同日に実施予定

コロナ禍の対応として、授業・クラブ・保護者
会などをオンラインで実施。詳細はHPで。
小5・6生対象の入試プレテストを実施。12/6
㈰教科型、12/20㈰適性検査型。

語学研修で
グローバルな
人材を育成

共学

東海大学付属相模高等学校中等部
けんがくさい

10/10 ㈯・11 ㈰に建学祭 開催！

すいりょう

共学

校舎1号館は、卒業生である今井兼次氏
（建築家・早稲田
大学名誉教授）
が設計し昭和11年に竣工。国の登録有形
文化財にも指定されている。独自の学習プログラム
「創
発学」
で、調査しまとめる力、創造し発信する力を育成。

（10時〜15時）

（10時〜14時30分）

横浜翠 陵中学校
強い連帯感で
感動のドラマを展開

緑豊かなキャンパス

自然環境に恵まれた
環境が自慢
ひじり

共学

が

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。

お か

多摩大学附属聖 ヶ 丘 中学校

共学

夜まで開館する「知の灯台」

翠
（みどり）
の陵
（おか）
の名の通り、四季折々
に豊かな表情を見せる同校のキャンパス。

女子校

和光中学校

心が動く感動体験がいっぱい！

駒沢学園女子中学校
入試体験会を開催

帰りは
スクールバスで
最寄り駅まで

教養を身につけるための蔵書も充実した図書館で、生徒
が自主的に学習できる。高校生には20時20分まで図書
館を開放。卒業生による
「学習コーチャー」
に、気軽に質
問できる自主学習の環境も整っている。

設備が整った
広いグラウンド
モットーは
「共に生きる教育を」

9/26㈯13時30分〜、英語入試とプレゼン入
試の体験会を実施。小5生以下の参加も可能。

心が動く瞬間は行事の時だけにあるのではない。日常の
何気ないおしゃべりや、授業で
「わかった！」
「できた！」
という喜びの中にもある。たくさんの人やいろいろなも
の・コトと出会い、さまざまな体験を重ねていく。
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私立中学校

法政大学第二中学校

共

学校ガイド

学

出会い、向き合い、
「自分」
をつくる
「自由と進歩」
を建学の精神とする法政大学の付属校。
10年一貫教育により
「自由を生き抜く 実践知」
の育成
を目指し、受験勉強にとらわれない付属校ならではの
取り組みを続けている。広大な敷地、充実した環境の
中で
「今」
を全力で生きながら、さらなる成長と
「自分つ
くり」
ができる学校だ。

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

検索

法政二

■学校説明会
9/12㈯・26㈯ 各10時～11時、10/17㈯、
11/21㈯ 各
14時30分～15時30分
＝
※詳細はHPで確認を
■オンライン説明会・オンライン個別相談
＝
※日程はHPで確認を

成城学園中学校

共

東京農業大学第一高等学校中等部

学

緑を感じる学びの場での豊かな時間

蘂03-3482-2104
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

成城学園中

共

学

「知耕実学」
で本物に触れる

2017年に創立100周年を迎えた成城学園。新校舎の

「知耕実学」を教育理念として、本物に触れ、自分

新設や新カリキュラムへの移行などにより、さらに質

で物事を体験し、自ら考えて答えを導き出す実学教

の高い教育の実践を目指す。温かい街と自然に囲まれ

育を柱としている。理科教育では中高6年間で80回

ながら、
生徒一人ひとりが感性と知性を育み、
リーダー

100時間以上の実験観察を行っている。データのと

として世界に羽ばたくよう
「伝統」
と
「品格」
を尊びなが

り方から発表まできめ細かく、高いレベルが自然と

ら、未来を見据えた教育革新を進めている。

身に付くプログラムとなっている。

■学校説明会
10/10㈯、11/14㈯
■ミニ説明会
2021年1/6㈬
（小6生対象）
※すべて ＝ 。詳細はHPで確認を

蘂03-3425-4481
世田谷区桜3丁目33番1号
アクセス：小田急線経堂駅より
徒歩15分 東急世田谷線上町駅よ
り徒歩15分

検索

東京農大第一

ひじり

が

お か

多摩大学附属聖ヶ丘中学校

共

■学校説明会
9/13㈰、10/18㈰、2021年1/10㈰
各10時～11時30分 校舎見学あり
■入試対策説明会
12/13㈰ 10時～11時30分、14時～15時30分

検索

和光中学校

学

共

学

「教え合い」
が息づく学びの世界
「相手の立場に立って考えてみる」
「互いの気持ちを大
切にする」
「自分の意見を書く、伝える」
。そんな場面

A

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」
で、さ
らに理解を深めてゆく。中高6カ年を通じ、内面を豊
かに成長させる行事も充実している。

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

これからの自分をつくる中高6年間

検索

和光中

■学校・入試説明会
8/29㈯ 13時30分〜15時

10/11㈰ 13時30分〜15時
12/13㈰ 10時〜11時30分

オープンスクール

2021年1/9㈯ 13時30分〜15時
※すべて ＝

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

す

に必要な知識や態度、豊かな教養と発想、他人を思い
やるフォロワーシップ精神の育成。その種が根付き、
花咲くことを目指している。卒業生が
「大きな家族のよ

共

学

“Think & Challenge!”

うな学校」
というアットホームな雰囲気も特徴だ。

知識の蓄積は
「考えるちから」
の土壌である。中1で基

○自主的学びを育てる

礎の定着を重視し、中2で基礎学力を発展させ、中3

一日は
「朝の読書」
に始まり、6時間目の終了後、
「セル

で高校の学習に向けた応用力を身に付ける。高1から

フ･スタディ･タイム」
という25分間の自学自習の時間が

は3つのコースに分かれ、各自の適正を見極めるべく

ある。主体的な学習がさらなる飛躍を導く。

蘂042-372-9393
多摩市聖ヶ丘4-1-1
アクセス：小田急多摩線小田急永山
駅・京王相模原線京王永山駅からバ
ス12分、京王線聖蹟桜ヶ丘駅からバ
ス16分
（小田急・京王永山駅、聖蹟桜
ヶ丘駅からスクールバスもあり）

多摩大聖

い りょう

横浜翠陵中学校

ている。生徒の20年後を見据えて、グローバル社会

検索

■学校説明会
10/3㈯ 14時～
11/7㈯ 14時～
12/12㈯ 9時30分～
2021年1/9㈯ 14時～
■適性型入試説明会
11/28㈯ 14時～
※詳細はHPで確認を

学習内容を深化。高2以降は文系・理系に分かれて、
希望進路達成に向けて実力をつける。

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

SUIRYO

検索

■オープンキャンパス 9/20㈰ 10時～
■適性検査型入試説明会 10/18㈰ 10時～
■土曜個別相談会 9/12㈯、
10/10㈯ 各10時～
■模擬入試
（2科・4科） 11/23㈷ 9時30分～
（小5・6対象）
※すべて ＝ （1カ月前～）

私立中学校

玉川学園中学部

共

ミスモ

学校ガイド

東海大学付属相模高等学校中等部

学

充実した国際教育プログラム
50カ国200校以上のメンバー校を持つ国際私学連盟

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

際理解を深めている。中2で実施されるカナダ研修や

ワイでの英語文化研修、大学での体験授業など、さま

ハワイのプナホウ校訪問は生徒の75％が参加。

検索

■学校説明会 9/18㈮19時～、10/15㈭・21㈬ 各10時～、
10/31㈯ 9時45分～
（一般）
、
10時〜
（IB）
、
11/20㈮ 19時～
■オープンスクール 9/26㈯ 9時30分～
■入試問題チャレンジ会 11/14㈯ 10時～
■入試問題説明会 12/5㈯ 10時～
※すべて ＝ （1カ月前～）

東京都市大学付属中学校

ざまな経験ができるのも一貫教育ならでは。

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

検索

東海大相模

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

都市大付属

検索

■オープンキャンパス 9/13㈰ 10時〜
＝
体験学習・入試問題解説会・部活説明あり
11/22㈰、
12/13㈰ 各10時〜
■学校説明会 10/3㈯、
■体育祭 10/17㈯ 9時30分〜14時
■建学祭 10/10㈯・11㈰ 各10時〜
■定期演奏会 12/26㈯ 13時〜15時30分

ドルトン東京学園中等部

男子校

FLYING TO THE WORLD

蘂03-3415-0104

学

中学・高校・大学の一貫教育システムにより、文系理系

界中の中高生と交流しながら実践的な英語に触れ、国

玉川学園

共

に偏らない学習で総合力を身につける。
学校生活の要

ークを活かし、多彩な国際教育プログラムを実施。世

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
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大学までの一貫教育で文武両道を目指す

「ラウンドスクエア」
の正式メンバー校としてのネットワ

蘂042-739-8931

2020年9月号

共

学

世界とつながるツールを身につける

中学の志願者数が10年連続都内男子校最高に。
今春

英語の授業は少人数・習熟度別。初級・中級はネイティブ

卒業したコース制2期生も難関大学に多数進学。
在校

と日本人教員のティームティーチングで手厚くサポート

生の学力の伸長もめざましく、
今後もさらなる期待が。

し、英検準1級レベルを目標に4技能を伸ばす。上級はネ

帰国生入試や英語を使ったグローバル入試に、全世

イティブ教員を主担当とし、海外大学進学も視野に入れ

界から英語力の高い受験生が集っている。
ネイティブ

てさらにハイレベルな授業を行う。生徒の学習意欲を引

による英語授業や海外研修など、国際教育も充実。

き出す多彩なPBL、豊富な国内・海外研修も魅力。

■学校説明会 9/6㈰ 10時～12時30分
■過去問チャレンジ＆入試説明会 11/22㈰ 10時～12時30分
■水曜ミニ説明会 9/23㈬、
10/28㈬、
11/18㈬、
12/2㈬
■土曜ミニ説明会 9/12㈯、2021年1/16㈯ 各10時～11
時30分
※すべて ＝ ／帰国生説明会も同時開催

日本学園中学校

蘂03-5787-7945
調布市入間町2-28-20
アクセス：小田急線成城学園前
駅からバス6分、京王線つつじヶ
丘駅からバス12分
（2020年度は
小田急線成城学園前駅・京王線
仙川駅・東急線二子玉川駅から
スクールバスが運行）

検索

ドルトン

■学校説明会 9/12㈯・26㈯ 各10時～
■入試体験 11/7㈯・14㈯ 各10時～
■過去問題解説 12/5㈯・19㈯ 各10時～
■芸術祭（Art Fes） 12/25㈮ 10時～
（STEAM Fes） 2021年2/20㈯ 10時～
■自由研究・発表会
※すべて ＝ （1カ月前～）
。詳細はHPで確認を

日本工業大学駒場中学校

男子校

共

学

“変わる日駒”
に期待を！
1907年に創立。2008年より普通科を設置し、共学化。
これまで培ってきた同校ならではの教育方針を土台

A

に、2016年より時代に合わせた新しい教育内容であ
る“日駒教育構想”を本格的にスタートした。また、独
自の大学進学支援を行う“光風塾”を運営し、
「実績あ
る中堅進学校」
の完成を目指している。

蘂03-3467-2130
目黒区駒場1-35-32
アクセス：京王井の頭線駒場東
大前駅から徒歩3分、東急田園
都市線池尻大橋駅から徒歩15分

「人は得意な道で成長すればよい」

検索

日駒

■授業見学会 10/24㈯ 10時～
＝
■放課後見学会 11/19㈭ 16時30分～
＝
■学校説明会 9/20㈰・27㈰、
10/10㈯・18㈰ 各10時～
＝
■平日説明会 11/5㈭ 10時30分～
＝
■入試プレテスト
（小5・6対象） 12/6㈰ 9時〜 教科型、
12/20㈰ 9時〜 適性検査型
＝
※詳細はHPで確認を

創立1885年。歴史に名を残す偉人を数多く輩出し
た中高一貫の男子校。独自の学習プログラム「創発

自修館中等教育学校

学」は、林業・漁業・農業を実際に体験、そして自分
なりの課題や問題点をまとめ、発表することで、知

共

学

的好奇心、学ぶ楽しさ、自己創造力を高めていく。

伸び伸びと
「生きる力」
を身に付ける

○高い日本語力で英語力を養う
高い英語技能は、高い日本語力が支えてこそと考え、

本年度から、思考を鍛える新しい探究プログラムが始

日本語と英語を同時に結合させるCLP
（コンバイン

動。
「4学期制」
「EQ」
「探究」
といった独自のカリキュラ

ド・ランゲージ・プログラム）を実施。常勤ＡLTとの

ムで“こころが育つ新学校”を実践。講座や補修も充実

会話、合科型授業、英文発表、オーストラリア語学研

し、医学部をはじめ多くの合格者を輩出。夢の実現に

修、高校での短期留学で国際社会を生きる力を養う。

蘂03-3322-6331
世田谷区松原2-7-34
アクセス：京王線・京王井の頭線明
大前駅から徒歩5分、小田急線豪徳寺
駅から徒歩15分、京王線・東急世田
谷線下高井戸駅から徒歩10分

日本学園高

検索

■入試説明会 9/9㈬、10/8㈭、11/24㈫、12/19㈯、
2021年1/9㈯・16㈯ 各10時～
■入試問題解説会
12/19㈯、2021年1/16㈯ 各10時～
■入試ワンポイントアドバイス 2021年1/9㈯ 10時～
■オープンキャンパス
＝ ・
10/24㈯ 9時～
※学校案内・個別相談は随時。 ＝

向け、大山を望む豊かな環境の中で、一人ひとりにス
ポットを当てたサポートを行う。

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

自修館

検索

■学校説明会
11/7㈯ 10時～11時30分
■ミニ学校説明会
10/2㈮・10㈯・12㈪ 各10時～11時30分
■入試体験会 11/28㈯ 9時～12時
※学校説明会・入試体験会は ＝

7

ミスモ

2020年9月号

私立中学校

桐光学園中学校

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

別

学校ガイド

駒沢学園女子中学校

学

全教室にwifi完備、全員ノートPC所持

グローバルな時代に求められる人間力を

二人担任制や週6日制、国立私立文理別コース、600

よりよい生き方を追求できる自立した女性の育成を目

講座を越える補習、基礎力を養うフォローアップ、多

指す同校。ICT教育など新たな教育手法にも積極的に

彩な国際教育プログラムなどで難関国公立大、私大に

取り組み、国際的教養のみならず、論理的に発信でき

多数合格。2021年からは中学校でもICT教育を導入。

る力を養う。中高6年間を通じて、キャリアプログラ

全教室にwifiと大型モニターを完備し、全員がノート

ムによる丁寧な進路指導も行っている。併設の女子大

パソコンを所持することで、休校にも対応。

学では2018年に看護学部を設置。

■学校説明会
（男子・女子）
8/30㈰、10/4㈰・26㈪、11/29㈰、12/20㈰
＝
■3B（英語資格入試・T＆M入試）入試説明会 10/17㈯
※T＆M…国・算に加え、競技会や資格試験などに伴う
プレゼンによる特色選抜 ※HPに学校プロモーション
ビデオ、Web説明会・入試問題説明会を公開中

カリタス女子中学校

蘂042-350-7123
稲城市坂浜238
アクセス：小田急線新百合ヶ丘駅
からバス20分、
京王線稲城駅から
バス7分、東急田園都市線あざみ
野駅からスクールバス35分

検索

Komajo

■入試体験会 9/26㈯ 13時30分〜
■学校説明会 10/10㈯、
11/7㈯ 各13時30分～
11/7㈯はクラブ体験会もあり
■学校見学会 9/19㈯、11/14㈯ 各10時30分～
■入試シミュレーション 12/12㈯ 13時～
※すべて ＝

目黒星美学園中学校

女子校

2つの外国語教育で世界に羽ばたく

蘂044-911-4656
川崎市多摩区中野島4-6-1
アクセス：JR南武線中野島駅か
ら徒歩10分、小田急線・JR南武
線登戸駅からバス5分または徒
歩20分

検索

カリタス

女子校

女子校

社会とつながるボランティア

カリタスでは英語とフランス語の2つの外国語を学

砧公園に隣接し、世田谷美術館などの文教施設にほど

ぶ。ともに1クラスを2つに分ける少人数教育
（約20

近い緑豊かなカトリック女子校。
「被災地ボランティ

名以下）
で、外国語発表会やカナダ研修、ターム留

ア研修」
などボランティア活動がさかんで、行政や専

学など授業外のプログラムも充実。世界を理解し考

門家、企業とのコラボも。実社会との接点を得て、多

えるための複数の視点を持つことで、グローバルな

様なミッションに取り組む中、生徒は課題探求力・コミ

社会で活躍できる女性を育んでいる。

ュニケーション能力を磨いている。

■学校説明会 10/25㈰
■入試説明会・過去問題解説 11/23㈷
■カリタス見学会 9/5㈯、12/5㈯
■帰国生入試説明会 10/3㈯
■カリタスDEナイト 10/7㈬、11/18㈬、12/16㈬
※詳細はHPで確認を

大妻多摩中学校

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
線二子玉川駅からバス20分
（ス
クールバス15分）

目黒星美学園中

検索

■学校説明会 10/4㈰、2021年1/17㈰ 各10時～11時
30分 10/4㈰は体験授業あり
■学校見学会 10/15㈭ 10時～11時10分
■入試説明会 11/15㈰ 10時～11時30分
■入試体験 12/13㈰ 9時30分～11時30分
※詳細はHPで確認を。すべて ＝

相模女子大学中学部

女子校

グローバル社会に貢献できる女性の育成

女子校

命と向き合う
「マーガレットタイム」

110年以上続く伝統×未来を見据

「マーガレットタイム」
と名付けられた授業では、さま

えた教育で、知性と品性を備えた

ざまな角度から
「命」
と向き合う学習を重ねる。奇跡の

女性を育てる。教養教育を土台と

積み重ねで育まれる命と、その誕生の神秘に触れる
「命

して、英語国際教育・理数教育・

の授業」
や、育児中のママと赤ちゃんを迎えての
「育児

探究活動に力を入れ、未来社会で

体験」
などを通じ、命を育む可能性を秘めた女性とし

活躍・貢献できる女性を育成する。

ての未来を、より具体的に、より真剣に考えてゆく。

○国際進学クラス新設
2020年度入学生より、
帰国生や英
語の得意な生徒を対象とした
「国
際進学クラス」
を新設。英語を中
学入学後学ぶ生徒、得意でない生
徒に関しては、基礎からサポート。
○進路実績
昨年度卒業生145名は、大阪大、

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

検索

相模女子中

■学校説明会 10/3㈯ 9時30分～12時
＝
■過去問解説会 11/28㈯ 9時30分～12時
＝
■プチ説明会 9/17㈭、11/12㈭、2021年1/15㈮
＝
各10時～11時
■適性検査型入試体験＆説明会 9/5㈯ 14時～16時
＝

東京外国語大、千葉大などの国公
立大13名、早慶上智・理科大に

聖セシリア女子中学校

29名、GMARCHに93名、歯・薬・
看護などの医療系に52名が合格。

■小6生対象入試説明会
9/29㈫ 10時～12時30分

「心と学力」
をバランスよく育む

■学校説明会 第2回
10/14㈬ 10時30分～12時

■中学生活体験日
11/7㈯ 10時～13時30分
■入試模擬体験
（小6生対象）
11/22㈰ 14時30分〜17時15分
2021年1/10㈰ 9時30分～12時
■人数限定イベント
・学校見学会 ・なんでも相談会
※すべて ＝ 。詳細はHPで確認を

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

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。例年、卒業生の100%
近くが
「入学してよかった」
と回答するほど満足度が
高く、誠実な生徒が集う、学校環境の良さには定評が
ある。バレエ部を志望理由とする入学者も多い。

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
9/15㈫、10/10㈯、11/5㈭、
12/12㈯ 各10時～12時
■学校見学会
11/17㈫、2021年1/15㈮ 各10時～12時 ＝ ほか
■オープンキャンパス 10/31㈯ 10時～13時
※詳細はHPで確認を

私立小学校・幼稚園

ミスモ

学校ガイド

洗足学園小学校

東京都市大学付属小学校

優れた教育環境と
確かな学力を培う教育課程

からだ全体で学ぶ、
ともに学ぶ、自ら学ぶ

充実した設備と優れた教育環境が整う小学校。ほと

教育の二本柱は、
「高い学力」
と
「豊かな心」
。特に低

んどの児童が国・私立中学への進学を希望しているた

学年の2年間は、見る・聞く・触れる・遊ぶ・育てる・調

め、きめ細かな進路指導を行い、主要4教科の授業時

べる・作るなどの活動によって、生きた知識を習得し、

数は標準よりかなり多くの時間を確保。オリジナルの

達成感を体得。このような授業を通して、子どもた

テキストや検定、本物に触れる授業を重視し、敷地

ちは興味をもったことについて考えたり、調べたりし

内には
「学級農園」
や人工庭園
「ビオトープ」
も。系列の

て、自ら問題を解決する力の素地を身につけていく。

音楽大学との連携により結成された
「小学校オーケス

こうした体験学習の積み重ねが、高学年での自ら学

トラ」
は、年に数回音楽ホールでコンサートを行う。

ぶ力となり、
「高い学力」
につながる。

■入試説明会
8/26㈬ 9時～、11時～、13時～、15時～
（年長児対象・各回定員120名）
※各家庭1名・1回限り。 ＝ （1カ月前〜）
■入試日程
11/3㈷・4㈬
希望するいずれか１日
出願期間 10/1㈭～4㈰
※Web出願

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）

■入試説明会 8/30㈰ 9時～、11時～、
13時～、15時～ 計4回
＝
■入試日程（一般）
出願期間 9/3㈭～11㈮ Web出願及び一部郵送
面接日程 指定日から出願時に選択
試験日
10/20㈫ 男子、10/21㈬ 女子

■公開授業 2021年2/18㈭ 10時～11時45分
＝
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。

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

検索

洗足学園小

検索

都市大付属小

2020年9月号

桐蔭学園 幼稚園
小学校

帝京大学小学校

「自ら考え 判断し 行動できる子どもたち」
の育成

木の香る学び舎と最新機材で
本物にふれる教育を
木の香る校舎は、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置
され、
木のぬくもりと最新機器が調和した理想的な環
境が整う。新指導要領に対応したプログラミング教
育を行い、高学年では自分たちの思いどおりにロボッ
トを動かす。アフタースクール
「帝翔塾」
では、ピアノ・
英語・そろばん・バレエなど、
さまざまなプログラムを
展開。新百合ヶ丘駅からスクールバス発着。

幼稚園

遊びと生活を通し
「自分でできる力を育て
る」
のを教育目標としている。さまざまな
体験を通じ、自信と意欲を持たせ、自己
肯定感の芽生えを大事にしながら、
「自ら
考え 判断し 行動できる子どもたち」
を育

■オープンスクール
9/12㈯ 9時30分～12時
＝
授業体験あり
■入試日程

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

てていく。

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※藤が丘駅発は幼稚園のみ）

Ⅰ期 11/1㈰、Ⅱ期 11/7㈯
※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

桐蔭学園

検索

和光鶴川幼稚園

和光学園

検索

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

■小学校入試説明会・見学会
＝
9/12㈯
■幼稚園入試説明会

10/15㈭
＝
※8月までのオープンスクール、説明会、相談
会は中止。予定が変更になる場合あり。学校説
明動画を公開中。HPで確認を

和光鶴川小学校
できた喜びをできる自信に

「自分っていいな」
と思える子どもに

蘂042-735-2291

小学校

自ら考え、行動し、仲間に支えられ、目標
に向かって前進する経験を積み重ねるこ
とで、子どもたちは
「生き抜く力」
を身に付
ける。
「子どもの学び中心主義」
を推し進め、
子ども自身が深く考え、発信することを教
育の基盤に据えていく。

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

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

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、

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

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

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、昼食は、自宅からのお弁当

う。また、子育て懇談会、
散歩などを行う2歳児親子

持参のほか、お弁当の注文も選択可能に。併設の

教室
「はらっぱ」
の参加者も募集中。大駐車場完備。

中学、高校、大学へは優先的に進学可能。

■2021年度生の園児募集
親子であそぼう会＋入園説明会
8/30㈰、9/12㈯ 各9時30分～12時
保育見学会 9/2㈬・9㈬・16㈬・23㈬・30㈬、
10/7㈬・14㈬・21㈬ 各10時～11時30分
■2歳児親子教室
「はらっぱ」
参加者募集
2016年4月2日～2018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。各9時30
＝
分～11時20分。

■学校説明会 9/24㈭ 10時～12時
＝
授業・学校見学、懇談会あり
■公開行事 運動会10/3㈯ 秋まつり11/14㈯

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

美術展2021年2/25㈭〜28㈰
＝
■入試説明会 10/15㈭ 10時～12時
＝
授業・学校見学、入試説明、個別相談あり

■入試日程 ※願書は郵送or学校窓口で配布中
11/4㈬
出願期間10/13㈫～20㈫
11/15㈰午前 出願期間11/10㈫～12㈭
12/5㈯午後 出願期間11/29㈰～12/2㈬
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私立小学校・幼稚園

寺尾みどり幼稚園
桐光学園みどり幼稚園

学校ガイド

桐光学園

桐光学園小学校
「意志・表現・感謝」
心の教育と質の高い学び

考える力、表現する力、
協調する力を育む
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

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

動により、健全な体と心をつくり、さまざまな人との

た人と人とのつながりを大切にしている。また、体

関わりの中から、やさしい気持ちや思いやる心を育

験学習を取り入れた独自のカリキュラムで、子ども

てる。運動会や音楽会、遠足やさつま芋掘りなど幅

たちのやる気を引き出しながら学習指導を行うとと

広い活動と豊富な体験から、興味や関心を深め、旺

もに、家庭学習と連動させながら学習の基礎を定着

盛な探究心を培う。また、良書に数多く触れ、読み

させることも大切にしている。複数担任制によるき

聞かせなどを通して豊かな心情を養う。

め細かい指導も、桐光学園の特色である。

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）

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）

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

検索

検索

桐光学園小

玉川学園

幼稚部
小学部

カリタス幼稚園

「きれいな心」
「よい頭」
「つよい体」
を育む
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
（国語）
と
英語のバイリンガル教育を行なっており、国際社会で必要な学力と資質を育てるこ
とを目標としている。また、年少から5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。

小学部

幼稚部

■学校説明会
＝
9/19㈯ 10時～
※年長児のみ対象
＝
■学校見学

※開催予定や詳細はHPで確認を

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

森村学園幼稚園
「正直・親切・勤勉」
自然の中で感動を

成城幼稚園

■幼稚園説明会 9/1㈫ 10時～11時
幼稚園体験
（ ＝ ）
あり
10/15㈭ 10時～11時30分 募集要項配布
■入試日程 面接・考査11/1㈰
2021年度入試よりWeb出願
■未就園男子説明会 9/11㈮
＝

■学校説明会 9/5㈯ 公開授業 9時
35分～10時20分、学校説明会 10時
＝
35分～11時55分
■入試日程 出願期間9/1㈫ 9時〜
9/27㈰ 16時 Web出願
面接10/9㈮または10㈯ 選考10/23㈮

小学校蘂044-922-8822

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、
JR南武線中野島駅から徒歩10分、幼・小ともスクールバスあり

する理念に磨きをかけ、環境の変化に対処で
きる力を育てる。自由遊び・芸術活動・園庭活

語あそび」
に取り組み、コミュニケーション能

動・英語活動などを通して、豊かな感受性と主

力を育成しながら“生きる力”の基盤を築く。

体的な学びの姿勢が育っていく。

フェリシア幼稚園

認可園としては珍しい
「英語イマージョン教育」ク
ラスを設置。午前中は日本の幼稚園教育(無償化)、
午後は英語で過ごす。日本で育つ子どもとしての
アイデンティティーを大切に、世界に興味を持ち、
チャレンジする気持ちを育む。また、朝と午後の
課外活動
（ピアノ・体操・サッカー・習字など）も
充実。今年度からは夕方のバス運行
（新百合ヶ丘駅・
柿生駅・鶴川駅への送り）
や自園調理の給食も実施。

■幼稚園説明会 9/5㈯ 動画配信開始
■園舎見学会 HPで動画配信中
■園長面談 9/30㈬まで。 ＝
※HPで予定を随時公開

蘂044-988-4074

蘂045-984-0046

蘂03-3482-2108

横浜市緑区長津田町2695 東急田園都市線つくし野
駅から徒歩5分、JR横浜線長津田駅から徒歩13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

検索

認定こども園
フェリシアこども短期大学附属

1925年開設。子どもの主体性・自発性を尊重

もを育む。15年一貫教育で
「言語技術教育」
「英

■幼稚園説明会
＝
8/30㈰、10/14㈬
■公開見学会
9/8㈫、10/9㈮
＝

カリタス

保育を英語で行う
“英語イマージョンクラス”

い、知育・徳育・体育のバランスのとれた子ど

森村学園幼稚園

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。

100年の伝統と未来へ
脈々と続く
「学び」

主体性を重視した遊びを通して考える力を養

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。成功や失敗を通して学ぶ
子どもたちの成長過程を、見守りながら
サポートしていく。

幼稚園蘂044-922-2526

検索

玉川学園

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

幼稚園

■幼稚部説明会・教育活動参観
＝
9/19㈯ 10時〜
■プレキンダー体験教室 9/9㈬・16㈬・
＝
23㈬・30㈬ 各10時～
＝
■学校見学
※開催予定や詳細はHPで確認を

＝
※30組の入れ替え制
■入試日程
第1回 10/20㈫ 9時～11時30分
出願期間 9/7㈪ ～30㈬
第2回 12/19㈯ 13時30分～16時
出願期間 11/30㈪ ～12/13㈰
第2回のみ保護者
※各回インターネット出願、
面接あり。第2回は欠員があった場合のみ実施

蘂044-986-5155

桐光学園みどり幼稚園蘂044-911-3227

桐光学園

■学校説明会
9/5㈯ 9時～15時

〈寺尾みどり〉 〈桐光学園みどり〉
■説明会
9/5㈯予定
9/11㈮予定
■願書配布 10/15㈭以降
10/15㈭以降
募集中
■2歳児教室 募集中
＝
＝
■見学会
※詳細はHPで確認を

検索

町田市三輪町122-12
アクセス：小田急線柿生駅から徒歩12分、
小田急線鶴川駅からバス10分
（送迎バスあり）

フェリシア幼稚園

検索

■入園説明会
8/26㈬、9/5㈯・16㈬、10/2㈮
※時間など詳細はHPで確認を
■願書配布 10/15㈭
■願書受付・面接 11/2㈪
■未就園児（2歳・満3歳クラス）
「ひよこ組」
週2～5日子どものみ・通園バス乗車可・給
食あり
■未就園児「ぴよぴよクラス」
0・1歳児親子活動

ミスモ
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i Kids Star 新百合ヶ丘

教育も保育も、英語も日本語も
すべてここで

〜バイリンガル幼児園アイキッズスター〜
AIやグローバル化の台頭など、VUCAと言われ

る将来の予測がつかない時代を迎えている。そう

動に必要な基本動作が身につく運動のレッスン
（忍者あそび）
も、子どもたちのお気に入り。豊
富なカリキュラムだからこそ、一人ひとりが自
分の好きなこと、得意なことを見つけられる。

した時代を生きていく子どもたちに、
「自分で自分

先生との距離が近いのもアイキッズスターの

の将来をデザインできる力」
＝
「自分力」
を身につ

特徴。園のスタッフ全員が、子どもたち全員の

けてほしい、アイキッズスターはそう願っている。

顔と名前を憶えている非常にアットホームな環

アイキッズスターは、保育園と同じ保育時間

境の中で、コミュニケーション力や社会性、協

で質の高いカリキュラムを提供する、新しいス

調性が育まれる。
「自分力」の土台となる、英語

タイルの幼児教育施設だ。バイリンガル教育・知

も日本語も、認知能力も非認知能力もすべてワ

能教育・運動指導を三本の柱とし、加えて将来を

ンストップで高められる――それがバイリンガ

生きていく上で重要な非認知能力を身につける

ル幼児園アイキッズスターだ。

アイキッズスターは幼児

ライフスキル教育やミックスエイジプログラム

教育無償化の対象園。保

を行い、子どもたち一人ひとりの宝石を見つけ、

育の必要性を認められた

それを磨き、輝かせることで、
「自分力」を身に

3〜5歳児の子どもをもつ

つける教育を行っている。
各クラスにネイティブスピーカーの先生がい
て、子どもたちは一日の半分以上を英語で過ご

アイキッズスター新百合ヶ丘

蘂044-953-2001

る3700時間以上、英語に浸る。遊びながら創

受付時間10時〜16時
（土日祝を除く）
川崎市麻生区万福寺1-1-2 シティモール5F
アクセス：小田急線新百合ヶ丘駅より徒歩1分

造力や柔軟な思考を育てる知育のレッスン、運

アイキッズスター

し、言語習得に必要と言われる2000時間を超え

検索

家 庭 に、 月 額37,000円
の補助金が支給される。

説明会
● 9/12㈯10時～12時
（受付開始9時30分）
オンラインで実施
● 9/26㈯10時～12時
（受付開始9時30分）
アイキッズスター新百合ヶ丘にて
受験体験会
● 10/11㈰10時～11時30分
アイキッズスター新百合ヶ丘にて

小学校受験対策レッスン開講！受験に必要な
ノウハウの体験が可能。詳細はHPで確認を。
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［グルメ］

季節を味で感じる本格京懐石の名店
横浜市青葉区もみの木台の閑静な住宅地にある京懐石
店。有名店で修業を積んだ板長が作る繊細な料理が楽し
めると評判だ。おすすめは旬の食材をふんだんに取り入
れた月替わり会席。懐石弁当の宅配を利用すれば、敬老
の日や七五三などお祝いの席を華やかに演出できる。

Menu
⃝ 月替のおすすめ
⃝ 七五三弁当
⃝ お子様弁当

5,000円＋税
5,000円＋税
2,500円＋税

あざみ野蜷

懐石料理 有吉

田川
黒須

▲ 新百合ヶ丘

蘂045-902-0335

横浜市青葉区もみの木台6-8
賚11時30分 〜14時30分/17時 〜21
時 贊木曜 猾あり
http://www.ariyoshi.com/

神社前
もみの木台

注目
お弁当は持ち帰り、配送
（2個から、
要予約・エリア制限）
も可。

［グルメ］

［グルメ］

松茸の風味豊かな秋の膳と本格江戸前寿司

新鮮・ジューシーなホルモンを炭火焼きで

柿

生

柿生駅から徒歩1分。昭和レトロな提灯が下がり、和や
かな会話が弾むホルモン焼きの店。その日さばいたホル
モンを炭火七輪で焼けば、旨みと香ばしさが加わり口の
中には肉汁が。まる腸、ギアラなど珍しい部位も食べら
れると評判だ。締めはスペシャルおじやがおすすめ。

川信

至

町

田

マルエツ

いくどん 柿生店
蘂044-986-1147 川崎市麻生区上麻生5-44-27
賚 月〜土17時〜24時
（L.O.23時30分 ）
、日・祝16時〜22時
（L.O.21時30分）贊無休 http://www.ikudon-kakio.com/
注目
人気の
「いくどん風サラダ」は、箸休
めにぴったり。

［サービス］

広々としている
落ち着いた店内

樹木葬スタイルで永代にわたる供養を

Menu
中トロやウニが5貫ずつ入った、出前5人前盛り合
わせ
「ばしょう
（芭蕉）
」
8,800円
（上）
。

江戸前寿司はもちろん、天ぷらや季節の料理
が楽しめる旭鮨。この時季は松茸の香り漂う
「秋の香り膳」
がおすすめ。松茸のおひたしや
松茸茶碗蒸しのほか、今が旬のキンキやカツ
オ、
さらにローストビーフが付く贅沢なコース
だ。1,000円プラスで松茸の土瓶蒸しを追加
することも。9月末まで、出前注文時に
「ミス
モを見た」
と言うと、5,000円以上で500円、
10,000円以上で1,000円引きになる特典も。
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。
【2020年9月30日迄有効】

樹木葬の宗教は不問

Information
樹木葬スタイルの永久の郷
「ホーステイル」
（上）
。豊
かな緑と静寂に包まれた景観
（下）
。

川崎市麻生区の由緒ある寺
「法雲寺」
に、永代
供養付き樹木葬・永久の郷
「ホーステイル
（つ
くしの意）
」
が誕生。市街を見晴らせる眺望の
よい高台にあり、広々とした境内は静かな緑
に包まれている。川崎市重要歴史記念物に指
定されているご本尊
「阿弥陀如来坐像」
に見守
られながら、永代に渡り供養を。後継者や管
理費は不要。百合ヶ丘駅北口から徒歩約12分。
無料見学送迎あり。
注目
・樹木葬 永久の郷
「ホーステイル」
・1区画
（1霊）
250,000円～

⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

相談・見学は随時受け付け
無料送迎あり
（要予約）
ミスモを見た方エンディングノート進呈
消毒液の設置
送迎車の車内消毒の徹底

法雲寺

新百合ヶ丘墓苑

蘂0120-1441-97

川崎市麻生区高石2-6-1
（法雲
寺）賚9時～17時 贊水・木曜
猾あり https://masonwork.
co.jp/cemetery/hounji/

多摩農協園芸センター
高石神社

田

至町

ヶ丘
百合

⃝秋の香り膳
5,060円
⃝秋の香り膳〈松茸土瓶蒸し付き〉（写真）

6,160円
・「秋の香り膳」は9月1日から注文可
・＋1,540円で120分フリードリンク付きに
⃝潮騒
3,300円
※出前・持ち帰りメニューもあり

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11時30分〜15時
（L.O.14時
30分）
/17時〜20時
（アルコー
ルL.O.19時、L.O.19時30分）
贊無休 猾あり

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

エルミロード

イオンスタイル
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小学校受験コース
秋の新年度生受付中

考える＝楽しいこと！
無料体験受付中
幼児期に最も大切なのは、子ども自身の興味の芽をみつけ、
育むこと。知識の習得に偏らず
「考える遊び」
でバランス良
く脳を刺激。考えることを楽しむことで自信と意欲が育ち、
将来の成長に向けた確かな土台を築いていく。

小学校受験は家庭の受験。多くの指導経験と合格実績に基
づいた少人数指導で、受験生とその家庭をフルサポート。
秋の新年長、新年中コースの受付がスタート。9月中は入会
金半額。小学校受験適性テストの申し込みは早めに！

［幼児教室］ チャイルド・アイズ 青葉台校

［幼児教室］ チャイルド・アイズ 生田校

蘂045-982-2772

蘂044-932-4016

▲柿生
たちばな台
第4公園東側

ミスモ特典

青葉台

■9/7㈪ 10時～11時45分

「カルトナージュでリボントレーをつくろう！」
定員：10名 参加費：1,000円

■9/14㈪、
10/5㈪ 2回連続講座 各10時～12時
写真家・秋元茂さんに学ぶ写真教室

「お子さんや身近な人を、
もっと面白くステキに撮ろう」

至渋谷

4

小学校受験用はじめての適性テスト無料。ミスモを
見た方。詳細はHPで。【2020年9月30日迄有効】

ミスモ特典

はじめての適性テスト無料

生田

文化センター入口

ミスモを見た方。要予約。詳細はHPで。
【2020年9月30日迄有効】

■9/8㈫、10/27㈫
各11時～12時
野菜ソムリエCanacoさん

生田歩道橋

西三田団地

9・1 リリ
0月
オ

ログ ス
ラム

小学生向け
「YouTuber入門」

のプ

「菜食健美カフェ」

ZOOMを使用したオンライン・ワーク
ショップを、自宅で受講しよう！

定員：12名 参加費：500円

■9/26㈯、11/28㈯ 各11時30分～12時30分

日時：9/12㈯10時～12時
講師：東京都市大学の講師・大学生
対象：小学生と保護者
定員：20組 参加費：無料
用意：カメラ・マイク付きのパソコン
※要予約。Webサイト内
「イベント情報」
から申し込みを

「リリオスかみしばいカフェ」

定員：10名 参加費：2回で1,000円 ※子連れ不可

■9/19㈯ 13時30分～17時

「商店盛り上げキッズ」
キッズ記者募集！
定員：5名程度 対象：小学3～6年生
参加費：500円 取材先：
「美容室スタイル」

しんゆり交流空間 リリオス

桜台

環状 号線

無料体験 9月は入会金半額

青葉台小
入口

川崎市多摩区三田1-26-28 ニューウェル生田ビル
2F 賚10時～18時 贊月・日曜、
祝日 Ⓟあり
https://www.childeyes.jp/

至町田

横浜市青葉区桜台25-1
賚10時～18時 贊月・日曜、
祝日
https://www.childeyes.jp/

演者：紙芝居文化の会
「バッパープラス」
定員：15名程度 参加費：無料 ※要予約

■9/28㈪ 10時30分～12時

「ハロウィンリースをつくろう！」

講師：小浦千恵さん 定員：8名 参加費：1,000円

参加申込みはWEBサイトにて http://www.lirios.jp

蘂044-281-5036 川
 崎市麻生区万福寺2-1-22 新百合ヶ丘ハウジングギャラリー横
新百合ヶ丘駅南口徒歩3分

しんゆり交流空間
主催

一般財団法人

リリオス

川崎新都心街づくり財団

蘂044-281-5036

http://www.lirios.jp

ミスモ

津田眼科

心療内科

TSUDA Eye Clinic
診療内容

診療時間

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

月･火･水･金
土
休診日

9:30 〜 13:00
15:00 〜 19:00
9:30 〜 13:00
14:00 〜 16:00
日･祝日､ 木曜日

井澤クリニック

9:30〜12:30 休診
15:00〜19:00

神経科

○

○

○

○

○

休診

○

○

○

9:30〜
14:00

■ 休診日：日･祝日､木曜､月曜午前

診療時間は変更になる場合があります

夏期休診 8/23㈰まで

綟あり

あさお

精神科

2020年9月号

薑 044-965-1171
川崎市麻生区千代ヶ丘 8-1-20

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

初診の方はお電話で予約をお願いします

981-3636

薑044-

柿生駅北口前 川崎市麻生区上麻生5-40-1-202

編集者・ライター
経験 3 年以上の方
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皮膚病シリーズ

わずかに脂肪に覆わ
れ、容 易 に 触 れること
ができる と正 常で、そ
れ以 上脂 肪 がついてい
ると肥 満です。肥 満に
なると、免 疫 機 能 が低
下 し、から だのたるみ
が増え、分 泌 物も増え
て き ま す。す る と、皮
膚 の バ リア 機 能 が 低 下
し、普 段 は悪さをしな
い細 菌 や 真 菌
（カ ビ）が
増 殖 し、膿 皮 症 やマラ
セ チア 性 皮 膚 炎 と な る
可能性が高くなりま
す。こ う いったこ と を
防 ぐため、肥 満にさせ
ない よ う に 適 切 な 体 重
を 意 識 しましょう。犬
が 肥 満 と な る 原 因 は、
運動不足とエネルギー
過 多です。涼しい時間
に、散 歩 に 連 れて 行っ
て あ げ ま しょう。そ し

て 今一度、食 事 の 量 が
適切か確かめましょう。
注 意 す べ き 点 と し て、
病 気 の一症 状 で 太 るこ
ともあります。例えば、
脱 毛 を 伴い食 事 量 が 変
化 して い な いの に 太 る
甲 状 腺 機 能 低 下 症 や、
皮膚や筋肉が薄くな
り、お 腹 がたるんで見
える 副 腎 皮 質 機 能 亢 進
症 な ど があります。こ
ういった 病 気に早 期に
気 づく た め に も 食 事 量
や毛、皮 膚などの変 化
に注意しましょう。
今 回 は 皮 膚 病 と肥 満
につ い て お 話 し し ま し
た が、肥 満は他にもさ
ま ざま な問 題 を 引 き 起
こ し ま す。ワン ちゃん
が 健 康 でい ら れ る よ う
に体重管理に努めま
しょう。

【応募方法】
詳細はミスモ10月号
（次回）
または、
新百合ヶ丘商店会オフィシャルサイト
「新ゆり・ねっと」
（http://www.sinyuri.net/）
で確認を
【主催】
新百合ヶ丘商店会
【問い合わせ】
株式会社エリアブレイン
TEL044-954-2555
（10:00〜18:00 土・日曜、祝日休み）

― 病気を防ぐ体重管理 ―
まだまだ暑い日が続
き、ワン ちゃんの お 散
歩 に 出 か け ら れ ない 方
も多いのではないで
しょう か。運 動 量 が 減
る と、肥 満 に なって し
まう可能性があります。
肥 満 は心 臓 に 負 荷 がか
かった り、糖 尿 病 や 膵
炎 といった 病 気のリス
ク を 高 めた り する だ け
でなく、実は皮 膚 病 を
引 き 起 こ すこ と も あ る
のです。そこで今回は、
肥 満 と 皮 膚 病 の関 係 に
ついてお話します。
そもそも、犬の肥 満
は どの よ う に 判 断 す る
のでしょう か。犬 の 体
格 を判 断 するには、さ
ま ざま な 基 準 がありま
す が、肥 満の判 定に使
い や すい 基 準 は 肋 骨 を
触る方法です。肋骨が、
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

先生

斉藤動物病院
院長 斉藤 邦史

http://saitoah.com/

しんゆりハロウィン2020
今年はフォトコンテストを開催！

新型コロナウイルス感染拡大の影響を考慮し、今年はパ
レードを行わず、フォトコンテストを開催。思い思いの仮
装した写真を送ってみよう！入賞者には豪華景品あり。

ミスモ

2020年9月号

本誌掲載の情報は2020年8月現在のものです。本誌に掲載の価格は、税抜価格の記載
（＋税）
を除き、税込価格です。
料金は変更される場合がございますので、店舗に確認の上、ご利用ください。
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