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2020年4月より横浜英和小学校の校名が『青山学院横浜英和小学校』となりまし

た。初等教育の小学校の教育目標は、知識の習得にあるだけでなく、一人ひとりの

心の育ちを促すことにあります。本校は、創立以来「心を清め人に仕えよ」に表され

るキリスト教精神に基づく人の生き方を、体験を通して学び、豊かな精神性を培う

ことを大切にしてきました。一方大学での高等教育は、広くかつ高度な知識を基礎

として研究を深めて行きます。研究する大学生に初等教育時代に培われた豊かな

人間性があってこそ、次の新しい時代を作り出す人となっていくものと考えます。青

山学院大学との系属校となり、これまでの教育内容に大学との教育連携が加わる

ことによって、子どもたちはどのような未来を創造していくのか。学校、そして子ども

たちの未来にご期待ください。

2023年度 学校案内
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心を清め 人に仕えよ
横浜英和学院は、聖書の言葉に基づく「 心を清め 人に仕えよ 」という言葉を
スクールモットーとしてきました。
聖書の言葉は、永遠の真理であり、生命の言葉です。
この言葉が、子どもたちの人生の道しるべとなることを信じて、
子どもたちの心と身体の健やかな成長を見守り、支えていきます。

校 訓

横浜英和学院 学院長　磯貝 曉成

　横浜英和の学校生活を送っていく中で、どうしていいのかわか
らなくなって失望し、孤立してしまうことがあると思います。もちろ
ん誰しもが育っていく中で経験していくことかもしれませんが、そ
の者にとっては、誰も自分のことを守ってくれない、助けてくれな
い、自分はたった一人だと思い込んでしまうことがあります。
　その時、自分の周りの厳しい現実の様子だけで自分のすべてを見

切ってしまわないでください。もう駄目だと思ってしまったとしても、
この聖書の言葉を思い出してください。
　現実は現実としてきちんと受け止め、しかもなお、その現実の先
を信じて生きる希望を持っていただきたいと、横浜英和学院は
祈っています。

途方に暮れても失望せず
　　　　　　　　　　 文語聖書 コリントⅡ４：８

横浜英和学院スクール モットー「心を清め 人に仕えよ」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 マタイによる福音書５章８節、20章26節―27節

青山学院横浜英和小学校

校長　佐藤 陽明

青山学院英和小学校は笑顔あふれる子どもたちが主人
公の学校です。
教職員はキリスト教の教えである無条件の愛で、心豊か
に子どもたちに寄り添い、子どもたちと共に歩んでいま
す。神さまに愛されている子どもたちは毎朝の礼拝で、
心から神さまと人を愛せるように祈り、隣人と共に生き
る恵みに感謝します。愛に包まれて育つ子どもたちは、
学校が心地よい自分の居場所となり、自己肯定感に満
たされ、自ら積極的に考え行動します。本学のスクール
モットー『心を清め、人に仕えよ』は聖書のことばです。
『心を清め』とは自分の興味、関心だけに固執しないで、

相手の考えに謙虚に耳を傾け、理解することです。『人に
仕えよ』とは人から信頼され、皆に仕え、支えるリーダー
となることです。また、『あなたの隣人を自分のように愛
しなさい。』（聖書）を心に留め、実践する学校です。
現在を取り巻く状況から、楽しく、心豊かに生きるため
に、どの環境でも他者と共に生き抜く力が必要です。私
たち大人は、子どもの自由な発想と創造力を促す環境
を学校と家庭に築くことが必要です。子どもの失敗を恐
れず、自由に考え、行動する子どもを見守り、失敗しても
支え励まし、応援し、失敗から学ぶことが輝く子どもた
ちの道が開けると考えています。

小学校の４つの教育目標
青山学院横浜英和小学校では、スクールモットー「 心を清め 人に仕えよ 」をより具現化した、４つの教育目標を掲げて日々の教育活動を行っています。

神を畏れる
子ども

お そ

P.03

人間を
大切にする
子ども
P.05

考える
子ども
P.07

やりぬく
子ども
P.09



03　青山学院横浜英和小学校 青山学院横浜英和小学校　04

毎日、礼拝から一日の学校生活が始ま
ります。月初めの全校礼拝では、「月の
聖句」のお話を聞きます。心静かに聖書
のお話に耳を傾け、神様の恵みに感謝
すると共に、自分を見つめ直し、生き方
について考えます。月の聖句を日本語だ
けではなく、英語でも暗唱し、みことば
を行う子どもになることを目指します。

毎日の礼拝

１年生から週１時間、聖書の授業があ
ります。聖書の授業は、聖書を読み、友
だちや家族、私たちが多くの人に支えら
れていることを感謝し、祈ることから始
まります。
聖書の教えに基づいた価値観・人間観
を養い、聖書の視点に立って平和問題
を考え、隣人を愛し、隣人に仕える生き
方を学びます。人生の様々な場面にお
いて、聖書のみことばを心にとめて行う
ことができる心を養います。

聖書の授業

教会暦に基づき、イースター（復活祭）、
ペンテコステ（聖霊降臨日）、クリスマス
（降誕日）、花の日・子どもの日、収穫感
謝礼拝などの特別礼拝を守ります。花
の日・子どもの日礼拝の後には、児童の
代表が日頃お世話になっている方々に
感謝の気持ちを込めてお花をお届けし
ます。また収穫感謝礼拝でささげた野
菜や果物は、日本基督教団寿地区セン
ターや特別養護老人ホームハマノ愛生
園へお届けします。

特別礼拝
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神を畏れる
子ども

お そ

神様と向き合う基本姿勢として、
神を畏れ敬う心を育てます。

そして、私たち一人ひとりは、神様に愛されている
かけがえのない存在であることを知り、

お互いを愛し、赦し、尊敬する
心を養います。
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里子からのお礼の手紙

もう一人の友達のために、月に１回「パ
ンと牛乳の日」を設け、給食のおかずや
デザートを我慢して生み出したお金で、
フィリピン・カンボジア・バングラデ
シュ・ウガンダ・ケニア・ボリビアなど、ア
ジアやアフリカ、南米など発展途上国
の子どもたち１６人を、ハンガーゼロ
（一般財団法人 日本国際飢餓対策機構）
を通して里子として支援しています。
この活動は、１９８７年から始まり、既
に３０年以上続いています。

パンと牛乳の日
̶もう一人の友達のために̶

平和の大切さや戦争の悲惨さを考える
ために、毎年「平和を考える礼拝」を守
ります。また、1994年に起こったルワン
ダの大虐殺について、現地NGO団体で
働かれているスタッフをお招きし、憎し
みの感情の緩和と赦しと和解による平
和の実現に向けての活動のお話を聞い
たり、太平洋戦争の沖縄で行われた地
上戦の真実を、語り部の方に直接お話
していただく機会を設けたりしていま
す。これらの活動を通して、過去に起
こった史実を学び、戦争の悲惨さを知
り、これからを生きる私たちはどのよう
なことを考え、取り組んでいけるのかを
考える機会としています。

平和教育

１～３年生の縦割り班に分かれ、３年
生が遊びを計画して一緒に遊びます。
みんなが楽しく遊ぶことができるよう
に、司会やルール説明、役割分担、時間
配分なども考えて計画を立てます。低
学年のうちから、リーダーシップとフォ
ロワーシップを培っています。

あそびクラブ

毎年、５年生の児童が、聖坂養護学校
の子どもたちとの交流会を行っていま
す。養護学校のお友達と、礼拝やゲーム
を通して、一日楽しく触れ合います。日
頃、礼拝や聖書の授業で学んでいる
「共に生きる」ことを体験する良い機会
となっています。

聖坂養護学校との
交流会

入学式や１年生を迎える会など、１年
生と６年生が交流する機会を多く設け
ています。入学してまもない１年生は不
安と緊張でいっぱいですが、優しい６年
生がペアになってお世話をしたり、遊ん
だり、一緒に楽しい時間を過ごすこと
で、学校生活に慣れ不安なく過ごすこ
とができるようになっていきます。

1年生と6年生の交流
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人間を
大切にする
子ども

神様によって創造された一人ひとりは、
等しく尊い存在です。

小学校での６年間、様々な経験を重ねることによって、
誰に対しても思いやり持って接することができる、

豊かな心を育てます。
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教科

小学校オリジナル日記帳

１年生から日記・作文指導、論理的文
章表現に力を入れています。その日いち
ばん心に残った出来事をよく思い出し、
丁寧に綴ることを通して、子どもたち
は、様々な発見をし、同時に文章表現力
も身に付けていきます。
６年生になると、１年間をかけて興味の
あることについてテーマを決め、資料を
集め、分析をして論文の書き方を学び、
「卒業論文」を書きます。そしてさらにク
ラスの中で全員がプレゼンテーション
を行います。優れた作品については、高
学年児童全員の前で発表する機会を
設けています。

国語教育

理科は、４年生からは専科教師による、
観察・実験を多く取り入れ、感動から学
ぶ授業が行われています。葉山ハート
センターでの心臓手術の見学や城ヶ島
の地層観察など、校外学習も行われ、
本物に触れる機会が豊富です。
社会科では、体験を通して学ぶことを
重視し、校外学習を多く実施していま
す。実際に目で見て、観察することに
よって、教室での学びをさらに深い学び
へとつなげていくことができます。
理科・社会科では、校外学習で見たこ
と・聞いたこと・取材をしたことをもと
に、個人新聞・グループ新聞制作に取り
組んでいます。読み手を意識し、視点を
しっかりと持って、要点を分かりやすく
まとめる力を身に付けていきます。

理科・社会科教育

学力は、１年生からの積み重ねが土台
になって形成されます。中でも顕著なの
が算数です。基本となる加減乗除の計
算力を確実に身に付け、さらに小数、分
数、四則混合へすすんでいきます。基礎
学力向上を図るために、学年によって
は週に１，２時間、複数の教師が入り、
個別指導を行っています。また本校独
自の問題集を用いて、基礎基本の問題
からさらに発展的な問題へと挑戦して
いきます。

算数教育

今年度からの新しい「学習指導要領」
では、「コンピュータや情報通信ネット
ワークなどの情報手段を活用するため
に必要な環境を整え、これらを適切に
活用した学習活動の充実を図ること」
「児童がプログラミングを体験しなが
ら、コンピュータに意図した処理を行わ
せるために必要な論理的思考力を身に
付けるための学習活動」が求められて
います。本校では、パソコンの授業に限
らず、各教科でプログラミング的思考を
身に付けるための授業についての研
究・実施を進めています。

プログラミング教育

横浜英和学院は、幼稚園から高等学校
までを有しています。この特色を生かし
て中高連携授業が行われています。中
学高等学校の先生が、小学校の算数や
理科の特別授業をします。中学生に
なっても「あの時の先生」は忘れられま
せん。だから安心して学び続けることが
できます。

中高との連携授業

学年別教科授業時間
（1時間は45分授業です）

英語の授業は１年生から始まり、３年
生以上は週２時間になります。毎年、英
語に興味を持っている3年生以上の子
どもたちが英語スピーチコンテストに挑
戦します。６月から夏休みを経て３か月
以上かけて個別指導を受けます。諦め
ずに頑張りぬく強い心が育まれ、発表
することで大きな達成感を得ることが
できます。

英語スピーチ
コンテスト

考える
子ども

教えられたことをただ学ぶのではなく、
教師や友達と共に考え、

共に話し合い、
触れ合うことを大切にする授業を通じて、
児童が主体的に行動するために必要な、

考える力を養います。

理的文
の日いち
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やりぬく
子ども

何事も最後までまじめに取り組むことは、
子ども達の可能性を大きく伸ばす経験となります。

日々の学習、
年間を通して取り組む委員会やクラブ活動、

学校行事の中で、
やりぬくことの大切さを学びます。

昔から、子どもたちの遊びとして親しま
れてきたなわとび運動は、持久力・筋力
を養うのに適しています。本校のリズム
縄跳びは、一般的な両足跳びをはじめと
して、３０種類以上の跳び方があります。
ひとりでもグループでも、色々な跳び方
を組み合わせて変化を持たせ、音楽に
合わせて楽しく跳ぶことができます。み
んなで心を一つにして、息を合わせて跳
んだときは、一人ひとりが喜びを感じ、
達成感・満足感を得ることができます。

なわとび指導

３年生から６年生までの男子希望者
は、放課後の時間を利用して、担当教師
と、ソフトボール、サッカー、タグラグ
ビーなど楽しくプレーしています。上級
生が下級生に丁寧に教え、少しずつ上
達していく様子が励みになり、男子の交
流も深まります。

男子スポーツ

４・５年生は、夏休みに３泊４日、長野
県の野尻湖近くのラボランドくろひめで
自然学校を行っています。
縦割りのグループで５年生が中心とな
り、自然の中で、自分たちでプログラム
を考えて生活を作り上げていきます。４
日間生活を共にした友達とは、次第に
仲間意識が育まれ、協力することの大
切さ、助け合い、支え合うことを学ぶこ
とができます。

４・５年自然学校

木曜日には、児童会活動とクラブ活動
の時間が設けられています。
児童会活動は、４年生以上の児童が
12の委員会に分かれて、より良い学校
生活のために話し合い、考え、主体的に
活動をしています。月曜日の「英和タイ
ム」のときに、全校児童に向けて各委員
会で話し合ったことを発表する機会を
設けています。
学級委員会、宗教委員会、放送委員会、
図書委員会、体育委員会、保健委員会、
給食委員会、美化委員会、緑化委員会、
新聞委員会、集会委員会、
ボランティア委員会

クラブ活動も、４年生以上の児童が、そ
れぞれ希望した11のクラブに分かれて、
楽しく活動しています。昨年度新設され
たサッカークラブは、幼稚園隣りの第2グ
ラウンドを使用して活動しています。他校
との親善試合や作品お校内展示、礼拝で
の演奏など発表の場を設けています。
テニスクラブ、バスケットボールクラブ、
卓球クラブ、サッカークラブ、
スポーツクラブ、聖書クラブ、
理科クラブ、パソコンクラブ、
ハンドベルクラブ、工芸クラブ、
和太鼓クラブ

児童会活動・クラブ活動

歌の大好きな４年生以上の希望者が
集まり、週１回の放課後練習及び土曜
日や夏休み、春休みの特別練習で、本
格的な発声法を学び、ハーモニーを作
り出します。イースター礼拝やクリスマ
ス賛美礼拝など特別礼拝で奉仕をした
り、神奈川県私立小学校音楽会に参加
したりしています。

合唱隊

り、神奈
したり

ߪ߆ߥߩࠎߗߒߪ߆ߥߩࠎߗߒ

ߦ߁ߣࠎ߶ߦ߁ߣࠎ߶

ޕࠗࠗ߇ߜ߽߈ޕࠗࠗ߇ߜ߽߈

ߌߛࠆ߿߫ࠇ߿ߌߛࠆ߿߫ࠇ߿

㧋ࠆࠇߥߦߕ߁ࠂߓ㧋ࠆࠇߥߦߕ߁ࠂߓ

ラブ、
クラブ、

ߦޠߣ߅ޟߥࠇ߈ߦޠߣ߅ޟߥࠇ߈

ߪ߈ߣߚ߃ߎ߈ߪ߈ߣߚ߃ߎ߈

ޕߒࠇ߁ߦ߁ߎߐޕߒࠇ߁ߦ߁ߎߐ
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15：25

14：35
14：40

13：45
13：05

13：50

12：25

11：35

10：50

10：30

9：40

8：55

8：00
8：05

8：15

8：30

9：45

11：40

12：25

15：45

かえりの会
14：55

下校

そうじ・ひるやすみあそびそうじ・ひるやすみ

きゅうしょくおべんとうきゅうしょく

20ぷんやすみ

低学年礼拝全校礼拝学級礼拝全校礼拝英和タイム礼拝
英和タイム

金木水火月

あさのれいはい・あさのかい朝会
あさのどくしょ予鈴

朝読書

こくご
（どくしょ）こくごがっきゅう

かいさんすうこくご5

せいかつたいいくおんがくこくごずこう4

せいかつさんすうたいいくおんがくずこう3

せいしょえいごさんすうたいいく2

こくごこくごこくごこくごさんすう1

下校

前期
14：55
下校 後期

こくご

パソコン

こくご

夏服

ランドセル

補助バック

冬服

青山学院
横浜英和小学校 の１日

学校給食を通して健康なからだをつく
るだけではなく、心の成長を遂げていく
ようにと考えて、１９５７年９月から始め
られました。当時の湯本アサ学園長（当
時成美学園）は、正しいマナーは、人間
同士の楽しい関係を作るものであり、
給食の約束を守ることは、大切な教育
活動のひとつであると考えました。現在
まで食中毒などによる事故もなく、続け
られています。

学校給食

1年生 じかんわり（例）

小
学
校
の
制
服

子ども達が、放課後、健やかに安心して
過ごせる空間、体験したいことや習いた
いことができる有意義な環境づくりを
目指しています。
運動能力が向上する「キッズコーディ
ネーションプログラム」やYMCA英語
学校や日本語学校と交流する「異文化
理解プログラム」また「英語で遊ぼう」
では、外国人講師等によるレクリエー
ションやゲームなどを通して、楽しく英
語を学びます。
保護者の皆様が安心できるよう、活動
終了後、指導員（YMCAスタッフ）が、最
寄の蒔田駅（横浜市営地下鉄）まで引
率し、乗車を確認します。

YMCA
青山学院横浜英和小学校
アフタースクール

8：05
あさどくしょ

12

6

9 3

8：30
れいはい

12

6

9 3

8：55～
1じかんめ

12

6

9 3

10：30
20ぷんやすみ

12

6

9 3

10：50～
3じかんめ

12

6

9 3

12：25
きゅうしょく

12

6

9 3

13：50～
5じかんめ

12

6

9 3

14：55
げこう

12

6

9 3
8：15

あさかい

12

6

9 3

～8：00
とうこう

アフター
スクール
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青山学院
横浜英和小学校 の 年間行事年間行事

4月 6月 8月 10月 12月 2月

5月 7月 9月 11月 3月1月

入学式

1年生を迎える会

プレーデー

自然学校
（2・3・6年生）

花の日・
子どもの日
礼拝

水泳教室

4・5年生自然学校
夏休み 芸術鑑賞会

聖坂養護学校
との交流会
（5年生）

収穫感謝礼拝

フェスティバル

思い出旅行（6年生）

球技大会

クリスマス
賛美礼拝

子ども
オリンピック

児童向け
講演会

6年生を送る会

卒業式

߇ߥࠎߺߩࠬࠢ߇ߥࠎߺߩࠬࠢ

ోജߢᔕេోߡߒജߢᔕេߡߒ

㧋ࠆࠇߊ㧋ࠆࠇߊ

�ᐕ㑆�ᐕ㑆

ᄢߊ߈ᚑ㐳ᄢߊ߈ᚑ㐳

ޕߚߒ߹߈ߢޕߚߒ߹߈ߢ

ೋߩߡ㛎ߤߌߛೋߩߡ㛎ߤߌߛ

ޕࠗࠗ߇ߜ᳇ᜬ߽ߡߣޕࠗࠗ߇ߜ᳇ᜬ߽ߡߣ

ᄥ㥏߇ᄥ㥏߇

ߦ߆ߥ߅ߦ߆ߥ߅

㗀ߔ߹߈㧋㗀ߔ߹߈㧋

ࠍߺߋߢߥࠎߺࠍߺߋߢߥࠎߺ

ಽߜ߆วޕߔ߹ಽߜ߆วޕߔ߹入学式

プレーデー

自然学校
球技大会

卒業式

フェス
ティバル

4・5年生
自然学校 芸術

鑑賞会

収穫
感謝礼拝

思い出
旅行

クリスマス
賛美礼拝 子ども

オリンピック

2019年度実績
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青山学院横浜英和小学校の青山学院大学との系属校化について
2020年4月より横浜英和小学校の校名が『青山学院
横浜英和小学校』となりました。一貫校である横浜英
和中学高等学校が青山学院大学の系属校となったこ
とから小学校もまたその流れのもとに系属校となりま
した。
初等教育の小学校の教育目標は、知識の習得にある
というよりも、一人ひとりの心の育ちを促すことにあり
ます。横浜英和小学校は、創立以来「心を清め 人に仕
えよ」に表されるキリスト教精神に基づく人の生き方
を、体験を通して学び、豊かな精神性を培うことを大
切にしてきました。

一方大学での高等教育は、広くかつ高度な知識を基
礎として研究を深めて行きます。研究する大学生に初
等教育時代に培われた豊かな人間性があってこそ、
次の新しい時代を作り出す人となっていくものと考え
ます。また、青山学院横浜英和小学校で豊かな心を
培った者が、青山学院大学に進学していくことを願っ
ての系属校化なのです。
青山学院大学との系属校ならではの企画を考えてい
ます。コロナ禍により、具体化が中断していたものが少
しずつ実現に向けて動き始めました。

2018年度卒業

鈴木 そら さん
青山学院横浜英和中学校
3年

2014年度卒業

天野 ひまり さん
国際基督教大学
教養学部
アーツ・サイエンス学科 1年

2012年度卒業

早川 りこ さん
青山学院大学
法学部
法学科 3年

2008年度卒業

徳永 壮亮 さん
東京大学大学院
法学政治学研究科
法曹養成専攻 修了

横浜英和小学校がこれまで行ってきた教育内容・活動が、青山学院大学の系属校となったことによって変わるということではありません。
むしろこれまでの横浜英和小学校のめざす教育が評価されての系属校化です。この教育内容にさらに青山学院大学の教育との連携が加わり、ますま
す充実した小学校教育を目指してまいります。なお、中学校への進学については原則的にこれまでと変わりません。

相模原キャンパスの理工学部との教育交流
　　将来理系の世界に羽ばたく人として育つことを期待して、大学で研究する科学とは何かを小学生に体験させたい。

1

大学体育会クラブ部員との実技交流
　　大学体育会クラブの部員（陸上、ラグビー、サッカー等）が小学生の体育の授業に参加し、
　　小学生にそのスポーツに全身全霊で打ち込む喜びを伝える機会を作りたい。

2

青山学院大学の教育課程との連携
　　青山学院大学生による本校での教育実習、また小学校の自然学校（宿泊行事）にアシスタントとして参加し、
　　小学校教師を志望する大学生に応募の機会を設けたい。

3

大学の英語圏外からの留学生と小学生との交流
　　留学生１人と小学生を組みにして、英語によるコミュニケーションタイムとして英会話の時間を企画したい。

4

ハンドベルクラブの交流
　　青山学院・横浜英和との合同練習・発表会の希望が大学宗教部から出ている。

5

青山学院初等部と青山学院横浜英和小学校との教員交流
　　１日あるいは数日の密着研修・担任学習生活指導・専科教科研究等を計画する。

6

聖書科教師の交流
　　メソジスト派キリスト教学校の一員として教科指導・宗教活動・倫理等についての学習会を設ける。

7

卒業生からのメッセージ

英和小では聖書を通じて”隣人愛”を学びます。だから小学校に
はその教えが身についた、優しい子がたくさんいました。転校
生が来たときには、みんなその子の周りに集まって、｢友達にな
ろう！｣と次々に声をかけていたのをよく覚えています。また、
元々かなり内気な性格だった私が、友達の温かい応援があっ
て、児童会に立候補し、自分の殻を破ることができました。そん
な友達のおかげで、学校生活で不安になった事は一度もあり
ませんでした。優しい友達に囲まれて過ごすことができた英和
小での学校生活は私にとって一生の思い出です。小学校で出
会った友達は、中学生となった今でも、時には自分の相談相手
になってくれ、また時には自分の背中を押してくれる、とても大
切な存在です。

英和小学校で学んだことは「隣人を愛すること」、「自分がされ
たいと思うことを人にすること」です。これは礼拝や聖書の授
業、自然学校を通して何度も聞いた聖書の言葉です。始めはよ
く理解していなかったこの言葉も、成長すると共に友人や先生
方、また家族の行動から自分が愛されていることに気が付き、
自分自身も寛大に、相手のことをよく考えて行動したいと思え
るようになりました。また、勉強が楽しいと思えることも英和小
学校で受けた教育のお陰です。特に英語は、ネイティブの先生
や交換留学生と交流する機会等があり、英語を学ぶことに楽
しさを覚え、中学や高校での英語の勉強も積極的に取り組ん
でいました。英和小学校で学んだ、人との関わり方も勉強への
モチベーションも、現在の私の軸になっています。

私は今、大学で“人権”について、具体的には国際人権法という
分野について学んでいます。2021年３月に名古屋の入管施設
で亡くなったスリランカ人女性についてのニュースを耳にした
ことのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、元々
人権に関する学習がしたかったわけではありません。ご縁があ
り法学部に進学した私は、1年次から無意識のうちに人権に関
する講義を多く履修していました。きっと英和小のキリスト教
精神が私の根底に深く根付いているのだと思います。平和教
育、福祉施設への訪問、「パンと牛乳の日」等、これらを通して
得た感覚や経験が今の私の価値観を築いていることは間違い
ありません。これからは、培った知識を少しでも世の中に還元
できるよう精進して参ります。

横浜英和小には3年生の時に転入しましたが、4年間の学校生
活が様々な面で自分の人生の素地になっています。授業や課
外活動では、知的好奇心を刺激される仕掛けが多く、学び考え
ることの楽しさを知ることができました。休み時間にも理科室
や図書室に足繁く通い、先生と議論をしたり、本を読んだりし
たことを良く覚えています。また、聖書の授業や日々の礼拝も自
分に大きな影響を与えてくれました。在学時に使っていた聖書
には、当時の自分が特に大事だと感じた言葉に何か所も線が
引かれていますが、そこには時代の変化にかかわらず人間に
とって重要な教えが書かれています。英和小で聖書の教えと出
会うことができたおかげで、自分は精神的にも豊かに成長する
ことができたと思っています。
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元町・中華街

桜木町
上大岡

戸塚

大船

藤沢

湘南台

二俣川

大和 中山

中央林間

長津田

町田
登戸

あざみ野

センター南

溝の口

二子玉川

武蔵小杉

菊名
日吉

川崎

新横浜

横浜

蒔田
井土ヶ谷

横浜市営地下鉄ブルーライン主要駅から「蒔田駅」までの所要時間
横浜駅…12分　関内駅…6分　戸塚駅…16分　上大岡駅…5分　あざみ野駅…39分
新横浜駅…23分　湘南台駅…27分

「横浜英和学院」までの
所要時間
地下鉄蒔田駅…徒歩8分
京急井土ヶ谷駅…徒歩18分
バス停通町1丁目…徒歩10分

1880（明治13）年　宣教師H・G・ブリテンが
　　　　　　　　　ブリテン女学校を山手48番に創立

1886（明治19）年　横浜英和女学校に改称

1900（明治33）年　県知事の許可を受け
　　　　　　　　　横浜英和女学校附属幼年学校（小学校）となる

1908（明治41）年　小学校・幼稚園を本牧上台に移転

1923（大正12）年　小学校を蒔田の丘に移転

1929（昭和  4）年　法人名を成美学園に改称，
　　　　　　　　　成美学園小学校となる

1996（平成  8）年　法人名を横浜英和学院に改称，
　　　　　　　　　横浜英和小学校となる

2000（平成12）年　学院創立120周年記念式典

2003（平成15）年　小学校新校舎完成

2004（平成16）年　小学校新体育館完成

2010（平成22）年　学院創立130周年記念式典

2020（令和  2）年　校名を青山学院横浜英和小学校に改称

●
蒔田の森公園

●
コンビニ

百段階段▶

横浜市営地下鉄
ブルーライン
蒔田駅

鎌倉街道

至
関
内

大岡川

至
上
大
岡

●横浜英和幼稚園
●横浜英和学院第2グラウンド

●
勝国寺

●3番出口

●2番出口

正門

■礼拝堂（外観） ■礼拝堂（室内） ■ブリテンホール ■小学校校舎

■校庭 ■体育館 ■普通教室 ■英語教室

■図書室 ■パソコン室 ■理科室 ■給食室

合　計　395 名

7青葉区 1藤沢市57中　区

5都筑区 1茅ヶ崎市5泉　区

19港北区

1横須賀市

13戸塚区

11鶴見区 1綾瀬市66南　区

19港南区

34磯子区34神奈川区

2平塚市

1大和市

4金沢区2瀬谷区

1三浦郡

2緑　区

5旭　区

1相模原市

20東京都11保土ヶ谷区

40西　区

5鎌倉市

2逗子市

25川崎市

登校時、通学路や校門に警備員が立ち、安全を確保しています。登校指導は、父の会
のお父様方にもボランティアとしてお手伝いいただいています。始業時刻を過ぎると
校門は施錠し、下校時は、各担任が開錠及び施錠し、クラスの方面別グループで帰り
ます。
登下校時刻を、保護者の方をはじめ、事前に登録されたアドレスにメールで配信しま
す。暴風・大雨・大雪警報が発令された場合、臨時休校・緊急下校などの連絡をメー
ルでお知らせします。緊急時に備え、児童は安心カードを携行し、落ち着いて行動で
きるように指導をしています。また機種を限定して携帯電話の所持を許可しています。
保護者は、来校時、保護者証の着用が義務付けられています。
児童一人につき、３日分の食料と水及び寝袋などを用意しています。また各教室に非
常時持ち出し袋（懐中電灯、呼び子、応急手当セットなど）を備えています。

安全対策

子どもを守る対策

子どもを育む施設 アクセス

通学方面人数 学校沿革

（2021年度）


