輝く
v o l .6 7

2020年

月、宿河原に一軒の

コーヒー焙煎店が誕生した。ガラス

張りの扉の向こうでは、焙煎機から

煎りたてコーヒーの香ばしい香りが

漂う。カウンターで出迎える伊藤真

さんは、いつも穏やかな笑顔でコー

川崎市多摩区宿河原7-14-13
毬ビル102
賚10時～18時 贊日曜
https://rhizomag.com

蘂044-819-6769

お客様との会話を通じて
求められる味を日々追求

ヒー豆の相談に乗ってくれる。

「豆の焙煎は温度や湿度、時間など

のデータ管理と、淹れた時の味を想

像しながら感覚を磨くことが大切で

す。お客様と会話を重ねるたびに発

見があります」
。実は珈琲焙煎 リゾ

マグのスタッフは自動車メーカーの

撮影を請け負うフォトスタジオのメ

ンバー。その仲間同士で、セカンド

ライフを見据えて始めた新しいチャ

レン ジ が、
この 焙 煎 店 だ。「 仕 事 の ジ

ャンルは違いますが、お客様の求め

るものにとことん応えたいという思

いは同じです」。

真摯な姿勢と丁寧な仕事ぶりで着

実にリピーターを増やし、おいしい

コーヒーの淹れ方を指南するワーク

ショップも計画中だという。伊藤さ

3

12

んの人生の新たな挑戦は始まったば

かりだ。

珈琲焙煎 リゾマグ

人
珈琲焙煎 リゾマグ

マネージャー

伊藤 真 さん

伊藤 真 さん：町田市在住。自動車の撮影スタジオにてメカニック業務な
どを行う傍ら、2020年より珈琲焙煎 リゾマグで豆の仕入れ、焙煎、販
売までをこなす。コーヒーコーディネーターの資格も取得。
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気軽にウオー
キング

を
﹁スポ
ー
ツ
・
健
康
ロード﹂

片道約3.1kmの川沿いの道。途
中に架かる橋の名にはフロンター
レも。

ショット」をよろしくお願いします。ワタ

2022年 早 春 号！ 今 年 も
「街角ワン

かって汗を流すのもアリ！

も近くにあるので汗をかいたら温泉に浸

ことができますよ。あと、天然温泉施設

そしてそんなコースとなる片平川には

クシは久しぶりに仕事のないお正月を迎
えることができました。ラジオのリポー

の橋も架かっているので、それらの名

前をチェックしながら歩くのもオスス

トは盆暮れ正月関係なく、月曜日から金
曜日の午前中まであるので、週末が年末

メ！ちなみに

つの橋は一般に

年 始 に 重 な る の は 非 常 に 貴 重 で、 ノ ン ビ

名前を募集して付けられたのだとか。
「片

ですか？小田急多摩線栗平駅から片平川

んな名称が付いた通りがあるのをご存じ

ツ・ 健 康 ロ ー ド 」に つ い て。 皆 さ ん は そ

さて新年最初の話題は
「麻生区スポー

ウ ン ド が あ る か ら そ の 名 を 付 け た そ う。

すぐそばに川崎フロンターレの麻生グラ

レ橋」なんて名前のもあるんですよ。実は

ちょっと変わったところでは
「フロンター

平一番橋」
「水車橋」や
「たな橋」
などなど、

の内の

リとしたお正月を過ごしましたよ。

沿いを歩いて小田急線柿生駅までのコー

なのでその橋だけは欄干もフロンターレ

にウオーキングをしてみませんか？

ているだけではなく、身近な場所で気軽

年始め、寒いからといって家にこもっ

スを
「麻生区スポーツ・健康ロード」と名

9

カラーなんです♬

時間半ぐらいと

藤田優一くんの 「街角リポート」

15

付けジョギングやウオーキングなど区民
の健康維持に活用してもらおうと整備し

周 年 を 記 念 し て と の こ と で、

たそうです。できたのは2012年麻生
区の区制

年も前のことですが意外と知らない方

・1k m。往復で

コースは栗平駅から柿生駅までの片道

も多いのでは？

約

もあって疲れたらベンチで休憩もできる

内板や距離の表示もあり、また公園など

のもうれしいですね。片平川沿いには案

初心者でも歩きやすい距離になっている

1

ようになっています。川沿いは戸建て住

藤田 優一

30

宅も多く閑静なエリア、花壇もあるので

profile
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3

季節を感じながらジョギングなど楽しむ

7

15

1年365日！神奈川
を行脚（あんぎゃ）
し
ている、はぁ～いフ
ジタでェ～す！
！地元
神奈川のことならな
んでもお任せ！
！明る
く元気なのが1番の
取り柄です。街で見
かけたら是非声をか
けてくださいね～♪

街角リポーター

81
新百合ヶ丘周辺

vol.

「 Lovel y D ay♡ 」 月曜〜金曜 9:00〜12:00 On Air

私立小学校・付属幼稚園特集

桐光学園 寺尾みどり幼稚園
メッセージ

小塚 良雄 理事長・園長

子どもたちはパパやママ
が大好き！見ていてくれ
て手を繋いでくれるだけ
で元気が出て勇気が湧い
てきます。可愛いこの瞬
間を見逃さないように私
たちと一緒に子どもたち
を見守り、今を満喫しま
しょう！
一人ひとりに
「目と手と心が届く」
環境。
「気づく 考える やってみる」
仕掛けが満載。

しなやかに、のびやかに

蘂044-955-1717

担任陣が連携して目と手と心が届く環境の中で、専科指導や横割り活動、異年齢交流などこだ
わりの活動を通して
「しっかり聞いて、じっくり見る」
姿勢と
「気づく 考える やってみる」
意欲
を育む。放課後には各種の課外クラブ、STEAM教育の探究ラボや就学前講習会も実施。

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）

検索

寺尾みどり

ホームページ

森村学園幼稚園
メッセージ

自然豊かな環境で、子ど
もたちは日々豊かな心と
考える力を育みます。お
友だちと主体的なあそび
や活動を楽しむ中で、豊
かなコミュニケーション
能力と自分の力で将来を
切り開ける人になってほ
しいと願っています。

武藤 深雪 園長

友だちとの関係のなかで多くを学ぶ。
豊かな自然環境を生かした活動が豊富。

豊かな自然環境の中で喜びと感動を

蘂045-984-0046

あそびや活動を通して、幼児期のうちに伸ばしたい非認知能力を育てる。校訓である
「正直･親
切･勤勉」
を心の土台に築き、ことばの力や知的好奇心、主体性を体験を通して学べ、身に付け
ることができる環境がある。これが森村学園幼稚園の魅力だ。

横浜市緑区長津田町2695 アクセス：
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

森村学園幼稚園

検索

ホームページ

成城幼稚園
メッセージ

国府 君江 園長

自分の感情や意見を表現
する力・自分を愛する力
を育てるとともに、他者
の気持ちに気付き受け入
れる力、失敗から学ぶ経
験から粘り強くチャレン
ジしていく力を養い、自
分で気付く力を育てるこ
とを目標にしています。
遊戯室やアトリエなど設備面も充実。
緑豊かな園庭で、遊びを通し探究心を育む。

創立時から1世紀、脈々と続く
「学び」
創立者 澤柳政太郎氏が大切にした
「個性尊重」
「自学自修」
の考えを軸に、自然環境の中で、異
年齢交流も含めた人との関わりの中で、自分で気付く能力・発見する能力を育てることを重視。
第2世紀の学園教育改革
「国際教育・理数系教育・情操教養教育」
にも力を入れている。

蘂03-3482-2108

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

成城幼稚園

検索

ホームページ
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私立小学校・付属幼稚園特集

洗足学園

洗足学園大学附属幼稚園

洗足学園小学校

幼稚園の新しい教育がスタート

能力を大きく伸ばす優れた教育環境

2021年度入園児から、多様な経験を可能にし、考える習慣を実現
する新カリキュラムのもと、園児数も今までの半分にして、きめ細
やかな少人数教育を実践している。園児たちは毎日、洗足学園小学
校の児童たちと同じ制服を身にまとい、元気に登園している。

全児童が中学受験をするため、きめ細かな進路指導と高い学力を目
指す教育課程を編成。オリジナルテキスト、独自の検定、多くの校
外学習や農園もあり、オーケストラ活動も魅力。先進的ICT教育環境
を整備し、児童は全員iPadを保有し、文房具のように活用している。
メッセージ

吉田 英也 校長

田中 友樹 園長

メッセージ

サイエンスや英語といった新しいプログラムに
加え、保育や園児たちの遊びに変化を与えられ
るよう ICT 環境の整備も進めています。幼稚園
の新たな取り組みを、ぜひご覧ください。

学力育成と同時に心を育てる教育にも力を注い
でいます。児童の学習の様子や様々な取り組み
への姿勢を、ぜひご自身の目でお確かめくださ
い。ご来校をお待ちしています。

kg-office@senzoku.ac.jp

syo-jimu@senzoku.ac.jp

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

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

洗足学園大学附属幼稚園

検索

洗足学園小学校

ホームページ

検索

ホームページ

桐蔭学園 幼稚園・小学校
メッセージ

森 朋子 園長・校長

これからの時代に必要な
教育は
「人間力」
を育むこ
とであると確信し、幼稚
園ではチャレンジ力、小
学校では思考力、創造力、
チャレンジ力、メタ認知
力、思いやり、エージェ
ンシーという6つの資質・
能力を設定しました。
遊びが学びにつながる園生活。
誰もが未来のリーダーに！

「自ら考え判断し行動できる」
力を育成

蘂045-971-1411

自ら考え、行動し、仲間に支えられ、失敗を経験しながら目標に向かって前進し、子どもたち
は
「生き抜く力」
を身につける。桐蔭学園 幼稚園・小学校では、これまで以上に
「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る。

横浜市青葉区鉄町1614 アクセス：
東急田園都市線青葉台駅・あざみ野駅・
市が尾駅、小田急線柿生駅からバス

桐蔭学園

検索

Instagram

玉川学園 幼稚部・小学部
メッセージ

創立者 小原國芳が日本
で初めて
「全人教育」
を提
唱し100年 に なりま す。
創立者が掲げた
「人生の
最も苦しいいやな辛い損
な場面を真っ先きに微笑
みを以って担当せよ」と
いう玉川モットーを今も
大事に実践しています。 野瀬 佳浩 教育部長
小1生～小5生が学ぶK-12経塚校舎。
豊かな学びの土台を作る。

「きれいな心」
「よい頭」
「つよい体」
を
幼稚部から大学院までを擁する総合学園として、同一キャンパス内で一貫教育を展開。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い、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。希望者を対象に放課後の延長教育プログラムも実施。
11

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

ホームページ

私立小学校・付属幼稚園特集

和光鶴川小学校
豊かな体験で“考える力”が育つ
考える力を育むために、質の高い体験を数多くする、仲間と
共に成長する、学ぶ楽しさを知ることを大切にした教育を展
開。学校生活が、
その後の豊かな人生の礎となることを目指す。
常設学童クラブ
（放課後～18時）もあり。併設の中学、高校、
大学へは優先的に進学可能。
メッセージ
生きる力を学ぶ教育を実践している。

私たちの学校では、子ど
もたちが主体となり、
“考
える 力 ”を 育 む た め に、
子ども自身の
「主体性」
を
大事に、
「豊かな経験」
を
仲間と
「共に」
くぐり、学
ぶ
「楽しさ」
を知ることを
大切にしています。

蘂042-736-0036

大野 裕一 校長

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

和光鶴川小

検索

一人ひとりの個性豊かな発達を目指す。

LINE

聖ドミニコ学園小学校
メッセージ

よく 生 き た くましく 生
き、愛し愛される人は、
他者のために何かしたい
と考えられる人。自分で
考え、決断し、行動でき
る人。与えられた多くの
愛に気づき、思いやりの
心を持てる人。そんな人
山下 浩一郎 学校長
に育んでまいります。
朝の礼拝が行われる聖堂。
生きる力を身に付け、愛し愛される子どもに。

蘂03-3700-0017

一人ひとりを大切にし、個性を伸ばす
宗教、体育、音楽、英語、フランス語、作文、ダンスの７教科を小1生から専科教師が教える。
図工は小３生、理科は小４生から専科教師が教える。専門の教師だからこそ教科の魅力や楽し
さを十分に伝えることができ、子どもたちは楽しみながら、個性を発揮できる。

世田谷区岡本1-10-1 アクセス：東急
田園都市線用賀駅・二子玉川駅から徒
歩20分、東急田園都市線・JR大井町
線二子玉川駅からバス10分＋徒歩2分

聖ドミニコ学園小

検索

ホームページ

聖セシリア小学校
メッセージ

服部 啓明 校長

小学校時代は将来の自分
作りの土台となる時期で
す。困難にあってもしな
やかに処する「すなおさ」
を、人の心の痛みを理解
する「明るさ」を、知性
を人のために生かす「学
び」の基礎を、日々の教
育を通して育成します。
多様な体験学習で育む好奇心や探求心。
カトリックの精神を通して思いやりの心を育てる。

信じ、希望し、愛深く
カトリック教育を基盤とし、小1生からの英語教育、専科制の授業、少人数のクラス編成、年
間を通した水泳指導、習熟度別の算数の授業、
「演劇」
「応用」
「演習」
「合唱」
「共同制作」
など
のオリジナル授業、多彩な放課後活動などを通し、豊かな人間形成を目指す。

蘂046-275-3055

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12分、小田
急江ノ島線南林間駅から徒歩7分

聖セシリア

検索

ホームページ
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桐光学園小学校
豊かな心を育てながら、
よく遊び、よく学ぶ小学校
自然に囲まれた環境にある小学校。
意志・表現・
感謝の３つの校訓を通して豊かな心を育む。
日々の授業では学び合う楽しさを、学校行事
では男女が力を合わせて成しとげる喜びを感
じられるよう、独自のカリキュラムで充実し
た教育を展開する。また、家庭学習と連動さ
せながら学習の基礎を定着させることを大切
にしている。複数担任制によるきめ細やかな
指導も、桐光学園小学校の特色である。

農園活動など特色ある授業が多い。

メッセージ

教室には自分専用の机があって、友だちと
一緒に考え、話し合いながら学びます。休
み時間には校庭やさまざまな場所で、好き
な遊びや活動に取り組みます。一人ひとり
が自分の好きなことや、挑戦してみたいと
思うことを大切にできるように、私たちは
子どもたちに寄り添います。

2つのグラウンドは休み時間も使用可。

蘂044-986-5155
iPadを導入し、授業でも活用。

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
（小1～3生のみスクールバ
スあり）

桐光学園小

斎藤 滋 校長

検索

ホームページ

帝京大学小学校
帝京小で夢への第一歩を
見つけよう
子どもたちが
「なりたい自分」を目指して学ん
でいけるよう、キャリア教育に力を入れてい
る。取り組みの一環として、全学年を対象と
して
「キャリアパスポートデー」を実施。10
社以上の企業や団体の協力のもと、仕事の魅
力や大変さ、働くことの意味などを学んだ。
また、主体的・対話的で深い学びを実現する
ため、iPadを活用した授業も積極的に取り
入れている。系列の帝京大学幼稚園もある。

豊かな自然環境と木の温もり感じる校舎。

メッセージ

石井 卓之 校長
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教育理念の
「自分流」
を根幹に据え、2040年
代に世界を舞台に活躍するために必須な英
語力や問題解決能力を育成しています。
「自
分の頭で考える」
「ゴールイメージから」
「多
数決に頼らず納得解を作り上げる」
「WINWINの重視」
など、新たな教育活動に挑戦中
です。

キャリアパスポートデーの様子。

蘂042-357-5577

さまざまな教科でiPadを使用。

多摩市和田1254-6 アクセス：小田急
多摩線・京王相模原線・多摩モノレール多
摩センター駅からバス13分、京王線聖蹟
桜ヶ丘駅からバス13分、京王線・多摩モ
ノレール高幡不動駅からバス10分

帝京小

検索

ホームページ

私立小学校・付属幼稚園特集

相模女子大学小学部

相模女子大学は、園児から大学院生まで約5,000名が学ぶ学園だ。

毎日会いたい友達がいる 毎日受けたい授業がある
相模女子大学小学部は小田急線相模大野駅にある男女共学校。スクール
コンセプト「毎日受けたい授業がある 毎日会いたい友達がいる」を掲げ
ている。目指す子ども像を「自分からできる子」とし、子どもたちの学ぶ
意欲と力を支える環境を整えている。また、将来に向けて学び続ける学
習者を育てる。1学級28人程度の少人数学級編制や、積極的な異学年交
流、一人ひとりがテーマを決め、考えや見識を深める
「探究の時間」など、
相模女子大学小学部にしかない時間が多くある。また、1人1台のiPad
や全教室に電子黒板を設置するなどの環境も整っている。
「探究の時間」
はそれぞれが同分野のゼミに分かれて活動。

メッセージ

コミュニケーション能力を育てる「つなぐ
手」
（ 上）。全校で参加する鼓笛発表会（パ
レード）
（左）
。

蘂042-742-1444

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

相模女子大小

検索

相模女子大学小学部は、今年創立
70周年を迎えました。広大なキャ
ンパス内に広がる自然の中で、子ど
もたちはさまざまな学習に取り組ん
でいます。未来で生きる人材育成を
目指し、プログラミング・英語・探究・
つなぐ手
（コミュニケーションなど）
の学習など、論理的思考力の育成や
人間関係を育む考え方について学ん
でいます。時代の変化とともに学び
は変わりつつありますが、人として
の学びは変わりません。未来の社会
の担い手としての礎となる学びを提
供できる学校が相模女子大学小学部
です。

川原田 康文 校長

ホームページ
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さん にうかがう

神奈川県私立小学校協会会長

斎藤 滋

私学の特徴は、各校の教育目標が

教育活動が大きな魅力

特色ある教育方針、

い導入に踏み切れたのも、そういっ

もと、教員の強い意思によって素早

せんが、保護者の方の理解と支援の

国の指示や補助は万全ではありま

に比 べ て Ｉ ＣT機 器 導 入 に 関 す る

学校と家庭の教育方針を見極め

り上げることにつなげています。

することで、より良い教育の場を作

む姿勢を心がけるなど、情報を共有

集中しないよう学校全体で取り組

と、学校の方針が合っているかをよ

各家庭の教育方針や子どもの個性

取れた教育活動が大切なのです。

らか一方だけではなく、バランスの

多様性を学びとっていきます。どち

失敗、友達や先生との関係のなかで

子どもが個性を伸ばしながら
多様性を学べる環境を

明確で、揺るがないことです。これ

た私学の強みが生かされた結果と

我が子に合った学校選びを

神奈川県私立小学校協会会長。関東地区私立小学校連合会会長を歴任。

保護者の方には、受験にあたり、

は教員が長期にわたって同じ教育

いえます。

工夫ができるのも私学の良さです。

各校の特色を生かしてさまざまな

要領に基づいて授業を行いますが、

面では公立学校と同じく学習指導

換の機会、児童募集活動における協

れました。その後、学校間の情報交

強化が必要であることが再認識さ

震災をきっかけに私学間の連携の

ありますが、２０１１年の東日本大

身に付けることができる環境です。

く 元 気 に 生 活 し、 さ ま ざ ま な 力 を

切なのは、子どもたちが子どもらし

などに関心が集まりますが、一番大

育やアフタースクール、施設の充実

私学の受験を検討する際、英語教

方も安心できる、そんな学校選びを

に学校生活を送ることで保護者の

す。子どもたちが心身ともに健やか

見据えた選択をすることも大切で

とさまざまですから、将来の進学を

や、高校までの一貫校、大学付属校

す。学校の形態も小学校のみの学校

く見極めていただきたいと思いま

新型コロナウイルスの影響で臨

力体制を作ることができました。そ

子どもたちは学校生活や授業を通

の私立小学校が

時休校の要請が政府から出される

の中で、子どもたちの個性に対して

していただきたいと思います。

神奈川県には

なか、多くの私学が迅速にオンライ

して得るたくさんの実体験や経験、

実現できることだと思います。学習

目標を共有できる環境だからこそ

斎藤 滋さん

どう対応すべきか、担任への負担が

31

ン学習に切り替えました。公立学校
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