
EVENT INFORMATION

2023年度入試

5/8（日）

6/4（土）

【時間】 10：00 ～12：00
【会場】 星野学園小学校

【時間】 9：00 ～
【会場】 星野学園小学校

【時間】 各日共に10：00
【会場】 星野学園小学校

学校説明会 / 学校概要・教育方針 要予約

入試説明会 / 学校概要・入試について 要予約

公開授業 要予約

オープンスクール 要予約

8/28（日）第5回

5/21（土） 5/29（日）第１回 第2回

6/11（土）第１回

9/10（土） 9/11（日）

6/26（日） 7/30（土）第3回 第4回

7/23（土）第2回

【時間】 14：00 ～
【会場】 星野学園小学校

【時間】 9：00 ～
【会場】 星野学園小学校

【時間】 両日共に9：00 ～16：00
【会場】 星野学園小・中学校・ 星野高等学校

※変更の場合がありますので、
　上記の内容については、必ずホームページをご確認ください。

小中高一貫校／共学

箏曲のステージ
発表があります

星華祭 / 小・中・高校合同文化祭

〒350 - 0 8 2 6  埼玉県川越市上寺山216 - 1  
TEL. 049-227-5588  FAX. 049-227-1888

http:/ /www.hoshinogakuen.ed.jp/hes/

星野学園小学校 検索
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「全人教育」で
「豊かな人間性」を育む。

しっかりとした根と幹があって、
 はじめて大きな花が咲き、 豊かな実を結びます。 

厳しい風の中でも、すっくと立っていられる 
そんな骨の太い人を育てたい。
 頭も、からだも、こころも、強くしなやかに幅広く、
一人ひとりの、最高の成長をめざして。

そのために私たちが求めたのは、
 古くから欧米で理想的とされてきた全人教育、 
リベラルアーツという考え方。 
自由で、柔軟で、自立した人間を育てる教養教育です。 
与えられた知識だけでなく、自ら深く考えられるように。

自分の個性や可能性を見出し、相手を受け入れ、 
思いやりを持てるように。 
そんな将来のリーダーとなる魅力ある人づくりを、 
わたしたちと始めませんか。

星野学園小学校

教育目標

よく考
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え、進
すす

んで学
まな

ぶ子
こ
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しく、あいさつのしっかりできる子
こ
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星野学園では
独自の教育目標を達成するため

「情操教育」「学力養成教育」「英語教育」
という３つを教育の柱に掲げ、

これからの社会に大きく貢献できる
児童の育成を目指します。

星野
小の教

育を支える3つの柱
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校長

メッセージ

星野学園の創設者「星野り
ち」は、東京女子師範学校
（現お茶の水女子大学）を
卒業後、郷里川越に『星野
塾』を創設しました。

りち先生は師範学校時代に小笠原家に
弟子入りし、小笠原流の礼法を習得。児童生徒の誰もが
きちんとした礼節と身のこなしで学業に励んでほしいと
いうその思いは、現代に生きる在校生・教職員一同にも
受け継がれています。その思いを胸に、これからも芯の
強い、未来のリーダーたる人物を育成してまいります。

創立者、星野りちの生家の
屋号を「碇屋（いかりや）」
といいました。そのことから、
星野の校章は「碇」がメイ
ンモチーフになっています。

そして、校章の碇のマークの後ろには、「鏡」がデザイン
されています。今、この激動の時代を生きる私たちは、「碇」
の重要性をもう一度とらえ直したいと思っています。時
代の潮流に安易に流されず、信念の碇を下ろしてほしい。
一方で、その信念が、偏ったものになっていないか、誤っ
た知識に根ざされていないか、時々点検してほしい。「碇」
と「鏡」を心に置いて、今を生きていってほしい。さて、
碇を意味する「anchor」には、「人に安心感を与えられる
存在」という意味もあります。自分を信じながら、自分
を見つめ続ける。そうやって作り上げた自分は、いつか
誰かを安心させられる存在になるはずです。

星野学園
の
沿革

創立者
星野りち 

家庭教育と学校教育の調和で
ゆたかな人間性を育む

日本の義務教育は中学校までですが、近年ではほと
んどの子どもが高校に進学します。6・3・3で12年
にわたる教育の中で、幼い子どもたちは少年・少女
へと成長し、ひとりの人間として次なるステージに
歩みだす力を身につけます。中でも小学校で過ごす
6年間というのは、子どもたちが人間として生きて
いくための、根幹を養う時期といえるでしょう。
星野学園小学校ではこの貴重な最初の6年間を、充
実した、幸福な年月にして、子どもたちの成長をう
ながしたいと願っています。同時にそのためには、
家庭教育と学校教育との調和が重要であると考え
ています。
本校には、子どもが子どもらしく、のびやかに活動
できる環境があります。多彩な行事や生き生きとし
た交流の中で、自分と他者の命や意見を尊重する心
を養う校風があります。そして、子どもたちの好奇
心にこたえ、学ぶ楽しさを知るたくさんの機会があ
ります。
これらは星野学園が長い伝統の中で築いてきた特
色ですが、同時に我々は、ご家庭でもしっかりとお
子さまをしつけ、育てるのだという自覚を、保護者
の方に求めています。
お子さまに対し過保護になるのではなく、また過剰
な期待や依存を学校にかけるのでもなく、たいせつ
なお子さまを共に育てる喜びや悩みを、みなさまと
分かち合いたいのです。

何が真理で正義かを考える
経験を重ねることが、教養をつくる基礎になる
体験を通して正しいことを身につけていく

同一キャンパスの小・中・高は教育理念を共有し
ています。
中・高生と小学生の関係は近く、1・2年生は、春の
中学校の体育祭に招待されます。また小学校の秋
の体育祭には高校の陸上部員が会場設営や用具の
準備の応援にきます。150人編成の吹奏楽部マー
チングバンドの演奏もあり、ほかにも小学校の授
業のために箏曲部が箏をセットするなど日常の接
点が多々あります。
小学校高学年から全員がクラブ活動を行い、クラ
ブは子どもたちの居場所です。火曜日の6時間目
は小・中・高いっせいのクラブ活動の時間。笑顔で
接してくれる中・高生のやさしさに包まれ、よい人
間関係を築いていきます。「友だちと接し、さまざ
まな体験を重ねるなかで、自己肯定感をはぐくみ、
自立の精神を養ってほしい」と願っております。

多くの人を幸せにする、きれいな花や、ゆたかな実り。

それらはすべて、一粒の小さな種からはじまります。

子どもたちは、みんな小さな可能性の種。

これからどんな色の花が咲くのか、どんな形の実をつけるのか、それはまだ誰にも分かりません。

それでも確かにいえるのは、花や実は、しっかりとした根と幹がなくては結実しないということ。

星野学園小学校での6年間は、めぐみの雨のようにしみわたる学びと、

太陽のようにあたたかな愛情をもって、

子どもたちの根と幹とをたくましく育むためにあるのです。

やがて花咲き、実を結ぶ
その根幹を育む6年間

明治
30年 4月  星野塾川越市に設置認可、

設置者兼塾長 星野 りち
昭和
28年 5月  学校法人星野学園認可、

理事長兼校長 星野 三郎 就任
38年 11月  末広町新校舎（第一校舎）完成
39年 3月  星野女子高等学校認可
46年 3月  星野女子高等学校付属ほし幼稚園認可
52年 2月  星野女子高等学校第二校舎完成
54年 3月  星野女子高等学校第二運動場完成
55年 3月  星野女子高等学 校室内温水プール完成
56年 10月  星野女子高等学校図書館完成
59年 1月  川越東高等学校認可
62年 3月  星野記念体育館完成
平成
7年 7月  理事長 星野 誠 就任
9年 3月  星野女子高等学校

第一校舎百周年記念耐震補強完了
11年 1月  天神橋グラウンド・自然観察園完成
11年 3月  星野女子高等学校第二校舎耐震補強完了
11年 12月  星野学園中学校校舎完成
12年 3月  星野学園中学校認可
15年 4月  星野女子高等学校は星野高等学校に校名変更
16年 2月  星野記念講堂（ハーモニーホール）完成
19年 3月  星野学園小学校認可
24年 2月  小学校2号館が完成する 

第3体育館が完成する
24年 9月  星野ドームが完成する
24年 11月  第2総合グラウンドが完成する
24年 12月  ロッククライミング広場が完成する
25年 9月  セミナーハウスeveriaが完成する
29年 4月  星野キッズ開校

校章

学校法人星野学園 理事長
星野学園小学校 校長

星野 誠
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情操教育
SENTIMENTS

優れた環境が感受性と表現力を豊かに
芸術鑑賞会をはじめ、幅広く利用されている星野記念
講堂は、本校の情操教育を支える中心的施設です。
しなやかな感受性は「本物」にふれることで、豊かな表
現力は「ステージ発表」を重ねることで育まれます。こ
のような学校行事を通した「情操教育」により、将来、
自主的に世界で活躍できるバランスの取れた人材の
育成を目指します。

自立を促す多彩な宿泊行事
年齢に応じた自立の完成を目指し、発達段階に合わせ
て多彩な宿泊行事を用意しています。宿泊の体験を通
じて、集団行動や規則正しい生活の送り方を確認し、
友達と協力することの大切さを学び、お互いの絆を深
めていきます。2・3年生の夏の学校では、縦割り班で
の宿泊で学年を超えた人間関係を学びます。宿泊行事
後は、いつもよりたくましくなった子どもの姿を見る
ことができます。

さらに芸術・体育・道徳
人としての豊かな教養と知識を身に付けるために、箏
曲や書道、剣道にも力を注ぎます。授業を通して礼儀
作法や心身を鍛え、集中力も身に付けます。
体育祭や合唱祭では、クラス全員でひとつの目標に向
かい努力することの素晴らしさや協調性を学びます。
さらに、道徳の授業により、真理を探究し、正義を学び、
人としての品格を高めます。

ゆたかな「こころ」と「からだ」を。
あらゆる教育活動を通じて自尊感情・自己肯定感を育みます。

県下有数の音楽ホールでもある星野記念講堂のハーモニーホールや、全天候型グラウンド「星野ドーム」等の

体育施設。のべ22泊の宿泊学習などの「自分で考え、自分でできたこと。まわりから自分が支えられ、

自分もまわりを支えた。」という体験を積み重ね、内面を磨き、鍛えていきます。本校には子どもたちの

豊かな感受性と好奇心を存分に育むための充実した施設と環境があり、よく考え、進んで学ぶ子どもを育てます。

2年A組担任　我喜屋 暁 先生

1500席を有する「ハーモニーホール」での行事
は、子どものこころを揺さぶる経験となります。
青島広志先生とシアターオーケストラトーキョー
の方々、Kバレエカンパニーのダンサーの方々
をお招きした芸術鑑賞会では、迫力ある演奏と
美しい演技に驚きと感動の連続でした。また、
豊かな教養と知識を身に付けるために、本校で
は、箏曲や書道、剣道にも力を注いでいます。

6年間で子どもの「こころ」が
大きく成長します

M E S S A G E

01
SENTIMENT
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学力養成
教育

SCHOLASTIC
ABILITY

SCHOLASTIC
ABILITYABILITY

02
SCHOLASTIC

ABILITY

「わかる授業」の追求
本校では、基礎学力を身に付けるために、専科教員を
交え、複数の教員によるきめ細かな授業を行っていま
す。授業は4年生まで、1クラスに2名の教員がつく「2
人担任制」を実施しています。また、授業の進め方や指
導方法は教員間で話し合い、進めていきます。土曜日
も授業を行うことで、基礎学力を習得するための授業
時間を確保しています。

充実した教科指導
教科指導をするにあたり、各教員が自分の専門性を生
かした指導にあたります。また、主要教科では教科ご
とに３本の柱をつくり、６年間を見通した教科指導を
徹底しています。学習の成果を確認するために、各種
検定（漢検・数検・英検）の取得も後押しし、個人の能力
を最大限伸ばします。

実践的なICT教育
授業中、黒板で伝えにくい内容はメディアを使用した
画像や音声で子どもの興味や関心を引き出します。
本校では、マイクロソフト社とスクールアグリーメン
ト契約をしており、随時最新のソフトを利用すること
が可能です。英単語をネイティブの発音で学ぶソフト
も取り揃えており、授業内ではインターネットを利用
する上でのマナーや簡単な検索の方法を学習してい
ます。また全学年でiPadを活用したICT教育を行っ
ています。（4～6年生は1人1台の有償貸与）普段から
マルチメディアに触れることで、プレゼンテーション
能力を身に付ける素地をつくります。（プロジェクター、
スクリーン（電子黒板）、無料アクセスポイントを全教
室に完備）

進んで学ぶ、楽しさを。
論理力も、思考力も、表現力も、基礎がしっかり身に付いていてこそ。

本校では基礎学力の向上をはかるとともに、6年間を見通した教科指導を徹底しています。

また、実践的なマルチメディア教育を通して将来のプレゼンテーション能力を身に付ける素地をつくります。

3年B組担任　大野 瑛理 先生

毎日の学習の積み重ねが子どもたちの自信と
力になるように教員たちは授業に宿題に、それ
ぞれ工夫を凝らしています。また、教科書の学
習だけにとどまらず、副教材としてハイレベル
のテキストを使用したり、教員が補助プリント
を作成したりと、各教科充実した内容で授業を
展開しています。

基礎学習から発展学習まで
幅広くフォロー

M E S S A G E
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英語教育
ENGLISH

EDUCATION 

0303
ENGLISH

EDUCATION

世界で通用するコミュニケーション力
コミュニケーション力を高めるために必要なものは、
「経験」そのものです。本校では、開校以来、アメリカ人
教師が常勤しており、１年生からネイティブ教員と日々
触れ合い、楽しんで学ぶ授業や行事が豊富です。ネイ
ティブ教員の本物の英語と、ＩＣＴの活用やティーム
ティーチングによって、英語の４技能（聞く・話す・読む・
書く）を総合的に伸ばしていきます。

日本と世界を知る
日本と外国の生活や文化、言葉等を比べながら、共通
点や相違点に気付き、日本だけでなく、世界を学びま
す。そのために、ニュージーランド修学旅行やハロウィ
ン、クリスマス等、異文化に触れる機会を積極的に作っ
ています。

学びの実践
１年生から英語を吸収するだけでなく、実際に英語を
使う活動を授業に多く取り入れています。そして、５
年生では、ニュージーランド修学旅行があります。現
地の小学校での交流会や、ファームステイ体験等で本
物の英語に触れ、学んできた経験を活かします。

世界で活躍できる子どもたちに。
子どもたちが活躍する舞台は日本だけでなく、世界中に広がっています。

だからこそ、その世界中の人々とつながるためにも、「英語によるコミュニケーション力」「国際的な感覚」

「日本人としてのアイデンティティー」を養い、世界で国際人として生きる力を育みます。

英語　Jon Patton 先生

英語の授業では、歌やゲーム等で楽しく学習し
ながら英語力を伸ばしています。子どもたち
は活動の中で、異文化をグローバルな感覚で受
け止めています。日常的にネイティブ・イングリッ
シュに触れることで、リスニング力の向上はも
ちろんのこと、５年生で行くニュージーランド
修学旅行で、現地の人々と堂々とコミュニケー
ションをとるほどに成長しています。

英語の学習で
世界を大きく広げてください！

M E S S A G E
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小・中・高12年間のステップで、
力をしっかりと育む。

STEP 01

STEP 04

習慣の確立

基礎の定着
【基礎学力を徹底して高める】 【応用力へと発展させる】 【受験に備え、実践力と応用力を養う】

STEP 02

STEP 05

意欲向上

応用力の育成

STEP 03

STEP 06

土台の完成

実践力の修養

小学校1年～2年 2023－2024年 小学校3年～4年 2025－2026年 小学校5年～6年 2027－2028年

  先輩からのメッセージ ME S S A G E

「本物」を学べる星野学園
ハーモニーホールや星野ドームなどの充実した施設
で「本物」を経験しながら、いろんな事に興味を持ち、
本気で挑戦することの楽しさを学んできました。英
語でも「本物」に触れていたことで、高校で英検準１級
を取得できました。星野学園では小学生から高校生
の距離が近く、何事にもまじめに取り組んでいくかっ
こいい先輩の姿を見ながら成長してきたので、私自身
も、今そんな先輩として見てもらえたら嬉しいです。

（星野学園小学校５期生）

全てが学びの６年間
小学校での様々な行事の中で特に印象に残っているのが、ニュージー
ランド修学旅行です。１年生からネイティブの先生による英語の授業
を受けることで、現地の方と楽しく交流ができました。その経験により、
さらに英語に興味をもち、中学では英語部に所属しています。小学校
の行事を通して、先生方や周りの方への感謝、仲間と一つのことを成
し遂げる大切さを学びました。小学校を卒業してからもお世話になっ
た先生方に声をかけていただくことも多く、小学生から高校生までが
ワンキャンパスで過ごせる環境は、自分にとって大変心強いです。

（星野学園小学校８期生）
星野高校３年生
田中 心結 さん

星野学園中学校3年生
石川 大惺 さん

小学校

星野学園中学校・星野高等学校で育む6年間 2029 － 2034年
小学校で培った確かな土台を礎にして、さらなる飛躍を目指します。小学校で培った確かな土台を礎にして、さらなる飛躍を目指します。

中学・高校教育課程
COURSE OF 

STUDY
小学校で芽生えた学習への意欲を、途切れさせることなく中学・高校での
学習につなげ、12年間で難関国公立大学を突破できる学力を確立します。
また、アクティブラーニングによる課題解決能力の向上、
情報社会に対応したプログラミング教育等で、
未来を切り拓く力を育成します。

●「話す」「聞く」「書く」「読む」という基本を
大切にする国語

●確かな計算力を育み、基礎を固める算数
●聴いて動いて楽しみながら慣れる英語
●専科教員による音楽・図工・体育の授業
●箏曲の合奏を通して学ぶ、日本の伝統文化
●知的好奇心を刺激する農場体験

学習習慣の素地を作る

●習熟度別授業、習熟度別クラスによ
る「わかる」「できる」ことに徹した
環境づくり（全教室iPadに対応、プ
ロジェクター完備）

●学習到達度や家庭での学習状況を
チェックする

　・ホームルームテスト
　・ベネッセの中高一貫生対象模試受験

●進路手帳による学習計画立案と
iPadによる学習時間の記録

●iPadによるプレゼンテーション
能力の育成

●「ハイレベル講習」の実施
●試験前後に行われるフォローアッ
プ学習

●夏休みは全員参加の9日間の講習
（中1～中３）

学びの方法を身に付け、
よく考えて学習する。

●社会科見学：体験型英語学習施設
『TOKYO GLOBAL GATEWAY』
●『British Hills』国内英語合宿３日間
（中学１～３年の希望者）
●「テレジンを語りつぐ会」代表 野村
路子先生による講演会「テレジン収
容所の子ども達の絵が語るもの」

●保護者・卒業生（医師、弁護士、薬剤
師等）によるキャリアガイダンス

●中学・高校を通じた民間英語検定の
受検（英検・ＧＴＥＣ）

●漢検・数検の受検
●中学・高校６年間、全員加入で活動
し、全国規模で活躍するクラブ活動

●現役難関大学合格者による進路講
演会

進路指導を通して
早い時期から自分の将来を
みつめる姿勢を作る。

●進路実現に向けた意識を高める『進路集会』
●大学を知るための各種講座・講演会(2021年度)
・河合塾進路講演会（保護者対象）
・東京大学進学ガイダンス（保護者も参加）
・医学部医学科進学ガイダンス（保護者も参加）
・埼玉大学高大連携３回連続特別講座「教師を目指
す皆さんへ」
・東京大学教養学部「高校生と大学生のための金曜
特別講座」

●将来を見据えた職業・大学調べ
・職業研究とプレゼンテーション
・河合塾による文理選択に向けた『進路講演会』

●現役大学生による「大学受験と大学生活」講演会
●社会人として働く本校卒業生による『キャリア
ガイダンス』

●企業の第一線で活躍する方々による『キャリア
教育講演会』

●「進路ノート」を使ったキャリアサポート

大学進学を視野に入れた進路指導により、
自らの進む道を考える。

●反省や許す努力をする心、相手に伝わる
元気な挨拶や話を聴く姿勢の体得

●自立への第一歩となる「夏の学校」「冬の
学校」

基本的生活習慣を確立する

●情報を収集、比較しながら論理的に考え
る力を付ける国語

●しっかりとした基礎の上に立ち、答えへの
過程を大切にする算数

●語彙を増やし、コミュニケーションの力を
伸ばす英語

●様々な実験や科学的活動を取り入れ、児童
の興味を引き出す理科

●地域社会を題材に、社会の仕組みと資料
の使い方を学ぶ社会

●様々なメディアに触れ、情報収集能力と問
題解決能力を育む総合的な学習の時間

学習意欲を高める

●体育祭やクラブ交流、高校生ボランティア
等での中・高生との触れ合い

●体験的な学習活動を通して、知識を深め
ていく校外学習や社会科見学

●本物に触れ、日本の伝統と文化を学ぶ「京
都・奈良への宿泊学習」

豊かな人間関係を築く

自ら学ぶ

●論理的な構成を考え、自分の言葉で発信
する力を付ける国語

●週に一度の習熟度別授業を取り入れ、発
展的に学ぶ算数

●「聞く」「話す」「読む」「書く」の４技能をバ
ランスよく培う英語

●既習事項をもとに実験の予想を立て、思
考・表現の力を伸ばす理科

●様々な資料と向き合い、考えや思いを発信
する能力を養う社会

● ICT機器や図書資料を活用し、情報を整理
する力とプレゼンテーション能力を高める
総合的な学習の時間

●特別講師を招いての講義
●戦争の悲惨さと平和の大切さを体感する
「広島での平和学習」
●ファームステイ体験等を通して、国際理解
を図る「ニュージーランドへの修学旅行」

社会性を磨く

2022年度教育課程（各学年の年間総授業時数）

備考：（　）の数字は週当たりの時間数を示す。５学年・６学年の教科の端数時間数においては、学期の途中で組み替える。

区
分

各教科の授業時数 特別の教科
道徳

外国語
活動

総合的な
学習の時間

特別
活動 計

国語 社会 算数 理科 生活 音楽 図画工作 家庭 体育 外国語

1年 306（9） ― 136（4） ― 102（3） 68（2） 68（2） ― 102（3） ― 34（1） 34（1） ― 68（2）918（27）

2年 315（9） ― 175（5） ― 105（3） 70（2） 70（2） ― 105（3） ― 35（1） 35（1） ― 70（2）980（28）

3年 245（7） 70（2） 210（6） 105（3） ― 70（2） 70（2） ― 105（3） ― 35（1） 70（2） 105（3） 35（1） 1120
（32）

4年 245（7） 105（3） 210（6） 105（3） ― 70（2） 70（2） ― 105（3） ― 35（1） 70（2） 105（3） 70（2） 1190
（34）

5年 210（6） 105（3） 210（6） 105（3） ― 55
（1.57）

50
（1.43）

65
（1.86） 105（3） 105（3） 35（1） ― 75

（2.14） 70（2） 1190
（34）

6年 210（6） 105（3） 210（6） 105（3） ― 55
（1.57）

50
（1.43）

65
（1.86） 105（3） 105（3） 35（1） ― 75

（2.14） 70（2） 1190
（34）

●主要教科のホームルームテスト
●英語「聞く・話す・読む・書く」の４技能の向上
●民間英語試験の受検（英検・GTEC Basic等）
●学んだ英語を使っての国際交流『オーストラリア・
ホームステイ』（中学３年修学旅行）日本文化を
紹介するプレゼンテーション実施

●日本の大学で学ぶ海外留学生との英語での交流会
●校内受験の全国規模の模擬試験
●新しい学力“学力の3要素“を測る『学びみらい
PASS』を2018年度より導入し、面談等で活用

●学校や家庭での学習状況を回答する『学習・生活・
進路アンケート』

●高校理数選抜コース特別プログラム（2021年度)
・留学生交流プログラム３日間
・『British Hills』国内英語合宿３日間
・京都大学大学院学生との高大連携『学びコーディネー
ター事業』 テーマ：「AI社会について考える」「課題解決
の視点からプラスチック問題を考えよう！」
・東京大学大学院出張講義　テーマ「インフルエン
ザと糖」
・東北大学出張講義　テーマ「海と魚とSDGs」

早い時期から受験を目標にした
学習指導を行う。

●大学の先生・入試担当者による『大学説明会』『出
張講義』（校内実施）
東京理科大、北里大、芝浦工業大、明治薬科大、早稲田大、
明治大、立教大、中央大、法政大、学習院大、成蹊大、成城
大、武蔵大、津田塾大、東京女子大、日本女子大ほか

●『大学出張講義』（校内実施）
2021年度 中央大 テーマ「法律はインターネッ
ト上の問題を解決できるのか？」
（過年度）東京工業大、一橋大、東京外国語大、埼玉大、早
稲田大、明治大 ほか

●教員や卒業生の案内により各大学を見学する
『キャンパスツアー』
東京大、早稲田大、慶應義塾大、上智大ほか

●世界へ視野を広げ、教養を深める海外『修学旅行』
（高２）
●カナダ『ホームステイ』語学研修（希望者・高２夏
休み２週間）

●GTEC Advanced全員受検
●難関大学対策特別講習（主要科目の強化、医学部
系論述対策等）
・共通テスト特講（通年、土曜日午後）
・難関大特講（通年、土曜日午後・長期休業中）

●現役国公立大学生や受験を終えた高校３年生に
よる「進路懇談会」

●生徒対象各種講演会
・キャリア教育講演会（高２）
・河合塾進路講演会（高２）
・小論文講演会（高２）
・志望理由書講演会（高３）
・面接指導講演会（高３）

●本校教員による入試に向けた添削指導（小論文・
英作文等）・面接指導

●実用英語技能検定　受検の推奨
・日本英語検定協会による過年度の表彰
「文部科学大臣賞」（星野高校）
「オーストラリア大使賞」（星野高校・星野学園中学校）
「優秀団体賞」（星野高校・星野学園中学校）
「奨励賞」（星野高校・星野学園中学校）

部活動や多くの行事を通して、価値観、
自主性、人間関係等の総合力を育成する。

中学校1年～2年 2029－2030年 高校2年～3年 2033－2034年 中学校3年～高校1年 2031－2032年 

星野学園小学校で育む6年間　2023 － 2028年
星野学園は、小・中・高12年一貫教育で児童１人ひとりの最高の成長を実現します。
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校長 星野小学校に入学した
きっかけや、入学当初の
ことは覚えていますか？

齋藤 幼稚園の通園路に星野学
園小学校があったんです。
真新しい校舎で楽しそう
に過ごす小学生を見て、
「僕もこの学校がいいな」
と感じたのを覚えていま
す。設備の良さや、高校
までワンキャンパスで学
べることにも興味を持ち
ました。

政年 私は父の勧めで入学しました。学校説明会で教育方針を聞
き、「絶対に星野がいい」と感じたそうです。「真面目がかっ
こいい」という校風も決め手の一つでした。

中山 僕は兄が星野学園小学校の一期生なので、日頃から学校生
活の様子を聞いて憧れていました。学校見学では充実した
施設にワクワクしたのを覚えています。星野ドーム（全天

候型グラウンド）、ロッククライミング広場、図書室など、
学校中に楽しい思い出があります。

校長 星野学園は、どんな児童・生徒にも居場所がある学校を目
指しています。充実した施設もその一環。楽しく通える環
境のなかで、その子にしかない才能や素晴らしさを見出し、
伸ばしていくことを大切にしています。

齋藤 本当に自分らしく成長で
きる学校でした。幼い頃
の僕は引っ込み思案で
したが、小学校では思い
切って学級長に立候補し
たんです。チャレンジを
応援してくれる校風なの
で、冷やかされることも
なく、きちんと役目を果
たせました。新しい自分
を発見した、大切な経験
です。

中山 先生も、一人ひとりを尊

重して寄り添ってくれますよね。僕は小学生の頃、なかな
か勉強の習慣を持てなかったんです。すると先生は「先ず
は1分でもいいから勉強してみないか」と。何事もやりだ
すと夢中になる性分なので、これをきっかけに学ぶ楽しさ
に目覚めました。

政年 私は小中高と音楽クラブ、
バトン部、マーチングバ
ンド部にそれぞれ所属し、
大好きな音楽に打ち込む
ことができました。星華
祭（文化祭）で練習の成果
を発表するのですが、小
中高の合同開催なので、
小学生のうちから大勢の
お客さんに見てもらえる。
嬉しかったですね。芸術
鑑賞会で一流の演奏やパ
フォーマンスに触れたの
も得難い経験でした。

齋藤 星野ならではの経験でいうと、海外への修学旅行もありま
すね。小学校ではニュージーランドでファームステイをし
ました。異文化に出会い、現地の方と英語でコミュニケーショ
ンして、文字通り世界が広がったのを覚えています。

校長 星野の情操教育を全身で受け止めてくれて、嬉しい限りで
す。皆さんは部活にも熱心に取り組んでいましたね。文武
両道と一口に言いますが、苦労もあったことでしょう。

中山 慣れるまでは大変ですが、時間や体力に限りがある分、計
画的に勉強したり、隙間時間を活用する習慣がつきます。
集団生活の中で責任感も養われました。

齋藤 勉強以外の価値観に触れることで、いろいろな視点から物
事と向き合えるようになったし、あきらめずに取り組む姿

勢も身に付く。それが勉強にも活かされたと思います。
政年 私は「目の前のことに全力で取り組む」をモットーに頑張り

ました。勉強中は勉強に、部活中は部活に集中する。そう
すれば自然と文武両道を実現できるんです。

校長 充実した学校生活を送れたようで、何よりです。これから
の目標を聞かせてくれますか？

中山 僕は東京工業大学の理学
院へ進みます。高校での
物理の授業がとても面白
かったので、科学的な分野
をさらに探求したいと思っ
たんです。知的好奇心の
赴くままに学び、将来は
その楽しさを伝えられる
仕事ができたらいいですね。

齋藤 僕は医師を目指していま
す。幼い頃に小児ぜんそ
くを患っていたのですが、
発作のたび、訳もわから
ず咳や息苦しさに襲われ
るのがとても怖かったんです。こうした「病気への恐怖心」
を研究し、病を抱える人や子どもに貢献していくつもりです。

政年 以前は海外で英語を使って働きたいと考えていました。で
も、修学旅行で日本のことをよく知らない自分に気づいた
んです。「日本の実際を知りたい」と考え、政治経済学部を
選びました。第2外国語で中国語を極め、星野で学んだ英
語も使って、ゆくゆくは日本を世界に発信したいです。

　 　 　
　 　  ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

校長 自分自身の志のもと、新たな時代を切り拓いていく卒業生
の皆さんは、星野の誇りです。活躍を期待しています。

自分らしく、のびやかに。
心豊かに成長できた12年間です。
小中高の一貫校で過ごした星野学園を巣立ち、新たな世界へと飛び出していく
齋藤世啓さん、中山裕紀さん、政年野々花さん。
彼らの成長を温かく見守ってきた校長先生とともに、
充実した12年間を振り返ります。

座談会
星野小学校

SPECIAL
CONTENTS

校長先生×卒業生

星野 誠 校長先生
政年 野々花さん
【高校在籍時】吹奏楽部マーチングバンド
【進学先】早稲田大学　政治経済学部中山 裕紀さん

【高校在籍時】水泳部
【進学先】東京工業大学　理学院

齋藤 世啓さん
【高校在籍時】吹奏楽部ウインドオーケストラ
【進学先】山梨大学　医学部　医学科
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AED AED設置箇所
（校内11カ所）

AED

AED

AED

AED

AED

AED

AED

AED

AED
AED

AED

テニスコート

弓道場

第１総合グラウンド

星野記念講堂
（ハーモニーホール）

第3体育館・講堂

床上下可動式室内温水プール

小学校1号館 木製遊具場（10種類）

全天候グラウンド
（星野ドーム）

第２総合グラウンド

ロッククライミング広場

セミナーハウスeveria

中庭高校棟中学棟

屋内練習場

多目的コート

第２体育館

小学校2号館

小ホール 星野記念講堂（ハーモニーホール） 図書室

第3体育館・講堂 メディアルーム

小学校2号館小学校1号館

キャンパス

星野記念講堂（ハーモニーホール） 大ホール

直線150mタータントラック

施設紹介
INTRODUCTION

of
INSTITUTION

充実した広大なワンキャンパスで学ぶ12年間
最高レベルの最新設備が豊かな感性を育てます。
校舎の広々とした壁や床には木材がふんだんに使用され、
やさしい木の感触を毎日の生活の中で感じることができます。
また、星野記念講堂（ハーモニーホール）をはじめ、
各施設にはレベルの高い最新の設備が整っており、子どもたちの成長や
学習をしっかりサポートするだけでなく、豊かな感性の育成にも貢献しています。

総合施設
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Doctor-Heri（ドクターヘリ）
離着陸が可能な石原キャンパス校舎前バトンコート

木製遊具場

1号館・2号館屋上運動場

床上下可動式室内温水プール

ロッククライミング広場 

全天候グラウンド（星野ドーム）

突然の事故・災害に備えて 芸術鑑賞会

安心の最新セキュリティ

最先端安全性能スクールバス

星野学園の建物はすべて耐震構造となっており、万が一の災害に
備え、2号館の備蓄庫には全校児童分の非常食（3日分）と簡易寝袋
が保管されているほか、備え付けの大型発電機により停電時でも
電力が確保されています。また、校内11カ所にはAEDが備え付け
られ（P16キャンパスマップ参照）、あらゆる事態を想定して、子ど
もたちの安全が守られています。 

7月に第7回目の芸術鑑賞会を開催
しました。
今回は、「オペラシアター こんにゃく座」
の皆様をお招きして、オペラ「森は
生きている」という演目をご公演いた
だきました。3密の回避や、消毒、検温などにもご協力いただき、感
染症対策を徹底した上で行いました。
本番用に様々な大道具がセットされた舞台は、いつものホールとは、
まるで別の空間のようで、児童は始まる前からわくわくしていました。
歌声やピアノの音がホール全体に響き、生の演奏の素晴らしさを改

めて感じていました。
すばらしい演奏に加えて、可愛
らしい衣装やおもしろい演出
もあり、児童は夢中で鑑賞して
いました。約1時間の公演が
あっという間に過ぎました。校舎内の随所に監視モニターカメラが設置され、警備員が随時巡

回しています。
また、1年生から4年生が学校指
定の防犯ブザー付携帯電話を、
児童全員が星野学園小学校オ
リジナルのICカードを携帯して
おり、登校時および下校時にIC
端末にタッチすることで、登下校
が完了したことを保護者の方に
メールでお伝えしております。

星野学園小学校ではスクールバスの車内も学習や読書を行う大切
な教育の場と考え、より快適で安全なバス通学を目指しています。
2016年よりスクールバスの安全性向上と、バス乗車中における
児童の「トイレ不安」解消を目的に「最先端安全性能装備トイレ付ス
クールバス」が導入されています。

大型自家発電機

車内トイレ

備蓄倉庫

渋滞などの交通事情により、途中のトイレ対応が困難な・宮原ルート（同約45分）
に導入。

心安らぐ音響効果で児童のメンタルバランス
向上を図る県内初の取組み
落ち着いた生活習慣を身につける教育の一環として、株式会社
USENが展開するプログラムを県内の学校で初めて導入していま
す。登校時間や休み時間・放課後など交感神経と副交感神経の切
り替えが必要な時間にBGMを流すことで、休憩中の高いリフレッ
シュ効果や授業へ移行する際の気持ちの切り替え、授業中の集中
力向上が期待されます。
出典：株式会社USENホームページ 
 http://www.usen.com/cms_data/newsrelease/pdf/2013/20130207_992.pdf

ICT教育の施設拡充
小中高ほぼ全ての教室にプロジェクター、スクリーン（電子黒板）、
無線アクセスポイント、遮光カーテンを設置。校内WiFi環境が整備
されています。

新施設
遊具場を拡張します。人工芝エリアを新設。2022年5月オープン
予定です。

新型コロナ感染予防
空気清浄器、サーキュレーター、ロスナイ（熱交換型換気機器）を全
教室に完備。AI サーマルカメラで登校時体温チェック。

v

子どもたちの心と身体を健やかに育むために。
星野学園小学校では、子どもたちの心と身体の発育に
最も適した環境づくりを心がけています。
遊びながら身体を鍛えることができるロッククライミング広場や木製遊具場、
雨天でも屋外と同様の運動が可能な全天候グラウンド（星野ドーム）、
身体が小さい低学年からでも
安心して使用することができる床上下可動式室内温水プール等、
日々、いちじるしく成長する子どもたちの健康と安全に配慮された
体力づくりのための設備が整っています。

体育施設

施設紹介
INTRODUCTION

of
INSTITUTION

安全設備・
新たな取組み
大切な子どもたちの「安全」を見守るため、
あらゆる設備が整えられています。
また常に新たな取組みを導入しています。

ICカードとICカードリーダー
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星野小の年間行事 充実した広大なワンキャンパスで学ぶ12年間

子どもたちの数だけ思い出があります。
あらゆる教育活動を通じて自尊感情・自己肯定感を育みます。
「自分で考え、自分でできたこと。まわりから自分が支えられ、自分もまわりを支えた。」
体験を積み重ね、内面を磨き、鍛えていきます。また、かけがえのない絆を深めてゆきます。
本校には子どもたちの豊かな感受性と好奇心を存分に育むための充実した施設と環境があり、
よく考え、進んで学ぶ子どもを育てます。

1
学期

2
学期

3
学期

4月

9月

5月

10月

6月

11月

7月

12月

8月
● 入学式
● 始業式
● 対面式
● 定期健康診断
● 避難訓練
● 各種安全対策
● 春の遠足（2年生）
● 保護者会

● 始業式
● 避難訓練
● 星華祭（文化祭）
● 小学校入試
● 秋の収穫体験（２年生：稲刈り）
● 保護者会
● 社会科見学（6年生）
●伝統文化体験宿泊学習（4年生）
　京都･奈良

1月
● 始業式
● お正月会 （書き初め
／カルタ）

● 避難訓練
● 社会科見学（3年生）
● 授業参観･保護者会
● 漢字検定
● 数学検定
● 英語検定

2月
● 冬の学校
　（スキー教室）
● 学習発表会
　 （1～3年生）
● 学年末テスト
　（6年生）
● 児童会選挙
　（3～6年生）
● 学年末プレテスト
　 （5年生）

3月
● 児童集会 
　（6年生を送る会）
● ドッジボール大会
　 （1･２年生）
● 卒業式
● 修了式

● 体育祭（1・2年生）
● 春の遠足（1年生）
● 社会科見学（4年生）
● 春の農場体験 （2年
生：田植え）

● 中間テスト（6年生）
● 蘇生授業（5・6年生）
● 定期健康診断
● 平和宿泊学習（6年
生）広島・神戸

● 社会科見学（3年生）
● 小学校体育祭
● 秋の遠足（1～3年生）
● 英語検定
● 小学校入試
● 中間テスト（6年生）
● 理科出張講義（5・6年生）
● 芸術鑑賞会

1学期
❶入学式
❷社会科見学（4年生）
授業の一貫としてゴミ処理場を見学
します。

❸体育祭（1・2年生）
1・2年生の体育祭は小・中合同です。
中学生との交流やクラスの親睦を深
めます。

❹春の農場体験（田植え）
作物を育てる苦労や食の重要性を学
びます。

❺春の農場体験（芋の苗植え）
❻蘇生授業（5・6年）
❼水泳大会・教室
水に親しむと同時に免疫力をつける
ことや体力向上にも繋がります。

❽夏の学校（2年）
洞窟探検で富士山の大自然を満喫し
ます。

❾夏の学校（3年）
富士山トレッキングで体力を強化し
ます。

10夏の学校（1年）
1泊2日の学校での生活は自立心を
高め友達との親交を深めます。

11修学旅行
（5年生：ニュージーランド）
語学研修を中心に、現地小学校との
交流やファームステイを行います。

3学期
17お正月会（カルタ）
カルタ・百人一首を通じて日本の伝統文化を学
びます。

18学習発表会（1～3年生）
19ドッジボール大会
20冬の学校（スキー教室）
実習中は、インストラクターのもと、スキーを
基礎から学びます。また、集団行動での責任感
や公共の場所でのマナーも身に付けます。

2学期
12星華祭（文化祭）
小学1～3年生は、情操教育の一環として箏曲の授業を行っています。小・中・高校
合同星華祭では、日頃の練習の成果を発揮し、ステージ発表をしています。

13体育祭（運動会）
5月に1・2年生を対象に行われる小・中合同の体育祭とは別に、小学校単独の体育
祭が10月に行われます。広大なグラウンドの中、元気いっぱい競技に取り組み、「こ
ころ」と「からだ」を鍛えます。

14秋の収穫体験（２年生：稲刈り）
15秋の収穫体験（１年生：芋掘り）
春に植えた苗を収穫する農作業を
体験します。

16平和宿泊学習
（6年生：広島・神戸）

● 校外学習（3年生）
● 授業参観
● 春の農場体験 （1年
生：芋の苗植え）

● 夏 の 学校（2･3 年
生） 河口湖・富士山

● 社会科見学（5年生）
● りそなキッズマネー
　アカデミー（6年生）

● 二者面談（1～5年生） 
三者面談（6年生）

● 合唱祭
● 授業参観
● 数学検定
● マラソン大会（3～5年生）
● 租税教室（6年生）
● 期末テスト（6年生）
● 秋の収穫体験（1年生）芋掘り

● 児童集会
● 期末テスト（6年生）
● 水泳大会（1～4年
生）

● 夏の学校（1年生） 宿
泊学習

● 終業式
● 水泳教室

● マラソン大会
　（6年生）
● 校外学習（4年生）
● 児童集会
● 誕生学講演会
　（5年生）
● 終業式

● 夏休み
● 登校日
● 修学旅行（5年生）
　 ニュージーランド
● 水泳教室
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スタート
!

小学生らしい爽やかな制服
夏服は、濃紺の釦がアクセントのシャツに男子は半ズボン、女
子はショールカラーの周囲のテープがアクセントのブラウス
にプリーツスカートの組み合わせ。一方、冬服は、男子が衿元
をきちんと留める台衿付きショールカラー。きりっと感をプ
ラスしたデザイン。合服は、前開きUネックのベストスタイル。
女子は、衿なしのジャケットに白のショールカラーが愛らしい
デザイン。合服は、Uネックのジャンパースカートスタイルです。

午前の1年生

朝の会8:30 

1時間目（国語）8:45

清掃14:05

帰りの会14:25

最終下校15:00

2時間目（英語）9:40

午後の1年生

休み時間10:25

3時間目（特別活動）10:45

4時間目（図工）11:40

5時間目（体育）13:20

昼休み13:05

昼食（給食）12:25

星野小１年生の日課 充実した広大なワンキャンパスで学ぶ12年間

1年生は毎日が発見の連続です。

朝の会
子どもたちが、役割分担に即して主体的に
行います。
1時間目（国語）
日本語の美しさを知り、読解力や表現力を学
びます。
2時間目（英語）
ネイティブの先生による発音や表現に触れ、
コミュニケーション能力を高めます。
3時間目（特別活動）
日本の伝統文化を学ぶため、箏曲にも力を
入れています。文化祭で演奏を披露します。
4時間目（図工）
専科教員による芸術の授業で創造力を養い、
表現する力を身に付けます。

昼食（給食）
1年生の間は学年そろってランチルームでの
給食です。ここで、集団での食事のマナーを
中心に学びます。
5時間目（体育）
充実した体育施設で基礎体力や免疫力を高
め、スポーツに必要な基礎ルールを学びます。

冬服 夏服 校内着

資料編
星野学園小学校
2023年度学校案内
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教科別学習内容

国語 算数

全ての学問の

「素地」とするため。

基礎から応用へ、

確実なステップ。

日本語の響きを味わい、日本語への理解を
深め、日本人としての教養を高めながら、
日本人としての根幹を作ります。そして、
全ての学習の土台となるよう、４技能を支
える語彙と言語感覚を育てます。

計算を始めとする基本的知識や技能を大切にし、
算数が「できる」力を育み、「できる」経験を積みます。
算数が「できる」ことは、算数を楽しみ、進んで学ぶ
姿勢を育てます。また、授業の様子やテストの結果
から、児童に学習内容が定着したかを把握し、児童
に寄り沿った指導を行います。

話す・聞く・書く・読む時に自分の中で行う、
言葉を使って考える過程を、論理的に行え
るようにし、４技能を鍛えます。

自ら問題を解決していく姿勢を育みます。
そのために解決への意欲と自信、そして、
見通しを持ち、筋道を立てて考察する力を
伸ばします。

言語技術力を高めながら、相手を受け入れ、
自分を表現するコミュニケーションを行い、
言葉で人と繋がり、世界を広げ、新しい時
代を生きる力を育てます。

数学的活動を通して、算数の楽しさや有用
性に気付き、具体物や表、グラフ、言葉を用
いて他者に自分の考えを説明できる表現
力を育んでいきます。

オリジナル漢字プリントを使用

基礎的な内容に加えて、部首や特殊読みを網羅し、
１つ上の漢字力を目指します。

星野チャレンジ検定【漢字】を実施

各級にテーマを設け、あらゆる角度から漢字の
定着を図ります。

漢字検定５級以上の取得を目指す

１人ひとりの学習をサポートします。上位級ま
で幅広く挑戦し、多くの児童が合格しています。

１年生から国語辞典や漢字辞典、新聞を活用

読み物感覚で触れて知識を増やし、語句や漢字
への探求心、自学自習の力を育てます。

言葉遊びに親しむ

パズルやクイズ等に挑戦しながら楽しく言葉を
増やします。

音読と視写を重視

丁寧に早く正しく書き取る力、正しくすらすら
表現豊かに読む力を養います。百人一首や枕草
子等の古典、伝統的な名文にも触れ、教養を深め
ます。

書道の専科教員による本格的な書写の授業

プログラミング的思考の育成

たし算のひっ算の手順を順序立てて説明したり、
ソフトウェアを使い、正多角形の性質を学ぶた
めの作図等にも挑戦したりします。

単元習熟確認プリント

基本的な学習内容が定着したかを確認するため、
各単元のまとめとして、教員が作成した単元習
熟確認プリントを行います。テストやプリント
の結果は授業に反映させ、確実に「できる」を増
やしていきます。

算数・数学検定

基礎基本の定着を確認するために、卒業までに
算数検定６級を取得します。また、更に上の級へ
の挑戦を奨励しています。

『論理エンジン』『論理エンジンキッズ』を導入

日本語の論理的な使い方や日本語でのものの考
え方を学び、頭の使い方を鍛え、言葉を使うあら
ゆる活動の素地を作り、意識して筋道を組み立
てて考えられるようにします。

読書を推進

読書は、知識を蓄え、教養を深め、言葉の使い方
や語感を豊かにするだけでなく、論理的に考え
る素地を作り、分析・解釈・批評する力を育てます。
また、他者の書きぶりを知り、自ら書く力にも活
かすことができます。そのため、図書室や学級文
庫の活用、アニマシオンや読み聞かせ、ブックトー
クやビブリオバトル等、様々なアプローチで読
書へと導きます。近現代文学や古典文学にも触
れます。

読解のシステム化

読解演習を行い、主題、要点・要約・要旨、具体と
抽象、因果関係、対比、構造等を読み取る力を育
成します。

資料・思考問題に挑戦

大学入試改革に向け、小学生の段階から資料を
読む力や、考えを記述する力を育てます。

考えを整理する授業構成

授業を①「めあて」②「挑戦」③「解決」④「まとめ」
の４段階で構成します。
①本時で学ぶ内容を掴む「めあて」
②自分の力で問題に「挑戦」
③クラスみんなで解き方を共有して「解決」
④今回の学習を振り返って「まとめ」をします。
授業の流れを統一することで、毎時間の授業の
見通しが立ち、安心して問題解決に取り組める
環境を作ります。

展開算数

高学年では週１回、児童の習熟度に応じた授業を
行います。問題演習を中心とした授業を展開し
ながら、それぞれの学力に合ったきめ細かい指導
を実現し、個々の「できる」を伸ばしていきます。

確かな日本語力と構成力の育成

正しい文法、適切な情報収集、柔軟な発想、客観
性の高い視点、説得力のある論法、わかりやすい
型等、持論を展開し支える土台を、様々な練習を
経て築いていきます。

自分を表現する力の育成

物語・俳句・詩・レポート・新聞・リーフレット・
小論文的作文等、多彩な創作活動に取り組みま
す。創作の内容に合わせて、ＩＣＴを活用します。
学校内だけでなく、外にも目を向け、社会へ自己
発信する取り組みとして、多種多様なコンクー
ルに挑戦し、数多くの実績を残しています。

伝え、理解し合う力の育成

鑑賞・スピーチ・プレゼン・ディベート・面接等、
多岐に亘る対話活動を行います。自己ＰＲや、
社会問題等、あらゆる場面に向き合い、効果的に
対応し、課題を解決していけるよう、実社会で求
められ、必要とされる実践的な言語運用力を養
います。

学び合い活動

友達同士で分からない問題について教え合った
りします。相手に分かるように説明をするには、
「過程」を理解する思考力、そして、それを伝える
ための表現力が必要となります。こうした他者
とのコミュニケーションの中で、言葉、図、具体
物等で自分の考えを表現する力を身に付けます。

見て触れる数学的活動

ペットボトルと牛乳パックの水のかさを比べて
みたり、教室の中の黒板や本の厚みを計測したり、
実体験を重視した活動を多く取り入れます。また、
本校ならではの豊富な行事と絡め、「５分前行動」
などの言葉を多く使い、時間という概念をより
理解できるよう、指導を行っています。

基礎力×教養 「できる」の土台　基礎基本思考力×論理 筋道を立てて考察する力創造力×コミュニケーション 実体験と繋げる思考・表現

JAPANE SE MATHEMAT IC S

MESSAGE

資料編

国語 算数山田 奈穂美 先生 森本 優志 先生

自分の思い・考え表現できる子に！ 筋道を立てて問題を解決できる子に！
１年次から辞典に親しむことで、子どもたちは積極的に言葉を調べるようになります。
他教科の学習の中でも、知らない言葉に出合うと辞典を引く姿が見られるようになり
ます。語彙を豊富に蓄えることで、自分の思いを伝える表現の幅も広がっていきます。
ＩＣＴを活用し、様々な方法で創作活動に取り組みます。自分の思いや考えを伝える
ことを楽しむことはもちろん、仲間がどのような表現の工夫をしているか学び合うこ
とができます。

筋道を立てて、論理的に問題を解決しようとする態度は、算数という教科
の中でも培われるものです。本校では答えに至るまでの「過程」を重視す
ることで、一つの問題に対して、様々な角度からアプローチをする姿勢を
育てます。一つの方法にこだわらず、粘り強く、より正確かつ素早い方法
で「答え」を出そうとする姿勢は、今後子ども達が生きていく上で必要と
なる、問題を解決する力となるはずです。
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算数　　教科別学習内容



理科社会

実験と観察を通して

自分で考え抜く力を。

地域から世界へ

興味を大きく広げる。

実験・観察を通して自ら学ぶ姿勢を大事にし
ています。３・４年生では、「予想」から「まとめ」
までの流れを習慣化させるため、週に１度２
時間続きの授業を行い、５・６年生では、これ
までの習慣をいかし、実験・観察について考え
る活動を増やしていきます。

社会科のスタートは、まず地域の一員として
の自覚を持つことです。基礎的な知識を学ぶ
とともに、地域へ愛着を抱けるよう、実体験を
重視した授業を行っています。

授業ノートは授業の流れにそって、毎時間見
開き２ページにまとめていきます。板書だけ
ではなく、自分の考えや友達の意見を書き込
むことで、「自分だけの参考書」作りを目指し
ます。

地域学習の次は、公民としての資質・能力
を向上させるために、日本について学習し
ます。「資料の使い手」を目標に、多くの資
料（史料）と向き合い、習得した知識を活用
する授業を行います。

授業は「課題の確認」「予想をたてる」「実験・
観察」「結果」「まとめ」の順に行い、一連の流
れを定着させます。授業の中に「予想」と「ま
とめ」の２回、自分で考える時間を設けるこ
とで、問題を解決する姿勢と自分で考える力
を養います。

社会科の学習は、知識や技能のインプット
だけではなく、考えや思いを発信するアウ
トプットの活動で完成されます。世界を舞
台に活躍できる表現力を養う授業を行い
ます。

実験

安全を第一に考えながら実験を進めます。子ど
もたちが主体的に実験を進め、実際に実験器具
に触れてみて、失敗しながらも使い方を覚えて
いくことを目指します。

観察

自分たちで育てた植物・昆虫や、興味を引き立て
る教材を使った観察を丁寧に行い、子どもたち
の「気付き」を引き出します。顕微鏡や双眼実体
顕微鏡を使用した観察を通して、観察の技能を
高めます。

フィールドワーク

小江戸川越、スーパーマーケット、消防署、資源
化センター、国会議事堂等に出かけ、五感で学習
をします。適切な質問の仕方、メモの取り方も
学習します。

資料の学習①　- 地図 -

方位と地図記号を学習した後に、街に出て地図
を基に移動する練習を行います。また、授業内で
白地図や地図帳を多角的に活用して、「資料の使
い手」を目指します。

ICTの活用①　- 視聴 -

地図コンテンツやiPadを活用し、フィールドワー
クとは違った視点で、地域を観察します。

実験・観察プリント

見開きの左側は、毎時間使う教材プリントを貼
ります。実験の要点や結果を書き込んだり、表
やグラフを作成したり、観察したものをスケッ
チしたりします。

自分の考え・まとめ

見開きの右側には、課題と、課題に対する予想を
たてます。実験や観察などの活動後、自分の考
えを文章で表現します。時には、算数で学んだ
図やグラフを使って課題に対する答えを自分の
力でまとめていきます。

資料作成

「資料の使い手」の第１歩は、自分で資料を作る
こと。４年生から『都道府県事典』、５年生から『歴
史人物事典』を作ります。学習した知識を活か
すとともに、情報のまとめ方を学びます。

資料の学習②　- 文書資料・統計資料 -

統計資料の読み取りや、歴史の原文史料を活用
した授業を多く行います。資料活用能力だけで
はなく、国語の読解力、算数の思考力も高めます。

ICTの活用②　- 収集 -

インターネットやiPadの活用方法やメディア
リテラシーについて学び、資料収集に活かします。

説明することを重視したテスト問題

テストでは知識や実験・観察の問題に加え、言葉
を選びながら論述する問題を出題します。知識
を活用しながら科学的に考え、説明する力を養
います。

知識を定着させ、中学校へ

６年生の３学期には、オリジナルテキスト「サイ
エンスマスター」を使って、小学校４年間の総復
習を行います。星野学園中学校の過去の入試問
題にチャレンジします。

コンピュータを使ったプログラミング

iPadとプログラミングブロック「MESH」を活
用し、「発電と電気の利用」の単元をより発展的
に学習を行います。

『わたしのまちを作ろう』

４年生終了時には、地域学習、地図学習の成果を
生かして、理想のまちを作図します。まちづくり
の難しさを再確認するとともに、グループで意
見交換をし、問題解決を目指します。

『卒業研究』

６年生終了時には、今まで学習した知識を最大
限に生かし、『都道府県事典』等を使って、テーマ
設定した都道府県のレポートを書きます。これ
によって、「資料の使い手」の完成を目指します。

ICTの活用③　- 発信 -

iPad等を使い、テーマに沿って調べたことを発
表したり、意見交換したりし、理解を深めます。

実験・観察を通して地域への愛着 自分だけの参考書公民への成長 自分で考え知識に＋αを世界への発信

SC I ENCESOC IA L  STUD I E S

ME SSAGEMESSAGE 理科社会 宮澤 亮太 先生本松 敬司 先生

実験と観察を通して自分で考える経験を積み重ねる資料を活用して見聞を広げるのは社会科の醍醐味です!!
日常生活にありふれている「当たり前」を言葉で説明できることを目指しています。理科の実験はどれも楽しいものが多いです。
しかし、それを楽しいだけで終わらせてしまうのはもったいないです。目で見たもの、鼻で嗅いだもの、耳で聞いたもの、手で触っ
たものなどから生まれる「なぜ」を自分の言葉で説明してみましょう。そこに理科を「学ぶ楽しさ」が詰まっています。食塩を水に
溶かしたときに、食塩の粒がどんどん小さくなり、やがて消えてしまいます。食塩の粒は消えてしまったのでしょうか。実際は目
に見えない程小さくなってしまっただけで、消えてしまったわけではありません。その証拠に食塩水から水を蒸発させると食塩
の粒が出てきます。実験から本当の「分かった！」を体験しましょう。時に実験では、失敗することも大切な結果ととらえています。
なぜ思うような結果が出なかったかを考えることも大切な勉強です。結果が全てではなく、結果から何を学ぶかです。

私たちの生活する社会には多くの資料があります。授業ではそうした資料から社会の姿を読みとる力を育ててい
ます。方位や地図記号を学んだ子どもたちは、１枚の地図から地域の特色を考察できるようになりました。棒グラ
フや折れ線グラフ等の統計資料の学習では、示された数値の確認で終わらせず、その奥に潜んだ社会の在り方を考
える習慣が身に付きました。また、資料から新たな好奇心が広がるようになりました。

25  HOSHINO GAKUEN ELEMENTARY SCHOOL SCHOOL GUIDE BOOK　　 26

教科別学習内容　　社会 理科　　教科別学習内容



図工
音楽
体育

英語

英語を通して

世界とつながる。

創作のための環境が整えられた図工室で、自
分の想いを大切にしながら活動を行っていき
ます。豊かな発想力と感受性、そして確かな技
術を土台とした創作の力を伸ばしていきます。

「聞く」「話す」「読む」「書く」の４技能の総合的
な英語力向上をサポートし、英語力の土台を
バランス良く養います。

広々とした音楽室で、歌唱・器楽・鑑賞・音楽づ
くりの活動を幅広く行います。1500席を有
する星野記念講堂での音楽行事を通して、豊
かな感性と表現力を育みます。

基礎的な英語力として身に付けた４技能を活
用して、１年生から６年生へと、６年間かけて
ステップアップし、実際に英語で考え、コミュ
ニケーションできる子どもを育てます。

身体を動かす楽しさを味わう経験、競争し、達
成感を感じる経験、集団活動の経験、この３つ
の経験を通して、「身体能力」、「態度」、「知識・
思考力・判断力」を育てます。

英語で異文化体験を行い、国際理解を深めま
す。日本と外国を比べ、日本との違いや共通点
を見つけ、異なる文化も積極的に受容しよう
とする態度を育てます。

豊かな発想力

道具や材料と向き合いながら、試行錯誤を繰り
返し、自分の想いを表現するための豊かな発想
力を伸ばします。時には、iPadのアプリ（viscuit）
を使って、アニメーションや模様づくりをプロ
グラミングします。

確かな技術

正しく、安全に使用できるよう、様々な道具の使
い方を学び、確かな技術を身に付けていきます。
子ども達の作品は、「星華祭」等の場で展示し、自
分の作品を多くの人に見てもらう喜びや達成感
を味わいます。

気づきを深める鑑賞

自分達の作品や名画と呼ばれる作品を、アート
カードやICT機器を通して鑑賞し、それぞれの
作品の良さを味わうことのできる豊かな感性を
育てます。

単語と会話表現

低学年では歌やゲーム、制作活動等を通して耳
で英語を吸収します。中学年ではフォニックス
によって英語の音と綴りを結び付けます。高学
年では辞書引きや単語テスト等を行い、自分で
英語を読み書きします。また、低学年からネイ
ティブ教員とやり取りをし、高学年からダイア
ログを用いた読み取りを通して、英会話表現に
触れていきます。

文法

英語が本来もつイメージと英語の語順を中心に
据えた、表現するための文法を学習します。６年
生では、小中高一貫校の強みを活かし、中高の英
語科教員が専門的に教えます。

多読

読み聞かせから始まり、自分で洋書を読めるよ
うに、学年が上がるにつれ、英語の読書量を増や
していきます。

星野チャレンジ検定【英語】と英検

３年生から、読むことを中心とした、本校オリジ
ナルの検定を始めます。５年生からは英検に向
けた学習を始め、卒業までに４級以上の合格を
目指します。

土台づくり

年間を通して、楽譜の読み方やリズム学習、発声
練習等の基礎基本を学習します。さらに、継続的
な器楽指導を行い、音楽表現の土台づくりをします。

表現力の育成

楽譜から曲想や歌詞の内容を読み取り、表現を
工夫して演奏する力を養います。５・６年生では、
中高の専科教員による、より専門性の高い歌唱
や器楽の授業が展開されます。

充実した音楽行事

オーケストラ、バレエ、劇団、日本の伝統芸能等、
毎年プロフェッショナルの方にお越し頂き「芸
術鑑賞会」を開催しています。また、全校児童の
美しいハーモニーが響き渡る「合唱祭」等、星野
記念講堂で催される音楽行事で、豊かな感性と
表現力を育みます。

ニュージーランド修学旅行

現地校の小学生との交流や、ファームステイ体
験を通して、子どもたち一人ひとりが英語力を
試します。英会話や日本文化紹介の準備といっ
た事前学習、お礼の手紙や下級生への報告会と
いった事後学習にも取り組み、帰国後も継続し
て英語力を伸ばします。

対話による活動

ケーススタディ、ディベート、インタビュー等、
双方向での様々なやり取りを通して、その場に
応じた英語でコミュニケーションを図ります。

iPadを活用した活動

自己紹介、Show and Tell、プレゼンテーション
等、iPadを駆使した発表を通して、伝わる英語
で自分の考え等を表現します。

体力作り

星野ドームや遊具場、ボルダリング広場等の運
動施設を使用し、生涯にわたって運動やスポー
ツに親しむ身体能力を身に付けます。

礼儀作法の習得

集団での活動を通して、集団行動の基礎を身に
付けるとともに、剣道等の授業を通して、礼儀作
法を身に付け、集中力を養っていきます。

学びの実践

運動や健康についての知識を身に付け、それを
活かして自ら考え、行動する力を伸ばします。

豊富な体育行事

「体育祭」「マラソン大会」「スキー実習」等の体育
行事を通して、目標に向かって努力することの
素晴らしさや協調性を身に付けます。

Foreign Culture

外国由来行事を行ったり、Christmas や
Valentine’s Day等のGreeting Cards を作り、
欧米のカード文化に親しんだりと、外国の文化
を体験します。

調べ学習

ハロウィンやクリスマス、ライフスタイル等、自
分の興味のある外国の文化を調べ、まとめます。

マオリ文化

ニュージーランド修学旅行では、観光をしながら、
現地のマオリ族の歴史や言葉等を学びます。現
地では、「ハカ」や「ポイ」といった、マオリ族の伝
統芸能を体験します。

世界に発信

ニュージーランドの文化や学校等と比べながら
日本の文化や本校の歴史等を捉え直し、紹介動
画を作成して、ニュージーランドで交流する現
地校へ発信します。

基礎的な英語力 使える英語力 国際性

ART

MUS IC

PHYS ICAL  EDUCAT ION

ENGL I SH

MESSAGE

図工
創作の力の育成

音楽
豊かな情操を養う

体育
運動を通した３つの経験

英語 佐藤 優 先生

国際社会の第一線で活躍できる人に！
今の子どもたちが社会に出て働く頃には、英語を話せることがスタンダードになります。そのような国際社会でリー
ダーシップを発揮できる人とは、英語を自在に使えるだけでなく、見識が深く、研究やビジネスといった様々な分
野のリーダーたちと肩を並べ、臆することなくパートナーシップを築き上げていく人間力がある人です。本校では、
日本人としての知性と品性、教養を兼ね備えた上で、確かな基礎力を基盤にした英語で、堂々と世界に発信できる
人を育てます。

図工 音楽 体育

魅力ある「図工」「音楽」「体育」の授業

● ICTを活用した鑑賞活動を行います。
● 1点透視法や2点透視法等、専門的な作
画の方法を学ぶことができるため、写生
技術が向上します。
● 2つの図工室があり、
立体分野の制作と
平面分野の制作を
それぞれより適し
た環境で行うこと
ができます。

●1人1面分のお箏があります。
● 世界3大ピアノのうちベーゼンドル
ファーとスタインウェイがあります。
● 1年生からハーモニーホールでの発表の
機会があります。

● 第１・第２総合グラウンド、1階・２階の
体育館、床上下可動式室内温水プール等、
体を動かせる場所が多様にあり、種目に
応じた活動が可能です。
● 体育祭では、高校生が競技の補助や、用
具の準備の手伝いをしてくれる等、一貫
校ならではの交流があります。(１・２
年生は中学体育祭への参加)
● 小学校教員だけでなく、中学・高校の体
育教員も授業を受け持ちます。
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中高一貫生 2022
卒業生数 111名

大学名
早稲田大学 2
慶應義塾大学 4 （1）
上智大学 3
東京理科大学 6 （3）
国際基督教大学 1
明治大学 9 （3）
青山学院大学 2
立教大学 5 （1）
中央大学 11 （1）
法政大学 5
学習院大学 4 （1）
成蹊大学 5
成城大学 2
獨協大学 1 （1）
國學院大學 4
武蔵大学 2
日本大学 11
東洋大学 19
埼玉医科大学 3 （1）
日本獣医生命科学大学 2
北里大学 2
星薬科大学 1 （1）
明治薬科大学 1 （1）
津田塾大学 3
東京女子大学 2
日本女子大学 1
その他 150 （12）

計 261 （26）

通学

Q1 通学方法について教えてください。

A1 川越駅・本川越駅・入間市駅・宮原駅から出ているスクールバ
スを利用します。また、車での送迎も可能です。事前にスクー
ルバス利用か送迎かを決めていただきます。児童の自転車での
通学は認めません。熊谷駅から出ているスクールバスの乗車や
徒歩通学は４年生から可能になります。

Q2 スクールバスの料金はかかりますか？
　　 また、スクールバスは小学生専用ですか？

A2 スクールバスを利用する際には、年間定期券を購入していただ
きます。スクールバスの料金は、それぞれ年額川越・本川越駅
60,000円、入間市駅120,000円、宮原駅144,000円です。
（2023年4月予定）川越駅と本川越駅のスクールバスは原則と
して登下校とも小学生専用で運行します。入間市駅、宮原駅、
熊谷駅（４年生以降）のスクールバスは中高生と一緒に乗ること
があります。

Q3 スクールバスの集合時間を教えてください。

A3 川越は7時25分頃、本川越駅は7時30分頃、入間市駅は平日
7時00分頃（土曜日7時10分頃）、宮原駅は7時10分頃、を予
定しています。

Q4 星野キッズ（アフタースクール）利用後の下校方法はどうな
りすか？

A4 本校スクールバス、もしくは保護者の方によるお迎えにて下校
します。詳しい下校時刻は星野キッズ（アフタースクール）の冊
子をご覧ください。

Q5 通学区域は定めているのですか？

A5 特に定めていませんが、自宅から通学可能な地域です。2022
年度は以下の地域から、子どもたちが通学しています。

入試

Q1 入試はどのような内容ですか？

A1 入学試験の内容は以下の通りです。
　　　なお、第１回～第３回の傾向は全て同じであり、難易度に差も

ありません。

過去の出題内容

ペ ー パ ー
テ ス ト

★記憶… 話の記憶。お話を聞いた後に質問に答える。
★数量… セットの数・余り・分割。数を数え、それぞれ

の指示に合う答えの数だけ○を書く。
★言語… しりとりを順番につなぐ。
★推理… 物の法則性。影の見え方を考える。パズルの足

りない絵を右の絵より選ぶ。
★比較… 長短。動物が宝箱にたどり着く道のりを考えて、

一番近い距離のものを選ぶ。
★構成… 図形の分割。
★常識… 生活習慣。鉛筆・お箸の持ち方の正解を選ぶ。

左右の問題。

運 動 ◆ケンパーや雑巾がけ。鉄棒等の5種目程度の連続運動。

制 作
■紙、のり、はさみ等を使い、工作を行う。クーピーで指
示された絵を描く。

行 動 観 察
●制作した物を使って、グループで指示された内容に
従って行動する。

面 接
▼親子面接で統一の質問や受験者毎に異なる質問。学校
の理解度や説明会に参加した時の印象等。

Q2 月齢は考慮しますか？

A2 生まれた月による有利・不利がないように致します。

Q3 単願入試とは、どのような入試ですか？

A3 本校を第１希望とする受験生を対象とした入試です。個別相談
を受けていただき、合格した際は必ずご入学いただきます。

狭山市
所沢市
日高市
入間市
飯能市

13 人
19 人
8 人
13 人
1 人

川越市
東松山市
鶴ヶ島市
坂戸市
滑川町
川島町
吉見町
鳩山町
嵐山町
毛呂山町
寄居町

148 人
3 人
18 人
19 人
1 人
4 人
1 人
1 人
3 人
2 人
１人

川口市
戸田市

1 人
5 人

ふじみ野市
富士見市
和光市
新座市
志木市
朝霞市
三芳町

さいたま市  56 人

熊谷市 1 人

［県外］
東京都 20 人

上尾市
桶川市
加須市
鴻巣市
伊奈町
白岡市

7 人
2 人
1 人
4 人
2 人
2 人

21 人
16 人
2 人
8 人
6 人
7 人
5 人

通学地域

過去3年間の主な4年制大学合格実績（2022年4月1日現在）

◆私立大学

◆国公立大学・大学校

星野学園小学校では、小・中・高一貫12ヵ年の教育を経て大学受験に臨みます。
その一つの成果でもある星野高校の今春の合格実績を掲載致します。

97.1%が現役合格 ! 79名が国公立大学に合格 !
（2022年度入試 実績）合格実績 Q & A

資料編資料編

＊［医  ］ は内数で医学部・医学科
＊（     ） は内数で既卒生

星野高校全体
6年制学科への主な合格実績

医学科 13 （11）
山形大学 1 （1）
山梨大学 1 （1）
高知大学 1
岩手医科大学 1 （1）
東北医科薬科大学 2 （2）
獨協医科大学 1 （1）
埼玉医科大学 3 （2）
北里大学 1 （1）
東京女子医科大学 1 （1）
川崎医科大学 1 （1）

歯学科 3 （1）

薬学科 55 （10）

星野高校全体 2022 2021 2020
卒業生数 558名 804名 871名

大学名
東京大学 1
東京工業大学 1 （1）
北海道大学 2 （1）
東北大学 2
名古屋大学 1
大阪大学 1
九州大学 1 （1）
神戸大学 1
山形大学 2 （1）〔医1（1）〕 1
山梨大学 2 （1）〔医1（1）〕 2
高知大学 1 ［医 1］ 1 2 ［医 1］
筑波大学 4 1
千葉大学 1
東京海洋大学 2
お茶の水女子大学 1 2 1
電気通信大学 2 1
東京医科歯科大学 1 2 （1）
東京外国語大学 1
東京学芸大学 5 1 4
東京芸術大学 1 （1）
東京農工大学 2 2 2
横浜国立大学 1 2 1
埼玉大学 8 10 （1） 7
茨城大学 4 1 4
宇都宮大学 1 4
群馬大学 5 （1） 4 4 ［医 1］
信州大学 1 4 4
新潟大学 1 5
広島大学 1
宮崎大学 1 ［医 1］
東京都立大学 4 （1） 1 4
横浜市立大学 1 ［医 1］ 1
埼玉県立大学 1 3 7
防衛医科大学校 1 （1） 5 ［医 1］ 2 （1）
国立看護大学校 4 1
その他 35 （2） 38 （1） 21

計 79 （9） 94 （2） 86 （4）

共学部 2022 2021 2020
卒業生数 364名 430名 521名

大学名
東京大学 1
東京工業大学 1 （1）
北海道大学 2 （1）
東北大学 2
神戸大学 1
山形大学 1 （1）〔医1（1）〕
山梨大学 2 （1）〔医1（1）〕 2
高知大学 1 ［医 1］ 1 ［医 1］
筑波大学 3 1
東京海洋大学 1
電気通信大学 2 1
東京医科歯科大学 1 1
東京外国語大学 1
東京学芸大学 3 1 4
東京芸術大学 1 （1）
東京農工大学 2 1 2
横浜国立大学 1 1
埼玉大学 5 7 （1） 2
茨城大学 1 1 3
宇都宮大学 2
群馬大学 3 （1） 1 3 ［医 1］
信州大学 2
広島大学 1
東京都立大学 4 （1） 1 3
横浜市立大学 1 ［医 1］ 1
埼玉県立大学 2 3
防衛医科大学校 1 ［医 1］ 2 （1）
国立看護大学校 1
その他 19 （1） 25 （1） 18

計 46 （7） 51 （2） 56 （2）

中高一貫生 2022
卒業生数 111名

大学名
東京工業大学 1 （1）
神戸大学 1
山梨大学 1 （1）〔医1（1）〕
高知大学 1 ［医 1］
電気通信大学 2
東京学芸大学 1
東京農工大学 1
茨城大学 1
群馬大学 2 （1）
東京都立大学 1
その他 8

計 20 （3）

星野高校全体 2022 2021 2020
卒業生数 558名 804名 871名

大学名
早稲田大学 10 （1） 3 7
慶應義塾大学 5 （1） 4 （1） 4 （2）
上智大学 15 7 6
東京理科大学 12 （7） 11 13
国際基督教大学 1 2
明治大学 24 （4） 20 （5） 14 （1）
青山学院大学 12 6 （2） 11
立教大学 43 （1） 30 （3） 30 （1）
中央大学 30 （3） 29 （7） 11 （1）
法政大学 35 （5） 26 （7） 26 （1）
学習院大学 17 （3） 21 （4） 17 （1）
成蹊大学 20 27 （3） 20 （1）
成城大学 13 （2） 17 （4） 19 （1）
明治学院大学 6 7 （2） 12 （1）
獨協大学 25 （3） 26 （1） 24
國學院大學 18 31 （5） 23 （2）
武蔵大学 18 17 （5） 11
日本大学 50 （4） 53 （9） 55 （2）
東洋大学 85 （3） 87 （9） 83 （1）
埼玉医科大学 14 （3） 11 11
日本獣医生命科学大学 2 5 3
麻布大学 2 5 2
北里大学 10 （1） 11 （1） 12
星薬科大学 3 （1） 3
明治薬科大学 4 （2） 12 15 （2）
芝浦工業大学 15 （2） 14 （1） 8 （2）
津田塾大学 14 20 （1） 16 （1）
東京女子大学 23 27 （1） 17 （1）
日本女子大学 40 （1） 34 （4） 46 （1）
その他 700 （40） 1120 （68）1155 （48）

計 1266 （87）1684 （143）1673 （70）

共学部 2022 2021 2020
卒業生数 364名 430名 521名

大学名
早稲田大学 4 （1） 1 5
慶應義塾大学 5 （1） 4 （2）
上智大学 7 2 3
東京理科大学 10 （7） 9 11
国際基督教大学 1
明治大学 14 （4） 11 （5） 11 （1）
青山学院大学 8 5 （2） 7
立教大学 18 （1） 13 （3） 20
中央大学 23 （2） 16 （6） 4
法政大学 18 （4） 19 （6） 15 （1）
学習院大学 9 （3） 10 （2） 10
成蹊大学 16 16 （2） 16 （1）
成城大学 5 （1） 8 （3） 8
明治学院大学 5 4 （2） 6 （1）
獨協大学 20 （3） 13 （1） 15
國學院大學 13 17 （4） 16 （1）
武蔵大学 11 11 （5） 7
日本大学 33 （2） 39 （5） 41 （2）
東洋大学 54 （1） 51 （6） 55
埼玉医科大学 11 （2） 5 3
日本獣医生命科学大学 2 5 2
麻布大学 3 2
北里大学 5 （1） 8 （1） 7
星薬科大学 1 （1） 3
明治薬科大学 2 （1） 9 11 （1）
芝浦工業大学 9 （2） 13 （1） 6
津田塾大学 3 11 （1） 4 （1）
東京女子大学 4 6 3
日本女子大学 6 14 （1） 19
その他 480 （23）626 （55）637 （43）

計 797 （60）948 （111）948 （54）
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通学・入試



Q4 複数回の受験は可能ですか？

A4 可能です。複数回受験したからといって有利になることはなく、
それぞれのテストの結果をもって厳正に判断致します。

Q5 補欠合格はありますか？

A5 補欠合格は行わない予定ですが、追加の「繰り上げ合格」につい
ては、状況によっては行う場合もあります。

Q6 入学試験の時間はどのくらいですか？

A6 試験は約半日行い、午前中の終了を予定しています。保護者の
方は、試験中控室でお待ちいただきます。なお、面接試験は事
前に行います。

Q7 面接試験日は、何日間か設けているのですか？また、こちら
で希望日は出せますか？

A7 申し訳ありませんが、ご希望の日時を伺うことはできません。
ただし、お子様の園行事の都合を考慮する場合はございます。

Q8 入学試験当日の交通手段はどうすればよいですか？

A8 面接試験日・入学試験日ともに駐車場を用意致します。面接試
験日はスクールバスの運行がありませんが、入学試験日は川越
駅および本川越駅よりスクールバスを運行致しますので、ご利
用ください。

Q9 保護者または本人が外国籍の場合でも入学できますか？

A9 問題ありません。ただし、入学試験や授業では特別な配慮は致
しません。

Q10 身体的にハンデがある場合、入学できませんか？

A10 入学試験で運動テストを実施します。入学後、体育や他の授業、
各種行事に支障がなければ問題ありません。ただし、特別な配
慮は致しません。

Q11 出願手続きについて教えてください。

A11 インターネットによる出願となります。星野学園小学校ホームペー
ジの出願サイトでご案内致します。

Q12 個別相談とは、どのようなものですか？

A12 単願受験される保護者と受験生に本校の教育理念を理解し、賛
同していただくためのものです。ブースにて本校教員と質疑応
答を行い、本校に対する理解度・信頼度・協力度を深めていた
だきます。実施日は以下の通りです。また、ホームページ上で
もご案内しておりますので、ご覧ください。

 2022年5月29日（日）、6月11日（土）・26日（日）、7月9日（土）・
23日（土）・30日（土）、8月28日（日）の計7回を予定しております。

Q13 入試の前に児童の様子や学校の施設を見学する機会はありますか？

A13 説明会での施設見学やオープンスクールの体験授業などで施設
を見学したり、利用したりすることができます。また公開授業
では授業の様子を見ることができます。また、相談ブースでは
本校の教員が質問にお答えします。

Q14 学費・経費はどのくらいかかりますか？

A14 学費・経費は以下の通りです。

学費・経費について（2023年度予定）

入学手続時納入

入学金 250,000円 施設費 150,000円

① 毎月（4月～翌年3月）
学費 諸経費

授業料（月額） 30,000円
施設維持費（月額） 10,000円
図書費（月額） 500円

給食費（1学年分を月割で納入） 
10,340円

修学旅行積立（2年次より毎月） 
9,500円

合計 60,340円

② 入学時及び進級時（1学年分を4月納入）
教材・行事費等 90,000円
冷暖房費 5,000円
ICカード使用料 3,960円

1年生の金額。学年によって金額変動

③ 入学時のみ
ICカード代 1,100円
PTA入会金 3,000円

④ 制服等購入代金（入学前購入）
制服 男：約117,000円、女：約121,000円
校内着・体育着・靴等 男：約 63,000円、女：約 63,000円

⑤ iPad利用代金（4年生以降）
4月 5月以降毎月

初年度費用 17,896円 2,486円
2年目以降 11,396円 2,486円

Q15 入学金減免制度はありますか？

A15 あります。星野学園小学校・星野学園中学校・星野高等学校・
川越東高等学校に姉兄が在学または卒業している場合は、単願
入試に合格し、入学手続きをされた児童に限り、入学金が半額
になります。なお、この特典を小学校入学時にご利用された場
合には、中学・高校入学時には利用できません。

Q16 入学手続きは延納できますか？

A16 延納手続きはできません。手続き期間は単願入試と一般入試で
異なります。詳しくは募集要項をご覧ください。

Q17 入学を辞退した場合、納入した入学金は返金されますか？

A17 納入した入学金についてはお返し致しません。施設費はお返し
します。

Q18 転編入試験は実施されますか？

A18 2022年度第１学年～第３学年について状況により実施する場
合もあります。欠員等があり、実施する場合はホームページ等
でご案内致します。

Q19 合格発表は、どのような形で行われますか？

A19 インターネット上及び郵送で発表します。

Q1 新型コロナウイルス感染症対策はどのように行われていま
すか。

A1 学校生活・説明会・入学試験の３つに分けてお答えします。
 ［ 学校生活 ］

児童は、常時マスクの着用を徹底します。登校時には、AIサー
マルカメラで検温を実施しています。全教室には空気清浄機、サー
キュレーター、空調換気扇（ロスナイ）を設置し、感染防止を徹
底します。給食の時間は会話を控え、配膳は教員が行います。
校舎内の共有スペースや共有物の消毒を実施し、児童も手指を
しっかりと洗ってから利用します。児童が下校した後は、机と
イスの消毒をします。また、欠席した児童には、主要教科の授
業をZoomにて配信しています。

 ［ 説明会 ］
緊急事態宣言下でご来校いただくことが難しかった時には、オ
ンラインによる学校・入試説明会にて対応致しました。学校の
ホームページで動画を配信し、多くの方にご覧いただきました。
Zoomによるオンライン相談会を開き、個別に質疑応答を行い
ました。ご来校いただける場合には、18分に１回完全換気シ
ステムを備えた大講堂にて、３密を避けた形で説明会を実施し
ています。

 ［ 入学試験 ］
試験当日は受付を３ヶ所設置し、受付時間に差をつけることで
密にならないよう配慮しました。また、サーモグラフィーを設
置して、検温を実施しました。試験中に手洗いの時間を２回設
け、試験内容も身体接触を避ける等、感染予防を徹底しました。
ペーパーテストをはじめ、運動や行動観察の試験会場でも受験
生が密にならないように間隔を広くとって実施しました。

Q1 授業やテストの難易度が気になります。

A1 授業の難易度は、児童の実態に即して設定しています。学習の
土台作りとしての基礎学習から、発展・応用問題まで幅広く扱っ
ています。発展学習に関しては、基礎が十分に身に付いた上で
行っているものなので、一日一日の授業をしっかり受けていれ
ば問題ありません。テストは授業の要点に合わせて作成し、授
業の理解度を確認しています。また、テスト後、合格点に届か
なかった児童に対して、必ずフォローアップを行い、間違えたと
ころや苦手なところを、なくすように導きます。欠席をした際は、
休み時間等を使って個別に対応します。

Q2 宿題は出ますか？また、どのようなものが出るのですか？

A2 学習の習慣を身に付けるため、宿題はどの学年でも毎日取り組
みます。テキストや、各教科の教員独自の宿題プリントを行っ
ています。さらに、学校では宿題プラスアルファの自主学習を
奨励しています。提出された自主学習は添削をしてから返却し、
学習意欲の向上や学力向上の支援をします。子どもが興味をもっ
てやりたいことであれば、取り組ませてください。在校生の様
子を見てみると、絵日記、漢字練習、音読、読書、計算練習な
どに取り組んでいる児童が多いようです。ユニークなものでは、
自分で新聞を作ったり、図工の作品を作ったりしている児童も
います。

Q3 テストはどのようなものを行っているのですか？

A3 各教科担当教員が作成した、オリジナルテストを行っています。
単元が終わった後に行う単元テストのほかに、星野チャレンジ
検定や漢字テスト、計算テストなどの小テストもあります。

Q4 検定や模試は受けますか？

A4 小学校卒業までに漢検５級、英検４級、数検６級以上の全員合
格を目標にしています。また、３年生から、前年度までの学習
の理解度を測るため、全員参加の外部模試を校内で受験します。
後日、個票が返されるので自分の苦手分野を分析し、弱点克服
に努めます。

Q5 二人担任制授業の良いところを教えてください。また、専科
の教員が担当する教科はありますか？

A5 一人の教員が全体指導、もう一人の教員が個別指導という形で
授業が進められます。丁寧な指導を行うことで、各学年の学力
が着実に身に付けられるようになっています。また、子どもた
ちの学習のために、日々二人で相談しながら授業が進められる
のも魅力の一つです。専科教員が担当する教科は、音楽、体育、
図工、英語、家庭科、箏曲です。さらに、１・２学年の道徳は
副学校長が自ら行っています。また、書写や音楽、図工、英語は、
中高の教員が行うこともあり、より専門性の高い授業が展開さ
れます。

新型コロナウイルス感染症対策

学習
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Q6 家庭ではどのような声掛けやフォローを行ったらよいで
しょうか。

A6 「起きる時間」「勉強をする時間」「寝る時間」を決める「三点固定」
を学校では奨励しています。好きな時間に勉強するというので
はなく、勉強する時間帯を決めた上で、習慣付けをして、こつ
こつと毎日続けられるようにお声掛けください。宿題の取り組
み具合や出来具合を見る際は、保護者の方が「手を加える」ので
はなく、温かく見守りながら寄り添い、子どもたちの手で問題
を解き、理解する喜びを感じられるようにご支援ください。

Q7 高学年になると、どのような学習をするのですか？

A7 ５年生より、算数の授業で週に１回習熟度別の展開授業が始ま
ります。展開授業では、自分の学習目標やペースに合わせて学
習をすることができます。また、子どもたちのさらなる自立を
促し、中学校とのつながりを意識させるため、一人担任制へ移
行します。2021年度からは、４～６年生を対象に１人１台の
iPadを活用したICT教育を実施しています。

Q8 星野学園中学校へは、どのように進学するのですか？

A8 星野学園では、「12年間の一貫教育」をひとつの柱としています。
本校の教育方針に沿って学校生活を送ることができている児童
は、星野学園中学校へ進学することができます。ただし、学業面、
生活面で一定の基準を満たすことが条件です。もし、定期試験
の基準に満たない場合でも長期休業中に補習を行い、小学校6
年間で学習した内容を十分理解した上で、内部進学できるよう
にします。また、6年生は卒業後の春休みに中学校へ赴き、中
高教員によるブリッジ講習を受けます。中学校への不安をなくし、
円滑に中学校へ進学できるようにしています。

Q9 6年生で行われる定期試験について教えてください。

A9 年に５回、設定された日に国語、算数、理科、社会、英語のテ
ストを行います。テストの時間割やテスト範囲は10日前に発
表されるので、学習計画表を使いながら、テストに向けて計画
を立てて勉強することができます。

Q1 ICT教育はどのように行われていますか？

A1 本校には、46台のコンピューターを備えるメディア室（1教室）
と1～3年生向けの貸し出し用のiPadが80台あります。また、
4～6年生は全員にiPadを貸与しているため、身近にタブレッ
トを使える環境が整っており、充実したICT教育を受けること
ができます。

Q2 iPadにはどのような学習アプリをインストールしていますか。

A2 学習支援アプリMetaMoJi(メタモジ)をはじめ、各教科で必
要なアプリをインストールしています。

Q3 iPadの管理をどのように行いますか。

A3 各教室に設置してあるiPad専用の収納ラックで管理しています。
また、長期休暇中には、自宅に持ち帰ります。

Q1 学習や生活面において、入学前に準備しておくことはありますか？

A1 自分の身の回りのことは、できる限り自分でできるようにご指
導ください。学校でも入学後、オリエンテーション期間を設け、
基本的な生活習慣が身に付けられるよう指導していきます。

〈入学前チェックリスト〉
□ 制服や校内着の着替えができ、きれいに片付けることができる。
□ 靴ひもを結ぶことができる。
□ 洋式、和式両方のトイレを使うことができる。
□ 使ったものを元の場所に片付けることができる。
□ はし、フォーク、スプーンを正しく持つことができる。
□ 手洗い、うがい、歯みがき、鼻をかむ等が一人でできる。
□ 電車やバスの中でマナーを守り、静かに過ごすことができる。
□ 自分の通学路を確認し、安全に気を付けて歩くことができる。

Q2 新入生が学校で使うものを教えてください。

A2 学習が進むにつれて教材も増えていきますが、入学当初は以下
のようなものを使います。なお、ご家庭でご用意いただくものは、
キャラクターものや華美なものは避けてください。

Q3 児童の服装について教えてください。

A3 登下校時は制服、制帽で通学します。校内では体育のある日は
体育着、体育のない日は校内着と、服装を使い分けています。

Q4 子どもたちは、休み時間はどのようにして過ごすのですか？

A4 星野ドームやロッククライミング広場、遊具場等で遊んでいる
児童が多いです。星野ドームでは、サッカー、ドッジボールが人
気です。また、読書を楽しむ児童もいます。

Q5 給食の様子を教えてください。

A5 現在は、コロナ感染症予防のため自粛していますが、1年生の
間は、学年そろってランチルームで食べます。食事のマナーを
学びながら、おいしい給食をお腹いっぱい食べます。食べ終わっ
たら次の日の給食をまた気持ちよく食べられるように自分たち
できれいに部屋を掃除します。もちろん他学年がランチルーム
を使うこともできます。

Q6 食物アレルギーについては、対応していただけるのでしょ
うか？

A6 食物アレルギーのある児童には、個別対応をし、除去食や代替
食を提供致します。

Q7 お友達との交流について、どのように指導されていますか？

A7 お友達との交流やトラブルを経験しながら交友関係を築いてい
くことも、学校でしか学べないことです。初めのうちは、教員が
間に入って解決へと導いていきますが、だんだんと自分たちで

解決する能力を身に付けられるように指導しています。また、電
車・バスで通学する児童がほとんどです。クラス・学年が違っても、
同じ方面から通学するお友達同士で仲良くなることも多いよう
です。学校内や電車やバスで、多くのお友達と関わりながら、コ
ミュニケーション能力を高めてもらいたいと考えております。

Q8 入学後に、保護者としてどのようなことに気をつければよ
いでしょうか？

A8 本校では、学校教育と家庭教育の調和を目指しています。まずは、
保護者の皆様が学校の教育方針をご理解ください。また、児童
が規則正しい生活を送れるように気を配ってください。学校生
活を第一優先とし、習い事の量を調整してください。また、星
野学園では芸能活動に関わる活動を一切禁止していますので、
ご理解ください。初めてづくしの1年間になりますので、学校
生活や行事等の楽しい思い出も、お友達とのトラブルも、話を
聞くことで共有しながら、お子様の成長を温かく見守っていた
だきたいと思います。

Q9 子どもたちには、小学校1年生でどんな成長が見られますか？

A9 登校してから下校するまでの1日の中で、子どもたちは多くの
経験をします。例年、保護者の皆様から、次のような声を頂戴
しています。

〈保護者の皆様から〉
・自分から進んで宿題に取り掛かれるようになりました。
・礼儀正しい言葉遣いや挨拶ができるようになりました。
・「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えられるようになりました。
・失敗したときに、自分から「ごめんなさい」を言えるようになりました。 
・自分から進んでお手伝いをしてくれるようになりました。
・早く着替えられるようになりました。
・時間を意識しながら行動ができるようになりました。
・読書が好きになりました。

ICT教育

生活

校内着 体操着

制服（冬服） 制服（夏服）

〈ご家庭でご用意いただくもの〉
□ ふでばこ　□ えんぴつ・赤えんぴつ　□ けしゴム　□ のり
□ はさみ　□ 色鉛筆12色　□ 歯ブラシ・コップ　□ 箸ケース袋

〈学校で用意するもの〉
□ ハンガー　□ Ｓ字フック　□ 連絡帳、連絡袋　□ お道具箱
□ おはしセット　□ 授業で使うファイルやノート等
□ 上履袋、体育着袋、校内着袋
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Q10 クラブ・委員会活動はありますか？

A10 4年生から6年生は、火曜日の6時間目にクラブ・委員会の活
動をしています。昨年度は、サッカークラブ、ボールクラブ、音
楽クラブ、パソコンクラブ等のクラブ、児童会をはじめとした、
放送委員会、運動委員会、図書委員会等の委員会の活動を行い
ました。クラブは通年、委員会は前期と後期でそれぞれ選び、
活動をします。各クラブ・委員会ごとに協力して楽しい活動を
行っています。

Q11 図書室はどのように利用するのですか？

A11 図書室は月曜日から金曜日の朝・20分休み・昼休みに開放し
ています。1人2冊、最大2週間借りることができます。夏休
み等の長期休業の前は、1人3冊借りることができます。

Q12 掃除は子どもたちがやっていますか？

A12 1、2年生は5時間目の授業終了後、3～6年生は6時間目の授
業終了後、各クラスの掃除分担に分かれて子どもたち自ら掃除
を行っています。ただし、クラブ・委員会の関係で火曜日のみ
昼休みに掃除をしています。

各学年の主な宿泊行事

学年 行事名 時期 場所 宿泊日数 目的

１年生 夏の学校 ７月 星野学園小学校 1泊2日 自立体験学習

２年生 夏の学校 ６月 河口湖・富士山 1泊2日 自然体験学習

３年生 夏の学校 ６月 河口湖・富士山 1泊2日 自然体験学習

４年生 宿泊学習 10月 京都・奈良 2泊3日 日本の伝統文化学習

５年生 修学旅行 ８月 ニュージーランド 5泊7日 語学研修

６年生 宿泊学習 5月 神戸・広島 2泊3日 平和学習

全学年 冬の学校 ２月 苗場 1～3年：1泊2日、4～6年：2泊3日 スキー実習

行事

Q1 星野学園小学校の宿泊学習について教えてください。

A1 1年生から6年生までそれぞれ年2回の宿泊学習に取り組んで
います。卒業までにのべ22泊の宿泊を経験します。

Q2 小中高一貫校ならではの行事や交流はありますか？

A2 5月に行われる小学1、2年生を対象とした小中合同の体育祭、
9月に行われる星華祭等、中学校や高校と合同で行う行事があ
ります。また、毎年2月には高校3年生の進路決定者によるボ
ランティアの生徒が授業のサポートに来てくれます。その他にも、
小学校の行事に中学生や高校生が参加したり、手伝いをしたり
することがあります。高校の部活と交流会の機会を設けたり、
各界で活躍されている星野学園の卒業生をお招きして交流した
りすることもあります。

Q3 行事を行う際に大切にしていることはありますか。

A3 行事をただ楽しむのではなく、行事から「何を学ぶのか」という
ことを大切にしています。そのために、行事の前には事前学習
を行い、予備知識を学んで予想を立てたり、行事に向けて念入
りに準備をしたりしています。行事を終えると事後学習を行い、
実際の体験を通して学んだことや感じたことなどを振り返った
り、お世話になった方々に『お礼の手紙』を書いて、感謝の気持
ちを伝えたりします。学年やクラスで達成すべき目標を設定す
るとともに、子どもたち一人一人が「自分の目標」を設定し、活
動を通して様々な知識や経験を得て、年齢に応じた社会性を身
に付けます。

全てが学び。楽しく「学ぶ」が大好きになるアフタースクール全てが学び。楽しく「学ぶ」が大好きになるアフタースクール

星野キッズ
2017年4月、全学年児童を対象にアフタースクール「星野キッズ」を開校しま
した。週１回から利用可能。フルタイムでお仕事をされている方、異学年交流
などお子さまに様々な体験をさせたい方、基礎学力を身につけさせたい方など、
みなさんご利用いただけます。その他オプションとして習い事（プログラミング・
ボルダリング・サッカー・硬筆）教室を開校しています。詳細はパンフレット・
学校ホームページ・学校説明会にてご案内しております。

学習教室の受講
「基礎知識」「思考力」「学ぶ姿勢（学習習慣）」の３つの力を身につけ、「確かな学力」を育てま
す。授業では「できた！」「楽しい！」という気持ちを引き出し、「学ぶことは楽しいんだ」と
いうことを実感できるようにしっかりサポートします。

読書サポート
図書室を活用し、毎日読書をする習慣を身に付けます。感想文を書いたり、本の内容を友
達にわかりやすく伝える練習など、表現力やコミュニケーション能力の向上にもつながり
ます。

所要時間

● JR埼京線（川越線）・ 東武東上線「川越駅」西口………約20分
● 西武新宿線「本川越駅」東口 …………………………約15分
● 西武池袋線「入間市駅」南口  …………………………約45分
● JR高崎線「宮原駅」……………………………………約45分

川越駅

アクセスガイド

本川越駅

入間市駅 宮原駅

スクールバス乗り場

キャンパス広域図

キャンパス周辺図

池袋駅から31分、新宿駅から38分、国分寺駅から36分、赤羽駅から37分川越駅・本川越駅まで

南口

入間市駅

西武
入間ペペ

スクールバス
乗り場

西武
本川越ペペ

本川越駅
蔵のまち口
（東口）

川越
プリンスホテル

229

スクールバス
乗り場

交番

川越
ルミネ

西口

川
越
駅

珈琲館

スクールバス乗り場

日本生命
川越ビル

川越
第一生命
ビル

ウェスタ川越

ドラッグセイムス

西口

スクールバス乗り場

宮原駅

駅
越
川
本

川越市駅 川越駅

コンビニ 病院

交番

交番

中央小

NTT

月越小

月吉陸橋

末広キャンパス
星野高校女子部

石原キャンパス

星野学園中学校
星野高校共学部

至日高

至坂戸

至池袋

至所沢至高麗川

宮
大
至

東武東上線

JR川越線

線
宿
新
武
西

至桶川 至坂戸 至東松山

ま
た
い
さ
至

時の鐘

仲町

菓子屋
横丁

札の辻
市役所

アトレ
マルヒロ

星野学園小学校
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