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森村学園初等部

＝教育活動をご理解いただくための５つの鍵＝
森村学園初等部広報部 2021.1ver.

本校のことを、より詳しく理解したい方のために、本パンフレットをご用意しました。もりむラッ
コ君が、本校の特色を説明します。お読みいただき、理解を深めていただけたら幸いです。なお、新
型コロナウィルス感染拡大防止のため、2020 年度の教育活動は形式変更を行なったものが多くあり
ます。
本校の教育活動の特色の主なものは下の 12 項目です。俯瞰してみると、他の私立小学校でも取り
組まれているもの、そして森村ならではのものに大きく分けることができます。

森村ならではの特

言語技術教育

英語教育

森村市左衛門

ICT 教育

【５つの鍵】
として下で
詳しく説明
するよ。

色ってなあに？
森村学園全体の一貫した教育
の柱は「言語技術教育」
「ICT 教
育」「英語教育」の 3 つだよ

男女共学

男女ほぼ
同数です

教育

豊かな自然

1 クラスに担
任と助手の教
員がつきます。

四季を彩る行事
幅広い専科制

低学年ダブル担任制

図工や体育・音
楽などの専科
は専門の先生
が教えます。

運動会や展覧会・学芸会・
音楽会等々。表現すること
を大切にしています。音楽

宿泊行事

会はミューザ川崎ホールで
行います。

林間学校・スキ
ー学校、卒業時
までの総宿泊数
は 21 泊。

給食の食材は吟味さ
れた物ばかりだよ。

総合学習

給食

教科横断的な内容を学びま
す。5 年生からは自分たちで
テーマを設定。4 年生のある
クラスは映像コンテストで
世界チャンピオンになっ
よ！

完全給食です。
森村の給食は
美味しいよ！

コンテストの様子

１つ目の鍵：言語技術教育
言語技術教育
ってなあに？
言語技術（ランゲージ・アーツ）は、欧米を中
心に実践されている世界標準の母語教育だよ。
体系的に言葉の学習を行っていくんだ。日本で
の実践校は数校しかないんだよ。
どうして必
要なの？

これからの国際化・多様化された社会では、より複雑
で論理的な思考を進め、高度なコミュニケーションを
するためのことばの力が一層必要になってくるんだ。
JAL や日本オリンピック連盟など、大人の世界でも学
ぶ人が増えているよ。

森村学園で
はどのよう
に進めてい
るの？

中高等部では 2012 年から、幼稚園は 2017 年に、
初等部では 2018 年から、つくば言語技術教育研
究所所長の三森ゆりか氏監修の下、行われている
よ。教科書にはないオリジナル教材で学ぶんだ
よ。

ど ん なこ と
を学ぶの？

アニマシオン(読み聞かせと構造的問い)、問答
ゲーム、物語の構造分析と再話、意見文作成等
を通じて、批判的思考（絵やテクストの分析）
や、論理的思考（多面的に物事を見る技術）、
情報伝達の力（説明・描写・報告）を、時間を
かけて育てていくんだよ。

【２つ目の鍵】：英語教育

英語はこれから
の時代、ますます
大切になるね。

BRITISH
COUNCIL って？
授業はどの
ように進む
の？

➡オーストラリア
語学研修

本当だね。
語学研修 でも、森村学園では開校当初から実は英
語教育が行われていたんだよ。創立者が海外貿易
の先駆者だったからなんだ。100 年以上前に外国
語の必要性を説いてきたんだね。英国の公的機関
BRITISH COUNCIL から 3 名の NATIVE の講師が、
森村オリジナルカリキュラムで 1 年生から授業を
しているよ。
「読む・書く・話す・聞く」の４つの技能をバラン
スよく学べるように、教材に工夫がいっぱい！調
べたことのグループ発表もするよ。
1 年生から All English で、4 年生以上はクラスを
二つに分け、少人数による授業を行うよ。5 年生
以上の希望者には、Australia での 10 日間夏期短
期留学プログラムもあるんだ。

３つ目の鍵：【ICT 教育】
どの学校でも ICT
CT 教
教育
育を進めてい
るね。初等部の
教育
ICT の 進 み 具 合
は？
タブレットは
どうなってい
るの？

全クラスに電子黒板、校内全てに wi-fi が整
備されているよ。何と体育館にも wi-fi が。
タブレットは Apple 社の iPad を一人１台。凄
いのはこのすべての iPad が全て４G のセルラ
ー式だってこと。社会科見学に持参できるんだ
よ 。 ロ イ ロ ノ ー ト ス ク ー ル や Google
classroom というアプリを使って、家庭学習と
学校での学習活動を繋いでいるんだよ。

先生達も新し
い技術をどん
どん学ばなき
ゃいけなくっ
て大変だね。

NTTdocomo HP に森村学園の取り
組みについて紹介されています

プログラミン
グ教育が 2020
年度から始ま
っているね。

初等部ではど
んな感じで取
り組んでいる
の？

研究熱心な先生が多いから、常に勉強会
を開いたり、外部講師を呼んで勉強した
りしているよ。様々な研究会に参加して
いるね。中には、Apple teacher の資格を
取った先生や、さらに上級の、日本では
(というよりアジアでは)数人しかいない
Apple distinguished educator のライセン
スを持っている先生もいるんだ。色々な
授業で効果的に ICT を使っているよ。

学習指導要領では、小学校は「プログラミング
を学ぶ」のではなく、
「プログラミング的思考を
学ぶ」になっているって知ってる？ロボットを
動かしたりブロックを使ってデータロギング
したりする学校もあるね。どの方法でも良いと
思うんだ。ただし、今小学校でプログラミング
言語を学んだとしても、きっと子どもたちが大
学生になる頃には、基本的な言語は残っていく
としても、どんどん新しい言語が生まれて世界
を動かして行くだろうね。だから、どんな言語
でも対応できるような「思考」を養って、様々
な場面で活用できる力を育てたいね。

メディアルームという特別教室を設置して、ICT 専門の
先生が教えているんだ。Sphero Bolt という丸い球体の
ロボットを使ったり、Springin'や Viscuit というアプリ
を使ってプログラミングを学んでいるよ。その他、
色々な教科で iPad を使っているから、森村っ子たちに
とっては、iPad は今やノートと同じ文房具みたいな存
在なんじゃないかな。

４つ目の鍵：【豊かな自然】

初等部の周り
は自然がいっ
ぱいだね。

今の時代は自
然が少なくな
っているから
貴重だね。

総面積 81,587 ㎡！初等部は森に隣り合っていて、
教室の窓から入る風は心地よいし、鳥のさえずり
も聞こえるよ。6 年生の教室の窓から、キツツキが
巣を作るのが見えることもあるんだって。3 年生
からは森で遊ぶことができる。秘密基地を作った
り、森の真ん中にあるミニグランドで花摘みをし
たり。四季折々に色々な遊び方ができるんだ。

そうだね。子供の脳の健全な発達に必要なのは「運動」「好奇心」「コミュニケー
ション」の３つだと言われているんだ。自然がこの３つに有意義に働くのはなぜ
だろう？自然の地形は実に複雑でアスファルトとは違う。バランスを取りながら
歩き、時には木の枝を手で掴んで登る。自然と体の色々な所を使って様々な筋肉
を動かすからね。それから自然の中には植物、動物、鉱物、気象など、ありとあ
らゆる要素が存在する。そのどれもが無限の広がりを持っているから子どもの好
奇心をいっぱい刺激するんだ。コミュニケーション能力は、脳の前頭前野という
部分が中心に担っているんだけど、前頭前野は小学校の３年生くらいから特に発
達する部分。気持ちを解放して思い切り遊べる森村っ子は幸せだね。

５つめの鍵：森村市左衛門

学校ができて
から 111 年が
経つって本
当？

そう、長い歴史がある学校なんだ。森村市左衛門
という海外貿易の先駆者とも言われる実業家が
創った学校なんだよ。みんなの家にも TOTO や
Noritake の製品があるんじゃないかな。他にも
海底ケーブルや電信柱に使われているセラミク
ス製のガイシを作っている日本ガイシっていう
会社も有名。それらの会社は社会貢献を目指す、
非常に堅実な企業と言われているよ。市左衛門
の創業者としての理念が大切にされているね。

「正直・親切・
勤勉」は校訓
だね。
森村学園を卒業した人は、この３つの言葉を自らの人生の傍にお
いている人が多いと思う。でも、この３つの言葉、実はそれぞれが
３つに分かれているんだよ。例えば「正直」を例にするね。一つは
「自分に対しての正直」二つ目は「相手に対しての正直」、３つ目
は「社会に対しての正直」だから、年齢が上がるにつれて、この校
訓の言葉の世界が広がって行くんだ。この３つの校訓は、人として
当たり前な、けれども実に大事なことを示しているんだ。社会に出
た森村っ子たちが、
「この言葉の重みに新ためて気づいた」と言う
のもわかるような気がするなぁ。
【正直】誠実であることを最上とし、
偽りのない人であれ。
① 自分自身に偽りのない心を持つ。
② 相手を信頼し、誠実な心で接する。
③ 徳を重んじ、人として正しい道を歩
む。

【親切】あたたかき心を持ち、行動する

【勤勉】人の力は無限に進む。学び続け

人であれ。
① 自らを大切にでき、人の悲しみや喜び
に共感できる心を持つ。
② 互いの個性や立場を尊重し、思いやり
を持って行動する。
③ 自らを取り巻くすべてのものを愛し、

る人となれ。
① 学ぶことの喜びを知り、真理を求め
続ける強い心を持つ。
② 自分や他者の良いところに気づき、
よりよい関係を築こうとする。
③ 学びを生かし、自らの夢と幸せな社

大切にする。

会の実現を目指す。

