
2020年度 イベントスケジュール

□ 2/ 8 （土） 第１回 学校説明会

□ 4/ 25 （土） 第２回 学校説明会

□ 5/ 13 （水） 第３回 学校説明会

□ 6/ 14 （日） 第４回 学校説明会

公開行事イベント

＊学校説明会の内容は毎回異なります。   ＊学校説明会、入試説明会、公開行事はすべて予約制となります。   
＊予約は約一カ月前よりＨＰにて承ります。

学校説明会

□ 7/ 5 （日） 入試説明会（願書頒布開始）

□ 10/ 1 （木） 入学試験

入試説明会・入学試験
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さとえ学園小学校

★

スクールバスは最寄りの
● JR高崎線「宮原駅」  ● JR宇都宮線「土呂駅」
● JR川越線「日進駅」  ● 東武野田線「大宮公園駅」より
  運行しています。

● 「宮原駅」より約９分 ● 「土呂駅」より約６分
● 「日進駅」より約11分  ● 「大宮公園駅」より約10分です。

学校までのアクセス

□ 5/ 13 （水） オープンスクール（学校説明会同時開催）

□ 6/ 14 （日） さとえフェスタ（学校説明会同時開催）

●年長児親子対象

□ 7/ 5 （日） さとえサマースクール（入試説明会同時開催）

●年中児親子対象

□ 5/ 30 （土） Nature & サイエンス

□ 7/ 18 （土） Degital & Create

□ 10/ 24 （土） English Day Halloween Party

□ 11/ 28 （土） アート＆クラフト

さとえ学園小学校
学校法人 佐藤栄学園
〒331-0802 埼玉県さいたま市北区本郷町1813番地
TEL：048-662-4651　FAX：048-662-4762

http://www.satoe.ed.jp

さ と え

School Guide Book 2020

SATOE GAKUEN
ELEMENTARY SCHOOL

日本初の複合型教育の小学校

さとえ学園小学校
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は
じ
め
に

21世紀、輝きなが
らたくましく

生き抜く人材を育
てたい！ 子どもたちに内在する「無限の可能性」。

それを「発見」し、「磨き上げ」そして「光輝かせる」ことこそが、本校の使命です。

そして、「今を懸命に生きそして懸命に学ぶ」という姿勢を私たちは率先して示します。

子どもたちを「人間是宝」という視点で捉え、「今日学べ」の姿勢で育みます。

これこそが、本学園共通の「建学の精神」であり「校訓」なのです。

21世紀は、さらに変化の著しい時代となることでしょう。

そのような時代をただ生きているだけではもったいないのではないでしょうか。

私たちは「学びの礎」や「きめ細やかで豊かな心」を培いつつ、

「輝きながらたくましく生き抜く」人材を育てることを目指します。

建学の精神
 にん    げん    これ   たから

人間是宝

「体験型」教育 「複合型」教育
校　訓

 こん    にち    まな           

今日学べ

さとえ学園小学校の教育
無限の可能性を開花させる

体験によって自然にわいてくる興味や疑問。
学ぶこと・わかることの楽しさを知ることで

「持続可能な学力」を身につけ、
中等教育以降の学習につなげていきます。

思考と実践の原点
正課授業と

アフタースクールの融合

“Science & Language”
「科学的思考力と言語活用能力」を軸にした
学習プログラムと情操教育プログラムで、
それぞれの個性を発見し、伸ばしていきます。

「知性」と「情緒」を育む
「知識・技能」と「思考・判断・表現力」を鍛える
学習プログラムと情操教育プログラムで、
それぞれの個性を発見し、伸ばしていきます。

★諸感覚で学ぶ
★自然から学ぶ
★本物から学ぶ

★学ぶ力を伸ばす
★きめ細やかな心を育む
★可能性を発見するなぜ？

なに？
やって
みたい！

★学ぶ力を伸ばす
★きめ細やかな心を育む
★可能性を発見する

★諸感覚で学ぶ
★自然から学ぶ
★本物から学ぶ
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教
育
方
針

成長に応じた３段階の学び
自主性と協調性をバランス良く高める
　本校では成長段階に応じてそれぞれ達成すべき教育目標を設定し
ています。日々新しいことに出会い、どう対処したら良いのかを学
び、それを一生活用できる「生きた知恵」へと変えていくために、
自主性と協調性をバランス良く高められるよう心がけています。

主体的に考え工夫し自ら輝ける力、
人に尽くす心を備えた
本当のリーダーを育成

豊かな体験の積み重ねが
知識蓄積や思考力・表現力を育む

低学年［１・２年生］

正課授業と放課後の主体的学びの
相乗効果で可能性を伸ばす
日本初の「複合型教育」

子どもたちへの愛情と
温かいまなざしを
全教員が共有し、学習活動に反映

基本的な生活習慣を身に付ける
楽しみながら学ぶ

中学年［３・４年生］
他者との繋がりを大切にし自分を
見つめる／新しいことに挑戦する

高学年［５・６年生］
目的意識を持ち

責任感と自覚を養う

中
学
・
高
校
の
学
習
へ

６年間の学び
３つのステップ

　激変する21世紀で活躍できる人材にとっての

スタートライン。私たち教職員はさとえ学園小学

校をそう位置づけ、「輝きながらたくましく生き

抜く人材」「世の中のために率先して自分の力を

使える人材」の育成を目指しています。

　子どもたちに身につけてほしいのは、21世紀を

気迫をもって生き抜くためのベースとなる能力、

思いやりの心、感謝の心、考え工夫する心、そし

て強い身体とたくましい心です。そのために教職

員が一丸となり、子どもたちとしっかり向き合い

ながら、「自ら考え」「自ら判断し」「自ら意思決

定をし」「意欲的、積極的に行動する」力を、系

統的な学びの中で育てていきます。

　知識や思考、実践、豊かな心の原点は「体験」

です。体験による驚きや発見、感動の積み重ね

が「学ぶ楽しさ」へとつながり、その繰り返しが

知識の引き出しの形成につながります。

　プラネタリウムや水族館、キッズファームなど

の施設・設備を充実させ、校外学習や宿泊学習に

力を注いでいるのは、本物にふれるたくさんの体

験を、「知識の蓄積」「思考力」「表現力」へと発

展させていくためです。そして体験型教育と学習

を結びつける思考のツールとしてICTを積極的に

活用しています。

　さとえ学園小学校では、学習環境の整備、校外

学習や学校行事、授業内容の工夫には、すべての

教職員が携わっています。

　たとえば、ICT導入に当たっては、まず校長以

下全教職員にiPadを支給し、全員で検証実験を実

施。「効果がある」ことをみんなで確認したうえで、

１年生から６年生まで全学年において１人１台導

入することを決めました。

　このように、常日頃から教職員同士が積極的に

コミュニケーションを取り、思いを共有しながら、

子どもたちに「学ぶ楽しさ」を知ってもらうため

の教育活動に全力を注いでいます。

　開校以来、アフタースクールとして放課後の生

活を支える複合型教育は、「人間是宝」を具現化

したものだと言えます。放課後の子どもたちをた

だお預かりするだけでなく「プラスαの力を伸ば

す場とする」というコンセプトのもと、多彩なプ

ログラムを開講。正課授業との相乗効果により、

子どもたちの秘めた能力や可能性を伸ばしていき

ます。

　他の子と比べるのではなく、一人ひとりが一昨

日より昨日、昨日より今日、どう成長しているか

という観点から、教職員が子どもたちを見守り、

導き、伸ばしていく。そんな本校での６年間の学

びの中で、将来、日本や世界を担うリーダーとし

ての礎を築いてほしい。

　そう私たちは願っています。

「体験型教育」で
学ぶ楽しさを知る

「複合型教育」で
可能性を広げ伸ばす
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「
体
験
型
」教
育

今、必要な力“挑戦力”を育む！！

体験によってわきあがる発見・感動・興味・疑問
学ぶこと、そしてわかること・できることの楽しさを味わうことで
「持続可能な学力」を身につけ、中等・高等教育につながる
主体的に学ぶ子どもを育てます。

『学ぶ楽しさ』を知るための礎は、
未知のものやどんな困難にも立ち向かおうとする挑戦力です。
その力を生み出すために、アダプティブ（個々の学び）に支えられた

アクティブ（協働的な学び）を実践していきます。

　主体的に学ぶ。技術や社会環境が劇的に変化する現代
社会において、このことは、将来にわたって必要なスキ
ルとなります。何が正解かわからない問題に対して、自
ら課題を設定し、追究し、他者と対話しながら自ら判断
し、解決へとたどり着く。この学びのプロセスの中で一
番重要なのは、課題設定です。本校の「体験型」教育に
おける体験の中で生まれる「はてな？」こそが、子ども
たちの切実感を伴った課題となり、学び続ける原動力と
なります。また自らの思考を可視化できることで、他者
との対話を活性化し、一人ではなくチームで解決してい
く方法を身につけていきます。ただし、個々の力がなけ
ればこのアクティブラーニングは形式だけのものとなっ
てしまい、真の課題解決へと結びついてはいかないの
です。

体験から生まれる「はてな？」を
原動力に真の課題解決力を養う

　真のアクティブラーニングの実現には、子どもたち個々の力
の充実を図らなければなりません。子どもたちの学びの到達点
は様々です。一人の教師がそれらすべてを見極め、適切かつタ
イムリーに指導していくことは物理的に困難です。そこで本校
では「学力向上」を主目的としたICT活用を実践します。例えば、
宿題です。従来の宿題は、教師から指定された全員同一の強制
されるものでした。しかし、ICTを活用することで、個々に今
必要な宿題を配信することが可能となります。さらに本校がめ
ざすのは、自らで学びを選択できる力を身につけることです。
すなわち教師側からの与えられる宿題をなくし、子どもたちが
自らを知り、自ら課題を課し、自ら成長を実感できる宿題の形
を展開していきます。まさにこれこそが『学ぶ楽しさ』を知る！
ことになります。
　このようにして、個の学びの充実を図り、そして自ら課題を
みつけ他者と協力して問題を解決する力も身につくことで、「本
当のリーダー」としての資質・能力を鍛えていきます。

ICTを活用し子どもたち一人ひとりの
学びの充実、学力向上を図る

　水族館、キッズファーム、プラネタリウムなど、学校にいながら
にしてかなう豊かなほんもの体験。体験は子どもたちの「はて
な？」を引き出す思考の原点です。問題を自らみつけた子どもた
ちは解決にむけて自ら動き出します。そこで本校では、解決に向
けてただ「考えなさい」ではなく、考えるということを具体的な行
動レベル（比較する、分類する、多面的にみるなど）と思考ツール
を活用することで、思考を目に見える形で表現します。自分たち
の学びが目にみえてわかることで、自らの成長に気付き、『学ぶ楽
しさ』を知る子どもを育てます。

好奇心・探究心を伸ばし、
思考を可視化することで
『学ぶ楽しさ』を知る！

「体験型」教育
思考と実践の原点

さとえ学園
小学校の
教育
２つの柱

アクティブラーニング
［主体的で対話的な深い学び］

アダプティブラーニング
［個々の理解度に合わせた学び］



87

「
体
験
型
」教
育

ICT教育～新たな基礎・基本～

英語教育　自分の思いや願いが動画などの目
に見える形ですぐに表現でき、伝え
合う活動が充実し、コミュニケー
ションの向上がみられます。
様々な形で容易に記録していくこと
ができ、常に自らの学びをつないだ
り、ふりかえったりして課題を設定
する力が鍛えられます。

　iPadを持つというのは、世界中の情報が詰
まっている大型図書館を持ち歩くということ。
自ら情報を獲得し、様々な情報を駆使して問
題を解決したり、相手を説得したりする力を
身に付けます。

　iPad１人１台持ちの環境を活かした個に
即したプログラムを多数導入しています。
得意分野は更に磨き、苦手分野は克服でき
るように働きかけます。急速に英語力の必
要性が求められる状況に対応すべく、本校
ではクラス授業のみならず個々への対応に
も力を注いでいます。

　ネイティブ教員３名、日本人教員
１名の計４名の英語専任スタッフを
配置。日常的に英語に親しめる環境
が整っています。

国際理解教育の一環として体験学習を重視
ハード、ソフトの両面から英語の４技能に効率よくアプローチ

よみ・かき・計算そしてICT
Society 5.0を生き抜くちからをつけるAI技術と共存

① 情報活用能力
　情報社会に続く新たな時代として、
サイバー空間とフィジカル空間を高度
に融合させた社会“Society 5.0”を迎え
ようとしています。この時代を生き抜
くための新たな基礎・基本となるのが、
情報活用能力です。本校では、その力
を養うため、１人１台個人持ちのiPad
環境を整えています。

② プログラミング教育
　低学年でコンピューターに慣れ親し
み、中学年で理解し、高学年でアプリ
制作やロボット制作などを実践。プロ
グラミング経験を通して、自分にどの
ような力が身についたのかを可視化し
ます。養ったプログラミング的思考は
教科学習に活用し、問題を解く、ある
いは実際の生活へとつなげていきます。

③ 思考・判断・表現
　大学入試改革により、e-ポートフォリオ
を活用した活動履歴やプロセスを評価す
るタイプの入試が注目されています。本
校ではすでにe-ポートフォリオの取り組
みをスタートさせています。自分の学習
履歴をデータで管理・整理し、それをもと
に自らの課題を見つけ、解決し、発展させ
ていくと同時に、学びの共有化を図ってい
きます。

① 英語教育環境
　校舎３階の一角を「English Zone」と
し、英語専用教室・図書館を設けてい
ます。「英語学習クラス」を編成し少人
数で授業を展開します。インターナ
ショナルプリスクール卒園生や帰国子
女を対象としたクラスも１クラス設け
ています。

② 校内英語学習
　セブ島のネイティブ教員と１対１で学
べる「オンライン英会話」、夜の動物園を
舞台にしたオンラインの英語ライティン
グプログラム「Night Zookeeper（ナイト
ズーキーパー）」、自分のレベルに合った
英語の本を選び語彙力や読解力を養う
「多読」、ネイティブ教員によるオールイ
ングリッシュの授業など、多彩なプログ
ラムを展開しています。

③ 校外英語学習
　校内学習で身につけた力を実践でき
る機会を設けています。１、２年生は
English Dayを設けてハロウィンパー
ティーを行い、海外の文化に対する見聞
を広げます。３、４年生（希望者対象）
は福島県・ブリティッシュヒルズでの英
語研修、５、６年生になるとオーストラ
リアの提携小学校との交流などを行い
ます。

プログラミングのスキルを身に付けることで、
今まででは気付けなかった新たな課題を
設定することができます。
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「
体
験
型
」教
育

各教科の授業理念

　国語は他教科の学力向上の基盤とも
なっています。文章を正しく読み取る
力を養うために、語彙の知識と正しく
使える力が必要です。そこで本校では、
１年生から国語辞典を扱い、語彙の習
得に力を入れています。また、他者の
考えを理解したり、他者に自分の考え
を正しく伝えたりするために、低学年
から文章の基礎構造の学習を行ってい
ます。

　自分の答えや考えを持つには「考えるこ
と」が必要であり、他の人の考えを聞き、自
分の考えと比べる、並べる、仲間分けするな
ど活動を通して「認めること」でより理解は
深まります。時には協働したり、切磋琢磨
することも重要です。「は、か、せ、どん」、
つまり「はやく」「かんたんに」「せいかくに」
「どんなときも」できる解き方を合言葉に出
てきた考えに価値づけすることでさらに理
解を深め、論理的思考力を養います。

　１年生から「英語」を正課とし、「聞く・
話す・読む・書く」ことの基本的なスキル
を身につけます。クラスは英語学習の経
験値に応じて編成され、授業は外国人の
先生と日本人の先生がすべて英語で進め
ます。大切にしているのは、「失敗を恐れ
ず挑戦すること」、「楽しく学ぶ姿勢」です。
そのためのオリジナルカリキュラムを用
意しており、さまざまなアクティビティー
を通じて、単語や文章の意味を理解し習
得できるよう学習を深めていきます。

　自然の事物・現象についての理解、
観察・実験などに対する基本的な技能、
問題解決の力、自然を愛する心情、主
体性を育みます。卒業までにおよそ
200以上の実験や観察を実施。知識・技
能はもちろんのこと、思考力・判断力・
表現力、そして学びに向かう力や人間
性も養っていきます。そうして実践的
な科学力を習得することで、中学・高
校での学習の礎を築きます。

　身近なことへの興味関心から、徐々
に地域や国、世界へと広げ物事を正し
く判断する見方や考え方を身につけま
す。３・４年生では自分たちの住む地
域や都道府県を実際に見学して学習し
気づいたことや疑問に思ったことを話
し合い、新聞にまとめて発表します。
５・６年生では地理や歴史・公民分野
の学習を通し、社会的な見方や考え方
を伸ばします。同時に、中学校で学ぶ
上で必要な基礎的学習を行います。

基本スキル・
挑戦する楽しさを

学ぶ

英語

知的好奇心と
論理的思考を伸ばす

算数

自然を愛し、
科学的に解決する力を

育む

理科 　「自然と友だち」「思考力をしっかり
鍛える」をキーワードに、諸感覚を用
いて体験と思考をつなげる教育を展
開。「見る・聞く・匂う・触る・味わう」
という５つの技を磨き、自然を諸感覚
を通して感じ、理解します。子どもた
ち自身に課題設定をさせることで挑戦
力を培うとともに、感じたことを整理・
分析するための図などツールを用い、
自らの思考を可視化していきます。

体験型学習の
基礎基本を身につける

生活

社会
社会への興味関心を

高める

社会性・
コミュニケーション
スキルを育む

国語

感性を育み品格を高める

音楽

　音楽の楽しさを感じ
取って聴き、楽器演奏や
リズムの基礎を身につ
けて音楽表現の喜びを
味わえるようにします。

さまざまな音楽に親しみ
楽しむことを大切に

　「えがく」「つくる」「み
る」ことを系統的に、発
達段階に応じて活動し、
豊かな心や表現力を育
てていきます。

創作活動の喜びを知り
想像力や発想力を伸ばす

体育

　運動の特性に応じた
技能を身につけ、その楽
しさを味わい、自ら課題
を持って一生懸命に取
り組む姿勢を育てます。

健康で元気に学校生活を
送るための体力を向上

道徳

　様々な立場、状況を多
面的・多角的に思考ツー
ルを用いて議論する道徳
を実践し、最適解を見つ
け出す学習を行います。

多様な価値の存在に気付き、
多様な解決法を導き出す

図画
工作

１年生からオリジナル教材を用い
語彙力と読解力を伸ばしていく

英語に親しみながら
国際理解のベースを築く

身近な地域から世界へと
視野を広げ、
社会の仕組みを学習

考える力、認める力、
協働力の向上を通して
論理的思考力を養う

自然の事物・現象についての
問題を科学的に解決する力を
育てていく

諸感覚を用いて体験と
思考をつなぎ、自らの思考を
可視化する力を養う
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「
複
合
型
」教
育

　自分のレベル・ペースに合ったテキス
ト・CDを使い、英語の「聞く・話す・読む・
書く」の４技能を総合的に養います。教
員が理解度を確認しながら進めます。

えいご enable Lepton
　楽しみながら国語力を鍛える講座です。
紙芝居・辞典・言語ゲーム・スピーチな
どを織り交ぜ、「国語って楽しいな」とい
う気持ちにさせる授業を展開しています。

かいどく

　右脳を使って計算力を鍛え、IQを高め
ながら、計算や暗算が正しく、早くできる
力を養います。算数に自信を持ち、楽しく
学習できるようになることが目標です。

そろばんアリス
　パズルやゲームなどで友だちと楽し
く脳を鍛えます。友だちと意見を出し
合いながら自分の考えを深め、考える
ことが楽しくなる力を育てていきます。

算数トライアル

　学習量や読書量に大きく関係してい
るのが文章を「読み解く」能力やスピー
ド。その力をICTを活用して養い、子ど
もたちの能力開発をめざします。

さとえの速読
　科学は知的好奇心で成り立つ学問です。
身近な題材を用いた実験・観察を展開す
るカリキュラムにより、子どもたちをワ
クワクと知的好奇心でいっぱいにします。

サイエンスワールド

　「より美しく」「より純粋に」「より知
性的に」をモットーに、クラシックバ
レエの基礎を学び、美しい姿勢や歩き
方、優雅な身のこなしを身につけます。

クラシックバレエ トライアングル

　正しい姿勢、筆順を学び、文字の形や点
画に注意して正しく文字を書くことをめざ
します。コンクールに出品することで書く
喜びや楽しさを知ることができます。

書楽 ─硬筆・毛筆─

　初心者から４泳法習得者まで全レベル
の子どもが対象です。子どもたち一人ひ
とりの潜在能力を色に見立て、TOP 
colorsというチーム名で活動しています。

　英語学習のVTRを視聴した後、ライトミール（軽食）をとり、宿題や読書
などの学習を行います。その後、お迎えの時間まで、ゲームなどで遊んだり、
コミュニケーションを取ったりすることで、社会性を身につけていきます。

水泳 TOP colors

　子どもしか持っていないまなざしから派
生する想いと感性。その子にしか表現でき
ない作品。そんな創作活動により、豊かな
情緒と深く考える洞察力を養います。

さとえCANVAS

　ビジュアルプログラミング、実際にロボッ
トを動かして課題を解決するプログラミン
グなど、自分の意図する動きをコンピュー
タにしてもらうために試行錯誤しながら論
理的思考を伸ばすことを目的としています。

プログラミング Code grounds

　子どもたちの性格や特徴を大切に、
しっかり叱りたくさん褒める笑顔のある
稽古を行います。体力の向上、正しい姿
勢、勇気、礼儀、思いやりの心を育みます。

さとえ道場 空手M・S・B

★その他、リーダース・シアター（朗読劇）、などがあり、
ハイレベルで広範なプログラムを展開しています。

★その他、３Dworks（立体造形を通して、３次元での
ものの捉え方や自らの活動を見通せる力を育てる
講座）があります。

← ヴァイオリン「cantabile」
　基礎からしっかり学び、様々な曲を楽しみながら
演奏できるよう学習していきます。クラシック音楽
を身近に感じ、演奏の楽しさを知ることができます。

学習プログラム

情操教育プログラム

さとえプログラム

　８つの知性のうち、言語的・絵画的・空間的・論理数学的・
音楽的・身体運動的知性は、早期から教育することが望ましい
とされています。そうした６つの知性を刺激し、子どもたちの
潜在的な能力や可能性を伸ばすことを目的に、開校以来、本校
が実施しているのが「複合型教育」です。ジャンルやレベルに
制限を設けず、子どもたちが「伸ばしたい」「やってみたい」と
思えるような学習プログラムを幅広く提供。複合型教育のパイ
オニアとしての実績をもとに、複合的かつ早期の「可能性の開発」
を実現しています。毎日通う小学校で楽しく、安心して、潜在
的な能力を伸ばせるアフタースクールです。

楽しみながら可能性を拓き、
未来を生き抜く礎に

MI理論が定める「8つの知能」

 身
体・
運
動
感
覚
知能
    

音楽
・リ
ズム知

能         対人的知能          論理・数
学
的
知
能

    言
語
・
語
学
知
能
           内省的知能        視覚・空

間的
知能
    

   
博
物
学
的
知
能

 MULTIPLE
INTELLIGENCES

「複合型」教育
正課授業と

アフタースクールの融合

さとえ学園
小学校の
教育
２つの柱 “Science & Language”

「科学的思考力と言語活用能力」を軸にした
学習プログラムと情操教育プログラムで、
それぞれの個性を発見し、伸ばしていきます。
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学
校
生
活

夏服 冬服

　駅からスクールバスを利用して登校する子、保護者による送迎で登
校する子がいます。正門には守衛が常駐しています。保護者の登下校
視察も実施し学校と保護者で連携し子どもたちの安全を見守ります。

　登下校で子どもたちが昇降口を通過す
ると、ランドセルに付けられたICタグか
ら保護者宛にメールが自動配信されます。

　低学年は学級担任が中心となって授業を進め、高学年は教科
ごとに担当が変わる教科担任制を展開しています。子どもたち
の発達段階に応じた展開で深い学びを目指しています。

　１年生から６年生までの異学年でグ
ループを編成し清掃をします。６年生
がリーダーとなり班員をまとめます。

　「食育」の見地から和食メニューも多く取り入れ、日
本人としての味覚を育むことを心がけています。食物
アレルギーには個別に特別食で対応しています。毎月
「給食会議」を開き、学校、栄養士、調理師で三位一体と
なり子どもたちの食の安全について話し合っています。

　複合型教育の他に３年生からは「弦
楽合奏」「合唱」「ブラスバンド」「生物」
「陸上競技」などの課外活動へ参加する
こともできます。複合型教育の講座に
加え、子どもたちの興味関心を広げる
多彩なプログラムが整っています。

　まずは黙想し、落ち着いた心で一日をス
タート。本を読む習慣を身につけるため、
読書の時間を設けています。
　また、週に一度全校朝礼を行うほか、体
力向上タイムもあり、広いグラウンドを
ジョギングします。

　通学にスクールバスを利用して登下
校する子どもたち。教職員が駅と学校
との間を添乗して安全を確保します。

登校

8：00

朝の会 給食・昼休み 縦割り清掃

13：45～15：50

午後の授業

放課後～17：50（19：00）

複合型教育 下校

8：45～

午前の授業

10：25～10：45

わんぱくタイム

リボン

帽子
夏 冬

スクールバッグ

長ズボン
低学年と高学年とで制服のデザインが
異なります。高学年になると男子は長
ズボンの制服も用意されています。

略装用 正装用

◀ICタグ

Time

8:00

Time

8:15

Time

8:45
Time

12:30

Time

12:45

Time

放課後

■制服
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年
間
行
事

● 入学式
● １年生を迎える会
● ６年生 修学旅行
● １年生 雄飛の集い
● １年生・２年生
　 こいのぼり祭り

● １年生～５年生 遠足

● さとえフェスタ

● １年生・２年生 七夕まつり
● 授業参観
● ３年生・４年生 宿泊学習
● 終業式

● British Hills研修

● 運動会
● １年生・２年生 ハロウィンパーティー

● 公開授業
● マラソン大会

● 節分会
● 授業参観
● 複合型教育発表会

4 7 10

11

12

5

8

6

1

2
3 ● １年生・２年生 ひなまつり

● ６年生を送る会
● 課外活動発表会

● 卒業式
● 修了式
● オーストラリア 語学研修

● 児童会役員選挙
● 音楽祭

● クリスマス会
● 終業式

● 始業式
● ５年生
　  奈良・京都校外学習9

● 始業式
● １年生～３年生 新春を祝う会
● ４年生～５年生 百人一首大会
● ３年生・４年生 スキー教室

　新しい制服に身をつつみさとえ学園
小学校の一員としての生活が始まりま
す。入学式では担任の先生が一人ひと
り呼名し元気に返事をします。

　校内に本物の鎧を飾ります。本
物に触れ「本物を見る目、感じる
心」を養います。「こいのぼり祭り」
では、親子で一つオリジナルの「こ
いのぼりの作品」を作ります。

　３年生、４年生希望者で福島
県のBritish Hillsで英語研修をし
ます。異国情緒あふれる広大な
施設を存分に使い英語漬けの生
活を体験します。

　歴史的建造物の見学や伝統文
化体験など、グループごとに立
てた計画に沿って市内を散策し
ます。iPadを用いて事前事後学
習を行い知識を深めます。

　笹に七夕飾りと短冊をクラ
スごとに飾ります。「七夕ま
つり」ではプラネタリウムで
星座の学習や映像を使って七
夕について学びます。

　５年生、６年生がクラスごとに
出し物を考え在校生や来校者をお
もてなしします。また、複合型教
育や課外活動の弦楽合奏、合唱、
ブラスバンドの発表も行います。

　英語を異文化体験として学ぶ
ため、各自で好きな仮装をしま
す。パーティーはオールイング
リッシュで行いTrick-or-Treat
を実体験します。

　３色対抗で行います。集団演技
や徒競走やリレー、学年競技を行
います。応援合戦は１年生～６年
生で力を合わせて行います。保護
者や卒業生が参加できる綱引きや
リレーもあります。

　新年にちなんで餅つきをした
り、おうちの方とお手玉やけん玉
などの昔遊びをし たりします。

　３年生と４年生で新潟県の湯
沢へ出かけます。技能に応じた
グループを編成し、現地インス
トラクターのレッスンを受けま
す。４年生では毎年バッジテス
トの３・４・５級に挑戦します。

　１年生～３年生は音楽発表、
４年生～６年生は合唱コンクー
ルを行います。手話での表現に
も挑戦し、心を合わせきれいな
ハーモニーを奏でます。

　それぞれの進路に向かい旅立
ちます。さとえ学園小学校で
培った６年間の経験を糧に次な
るステージへはばたきます。
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メ
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・
設
備

卒業生
高校
2年生

卒業生
中学
１年生

社会人

在校生
5年生

在校生
4年生

在校生
2年生夢は宇宙飛行士。

iPadを使って
いろんな勉強をしています。

将来の目標は
社会の正義を守る
検事になることです。

自分の個性や特技を
大きく伸ばせる、

引き出してくれる学校です。

充実した設備、そして
親身な先生が学校生活を
豊かにしてくれました。

やりたいことは
何でもできる環境が
さとえ小にはあります。

2009年度卒業 松井駿作さん
（さとえ学園小学校 教諭）

　熱帯魚・深海魚・淡水魚など約250種、800匹を
飼育する本格的な施設です。生態系に関する学
習や卵から成魚までの飼育・観察をします。

さとえアクアミュージアム（水族館）

　子どもたちが野菜を栽培
する学校農園です。「つくる」
ところから「たべる」ところ
まで全て体験します。

キッズファーム
　自然給水システムにより、
地上と変わらない環境のな
かで、花や野菜を育て、成長
の様子を観察できます。

屋上庭園
　1,000冊を超える英語の
本が揃い、授業以外の時間
も英語に触れることのでき
る環境が整っています。

がまくんち（英語の図書館）
　実験や観察の授業ができ
るように2つの理科室には、
様々な実験装置や機材が備
わっています。

理科室
　13,000冊の蔵書。休み時間
に読んだり本の貸し出しを
しています。国語の授業と
して読書の時間もあります。

図書館

　人工芝と天然芝のグラウンド、中央にはタータンの
トラックがあり、運動会や陸上競技に最適です。

グラウンド

　理科や生活科では、季節の星空を見たり、星座
に関する神話を聞いたりしながら、天体の学習
をします。

プラネタリウム
　スタンディングミーティング、寝っ転がってブレスト、
気軽にプレゼン練習、プログラミング体験など、子ども
たちが自由に思考し、表現でき、かっこよく学ぶ空間です。

ラーニングコモンズ

●緊急連絡　入学時に緊急時の連絡先・連
絡手段を調査し、さまざまな状況を想定し
て子どもたちの安全を確保しています。

●避難訓練　年３回「避難訓練」を実施するほ
か、年度始めには公共交通機関が停止した場
合を想定した「引き渡し訓練」も行います。

●食料の備蓄　児童一人ひとりに、水
や非常食の入った「防災キット」を用意しています。学校
に待機することを想定して、防寒具等も備蓄しています。

■防災対策

英語が好きで
すらすら話せるように。
もっと上達したいです。

　好きな教科は体育と算数です。ストロー
で箱を作って形の勉強をしたり、アプリで
復習したりしています。宇宙飛行士にな
るのが夢なので、学校のプラネタリウムで
星を見た時はワクワクしました。みんな
が思ったことをどんどん言いながら
進んでいくさとえ小の授業は、
とても楽しいです。

　一歩先を行くiPad学習がさとえ小のよい
ところ。算数は４年生から少人数クラスに
分かれるので、自分に必要な勉強をしっか
りすることができます。夢をもって頑張っ
ている生徒が多いのも励みになります。情
報を読み解く力や論理的思考力を磨
き、将来は検事を目指したいと
思っています。

　先生の説明はわかりやすく、「間違って
も大丈夫」と言ってくれるので頑張れま
す。ビオトープにどういう自然環境を作
れば生き物が集まってくるのか、いろいろ
調べたり考えたりしたのもおもしろかっ
たです。将来はみんなを笑顔にした
り、人を助けたりできる仕事
をしたいです。

　修学旅行のホームステイを通して、沖縄
の生活や文化、そして優しさを体感。生徒
会活動ではリーダーシップを養うことも
できました。将来の目標は、医師になって
病気で困っている人、悩んでいる人を助け
ること。さとえ小は僕の心と身体を
大きく成長させてくれました。 　さとえ小ならではの魅力は、プラネタリ

ウムや水族館など最新設備、友だちと一緒
に習い事ができる複合型教育だと思いま
す。先生との距離も近く、何事にも親身に
対応してくださいましたし、ネイティブの
先生と授業以外でも英語で話せる環
境があり、意欲的に学ぶこと
ができました。

　小学生時代を振り返って思うのは、勉強
も遊びも行事も、すべてに全力を出し切れ
たということ。「困難な事もいつかは必ず
できるようになる」「もっといい方法がある
はずだ」という気持ちを持ち続けられるよ
うになったのは、さとえ小の環境と先
生方のお陰だと思っています。

メッセージ 施設・設備瞳輝く在校生、
夢へと歩み出した卒業生からのメッセージ 充実した環境で子どもたちの可能性を伸ばす
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