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日出っ子 いまどき｢スマホ｣事情
Message From HINODE Alumni
ラクロス 日本代表

岡部 光人さん(36)
Okabe, Mitsuhito

何事にも一生懸命に取り組み、精一杯楽しむことが大切。ラクロスも「楽ロス」となるよう、まずは楽しんで！
2014年7月にアメリカのデンバーにてラクロス

き、お互いに良い刺激を受けながら成長していけ

が、
「ラクロス=楽ロス」と表記されることもあり

世界選手権大会に出場しました。日本の成績は

勉強よりも身体を動かす方が好きだった私はス

組み、精一杯楽しむことが大切だと思います。そ

業が好きだった私は、体育と図工の成績は良かっ

しんでください。いつの日か日出学園がラクロス

学園での授業は非常に楽しいものだったと鮮明に

ることを期待しております。

るのも日出学園の特徴のひとつだと思います。

ます。ラクロスに限らず何事にも一生懸命に取り

38国中8位。代表選手のうち私を含め、2人が日

ポーツに打ち込みました。手先も器用で細かな作

うすれば良い結果は必ずついてきます。まずは楽

“日出学園の卒業生で良かった”ーーそう強く感

たものの、勉強は少し苦手でした。それでも日出

強豪校となり卒業生が日本代表選手になってくれ

記憶しています。日出学園で学ぶ機会を与えてく

1991年 日出学園小学校 卒業
1994年 日出学園中学校 卒業（右写真▶）
・日本体育大学ラクロス部 第 7 期主将
・20 歳以下ユース日本代表
・2002年、2006年
（副将）、2010年、2014 年、ラクロス
日本代表として世界大会に出場
・2002年、2014年の世界大会では、各国より1人選ばれる
「Spirit of Lacrosse Award」受賞

日本代表選手23人が、第12回FIL男子ラクロス

出学園小学校の卒業生でした。

じるようになったのは実は最近のことです。SNS等
の普及により、旧友と20年振りに会うことができ

ました。様々な分野で活躍している友人と会い、
話をすると良い刺激を受けます。小学校を卒業し
外部の中学校に進学する友人もいましたが、中

4度の日本代表に選ばれたお父さんラクロッサー・岡部さん（No.12）

学・高校を経て、大学進学する際もそれぞれの道

に進んでいく中で日出の輪がどんどん広がってい

れた両親には感謝の気持ちが尽きません。両親が

私に与えてくれたことを、私も我が子に継いであ

げたいと思うようになり、親としてまた日出学園
に帰ってきたことを嬉しく感じています。

日出学園にもラクロスクラブができたようです

巻 頭 言
は今後に役立つ一方、多くの問題をは

る。調べ学習にも利用できる。また、
日出学園小学校
児童部 部長

奥田 唯史

LINEやゲームを他人と共有でき、グル

日出学園中学･高等学校
生徒指導部 部長

ープを形成しやすいなどメリットは多

笹原 明広

くあり、私たち大人も実感していると

題は、①時間の浪費（生活習慣の乱れ）、
②個人情報流出によるトラブル、③コミ
ュニケーション能力の低下、などです。

ころです。

インターネットは学習にも

らんでいるのも事実です。特に大きな問

一方で、携帯電話への依存症があ

学校では昨年度からネットパトロールを

り、1日数時間を使ってしまう、課金の

行っています。実際に本人や友人の写真を

利用出来る反面、危険な一面も

ゲームに手を出してしまう、悪徳業者

小学校では、5年前にソフトバンクと

じめなどが社会問題化しているのも現

の罠にはまってしまう、LINE上でのい

時間の使い方、個人情報の扱いなど
について家庭でのルール作りを

掲載しているものも見受けられますが、

平成20年、中学･高等学校で、携帯電

かってしまうことはご存じでしょうか。そ

設定によっては住所などの位置情報がわ

話の学校への持ち込みを家庭の判断に

うした危険性を知ることや、家庭でのル

込みを許可しました。その後、3年前か

多種機能のついたスマートフォンが

委ねた背景には、登下校の際の連絡手段

ール作りが必要不可欠です。それこそ、

ら学校での使用規則を作成し、携帯電

小学生に必要か、また児童に使用を任

の確保ということが第一にありました。

ネットを利用してそれら携帯電話に関す

話所持届の提出で児童の携帯電話校内

せっぱなしにしてチェックを怠ってい

スマートフォンの登場以降、この当初の

る情報を得ることも有効な手段です。

持ち込みを許可しています。最近はス

ないか、危険な面を指導しているかな

目的と実際の利用形態が大きく異なっ

マートフォンの普及が 4 年生以上で広が

ど、再度ご家庭で考えてほしいと思っ

てきたようです。

り、LINEやゲームなどで、年間3～4件

ています。

提携し、指定の携帯電話での校内持ち

の問題が校内で起きています。
インターネットの接続により、各種
の情報を素早く手に入れることができ

状です。

今回のアンケートでは〝依存〟気味の
生徒も見受けられましたが、日出の生

日出学園小・中・高全体のスマホ所

徒の多くは一定の節度を持って利用し

便利なものの裏には、常に危険性が

有率は全国平均よりもかなり高いこと

ていることも窺えます。画面とのにら

付きまとっていることを頭に入れてお

が今回のアンケートでもわかります。

めっこに、人生の大半を費やすのはも

く必要があるでしょう。

危険性や利便性を理解した上での利用

ったいない気がします。

1

135847_FM20_ink4C_150303 2015/04/21 0:32 ページ 3

2015 年 5 月 1 日 学校法人 日出学園発行 学園通信「日出」Vol.16

Y E A R

「考える力を育む｣をテーマに取り組んだ26年度。
幼小連携カリキュラム、英語遊び、和の文化体験と幅広い教育を実践

平成26年度の教育目標は、｢考える力を

に、感情の爆発が先になることもありま

育む｣でした。その中でも特に｢言葉｣に焦

すが、年中児は言葉でやりとりをしなが

平成26年度として特筆すべきことは、

点をあて、子どもたちの｢言語力｣を高め

ら遊びを楽しくできるようになり、年長

｢幼小連携カリキュラム｣の開始です（詳細

るために必要な遊びや活動を取り入れる

児は、ひとつの話題を互いに膨らまし合

は、学園通信｢日出｣Vol.15をお読みくださ

ことを意識して、保育を進めました。

って長い会話をしたり、話し合いの中で

い）。話を集中して聞く力、書写力、数量

｢言語力｣とは、自分を表現し、他の人

気持ちを調整しあうこともできるように

理解、時間感覚などを育てていくこのカリ

の考えや気持ちを理解し受け入れるコミ

なってきました。各教師が意識して行っ

キュラムが、実際に小学校に進学してから

ュニケーションに大切な力であり、文章

た遊びや活動は、今後共有し、次年度の

どのような成果となって現れるのか、今

を読み考えるために不可欠のものです。
具体的には、絵本の読み聞かせやさま

保育につなげてまいります。

後検証し、さらに充実したカリキュラム

30数年ぶりに｢餅つき｣を復活。お月見を

を目指します。

したり、｢能楽体験教室｣を行ったりする

ざまな言葉遊び・文字を使った遊びの中

また、年長の｢英語遊び｣の時間を週1回

で、語彙を増やし文字への関心を高め、

開始し、英語の歌を保護者の皆様に披露

幼稚園の保育の基本は｢生活｣であり、

自分の気持ちを拙くても言葉で言ってみ

するなど、｢記憶に残る英語体験｣ができ

｢遊び｣です。これらの少し特別な活動と

よう、友だちの話をちゃんと聞こう、と

るようにしました。ただ、国際社会の中

ともに、日々の遊び・生活の様子も、幼

いうことを促しました。

で生きる時に、自国の文化に誇りを持

稚園HP『園長の日記』でお伝えしていま

ち、また発信できることも大事なこと。

す。どうぞ、ご覧になってください。

年少では、まだまだ言葉が追いつかず

小学校

26年度を振り返り、特に下記の３つの

スも広々として楽しく活動していました。

成長を感じる」
といったもので

学校に慣れるのがいつもの年より早いな

した。

まずは、学年102名、20クラス体制の

と感じました。たとえば、昇降口の下駄

その反面、｢ホームを走って

初めての年でした。１年生は１クラス25

箱の靴も１ヶ月ほどで他の学年に負けな

いる｣｢歩道で横に広がってい

名か26名のクラス編成でした。どのクラ

いようにきちんと並べていました。いろ

た｣などの指摘に対しては、朝

いろな学校行事についてもとても意欲的

礼や学年集会でその都度子ども

にできていました。

たちに注意しました。また、

次に、これまで職員だけで行ってきた

するきっかけになりました」など、うれしい

いし、｢通学パトロール」
として学期に1回

報告もありました。

児童の通学の様子をみていただく取り組

最後に、異年齢交流（幼稚園、中学・

みを実施しました。とてもよくやってい

高等学校）が従来よりも深まったことで

ただき、いろいろなご意見をいただくこ

す。特に中学校との交流では、児童会、

とができました。報告のほとんどが､｢と

生徒会の代表がお互いの朝礼で挨拶をし

てもよく通学できている」｢気持ちよく

ました。

進学実績の向上に向けた各教科の取り組み。
習熟度別クラスでは理解度を深める指導を

中期5ヵ年計画の4年が経過しました。
進学実績の向上を目標に掲げ、各教科全
力で取り組んでいます。授業は当然のこ

ています。
数学：単元ごとに確認テストを行い、理
解度を検証し、指導しました。ま

と、キャリア教育も積極的に行っています。

た、高校３年生では、入試問題に

国語：中学生は基礎力の充実に努めまし

接していることの重要性から、受

た。百人一首・口語文法・常用漢

験対策プリントを配布し、生徒が

字などの学習、高校生は大学受験

入試問題に毎日触れることができ

に対応できる力をつけるため入試

るようにしました。

問題を徹底的に研究し、実力の向
上を図りました。

「親子で通学安全に対して話を

登下校指導を保護者の方にも協力をお願

挨拶をしてくれる｣「学期を経るに従い

中学
・
高等学校

など、和の文化体験の充実も図りました。

102名･20クラス体制がスタート。異年齢交流の一環として
中学･高等学校と連携した算数のＴＴ授業、英語の補習授業を実施

ことについて報告します。
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幼稚園／小学校／中学・高等学校 平成26年度《一年間のまとめ》

平成
26年度

幼稚園

L A S T

理科：中学では実験観察や視聴覚教材を
多く取り入れて、そこから自然現

社会：国際社会を取り巻く環境は複雑多

象の法則を導き出す授業展開を行

岐であり、新聞などを教材として

っています。また、単元ごとや小

取り入れ、ディベートなども行っ

項目ごとにテストを行い、理解度

ています。また、受験指導に関し

の定着を図りました。高校では演

ては、入試問題を説明することに

習問題も重視し、個別的質問にも

より、現代社会の諸問題を考察し

対応しています。

日出学園中学校に進学する児童を対象

国公立大学

信州大学 1名

の先生とのT T授業の実施、また1週間で
すが、中学の英語科の先生による英語の
補習授業を実施しました。もちろん、従
来通り幼稚園との交流、中高とのクラブ
体験会なども実施しました。
来年度以降も幼稚園、中学、高校との
異年齢交流を積極的に行って参ります。

26年度 合 格 状 況
千葉大学 1名

東京外国語大学 1名

私立大学／私立短期大学
青山学院大学
1名
麻布大学
1名
跡見学園女子大学
1名
大妻女子大学
3名
桜美林大学
1名
学習院大学
1名
学習院女子大学 1名
神奈川大学
1名
川村学園女子大学 1名
神田外語大学
4名
関西学院大学
1名
北里大学
2名
共栄大学
1名
共立女子大学
4名
杏林大学
1名
近畿大学
2名
工学院大学
1名
國學院大学
3名

専 門 学 校

に、２月より算数の時間に中高の数学科

国士舘大学
駒澤大学
産業能率大学
実践女子大学
芝浦工業大学
淑徳大学
城西大学
順天堂大学
上智大学
昭和女子大学
白百合女子大学
成蹊大学
成城大学
聖心女子大学
聖徳大学
大正大学
大東文化大学
拓殖大学

服部栄養専門学校

2名
2名
3名
1名
4名
2名
2名
2名
4名
2名
3名
4名
4名
1名
2名
1名
1名
2名

1名

鳥取大学 1名

玉川大学
多摩美術大学
千葉工業大学
千葉商科大学
中央大学
帝京大学
帝京科学大学
帝京平成大学
デジタルハリウッド大学
桐蔭横浜大学
東海大学
東京有明医療大学
東京医療保健大学
東京家政大学
東京経済大学
東京工科大学
東京情報大学
東京女子大学

2名
3名
4名
1名
8名
7名
4名
3名
1名
1名
3名
1名
1名
5名
1名
3名
2名
2名

ヒコみづのジュエリーカレッジ 1名

英語：昨年度も英検取得率を向上させる

（平成27年4月1日現在）
準大学

首都大学東京 1名

東京電機大学
2名
東京都市大学
1名
東京農業大学
2名
東京未来大学
1名
東京薬科大学
2名
東京理科大学
2名
東邦大学
8名
東洋大学
18名
獨協大学
6名
日本大学
20名
日本獣医生命科学大学 1名
日本体育大学
1名
日本薬科大学
1名
フェリス女学院大学 1名
文教大学
3名
文京学院大学
3名
法政大学
10名
南九州大学
1名

防衛大学校 1名
武蔵野大学
明治大学
明治学院大学
目白大学
明星大学
立教大学
立正大学
立命館アジア大学
流通経済大学
了徳寺大学
横浜薬科大学
早稲田大学
和光大学
和洋女子大学
昭和学院短期大学
日本大学短期大学部

8名
4名
4名
1名
1名
5名
1名
1名
1名
1名
2名
8名
1名
1名
1名
1名

船橋市立看護専門学校 1名

を分けて、理解度が深まるよう､指導に努

指導をし、前年度全体比で6%向上

めました。魅力ある学園を創り出すこと

させることができました。

が教職員の使命であることを肝に銘じ、

習熟度別クラス編成ですが、学年全体
で取り組む共通項目、レベル別での項目

全力で教科指導、部活動などに取り組ん
でいます。
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平成27年度《教育方針》

新年度の目標は「心身の健康を育む」。
預かり保育は曜日を増やし時間を延長

日出学園幼稚園 園長

早川 好江

平成27年度が始まりました。入園し

の乏しさがあるように思われ

家庭に帰ってから地域遊びが

昨年9月に始まった「幼小連携カリキ

た子どもたちも、進級した子どもたち

ます。疲れやすい・重い物を

殆どできない現在、幼稚園で

ュラム」は4月から実施。小学校入試も

も少しずつ新しい環境になじみ始めて

持って歩けない・階段の昇り

それを補う必要性が強くなっ

見据えた内容を取り入れるとともに、

います。別コーナーで報告されている

降りが不安定…etc.

ています。

英語あそびの時間も週20分から40分に

通り、昨年度の学校評価アンケートにお

そこで、今年度は「心身の健康を育

そこで、今年度から午前保育の日も

拡大します。昨年度まで二見前小学校

いて、幼稚園は保護者の皆様に強く信

む」こと、中でも身体機能の育ちを促す

預かり保育を行うと共に、先々には水

校長が担当し、科学遊びを中心に行っ

頼していただいているという評価をいた

ことに、指導や研修のポイントをおくこ

曜日も午後まで保育できるよう体制づ

てきた「わくドキ教室 」は、今年度から

だきました。

とにいたしました。年中と年長では、体

くりをしてまいります。預かり保育の

園 歌を教えてもらうなど、小学校の先

これは、遊びと生活の中から自分で

力測定を年度初めと年度終わりに行っ

時間そのものも、17時までと1時間延長

生方から学ぶ時間として、スタートいた

考える力を育て、友だちとの関わりを

て実態を把握するとともに、｢疲れな

いたしました。また、夏期休業中にも

します。

学び、心を育てるという基本方針にご賛

い｣心と体を育てることを目指していき

数日、預かり保育を行います。 昨年

今年度も、大切なことを見失わない

同いただいていることの表れと、大変あ

ます。もちろん、昨年度の｢言葉を育て

度、急な寒さにより、結果的に一度も

ように、でも今の時代に必要なことを

りがたく思うとともに、引き続き大事に

る｣ことは継続してまいります。

実現しなかった、「日出学園のプールで

取り入れて、教師全員で力を尽くしてま

していかねばと強く考えております。
ただ、日出の園児の特徴として、体力

小学校

そのためには、子ども同士で様々な遊
びを体験することが必要なのですが、

水遊びをする」夏期保育も、今年度こそ

いります。 どうぞ、よろしくお願いいた

は、と願っています。

します。

新学習指導要領完全実施に向け、
英語教育では新たな施策をスタート

います。
日出学園小学校 副校長

荻原 巌

昨年度より保護者の皆様にご理解い
ただき、通学パトロールが始まりまし
た。児童にとっても、たくさんの方に

新入生の皆さん、ご入学おめでとう

出学園小学校では、新たな英

徳教育を研修会のテーマと

見守られているという実感が生まれ、

ございます。小学校は平山淳子新校

語教育を実施します。6年生

し、その成果を小学校全体に

パトロールのカードに気づくと小学生ら

長、３名の新任教諭を加え、皆さんを

では今年度より英語を週2時

広げていきたいと考えていま

しい明るい挨拶をしたり、道の端に寄

お待ちしていました。

間にし、ネイティブスピーカーの授業に

す。加えて、ウサギ小屋にも新たにウ

って歩いたり、意識して行動するきっ

102名体制の2年目、20クラス体制に

加え、中学高等学校の英語科の教員に

サギを迎えることになっています。小

かけにもなっているようです。

移行しつつ新たな取り組みもスタート

よる、英語の専門的な指導を児童が受

動物の世話を飼育委員だけでなく、小

報告書のコメントは褒める材料や具

します。2020年の新学習指導要領完全

けられるようにします（来年度は5年生

学生みんなで携わることで生命尊重

体的な注意点など、学年集会での指導

実施に向け、英語教育の強化の指針が

には週1時間実施予定）
。

の心の潤滑油になるよう計画を進めて

の参考にさせていただいています。公

文部科学省から示されています。本校で

このように、児童・生徒・園児の交

共マナーが乱れている現代だからこそ

は1年生から英語教育を取り入れ、コミ

流に加え教員の連携も広げていきたい

家庭と学校とが同じベクトルで子ども

ュニケーション能力を身につけること

と考え、算数の補習授業やクラブ活動

たちに向き合うことが大切なのではな

を目標にしてきました。しかし、中学で

での指導など児童への指導の場でも協

いでしょうか。

の英語学習に繋げるための教科型指導

力体制を築いていきます。

も必要となってきました。
そこで、幼小中高の連携ができる日

中学
・
高等学校

より魅力的な日出学園小学校となる

また11月には千葉県私立小学校研修

よう全職員取り組んでまいります。よ

会を本校で開催します。これからの道

今年度から新カリキュラム、クラス編成で
多様化する大学入試に対応

ろしくお願い致します。

日出学園中学・高等学校
校長

堤 雅義

は幼稚園、小学校の保護者の方にも見
学いただけるよう、幼小中高すべてに
ご案内を配布いたします。6月第3週を
予定しておりますので、是非おいでい

保護者の皆様、お子様のご入学まこ

さて、本年度中高教育方針

し くクラス編 成 を 行 い ま し

とにおめでとうございます。教職員一

ですが、第一に22年度策定

た。昨年度にも増して進学実

さらに、昨年度より中高図書室を全学

同、心から歓迎いたします。

の5ヵ年計画最終年というこ

績を出してくれるものと期待

園の保護者の方に開放しております。

入学から１ヶ月ほどが過ぎました。

とで取り組みを継続していきます。今

今年度の新入生は、中学校が77名と例

年度の6年生は、高校の新課程を全面実

年より少ない人数で始まりました。3クラ
ス編成ですので1クラス当たり25～26

しています。

ただきご覧ください。

まだあまりご利用はされていませんが、

第二に、学園内で幼小との交流を活

平日の10時～16時は生徒の利用も比較

施する初めての学年であり、多様化す

発にしていきたいと計画しています。

的少ない時間です（ただし、定期試験前

る大学入試に対応した、従来とはまっ

昨年度、期間限定ではありましたが、

は混みます）ので、どうぞ学校行事など

名、日出学園の建学の精神にある少人

たく異なる新カリキュラムにより授業を

中高の教職員が算数の授業と英語の放

でご来校の際は図書室を覗いてみてく

数、厳しいが愛情溢れる肌理細 やかな

行っております。

課後補習で小学生に指導をしました。

ださい。本屋さんで立ち読みする感覚

今年度は６年生に対して週1時間英語の

で結構です。貸し出しもしますので、
是非ご利用ください。

� � � �

指導・教育を実現できる学年になって

また、従来はクラス替えを行わず5年

います。また、中高新入生とも内部進学

次のクラス編成のまま6年に進級してい

授業を時間割の中に入れて行います。

生の割合が多く、内進生が中心になっ

ましたが、今年度の6年生は学業成績

ALT（Assistant Language Teacher）が

日出祭だけでなく、普段から幼小中

て初めて日出学園に仲間入りした生徒に

に加えて、国公立志望や私立志望、一

行う行動型の授業ではなく、中学のよ

高の学園全体が自由に行き来できるよう

も、日出の良さを伝えながら切磋琢磨

般受験や推薦・ＡＯ受験といった、志

うな教科型の指導を行います。

したいと考えております。どうぞよろしく

していく体制が出来つつあります。

望する進路や受験方式も加味して、新

また、今年も中高の授業参観週間に

お願いいたします。

3
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P R O G R A M

調査特集

日出っ子 いまどき｢スマホ ｣事情
情
日出学園「携帯電話・インターネットの活用 」実態調査より

大人だけではなく、むしろ大人以上にケータイやスマホ、ＰＣを日常的に使いこなしている子どもたち。

デジタル世代の日出っ子たちは ICTツールやコンテンツをどう活用しているのか、その実態を調査しま
した。今回は調査結果のダイジェスト版を特集します。（完全版は学園 HP に掲載）
●《日出学園「携帯電話･インターネットの活用」実態調査》調査目的
日出学園の小学校高学年以上の児童･生徒たちの、日常生活における ICT メディアの利用の実態
や、インターネット等を通じたコミュニケーション、利用実態について把握することを目的に実施。
●調査対象
小学校 5･6 年 男女:計219名／中学校1〜3年 男女:計327名／高 等学校4･5年 男女:計249名
●調査期間 2015年3月2日〜13日
●調査方法 各クラスに人数分の質問票及び回答用紙を配布、無記名の自記式調査

今回調査した小学 5 年生から高校の5 年生までの児童･
生徒の総数は795名。そのうち、携帯電話もスマートフォン

Q1

も所持していない子どもは小学生で11名、中高生で 2名
と、全 体の1.6％ほどに過ぎず、その13名もタブレット端末
やPCを所有しており、日出っ子たちは何らかの形でICT
（Information and Communication Technology=情報
通信技術）
の恩恵を受けて育ってきているのが実情です。
保護者の方々は、子どもといつでも連絡を取れる手段を
確保したいというところからケータイやスマホを持たせてい
るのでしょうが、子どもたちにとってそれは “リアル”な世
ツールであったりメディアであったりします。
今回の調査結果をご家族でご覧になり、改めてICTツー

4

ル やコンテンツとの「付き合い方」
「決まり」といったものを、
ご家庭で “リアル”に話し合っていただければと思います。

Q3

D. 帰宅途中で（電車内も含む）

中学生

66％

Twitter 2％

42％

B.

11％

18％

14％

傾向は、小学校で25％だったのが中学生になると75%に増え、

22％
24％

23％

3％
3％
35％
20％
17％

42％

22％

Ｋ．

33％

3％

7％

Ｂ．

27％
31％

Ｃ．

28％
30％

49％

49％
46％
25％

69％
72％

59％
40％
84％
80％
84％

名前や住所など､個人情報を書き込まない

75％
71％
75％

ネットを通じて知り合った人と実際に会わない

K.

ネットで知らない人とやりとりしない

42％

53％

77％
76％

人と食事をしている時は利用しない

友人や家族と話をしている時、メールや LINE の

着信音が鳴ってもその場で直ぐに見たりしない

77％

88％

57％
51％
65％

インターネットの利用で意識していることでは、有料サイト

ては、高い意識を持って臨んでいることが分かります。気になる
のは「I. ネットを通じて知り合った人と実際に会わない」が約7割

ットで知らない人とやりとりしない」も、中高生の年代ではあま

■高校生女子

インターネットを活用した勉強の仕方についての質問では、辞書機能の利用

■高校生男子

11％
13％

Ｅ．

った人と会うことにためらいががない（？）
ということに。「J. ネ
り意識されていないのが気になります。

13％
14％

Ｄ．

以外には、各年代で同様に多かった答えが「I. メールや LINEで、友だちに分から

14％
16％
26％

ないところを質問する 」というものや、
「J. 授業のノートや定期テストの過去問題

39％

を友だちと交換する」などの、コミュニケーション手段としての利用の仕方が高

13％
11％

Ｉ．

71％

58％

Ｊ．

39％
15％
12％

Ｌ．
Ｍ．

67％

50％
53％

ブログやプロフィールサイトを作らない

J.

L.

80％
77％
81％

の無断利用であったり、個人情報を書き込まないという点につい

65％

49％

Ｇ．

41％

Ｊ．

Ｋ．

Ａ．

Ｈ．

Ｉ．

I.

35％

掲示板などへの書き込みをしない

SNS（mixi ／Facebook など）
を利用しない
H.

21％
18％

41％

という数字。見方を変えれば、4人に1人がネットを通じて知り合

Ｆ．

31％

13％
12％

Ｈ．

36％

■中学生男子

18％

Ｇ．

9％
12％

■中学生女子

18％
18％

Ｆ．

19％

14％

9％

Ｅ．

G.

27％
25％

有料サイトを親に無断で使用しない
E.

メインのコミュニケーション手段になっています。LINEの利用

36％

使用する時間の長さや時間帯を決めている
C. 使用する場所を決めている

ンアプリであるLINEの利用はほぼ全員（96％）となり、LINEが

62％

54％
59％
63％

A. 勉強中は使わない

96％

LINEデビューは中学生からのようです。

7％
10％

Ｄ．

32％
37％

あなたはインターネットやメール、LINE、
SNS（mixi ／ Facedook など）、Twitter などを
利用するとき、次のようなことを意識していますか？（複数回答）

91％

えています。これが高校生になると、無料のコミュニケーショ

Ｊ．授業のノートや定期テストの 過去問題を友だちと交換する

■小学生男子

36％
32％

が上がるにつれ高まっています。

ところ、小･中学生の7割以上の子どもたちが電話かメールと答

Ｅ．動画サイトにある 無料の講義授業の動画をみる

■小学生女子

64％

の利用率になっています。動画サイトやTwitterの利用率も、年代

メールやLINE、SNS、Twitter、電話など、どんな手段で友

26％
27％

43％

ゲームなどが際立っていました。年代別の特徴としては、中学に

F.

Ｉ．メールや LINE で、友だちに分からないところを質問する

Ｃ．

23％
31％

5％

21％

89％
90％

Ｄ．塾や予備校の講義授業の動画をみる

26％

11％

オンラインショッピングで商品を買う
（LINE のスタンプや音楽配信などの
含

D.

Ｍ．そのほか

Ｂ．

18％
10％

電子書籍や電子コミックを読む

55％

Ｈ．インターネット上の質問サイトに、分からないことを質問する

9％
14％

3％
5％

22％
29％
23％

Ｃ．アプリで単語や用語を覚える

Ｇ．

Ｍ．

75％

Ｋ．調べ学習やレポートをまとめるために情報収集をする

20％
18％

Ｌ．

25％

Ｌ．学習の計画を立てたり、学習のスケジュールを管理する

Ｃ．

Ｊ．

73％

Ｆ．インター ネット上にある無料の練習問題や試験対策問題を解く

17％
18％

2％

21％

Q5

あなたが人とコミュニケーションをする手段は、
メール、LINE、SNS（mixi ／ Facebook など）
、
Twitter のどれですか？ ( 複数回答 )

Ｇ．効果的な勉強の仕方を調べる

Ｂ．

67％
69％
60％

ICTツールを使った利用の仕方で多かったのは、①インター

だちや家族とコミュニケーションを取っているかについて聞いた

54％

65％
74％
81％
87％

SNS（mixi ／ Facedook など）
を
見たり書き込んだりする
Twitter を見たり書き込んだりする

88％

なるとLINEの利用率は6割以上となり、高校生になると9割前後

につれて、スマホがPCの機能を果たしているからなのか、パソ

61％

Ａ．

54％

の利用率は9割以上になります。スマホの利用が高い年代になる

小学生は携帯電話（ガラ携）を利用、中学･高校生になるとスマホ

Ｂ．英語のリスニング、発音を聞く

42％

64％

32％

ネット検索、②動画サイト閲覧、③メール（LINEは含めず）、④

Ａ．英語や国語、古典の辞書を使う ( 電子辞書は除く)

29％

自分のブログやホームページを
更新したり作成する

J.
K.

あなたは勉強や学園生活のなかで、インターネットやメール、LINE を使って、次のようなことをしますか？（複数回答）

Ａ．

Ｉ．

H.
I.

Ｅ．電話

生が0時過ぎにも利用しているという結果が出ています。

69％
79％

55％

29％

LINE をする（チャットなど）

関心のあるサイトに直接アクセス
( 接続 ) して見る・読む・書き込む

G.

小学生から高校生まで、日出っ子たちは日常的にさまざまな

D.

21％
25％

79％
89％
96％

ICTツールを使いこなしています。日常的な通信機器としては、

66％
66％
57％

7％

メールをする（LINE を含めない）

■■■■■高校生

F. ゲームをする
（オンラインゲーム , ソーシャルゲームなど）

69％

51％

27％
30％
26％

60％
65％

代が上がるにつれ、帰宅後の利用頻度が高く、2割以上の中高

Ｈ．

9％

Ｃ．SNS

53％

B.

91％

3％
4％
6％

31％

インターネットで検索して調べる

D.

52％
52％
48％

33％

■
■
■
■
■
■中学生

A.

C.

73％

31％

高校生

62％

44％
49％

24％

Ｂ．LINE

情報端末＝インターネットに繋がっていることがわかります。年

Ｆ．

■F. ゲーム機

Q4

帰りの途中や家に帰って寝るまでの間、5割以上の子どもたちが

Ｅ．

■E. 携帯型音楽プレーヤー

53％

9％

■■■■■小学生

E. 動画サイト
（YouTube ／ニコニコ動画など）

コンの利用が下がってきている傾向がうかがえます。

平日でのメールやネット利用のシーンを見ると、学校の行き

Ｄ．

■D. タブレット端末

54％
63％

F. 夜９時以降、深夜 12 時頃まで

Q6

■C. パソコン

Ａ．メール

Ｅ．家に帰ってから夜９時頃まで（夕食時間含む）

Ｇ．深夜 12 時以降も

■B. 携帯電話（スマートフォンを除く）

23％
28％
23％

Ｂ．通学の途中（電車内も含む） 3％
Ｃ．学校にいる時間帯

■A. スマートフォン

小学生

あなたは平日の１日の中でインターネットや
メール、LINE、SNS（mixi ／ Facebook など）
、
Twitter をする時間帯はいつごろですか？
Ａ．朝起きて家を出るまでの時間帯

その通信機器を使って、あなたは何をしていますか？（複数回答）

あなたは次の通信機器のうち、どれを利用していますか？

47％

界とはまた別の、親や教師も把握できない世界に通じる

Q2

37％

Ｋ．

36％
15％
13％

Ｌ．
Ｍ． 1％

4％

44％
65％

いポイントになっています。また、「調べ学習やレポートをまとめるために情報

収集をする 」といった情報検索を各年代共に利用していることがうかがえます。
《日出学園「携帯電話･インターネットの活用」実態調査》の調査結果の詳細なデー
タと分析は、学園ホームページで 8月31日までの期間、ご覧いただけます。パスワ
ードを入力してご覧ください。http://www.hinode.ed.jp
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平成26年度｢学校評価アンケート｣結果報告／トピックス
小学校

日出学園
Ⅰ. はじめに

平成26年度 ｢学校評価アンケート｣
結果のご報告

今回の回収率は児童・生徒98％、保護者77.0％、教職員85.4％でした。ご協力いただきました皆様からの忌憚のないご意見

は、今後の教育活動に活かしてまいります。今回の学校評価は平成22年度実施の結果と比較できるよう、同じ項目で実施しまし
た。今回の評価がどのようであったかは、各グラフでご確認ください。

総評としては、保護者回答の中で、前回のポイントを上回った項目は、幼稚園：19項目中17項目、小学校：25項目中23項目、

中学校：24項目中16項目、高等学校：24項目中21項目でした。今後、評価が下がったところや、少数でも否定的評価があった

ところを真摯に受け止めるとともに皆さまの貴重なご意見に積極的に耳を傾け、学園として努力が不足している点を極力改善して
まいります。

本学園の平成27年度運営基本方針は、

①生徒･保護者、及び入園･入学を目指す子どもたちとって魅力ある学園の構築

②建学の精神に基づく校訓｢誠明和｣精神の実践、習得した知識を実戦に即して活用できる思考力･洞察力の養成、
言語力強化、並びに知育・徳育・体育の全ての面における厳しいが愛情溢れる教育･指導の追究

③研修を通じた日出学園の教員に相応しい言動実践指導等

です。この教育目標の達成を目指すためにも、これまで以上に保護者の皆様のご協力をお願いいたします。

Ⅱ.項目ごとの評価
評価は｢①そう思う／②だいたいそう思う／③あまりそう思わない／④そう思わない／⑤わからないので答えられない｣の5 段階

ですが、グラフは（①＋②－③－④）により満足度指数を表しています。項目毎の表は、平成26年度と平成22年度との比較となっ
ています。

■■■■■ 平成 22 年度
■■■■■ 平成 26 年度

幼稚園

幼稚園

先生のみだしなみ・言葉づかいは適切である
整理、整頓、清掃が行き届いている
担任の先生は信頼があって頼りになる
子どもの成長を促す環境である
語彙が増え、興味の幅が広がってきた
基本的生活習慣が身についてきた
日出学園幼稚園に通わせてよかったと思う
個人情報保護対策は適切に行われている
子育て教室、保育参観などは子育てを考える機会となっている
保護者参加型の行事は適度である
年齢に応じて友達と一緒に遊べるようになった
防犯対策、地震や火事への対策は十分である
熱心で信頼できる先生が多い
明るくのびのびと幼稚園生活を送っている
親しい人に本園を自信をもってすすめることができる
わくドキプロジェクトは、子どもの成長を促す内容である
施設・設備の点で充実している
「ふたば」参加はその後の園生活に役立った
体力がつき、身のこなしがよくなってきた
学園通信「日出」は内容がよく、読むことが多い

NHK･坂上浩子氏 講演会

幼児向け教育番組の制作者を招き
｢子どもを育てるメディアの活用法」
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小学校

100％
99％

87％

85％

整理、整頓、清掃が行き届いている
本校は学習しやすい環境である
本校は施設・設備の点で充実している
学校の行事は充実している
先生のみだしなみ・言葉づかいは適切である
防犯対策、地震や火事への対策は十分である
担任の先生は信頼があって頼りになる
「日出」の児童であることを意識するようになっている
習熟度授業は必要である
授業の内容を理解できている
児童にプラスとなる生活指導をしてくれる
授業を真剣な気持ちで受けている
授業内容が充実している（興味をもてる授業が多い）
明るくのびのびと学校生活を送っている
親しい人に本校を自信をもってすすめることができる
児童間の人間関係は、良好である
個人情報保護対策は適切に行われている
熱心で信頼できる先生が多い
学園通信「日出」は内容がよく、読むことが多い
保護者の来校、情報提供の機会が多く満足している
保護者からの意見や要望に学校はきちんと対応している
クラブ活動、委員会活動を前向きに取り組むことができる
進路に対していつでも担任の先生に相談できる
土曜日について、現在の学校の対応に満足している

94％

卒業生にお別れの｢特別授業｣

3名の講師陣による、優しさや平和
の大切さ、敬う心についてのお話し
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・
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高等学校

整理、整頓、清掃が行き届いている
個人情報保護対策は適切に行われている
明るくのびのびと学校生活を送っている
防犯対策、地震や火事への対策は十分である
本校は施設・設備の点で充実している
本校は学習しやすい環境である
先生のみだしなみ・言葉づかいは適切である
生徒間の人間関係は、良好である
担任の先生は信頼があって頼りになる
土曜日について、現在の学校の対応に満足している■■
「日出」の生徒であることを意識するようになっている
学校行事は充実している
生徒にプラスとなる生活指導をしてくれる
部活動、委員会活動を前向きに取り組むことができる
熱心で信頼できる先生が多い
授業を真剣な気持ちで受けている
親しい人に本校を自信をもってすすめることができる
学園通信「日出」は内容がよく、読むことが多い
保護者からの意見や要望に学校はきちんと対応している
授業の内容を理解できている
授業内容が充実している
進路指導が充実しており大学進学や将来に希望がもてる■■

97％
97％

98％

中学校

整理、整頓、清掃が行き届いている
防犯対策、地震や火事への対策は十分である
明るくのびのびと学校生活を送っている
本校は施設・設備の点で充実している
本校は学習しやすい環境である
先生のみだしなみ・言葉づかいは適切である
個人情報保護対策は適切に行われている
学校行事は充実している
土曜日について、現在の学校の対応に満足している■■
担任の先生は信頼があって頼りになる
「日出」の生徒であることを意識するようになっている
生徒間の人間関係は、良好である
生徒にプラスとなる生活指導をしてくれる
部活動、委員会活動を前向きに取り組むことができる
熱心で信頼できる先生が多い
学園通信「日出」は内容がよく、読むことが多い
親しい人に本校を自信をもってすすめることができる
授業を真剣な気持ちで受けている
保護者からの意見や要望に学校はきちんと対応している
授業の内容を理解できている
授業内容が充実している
進路指導が充実しており大学進学や将来に希望がもてる
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30％

17％

4％

応急手当講習会 開催

保健委員会主催で市川市消防署の
救命士を招いての実地指導

子どもとテレビ——。どう付き

受験を終えて一段落、

3月12日（木）、中学･高等学校の1年から5年生の保健

合わせるべきか。これは子育てを

卒業まで１ヶ月を切った

委員、生徒会長と運動部代表、65名を対象にした『応急

する中で、どこのご家庭でも直面

２月下旬、小学校を巣立

手当講習会』が剣道場で行われました。この講習会は、

するテーマではないでしょうか。

つ６年生に向けて「卒業

生徒会保健委員会の主催によるもので、市川市消防署

記念授業」が行われまし

救急課職員の皆さんが指導員として来校し、応急手当

た。16日･17日は前日出

入門コースの心肺蘇生法（胸骨圧迫）と学園にも設置さ

その子ども向けテレビ番組の送
り手として、NKH教育テレビジョン

Eテレ･プロデューサーの坂上さん

(Eテレ）で30年以上番組制作に携わってこられた坂上浩

れているAED（Automated External Defibrillator＝自

学園幼稚園園長の乗圭子
各クラスごとに乗先生が絵本を読み聞かせ

動体外式除細動器）の使用法について受講しました。

子さん（株式会社NHKエデュケーショナル こども幼児部

先生が、和室で絵本を読

統括部長）
をお迎えしての『子育て支援教育講演会』が、

み聞かせてくださいました。６年生の中には､幼稚園時

1月21日、日出学園幼稚園ホールで開催されました。

代に乗先生に教わった児童もいて、久々の再会での読

ば、
「中学･高等学校では、3年生の保健体育の授業で

み聞かせ授業となりました。

AEDの使用法を含めた応急手当について学習しますが、

会場を埋め尽くしたお母様たちの多くの関心事は、

主催者である保健委員会の田中里奈さん（5年）によれ

｢どういう意図で幼児番組が作られているか｣。坂上さ

19日は視聴覚室で前小学校校長の二見晴彦先生によ

市川市の消防署の指導員の方々から直に指導を受ける

んは､実際の幼児向け番組のDVDを映して制作意図を説

る、
「命のバトン～平和を考える～」と題した講演が行わ

ことで、応急手当についてより正しい知識と技術を学ぶこ

明しながら、
「遊びは子どもが自分からやりたいという

れました。70年前、戦場となった沖縄でのこと、鹿児

とが出来ると思い、保健委員だけでなく、運動中に事故

能動的、自発的なクリエイティブな活動。教育的価値の

島の知覧基地から飛び立っていった特攻隊のこと、そ

が起きやすいということで、今回は運動部にも声を掛け

ある遊びというものを、メディアを通じて具現化していき

の話に6年生は静かに、真剣に耳を傾けていました。3

て、この講習会を開催しました」
とのこと。

たい」と、教育番組制作の基本姿勢を述べられました。

月で退任された二見先生と卒業生たちにとっては、最

後半のお母様たちとの質疑応答では、
「スマホやタブ

後の授業となりました。

レットを、どう子育てに活用すべきですか？」というお

23日には元ひので会会長の関康道先生の卒業記念講

母様の問いに、坂上さんは「絵本を選ぶと同じように、

演が開催されました。関先生は摩耶幼稚園、明聖幼稚

いいデジタルコンテンツを選ぶこと。そして、いい批評

園の園長を務められ、葛飾区立石にある西円寺のご住職

を下してほしい。それによりコンテンツの質は高まり

でもあります。仏教の講話を聞く機会が少ない児童たち

ますから」と締め括られました。

にとっては難解な言葉も出てきましたが、関先生はそれ

人命に関わる応急手当の講習会だけに、保健委員会
の呼びかけに応じて参加した生徒たちは、皆真剣に救命士
の方々の指導に耳を傾け、胸骨圧迫や人工呼吸、AED
を手にしての訓練に取り組んでいました。

を分かりやすくお話しになり、
「合掌するということは相
手を尊敬し、感謝の気持ちを表すこと」などの講話に
に、子どもたちは神妙な面持ちで聞き入っていました。
内進生として日出学園中学校に入学した人、外部の
中学校に進学した人、それぞれ、3人の先生方の最後の
教えを忘れずに、充実した中学校生活を送りながら、
大人への成長の階段を、着実に一歩一歩上って行って
お母様たちにとって今回の講演は、教育番組の制作者から生の声を聞ける絶好の機会に

ほしいものです。

いくつかのグループに分かれ、救命士の方々がトレーニングマネキンを使って実地訓練
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日本郵政｢手紙作文コンクール｣で市原光君が受賞

小学校

第47回手紙作文コンクール｢はがき作文｣部門で
みごと日本郵便賞を受賞

日出学園小学校 前校長

二見 晴彦

日本郵便株式会社が全国の小･中･高の

日出学園で皆さんと過

児童や生徒を対象に、手紙文化の振興を

ごしたたくさんの時間

は、すべて楽しい思い出

図ると共に、文章表現によるコミュニケ
ーションを通じて心豊かな子どもたちを
47回手紙作文コンクール』
で、市原光君（応
募当時4年生）が、はがき･手紙部門合わ

松永清市川郵便局長が来園し、市原君に賞状を授与 (2.26)

せて応募総数105,114点の中から、はが

ったものの頂上を極めた達成感などを、

き部門で最高位の文部科学大臣賞（8名受

巧みな文章と大きなオニヤンマの絵で、１

賞）に次ぐ日本郵便賞
（8名受賞）
を、みご

枚の絵はがきにまとめました。

と受賞しました。

｢書き上げるまでには、他の紙に何回

受賞した作品は、4年生の夏休みに､絵

も書いて文章を直し、絵はがきにする時

はがきを書く学校の宿題として

は最初に絵を描き、その上に鉛筆で薄く

取り組んだもので、市

文章を書いて、最後にサインペンでてい

原君は、担任の廣嶋秀

ねいに仕上げました」と語る市原君。実

行先生宛てに、家族で

は、市原君は1年生の時から同コンクー

筑波山に登った時の山道

ルに応募して、金賞や銀賞を3年連続受

でオニヤンマと遭遇した

賞してきました。作文も絵も好きとい

こと、あいにくの曇り空

う市原君だけに、今年はぜひ最高位の

で関東平野を一望できなか

賞を目指してほしいものです。

日出学園在学15年の5名が、この春巣立ちました。

中学
・
高等学校

今年 2月、幼稚園から中学･
高等学校まで15年間、日出学
園に在籍した “日出っ子” 5名が
卒業しました。その日出っ子卒業生から母
校･日出学園へ､最後の「贈る言葉」です。

できるようになっています。

同じようなことですが、
「目に見えない

もの」
、
例えば
「感謝」
「おもいやり」
「心遣い」

ばかりです。菅野駅から学校までの語ら

「助け合い」
「愛すること」
「慈しみ」
など、人

馬やドッジボールでみんなと一緒に遊ん

ければならないもの、大切なものなんです

い、屋上での長縄、休み時間や放課後、竹

育むことを目的として開催している『第

6

長い間お疲れさまでした

として一番必要なもの、身につけていかな

だり、いっぱいお話をしましたね。在校生

が、目に見えなければいつの間にかおろそ

だけでなく卒業生との楽しかった関わり
も昨日のように思い浮かばれます。

先生はいつもみなさんにいろいろな機

会に「あたり前のことをあたり前にやろ

かになっています。

これらの「目にみえないもの」を自然な

「かたち」で見えるように行動できる人に
なってください。それができるのが「日出

う」
「ありがとう、ごめんなさいが自然に

っ子」だと思っています。

言えるようにしよう」と言ってきました。

これまで皆さんにいっぱい楽しい時間

みなさんはこれらのことを意識して行動

日出学園小学校

教諭

を過ごさせてもらってありがとう。

青木 千枝

日出学園小学校での教

に控えた 3 月11日、震災が起こりました。

員生活は、37年に及びま

余震や計画停電の心配の中、式は１週間後

した。新任当時は学年３

に行われましたが、避難先が遠方で出席で

クラスでしたから、私のクラスを先輩の先

きなかった児童の１人が、しばらくして日

生お二人が挟むようにしてサポートして

出を尋ねて来て、
『出席できなかった』と、

くださっていた頃を懐かしく思い出しま

涙を浮かべて言ったのも忘れられない思

学年を担任。１年４組でした。新体制への

『なおく・あかるく・むつまじく』…素

す。やがて、４クラス体制になった最初の

い出です。

戸惑いもありましたが、大きく伸びようと

晴らしい校訓だと思います。日出が懐かし

する日出の力を感じた時でもありました。

くなったら、大好きな園歌を口ずさみなが

いずれの場合も、日出の子どもたちは男女

ら、皆さんを思い出して応援しています。

ワーをもらってきたように思います。

上げ、日出のますますの発展をお祈りして

仲良く明るくて、私自身子どもたちからパ

杉山 梓さん

お世話になった多くの方々に感謝申し

2011年、6 年担任でした。卒業式を間近

幼稚園に通っていた兄の送り迎えで､赤ちゃんの時

おります。

から日出学園に通っていた私。体調を崩してしまった

時、私をおんぶしてくれた幼稚園の先生の背中の暖か

さは、一生忘れません。

岡部 眞利さん

大久保 沙紀さん

一緒の仲間、中学や高校からの友だちと、多くの友だ

学校でした。中学からは吹奏楽部に所属し、部活の仲

や友だちのお陰と感謝しています。

ありがとうございました。

この学園では、幼稚園からの幼なじみ、小学校から

ちに出会えました。こうして15年間通えたのは、先生

日出学園は先生との距離が近くて、アットホームな

エの道を歩むことになりました。いつも応援し､励ま

校、中学･高等学校へと、迷うことなく進学しました。

してくれた友だちや先生たち､本当にありがとうござ
いました。

日出学園はすごく穏やかな学校で、幼稚園から小学

15 年間何事もなく、安心して過ごすことが出来まし

た。ありがとうございました。

岩本 柚乃 内山 直樹 大橋 巧 大渕 あゆみ 大山 英洋
後藤 智弥 後藤 奈央子 関口 裕太 髙倉 さくら 名兒耶 優太
宮西 創太 宮本 ひな子 吉澤 龍二 鈴木 優太 山田 梨帆

金子 龍生 久徳 由香
藤崎 旬 本庄 悠果
杉山 芳康 〈 敬 称 略 〉

鍜治 礼子

平山 淳子

橋本 雄平

小学校 教諭

大澤 華子

小学校 常勤講師

石原 誠也

に真正面から向き合って対処すること

ろいろなできごとに直面します。それら

で、困難に立ち向かう術を身に付けてい
きます。無駄な経験は、一つもないのでは

ないでしょうか？

りがたかったです。

好きです。続けていくと、大きな達成感に

て、見守ってくださいました。本当に、あ

私は、
「継続は、力なり」という言葉が

時代が変わっても、子供を育てるうえ

よってさらにステップアップできると信

慢すること」「人の迷惑にならないこと」

く笑顔を思い出し、励みにしていきたい

で変わらないことがあると思います。
「我

じるからです。これからは、日出っ子の輝

「うそはつかないこと」
「自分のことは、自

と思います。

分ですること」など、昔から言われている

長い間、お世話になり、本当にありがと

うございました。

2015年3月末退職の教職員

中学・高等学校 教諭 中学・高等学校 教諭

武方 加枝

武善 紀之

明治大学と日出学園高等学校が「高大連携協定」
を締結
日出学園高等学校はこのほど明治大学
（東京都千代田区）
との間で、高大
連携事業に関する協定を締結しました。 双方の連携を通じ、本校の生
徒が同大学の教育研究に触れる機会提供を受けることで、両校の相互
理 解を深めるのが協定の目的です。具体的な事業内容として、●大学
による教育プログラムの実施
（出張講義等）●大学キャンパス見学会の
実施 ●教育に関わる意見交換会等が想定されています。3 月19日
（木）

ときでした。田舎の公立

護者の方々も新任の担任を快く受け入れ

幼

稚

園

北條 理華（嘱）

小

学

校

二見 晴彦

中学・高等学校
小学校 教諭

子供たちは、小学校という社会の中でい

ことは、とても大事だと思います。また、

新任教職員のご紹介

小学校 校長

日出学園にお世話にな

子供たちの様子にびっくりしました。保

小学校 1年から中学･高等学校6年まで、12年間在籍の平成26年度卒業生（26名）

幼稚園 嘱託

木立 則子

小学校から来て、あまりに明るく、利発な

三代川 生くん

幼稚園からずっと続けてきたバレエ。卒業後もバレ

教諭

ったのは、教職 5 年目の

間との思い出がたくさんあります。顧問の小池先生、

野﨑 紗依さん

石井 雅人 井上 稜梧
黒木 美都 小島 文
前田 明希乃 宮内 紗也果

日出学園小学校

左から岡部さん、杉山さん、三代川くん、野﨑さん、大久保さん

左より明治大学・伊藤光副学長 福宮
に、明治大学駿河台キャンパスにて双方の学校関係者が対談し、協定書 賢一学長／本学園・𠮷田光男副学園長
の内容を確認後、
今後の連携強化に向けた意見･情報交換を行いました。 堤雅義校長 藤原佐具子教頭

青木 千枝

齋藤 詩織（常） 高木
仲

木立 則子

編 集 キーワードは「連携」
当学園はこれまで、人づくりの学校として高い
後 記 評を得てまいりましたが、学校評価アンケートで

は、加えて学力に対する要望が高まって参りました。また、

スマホという情報社会の在り方を一変してしまうような機器
の登場により生徒・児童との向き合い方についてもひと工夫
が必要になりました。これまでの日出学園の良さを活かしつ

つ、新しい取り組みを達成するためには、学校間・保護者間

の連携が不可欠です。今年度も様々な取り組みにより、生
徒・児童・園児の成長を支えて参ります。

学園長

木内 誠二

淳（常） 田中 良磨（時） 青山 碧（時）

敦子（時） 清水 このみ（時）

編集発行人 学校法人日出学園

青山 布恵子

青木 貞雄

※敬称略（嘱）は嘱託 （時）は時間講師 （常）は常勤講師

学園通信「日出」

Vol.16

2015年5月号

※本紙掲載記事の無断転載を禁じます。

発

行 平成27年 5月1日

編集発行人 青木貞雄（学校法人日出学園 学園長）
編

集 学園通信「日出」編集委員会
幼 稚 園 青柳 綾
小 学 校 北澤貞夫 齋藤かよ子
中学・高等学校 石川 茂

小池 晃

法人企画室 児玉尚樹 児玉孝喜

