


上質なアートを堪能できる「芸術のまち・しんゆり」
そして「音楽のまち・かわさき」。ほかにも県内各地で
芸術の秋をたっぷり楽しめるイベントが多数開催！

ぜひ、足を運んでみては。

国内外のトッププレイヤーが魅力満載のステージを披露する「かわさき
ジャズ」。昨年、大盛り上がりを見せた「しんゆりJAZZストリーム」の
１日目には“日本のサッチモ”外山喜雄とデキシ―セインツほか３組が、
２日目はオルケスタ・デ・ラ・ルスと今年も充実のラインナップ。ジ
ャズユニットColorful JAZZの公演には、落語家・春風亭昇太がゲス
ト出演し、落語とジャズの両方が楽しめる。心躍るジャズの名演をぜひ。

ホームページ

かわさきジャズ2022
実行委員会事務局

「しんゆりJAZZストリーム」
日程： ［DAY1］ 10/29㈯15時開演 

［DAY2］ 10/30㈰18時開演
会場：新百合トウェンティワンホール
料金：5,000円(全席指定)

「�Colorful�JAZZ!��
with�special�guest�春風亭昇太」

日程：11/12㈯18時開演　
会場：昭和音楽大学
料金：5,000円(全席指定)

蘂044-223-8623 
かわさきジャズチケットオンライン
https://kawasakijazz.jp
ミューザWebチケット　
http://muza.pia.jp/
※新百合ヶ丘エリアのプレイガイドで
も取り扱いあり。詳しくはWebへ

オルケスタ・デ・ラ・ルス

外山喜雄とデキシーセインツ

春風亭昇太

注目公演が目白押し
「かわさきジャズ2022」
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しんゆりシアター「人間ぎらい～メランコリックな恋人�喜劇5幕～」
1666年に初演されたフランスの国民的作家モリエー
ル円熟期の性格喜劇の傑作。正直者で虚偽に満ちた
社交界に馴染めないアルセストは、彼とは真逆で会話
術で男心をつかむのがうまいセリメーヌに恋をしてい
る。アルセストは彼女にも正直さを求めるが…。モリ
エール生誕400年、川崎市アートセンター開館15周年
の今年、底抜けに明るい喜劇が10/8㈯いよいよ開幕。

日時：10/8㈯～16㈰　※11㈫休演、13㈭アフター
トーク、15㈯LIVE配信
作　：モリエール
翻訳：北則昭（新訳）　演出：五戸真理枝
出演：釆澤靖起、那須凜、齊藤尊史、真那胡敬二ほか
会場：川崎市アートセンターアルテリオ小劇場
料金： 一般4,500円、学生2,700円、障がい者割引

3,500円（全席指定）

川崎市アートセンター　蘂044-955-0107
川崎市麻生区万福寺6-7-1　受付時間／9時〜19時30分　
施設点検日／毎月第2月曜 ※祝日の場合は翌日

ホームページ

芦ノ湖テラス 玉村豊男ライフアートミュージアム��蘂0460-83-1071
神奈川県足柄下郡箱根町元箱根61 賚10時30分～17時、土・日・祝9時～17時 贊無休
http://www.ashinoko-terrace.jp/museum.html

芦ノ湖テラス内の「玉村豊男ライフアートミュージアム」は暮らしそのものをア
ートとして表現するのがコンセプト。開館15周年記念 玉村豊男新作水彩画展
Part 2「太陽の恵み」がスタートし、10/2㈰11時～15時には玉村豊男氏のサイン
会も実施。芦ノ湖畔でアートを感じみては。

玉村豊男氏のサイン会

玉村豊男『ぶどうの時間』 

台湾の女神「媽祖(まそ)」を通じ“世界へ
の祈り”を紡ぐ物語が、京都観世会館
で好評を博した初演を経て、ホールの
劇場空間を生かした劇場版として生ま
れ変わる。片山九郎右衛門が企画・演
出・出演、野村萬斎をはじめ、能楽・
狂言界を牽引する豪華な出演者にも注
目を。

日時：2023年1/15㈰ 
　　　14時開演
料金：全席指定 
4,500円〜13,000円
U25 4,000円
U18 1,000円
※車いす席あり。未就学
児入場不可
※9/17㈯10時〜 WEB
先行、10/1㈯10時〜 窓
口販売開始

ホームページ

小田原三の丸ホール
蘂0465-20-4152 
小田原市本町1-7-50　
受付時間／9時〜20時（チケット
販売10時〜） 
贊第1・3月曜（祝日の場合は翌平日） 

新作能「媽祖」
―劇場版―

シェイクスピアの四大悲劇のひとつ「オセロ」が原作。軍人であるオテッ
ロは、旗手イアーゴの陰謀で愛するデスデーモナを手にかけてしまう。
のちに真実を知ったオテッロは自分の過ちを悔いて自ら命を絶つ。歌
劇では、原作と異なりヒロインのデスデーモナを中心に展開。勇壮な
男声二重唱、叙情的な女声二重唱、デスデーモナのアリア、ハープ伴
奏の名歌など見どころ満載。

ホームページ

日本オペラ振興会チケットセンターオテッロ　オペラ全3幕
〈字幕付き原語（イタリア語）上演〉
日程：2023年1/20㈮・22㈰14時開演
会場：テアトロ・ジーリオ・ショウワ
料金：SS席14,000円、S席12,000円、
A席10,000円、B席8,000円、C席
5,000円、D席3,000円
※25歳以下：SS席〜A席半額（枚数限定）
※障がい者割引：SS席〜A席20%割引

（要問い合わせ/枚数限定）
※特別割引は日本オペラ振興会チケット
センターのみで取り扱い

蘂03-6721-0874 （平日10時〜18時）
チケットぴあ https://t.pia.jp
昭和音楽大学チケットセンター（窓口のみ）

指揮：イヴァン=ロペス・レイノーソ

ドラマティック
な悲劇のオペラ

「オテッロ」

©tsuranari.com

デスデーモナ：ラッファエッラ・ルピナッチ

オテッロ：ジョン・オズボーン
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未就園児教室

蘂042-331-5511
稲城市平尾3-7-5 Ⓟあり
小田急多摩線栗平駅から徒歩17分

平尾わかば幼稚園

さまざまな形で子どもの成長と保護
者をサポートする同園。来年度より
満３歳児保育の園児を募集。詳しく
知りたい方は説明会に参加を。説明
会は9/26㈪・10/31㈪各12時か
ら、2～3歳児対象の親子教室「キッ
ズクラブ」体験会は11/21㈪10時
から実施。申し込みは電話で。

満3歳児クラス新設、未就園児コースも

ホームページ

約1,000坪の広い敷地の中で四
季折々の自然と触れ合える環境。

注目

蘂042-378-6966
稲城市向陽台3-3 
京王相模原線稲城駅からバス10分、若葉
台駅からバス20分

駒沢女子短期大学付属 こまざわ幼稚園

駒沢女子短期大学保育科付属園とし
て、最新の幼児教育の研究と実践を
担っている。少人数クラスを編成し、
親子で一緒に楽しむ年間30回の活
動を通し、幼稚園生活への緩やかな
着地を目指す。また、保護者が安心
して子育ての喜びや悩みを分かち合
える環境を整えている。

子どもも大人もみんなが集うこまざわ

ホームページ

「やってみたい」が見つかる、
「いっしょに」が言える遊び環境。

注目

蘂044-966-3179
川崎市麻生区上麻生4-2-2 Ⓟあり
小田急線新百合ヶ丘駅から徒歩10分

川崎青葉幼稚園

未就園児教室「じゃんけんぽん」は、
幼稚園入園前に集団生活に慣れるた
めの基礎を育むクラス。週1回コー
スと週2回コースあり（週1回コース
の前期のみ親子で参加）。2023年
度も定員を減らし密にならない保育
をする。緑の芝生の上で友達や先生
と遊ぼう。

未就園児教室で楽しく遊んで集団生活を

ホームページ

教育目標は「しっかり根をはれ　
ゆっくり芽をだせ」。

注目

プレスクール2歳児教室では、週1回
の通園を通して幼稚園での集団生活
に慣れていく。前期は親子登園でさ
まざまな活動を友達とともに体験し、
クラスに馴染んだ頃から徐々に親子
分離を進める。後期は弁当を持参。
翌年度からの園生活に備えながら、
在園児や専科講師との交流も行う。

しなやかに　のびやかに　おだやかに

蘂044-955-1717
川崎市多摩区寺尾台1-17　
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 寺尾みどり幼稚園

ホームページ

2歳児教室に入室後、入園の場
合、入園料の一部を減免。

注目

⃝  2020年4月2日～2021年4月1日
生まれの2歳児対象

⃝  月・火・木・金曜の4クラス編成 
（定員：各クラス15名）

⃝  開催期間は2023年3月まで

Information

    

蘂044-922-2526
川崎市多摩区中野島4-6-1　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、スクールバスあり

カリタス幼稚園

ホームページ

通園回数を週1回（年30回）、週2回
（年60回）から選択可（曜日固定）。

注目

新園舎とカリタスの森で自由にのびのび

子ども一人ひとりと丁寧に向き合い、集中力や自立心を育
てるモンテッソーリ教育を軸とするカリタス幼稚園。待望
の新園舎と「カリタスの森」が完成し、正面の大階段に掲げ
られた「みことば」、年長の園児たちがタイルを並べてデザ
インした”caritas“のモザイクタイルなどが、新たなシン
ボルとなっている。ステンドグラスが印象的な「神さまの
おへや」、7,000冊も絵本がある図書室「ぐりとぐらの部
屋」など、“やりたい！楽しい！できた！”を実感できる、
モンテッソーリ教育にふさわしい教室がそろう。「カリタ
スの森」は、季節の花や樹木が彩り、自然を満喫し、いの
ちを感じ、探究心をかき立てる。未就園児たちも、小さな
身体にふさわしい専用の教室で、見る・聞く・触るの感覚
を働かせ、自分で確かめながら、多くのことを吸収し、園
児たちとの触れ合い、たくさん学べる。

⃝未就園児クラス体験会・説明会
11/14㈪・28㈪、12/22㈭ 各10時～11時　モンテッソーリ活動・
手遊び・お祈り。2023年度未就園児クラス募集要項・新園舎に
ついて。申し込みはHPへ。

Information

未就園児教室には、入園前に雰囲気を確認できたり、子どもたち同士の交流の場が持てたり、メリットが
たくさんある。それぞれの特徴やカリキュラムを吟味し、我が子に合った教室選びの参考にしてみよう。

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、各園が予定するイベント情報および記事の内容に変更が生じる可能性があります。 
詳しくは各園のホームページや電話などでご確認ください。



校章

検索日駒

日本工業大学駒場高等学校

2008年に普通科を併設以来、中堅進学校の完成を目
指し学習支援に力を入れ大学合格実績も伸長してい
る。2021年度募集より工学系学科の募集を停止し、
普通科専一校として新たな目標に向けてスタートした。
生徒一人ひとりの「良さ」を見いだし、育むことで「高い
自己目標の実現」と「楽しい学校生活」の調和を目指す。

蘂03-3467-2130
目黒区駒場1-35-32
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

新たな目標に向けてスタートする日駒

■学校説明会　10/22㈯、11/5㈯・19㈯ 
各14時～　 ＝
■入試ワンポイントアドバイス・入試要項
11/26㈯、12/3㈯ 各14時～　 ＝
■個別入試相談会　11/12㈯、12/5㈪・
6㈫・10㈯ 各14時～17時　 ＝

予約・詳細

共学

校章

検索多摩大聖

多摩大学附属聖
ひじり

ヶ
が

丘
お か

高等学校

少人数で、細やかな生徒指導を行う共学校。教育の
キーワードは「A知探Q」。Answerを一つ得ても、ま
た新たなQuestionが生まれる。その繰り返しが深い
学びにつながり、学びを追究する楽しさを知ってい
く。こうして生徒たちの資質・能力を伸ばしていく。
一歩先を見据えた「学びの本質」がここにある。

蘂042-372-9393
多摩市聖ヶ丘4-1-1
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
あり）

本物から本質に迫る「A知探Q」

■学校説明会
10/8㈯、11/5㈯ 各14時～

＝ （1カ月前～）
■文化祭（聖祭）　
9/17㈯・18㈰
※詳細はHPで確認を

予約・詳細

共学

校章

検索東京農大第一

東京農業大学第⼀高等学校

「知耕実学」を教育理念として本物に触れる実学をベ
ースに数多くの実験や実習を実施している。東京農業
大学を併設しているが、国公⽴大・難関私⽴大への進
学が多い。部活動も盛んで、⾺術部・生物部は全国レ
ベルで活躍。親⾝な指導と誰もが一生懸命打ち込め
る環境があり、充実した3年間を送ることができる。

蘂03-3425-4481
世田谷区桜3-33-1
小田急線経堂駅から徒歩15分、
東急田園都市線桜新町駅から徒
歩20分

知耕実学で本物の体験を

■学校説明会　
10/23㈰、11/20㈰　 ＝
■文化祭（桜花祭）　
9/23㈷・24㈯　※定員あり。 ＝

ホームページ

共学

検索法政二

法政大学第二高等学校

「自由と進歩」を建学の精神とする法政大学の付属校
として、「自由を生き抜く実践知」の育成を目指す。知
識を獲得することにとどまらず、「自ら論理的に思考
し、他者に表現することができる力」の育成を重視し
ている。充実した施設のもと、「今」を全力で生きな
がら、「自分づくり」ができる。

蘂044-711-4321
川崎市中原区木月大町6-1
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

出会い、向き合い、「自分」をつくる

■学校説明会
10/8㈯、11/5㈯・26日㈯ 各14時30
分～　
※上記のほかにオンライン説明会も実施
※詳細はHPで確認を。すべて ＝ 予約・詳細

共学

検索桐蔭学園

桐蔭学園高等学校

グローバル化が進み、技術革新が絶え間なく続く、
変化の激しいこれからの社会で主体的に生き抜くた
めの資質・能力を、アクティブラーニング型授業・
探究・キャリア教育の３つの柱で育てる。力強く大
学で学び、仕事・社会で活躍するための力を“新しい
進学校のカタチ”で育んでいく。

蘂045-971-1411
横浜市青葉区鉄町1614
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

社会につながる新しい教育を推進

■学校説明会（中3生対象）　
10/29㈯、11/5㈯･19㈯・26㈯
※定員あり。 ＝ （１カ月前～）
■入 試 情 報　2023年1/11㈬ 帰国生、
1/22㈰ 推薦、2/11㈷ 一般A方式　
※B方式は書類選考。詳細はHPで確認を

ホームページ

共学

校章

検索駒大高校

駒澤大学高等学校

駒澤大学推薦と難関他大進学のいずれの進路も可能
とする2コース制、活発な部活動と多彩な行事、仏教
を礎とした心の教育。この3つの教育プログラムで生
徒の人間力を育てる同校。アットホームで伸び伸び
とした校風で、「行学一如」の理念のもと、学業にも
学校生活にも真摯に取り組む生徒を育成している。

蘂03-3700-6131
世田谷区上用賀1-17-12
東急田園都市線桜新町駅・用賀
駅から徒歩13分、小田急線千歳
船橋駅からバス10分

「行学一如」で人間力を育てる

■学校見学会　10/8㈯・15㈯・29㈯、11/12㈯・26㈯ 
各15時～　※個別相談あり（学校説明会開催日を除く）
■学校説明会　10/22㈯、11/5㈯・19㈯、12/3㈯
各15時～　※個別相談あり　
■受験生個別相談会　2023年1/7㈯ 13時～　
※すべて ＝

校章
共学
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校章

検索大東学園

大東学園高等学校

大東学園の大きな特長といえば「三者協議会」。生徒、
保護者、教職員との学校づくりは20年を迎える。わか
りやすく丁寧な授業、豊富な選択科目、グループ学習
などで理解を深め生徒一人ひとりが成長していくこと
に力を入れている。幅広いジャンルの部活動も魅力の
一つだ。

蘂03-3483-1901
世田谷区船橋7-22-1
京王線八幡山駅から徒歩20分ま
たはバス9分＋徒歩4分、小田急
線千歳船橋駅から徒歩22分また
はバス9分＋徒歩4分

三者協議会で生徒を学校づくりの中心に

■学校説明会　10/22㈯・29㈯、11/5㈯・
12㈯・19㈯・26㈯・27㈰、12/3㈯・4㈰・10
㈯・11㈰ 各10時～、12時～、14時～、12/1
㈭・6㈫・8㈭・13㈫ 各16時～
■文化祭（大東祭）　10/1㈯・2㈰
※詳細はHPで確認を。すべて ＝

予約・詳細

共学

検索玉川学園

玉川学園高等部

61万㎡の広大なキャンパスに幼稚部から大学・大学
院・研究施設までが揃う総合学園。「全人教育」「探
究型学習」「国際教育」を教育の三本柱として、大学
の学修に必要な資質・能力を⾝につける。生徒一人
ひとりの夢の実現に向け、知性と感性を豊かに兼ね備
える、主体的で探究的な深い学びに取り組んでいる。

蘂042-739-8931
町田市玉川学園6-1-1
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

知性と感性の共創へ

■学校説明会　
10/21㈮ 18時～、11/19㈯ 10時～（一般
クラス対象）
10/20㈭ 10時～、11/4㈮ 19時～（IBク
ラス対象）
※すべて ＝ （1カ月前～）

予約・詳細

共学

校章

検索SUIRYO

横浜翠
す い

陵
りょう

高等学校

「Think & Challenge!」のモットーのもと、幅広い選
択を可能にする3コース制を設置。国公⽴大を目指す

「特進コース」、世界に寄与できる人材を育成する「国
際コース」、自分にとって最適な進学を可能にする「文
理コース」。いずれのコースでも「考え、挑戦する」経
験を積み重ね、仲間と高め合いながら未来を目指す。

蘂045-921-0301
横浜市緑区三保町1
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

Think & Challenge!

■学校説明会　10/22㈯、11/26㈯ 各14時～16時　
※Web説明会同時開催　 ＝ 　
■ライブ説明会　12/3㈯ 14時～15時　 ＝
■入試情報　2023年1/22㈰ 推薦、2/10㈮ 一般
2/12㈰ オープン

共学

校章

検索東海大相模

東海大学付属相模高等学校

23学部62学科を誇る大学と一貫教育を展開し、付属
推薦で約80％の生徒が東海大学へ進学。大学と連携
した「学園オリンピック」や、ハワイ・ニュージーラン
ドへの中期留学など、達成感あるプログラムが充実
する東海大相模で、仲間とともに、価値ある3年間を
過ごそう！2022年4月、制服をリニューアル。

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

一貫教育で夢の実現をバックアップ！

■学校説明会　10/1㈯・16㈰・29㈯、
11/12㈯・26㈯　 ＝
■文化祭（建学祭）　
10/8㈯・9㈰ 各10時～15時
※詳細はHPで確認を ホームページ

共学

校章

検索あざぶふぞく

麻布大学附属高等学校

学力や目標に合わせて「S特進クラス」「特進クラス」「進学ク
ラス」を設定。国公⽴大・難関私⽴大・麻布大学など一人ひ
とりの適性と希望に見合った進路を応援している。進級時に
クラス間の入れ替えがあるため、3年間緊張感をもって授業
に取り組むことができるのも特長。難関大の合格者は毎年増
加傾向にある。

蘂042-757-2403
相模原市中央区淵野辺1-17-50
JR横浜線矢部駅から徒歩4分

きみの「シンカ」は麻布にある

■オンライン説明会　11/3㈷、12/1㈭
■学校説明会　10/16㈰、11/23㈷・27㈰
■個別進学相談会　11/5㈯・19㈯、12/3
㈯・10㈯　※上記はすべて ＝
■入試情報　2023年1/22㈰ 推薦、2/10
㈮ オープンⅠ・A方式、2/19㈰ オープンⅡ

予約・詳細

校章
共学

校章

検索成城学園高校

成城学園高等学校

学びの軸は「自学自習」と「自治自律」。一人ひとりが自
分の興味関心を広げ、持っている力を最大限に発揮
することを大切にしている。時には厳しく自分を律し
ながら、他者を尊重し、社会のよりよい形を作るた
めに働きかけられる力を育む。生徒の学びを中心に

「伝統」と「革新」の両方を大切にした教育が特長だ。

蘂03-3482-2104
世田谷区成城6-1-20
小田急線成城学園前駅から
徒歩8分

「拓く力、編む力、変化する力」を育む

■学校説明会
10/8㈯、11/12㈯、12/18㈰　 ＝
※上記のほかにオンライン説明会や個別
相談を実施予定。詳細はHPで確認を
■入試情報　2023年1/22㈰ 推薦
2/12㈰ 一般　※ともにWeb出願

ホームページ

校章
共学
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校章

検索相模女子高

相模女子大学高等部

勉強、部活動、学校行事。すべてに一生懸命取り組める、
絶好の環境。国公⽴大や難関私⽴大への合格実績も
着実に伸びているとともに相模女子大学への内部推薦
も充実。関東・全国レベルで活躍する部活動もたくさ
んあり、学校行事も迫力満点。親⾝な先生と頼りがい
のある仲間に囲まれた3年間を送ることができる。

蘂042-742-1442
相模原市南区文京2-1-1
小田急線相模大野駅から徒歩10
分

「わたし色」満開。それが相模女子

■学校説明会　
9/24㈯ 10時～12時、10/8㈯、11/26㈯、12/3㈯ 各
14時～16時　 ＝
■入試個別相談　
12/6㈫〜8㈭ 各16時～19時　 ＝
■個別学校案内 ※随時受付中  ＝

女子校

校章

検索鶴川高校

鶴川高等学校

建学の精神の「愛の教育」を基幹とし、信仰・希望・愛・
忍耐の四徳を校訓に、自分と他者とを大切にする人
間性を育むことを目標とする。1時間目は10時始まり。
“学び直し”や“資格取得”を目指す9時始まりの0時間目
授業を導入（希望制）。来年度、制服を大きくリニュ
ーアルする。

蘂044-988-1126
町田市三輪町122
小田急線柿生駅から徒歩12分、
鶴川駅からバス8分、東急田園
都市線市が尾駅からバス20分

変わり始める鶴川高等学校

■学校見学会　9/24㈯、10/8㈯・15㈯・
29㈯、11/5㈯・12㈯・19㈯、12/3㈯・10㈯ 
各9時～12時
■個別相談会　11/23㈷・26㈯、12/17
㈯・24㈯ 各9時～12時　 ＝
■文化祭　10/22㈯　 ＝

ホームページ

女子校

※2023年度にフェリシア高等学校へ名称変更予定

検索Komajo

駒沢学園女子高等学校

90年以上続く伝統をさらに進化させ、最新の教育に
取り組む同校。5領域を意識した英語教育や新しい入
試に対応する探究型授業、ICTスキルを⾝につける授
業など、アクティブな学びが充実。併設の女子大・
短大の看護・管理栄養・保育などは女子に人気の課程。
緑豊かな20万㎡のキャンパスに訪れてみては。

蘂042-350-7123
稲城市坂浜238
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

確かな女性教育と新たな学習チャレンジ

■学校説明会　10/29㈯ 13時30分～
■入試説明会・個別相談会　11/20㈰・23
㈷ 各10時～、11/26㈯ 13時30分～
■面接シミュレーション・個別相談会
12/3㈯ 9時～ ほか
※詳細はHPで確認を。すべて ＝

予約・詳細

女子校

検索日本学園高

日本学園高等学校

創⽴は1885年。歴史に名を残す偉人を数多く輩出
した男子校。目指す進路に合わせ「特別進学」「進学」

「スポーツ」の3つのコースを設置。思考力・創造力・
表現力を養う「創発学」、短期留学を取り入れたNGP

（Nichigaku Glocal Program）、自由に組み合わせ可
能なモジュール講習などで確かな学力を⾝につける。

蘂03-3322-6331
世田谷区松原2-7-34
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

“人は得意な道で成長すればよい”

■入試説明会　10/22㈯、11/5㈯・19㈯、
12/3㈯、2023年1/14㈯ 各14時～　 ＝
■入試個別相談会　
11/26㈯ 13時～17時　 ＝
■入試情報　2023年1/22㈰ 推薦
2/10㈮・14㈫ 併願・一般

予約・詳細

男子校

　ミスモ　2022年10月号 6ミスモ　2022年10月号7 私立高校 学校ガイド



蘂044-299-8879 
川崎市麻生区片平7-7-1 ヒルサイドコー
ト1F 賚8時～18時 贊水曜、第1・3・5木曜 
猾あり

オレンジ色の看板が目印。国産
小麦と天然酵母を使用した、こ
だわりパンが好評で、この時季、
秋限定商品の「紅いもマーブル
さつまいも」が登場。紅いもと鹿
児島産さつまいもを使い、切り
口の模様の美しさも評判。秋恒
例の人気商品なので、完売する
前に予約がおすすめ。

今年も秋限定の人気商品が登場

ぱんやのともぱん

Instagram

栗平

ローソン

小田急多摩線

湯快爽快

イートインも可能。コーヒーの無
料サービスもあり。

注目

蘂042-350-7187 
稲城市坂浜238
受付時間／平日10時～17時
https://www.komajo.ac.jp/uni/counseling/

駒沢学園心理相談センター主催
セミナー「発達障害の理解と対
応－発達が気になる子どもにど
う接したらいい？」を11/5㈯に
開催。講師は東京都立大学・人
文社会学部助教の大瀧玲子先
生。参加費無料で無料駐車場あ
り。申し込みは電話にて、10/19
㈬まで受付中。

発達障害に関する心理学セミナー開催

駒沢学園心理相談センター

予約・詳細

稲城

東京よみうり
カントリークラブ

稲城
二小

駒沢学園入口
坂浜

京王
相模
原線

鶴

川
街
道 ▶︎

新
百
合
ヶ
丘

子どもの発達が気になる保護者
や、支援に携わる方にもおすすめ。

注目

健康に配慮した、砂糖不使
用の本格的ドイツパンを提
供。同店のライ麦パンは、現
代人に不足しがちな鉄分、食
物繊維、ビタミンが豊富で、
小麦に比べると2倍も多くリ
ジンを含む。ひまわりの種な
ど、蒔くと芽が出る活きた食
べ物を使ったアインコーンブ
レッドも人気だ。

自然の恵みを生かした砂糖不
使用のライ麦パン。

アインコーン30％、
国産小麦70％。

コマ図

・フルーツ入りライ麦パン� 1本 475円、1/2本 248円
・ローゲンミッシュブロート�1本 810円、1/2本 405円
・ミッシュブロート� 1本 810円、1/2本 405円
・バイツェンミッシュブロート� 1本 1,015円
・ アインコーンブレッド各種（いちじく、ゴマ、ひまわ

りの種、カボチャの種）� 1個529円、1/2個 270円

MENU

蘂044-951-0533
川崎市麻生区万福寺1-16-4
賚9時～19時 贊木・日曜、祝日（営業
の場合もあるので要確認） 

砂糖不使用の本格的ドイツパン

ケルン

クッキー１袋プレゼント
オーガニックパンを合計1,500円以上購入の方。
【2022年10月31日迄有効】

ミスモ特典

世田谷通り

新百
合ヶ
丘

JA

至町
田

アートセンター

区役所南

駅入口

蘂045-901-0078 
横浜市青葉区美しが丘2-16-1 グロープ
ラ ザ ビ ル2F 賚11時 ～15時（LO.14時30
分）、17時～22時（LO.21時） 贊無休 
猾あり　https://kokuryu.owst.jp/ 

本格中華の名店の味をテイクアウトで
たまプラーザ駅近く、創業約50年の中国料
理の老舗「黒龍」。本格中華が味わえる同店
では、新百合丘オーパ「おなかすいた」(地下
1階)で弁当販売をスタート。回鍋肉飯、台
湾塩焼きそばなど5種（各600円）あり、ボリ
ューム満点。たまプラーザで人気の味を手
軽に楽しめる機会をお見逃しなく。

中国料理 黒龍

Instagram

たまプラーザ
テラス

至
渋
谷

イトー
ヨーカドー

駅入口

美しが丘公園

美しが丘
東小前

東急百貨店

たまプラーザ

お弁当5種のほか、オリジナル
サンド「さばカツサンド」も販売。

注目

蘂0120-341-109
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

不動産市場が活発な新百合ヶ丘
は、おすすめ物件が目白押し。
地元で開設40年の信頼と実績を
誇る同センターでは、業界大手
ならではのネットワークを生か
し、地域に精通した22名の営業
スタッフが豊富な情報量で地域
の方々の不動産売買を強力にサ
ポート。キッズスペースあり。

不動産売買の相談は東急リバブルへ！

東急リバブル 新百合ヶ丘センター

ホームページ

新百
合ヶ
丘
至新
宿

横浜銀行

エルミロード

オーパ

イオン
スタイル

売却相談はHP、スマートフォン、
FAXで24時間受付中。

注目

蘂042-739-8895 
町田市玉川学園6-1-1 
受付時間／9時～17時 贊日曜、祝日

種類が豊富な玉川大学継続学習
センターの公開講座。10/14㈮
に「モーニングエクササイズ」

「エアロビックを楽しむ シニア
コース」「シンプルエクササイ
ズ」の体験レッスンを実施する。
初心者向けの講座で、楽しく体
力の維持や向上を目指せる。受
講料は各1,000円。詳細はHPで。

10/14㈮体験講座から運動の新習慣を！

玉川大学継続学習センター

駅西

玉川学園前

至新宿

玉
川
学
園
前

体力に自信がない人も取り組める
プログラムになっている。

注目

ホームページ
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心療内科 精神科 神経科

あさお 井澤クリニック

■ 休診日：日･祝日､木曜､月曜午前

  9:30〜12:30

15:00〜19:00

○
休診

○ ○ ○

○ ○○ ○
9:30〜 
14:00

休診

柿生駅北口前　川崎市麻生区上麻生5-40-1-202

薑044-981-3636
初診の方はお電話で予約をお願いします

Wellness &Medical Care

どの医療機関も出かける前に必ず電話で確認を取り､
また保険証は忘れずに持参を。

川崎市麻生区 川崎市多摩区
麻生休日急患診療所
tel 044-966-2133

多摩休日夜間急患診療所
tel 044-933-1120

受付時間 　  9:00～11:30
　　　　　13:00～16:00
診療科目　内科・小児科　
※夜間は多摩休日夜間急患診
　療所利用

東京都町田市
市内の医療機関にて当番制で診療。詳細はホームページを参照
https://www.city.machida.tokyo.jp/iryo/iryo/kyubyo/

受付時間
･日曜､祝日   9:00～11:30
 13:00～16:00
･夜間内科 18:30～22:30
･夜間小児科 18:30～翌朝5:30
診療科目 内科・小児科　

川崎市 歯科医師会の歯科診療
詳細はホームページを参照
http://www.kawashi.or.jp/
works/holyday/

その他の問合せ先
川崎市救急医療情報センター　tel 044-739-1919

東京都稲城市
市内の医療機関にて当番制で診療。詳細はホームページを参照
www.city.inagi.tokyo.jp/iza/kyuujitsu/

その他の問合せ先
東京都医療機関・薬局案内サービス
https://www.himawari.metro.tokyo.jp/qq13/qqport/tomintop/

町田市 歯科医師会の歯科診療
町田市歯科医師会休日応急歯科診療所
tel 042-725-2225
診療時間 　 9:00～12:00
　　　　 13:00～17:00

近隣自治体の歯科医療体制近隣自治体の総合医療体制

その他の問合せ先
町田市医師会休日・準夜急患こどもクリニック　tel 042-710-0927
準夜診療　18:00 ～ 21:30
休日診療（日・祝、年末年始）　8:45～16:30

横浜市青葉区
青葉区休日急患診療所
tel 045-973-2707

診療時間 　  9:00 ～ 12:00
 　　　　　13:00 ～ 16:00
診療科目 内科、小児科

横浜市青葉区の歯科診療

横浜市歯科保健医療センター
tel 045-201-7737
診療時間 10:00～16:00
＜夜間診療＞ 
診療時間 19:00～23:00

休
日
急
患
診
療
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
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ン
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家族の想いを大切に、希望に沿う葬儀を
90余年の実績があり、一級葬祭ディレクターが多く在
籍する大成祭典が葬儀を担当。安置室や家族の仮眠室
など施設の充実はもちろん、家族の想い、時代のニー
ズを汲み取ったサービスで希望の葬儀を実現できる貸
し切り家族葬式場だ。人数や要望に合わせて川崎・横
浜などの式場とも連携。

Information

大切な方との最後のお別れの機会をオンラインサービスで
実現する。インターネット活用により、Web葬儀場を設置
し、離れていても葬儀参列が可能に。メールやSNSで訃
報の送付、喪主・遺族にメッセージと画像の送信など、さ
まざまなサービスを提供する。詳しくはお問い合わせを。

お別れの機会をもっと多くの方へ　
オンラインサービス「そうログ」

Q「家族葬」とは、どのような葬儀でしょうか。
「家族葬」にはっきりとした定義はありませんが、会
葬者を家族や親族、ごく親しい友人や知人に限って
行う葬儀を「家族葬」と呼んでいます。参列人数は5～
30名程度のため、故人との別れに向き合い、静かに
見送ることができます。内容は、一般的な葬儀と同
様に司式者（住職など）をお呼びして執り行うことが
多いです。葬儀にかかる費用は参列者の人数によっ
て異なるため、一般葬と比べて小規模な家族葬は費
用が抑えられます。

知っておきたい終活のこと

蘂0120-115-542　
川崎市麻生区古沢62-4 
賚24時間電話受付 贊無休 Ⓟあり
小田急線新百合ヶ丘駅から徒歩8分　
https://www.taisei-saiten.co.jp/

大成祭典 セレモニーホール大成 新百合ヶ丘
新百合ヶ丘駅

至町
田

麻生警察署前

古沢

新百合ヶ丘総合病院

コナカ

住まいのなんでも相談所
小田急不動産・小田急ハウジング運営の多機能店舗「住
まいのプラザ」は、不動産仲介をはじめ、新築分譲やリ
フォーム、注文住宅まで、住まいのことなら幅広く相談
できる。相続不動産や空き家の相談など、専門の担当者
が丁寧にアドバイスしてくれるのも心強い。入店しやす
く、相談だけでも気軽に応じてくれる雰囲気も魅力。

Information

売却のタイミングについて不動産市況をもとに解説！

日時：11/19㈯10時30分～12時
講師：住宅ジャーナリスト 山本久美子氏

定員9名、事前予約、無料

住まいの売り時・住み替え時セミナー

Q高齢者施設への住み替えを
考えています。

ご自宅から高齢者施設への住み替えを考える際、施
設にはどのような種類があるのか、利便性や周辺の
環境などは何を重視するのか、探し方、住み替えや
入居にかかる費用面での不安についてなど、考慮す
べきことがたくさんあり、ご自身だけで解決するの
は至難の技です。まずは高齢者施設への住み替えに
詳しいプロに相談を。ご自宅の売却から入居に関す
る相談や希望に合った施設を探してくれる専門家を
紹介しますので、お気軽にご相談ください。

知っておきたい終活のこと

蘂0120-090-918　
川崎市麻生区万福寺1-18-1
賚10時～18時 贊水曜 Ⓟあり
小田急線新百合ヶ丘駅から徒歩1分
https://www.odakyu-fudosan.co.jp/
support/plaza/store/shinyuri/

新ゆり 小田急 住まいのプラザ

新百
合ヶ
丘

ファミリーマートJA
世田谷通り

至新
宿

オーパ
エルミロード

イオンスタイル



ミスモ　2022年10月号11

新サービス「温泉読書滞在」

レジャー

星野リゾートの温泉旅館ブランド「界」17施設
にて、 新サービス「温泉読書滞在」を、10/1㈯
～11/30㈬まで実施。各地域の「ご当地本」を
用意し、1泊2日の滞在を通して、ご当地本に
ちなんだ追体験を提案する。

界 
蘂0570-073-011（予約センター） 
https://hoshinoresorts.com/ja/brands/kai/

お得なキャンペーンを開催！

ショップ

9/25㈰まで、会計時にオーパアプリを提示す
ると合計5,000円ごとに500円分のお買い物券
がアプリ内にプレゼントされるキャンペーンを
実施中。お得にお買い物を楽しめる。同期間内、
カレイドプラザにてSDGsイベントも開催。

新百合丘オーパ 
蘂044-965-2121 
川崎市麻生区上麻生1-1-1 賚10時～21時（一部飲食店
7時～22時30分） 贊不定休
https://www.opa-club.com/shinyurigaoka

ハロウィーンの特製スイーツ

グルメ

「トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ」（42階）
では、ヴァンパイアの宴がテーマの「ハロウィー
ンアフターヌーンティー」を提供。赤色のクモ
のムースや棺桶をイメージしたタルトなど、ド
ライアイスの煙の演出とともに楽しめる。

新横浜プリンスホテル 
蘂045-471-1115

（レストラン予約係10時～18時）
横浜市港北区新横浜3-4 
https://www.princehotels.co.jp/shinyokohama/

小田原の老舗で伊勢海老を

グルメ

明治26年創業の同店では、小田原港で水揚げさ
れる旬の魚介を元網元が厳選する。10月末頃ま
で、相模湾でとれる伊勢海老を使ったメニュー
を提供。伊勢海老定食5,940円ほか、松茸入り
の土瓶蒸しがついた季節限定のコースも。

国指定登録有形文化財 のれんと味 だるま料理店 
蘂0465-22-4128 
小田原市本町2-1-30 
賚11時～21時（L.O.20時） 贊無休 猾あり
https://darumanet.com/

回数券がお得に買える！

ビューティー・リラックス

天然温泉の露天風呂など12種のお風呂やサウナ
が楽しめる。9/28㈬まで回数券特別販売キャ
ンペーンを実施。通常1冊5枚つづり3,500円が
3,250円に。2冊購入なら町田店のみで利用で
きる入浴無料招待券を1枚プレゼント。

ゆめみ処 おふろの王様 町田店

蘂042-767-2603
相模原市南区鵜野森1-24-9 賚9時～24時（最終受
付23時） 贊無休 猾あり

「2/1午前入試」23年度開始

スクール

難関大進学を目指す完全中高一貫の男子校。
2023年度より「2/1午前入試」を実施し、第
一志望の受験生にとって選択肢が広がる。
11/20㈰10時より入試説明会を開催。HPで
予約を（後日Webでも公開予定）。

東京都市大学付属中学校
蘂03-3415-0104 
世田谷区成城1-13-1
https://www.tcu-jsh.ed.jp/

ホテルで贅沢&優雅なBBQ

レジャー

ブラッセリー「フローラ」のガーデンテラスバー
ベキューでは、黒毛和牛や伊勢海老などを堪能
できるディナーや手軽なランチのコースを用
意。温泉やプールとセットの「湯ったりBBQラ
ンチ」「プール＆BBQランチ」もおすすめ。

ヒルトン小田原リゾート&スパ ブラッセリー「フローラ」 
蘂0465-28-1220 
小田原市根府川583-1 賚ランチ11時30分～/14
時～、ディナー17時～/19時30分～（120分・2部
制）　https://odawara.hiltonjapan.co.jp/
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