
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

『アフタースクールは 

未来への架け橋！』 

 

聖ヨゼフ学園小学校 

校長 荒屋 勝寿 

                                   

 

「信・望・愛」の校訓のもとカトリックの精神を基盤とした教育活動を実践

し、神様からいただいた能力や才能、個々の賜物や可能性（：タラントン）を

最大限に伸ばしていくのが聖ヨゼフ学園小学校の教育です。児童一人ひとりの

個性を尊重し、すべての教員がその成長を常に見守っています。 

 

アフタースクールを始めて４年が経過するところです。教室が充実し、文化

系６教室、学習系２教室、検定系３教室、体育系２教室の１３教室で運営して

います。どの教室でも子どもたちの瞳は輝き、感性が磨かれている様子がうか

がえます。ワクワクする体験の中で、お互いの関係がかけがえのないものへと

変化していきます。 

 

各教室は、子どもたちの変化へのチャレンジの場であり、新しい姿が生まれ

る場です。聖ヨゼフ学園小学校のアフタースクールは、未来への架け橋となる

講座です。 

 

いきあたりばったりでは、成長は望めません。五感を使って、からだ全体で

感じることが教育現場には必要です。考えるあまり感じることがおろそかにな

ってしまうと、子どもの生きる力は半減してしまいます。アフタースクールで

は、一人ひとりの子どもたちの心と体の成長を最大限に育みます。 

 

 



 

【華道教室】 

 

●講師 草月流理事  

足立 里虹（９回生） 

 

 草月流は、今年創流 90 周年を迎えま

した。草月の生花は、「いつでも・どこで

も・だれにでも・どんな材料を使っても

生けられる」ということを特色にしてい

ます。 

ひとりひとりに個性があるように、植

物の表情も様々です。美しい日本の四季

を感じ、植物で表現する楽しさを学び、

「花を生ける」積み重ねが感性を磨き、

そこから豊かな心が育ちます。個性の違

いを認め、自主性を大切にし、自分の考

えを言葉や作品の中でしっかり表現でき

るように指導します。 

 

 

 

 

【茶道教室】 

 

●講師 裏千家 教授  

川松 圭子（１２回生） 

 

 茶道のこころ・精神である「和敬清寂

（平和と調和・互いに敬いあい、清らか

な落ち着いた心）」は、聖ヨゼフ学園の校

訓「信望愛」と相通ずるものがあります。

日本の伝統文化である茶道を校内の茶室

で経験してみませんか。季節感を大切に

し、「心をこめてお茶一服をさし上げる」

「感謝していただく」…互いを尊重し合

う心が生まれてくると思います。茶道の

型や所作を身に着けることは容易ではあ

りませんが、各学年に応じた指導を行っ

ています。 

 

 

 



 

【日本舞踊教室】 

 

●講師 吉村流師範名取 

   平井 三恵子（８回生） 

 

日本舞踊は、美しい振りを唄に合わせ

て舞い、踊ることによって豊かな情操を

育む伝統芸能です。当教室では、吉村流

（上方舞、地唄舞）の流儀に基づき、基

礎から丁寧にお稽古をいたします。併せ

て、お作法、着付け、浴衣のたたみ方も

お教えいたします。昨年度は、お稽古の

成果をヨゼフ祭で発表し好評を得ました。

本年度も同様に校内での発表の場を持つ

ほか、希望者へは、鶴見邦楽連盟主催（鶴

見区役所後援）の邦楽百華への出演も計

画しております。 

 

 

 

 

 

【筝曲教室】 

 

●講師 生田流大師範 

西谷 しのぶ（１４回生） 

 

 お箏の演奏を基礎から学ぶ教室です。

学園内の発表として、9 月のヨゼフ祭に

中高生と「箏コンサート」として参加し、

演奏を行います。今年も３月に、「三ツ池

公園で開催された「さくら祭りコンサー

ト」に参加して、成果を披露することが

出来ました。日本の伝統器楽である筝曲

を学ぶ意義は計り知れません。技能に留

まらず、筝という楽器が奏でる音楽を通

して合奏する楽しさや人との調和を学ぶ

ことが出来ます。また、独奏することで

大きな自信を身につけることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【SuperMath 算数ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾁｬﾚﾝｼﾞ教室】 

 

●講師 学園教職員 

 

算数に特化した教室です。2 段階のプ

ログラム構成になっています。第一段階

として、11 月に行われる思考能力検定の

合格を目指します。 

第二段階として、思考能力検定試験終

了後、その思考能力検定で培った能力を

生かして、低学年は「キッズ BEE 算数オ

リンピック」、中学年以上は「ジュニア算

数オリンピック」トライアル（翌年 6 月

実施）に挑戦し、ファイナルを目指すこ

とを目標に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

【そろばん教室】 

 

●講師 高田 房枝（８回生） 

 

 そろばんの学習効果は、今や世界的に

認知されています。長年の実績があるベ

テラン講師が、基礎から丁寧にそろばん

を指導し、２桁×２桁のかけ暗算ができ

ることを目指します。 

また、校内で公益社団法人全国珠算教

育連盟の検定試験を受験することが出来

ます。昨年度も、受講者全員が検定試験

に合格することが出来ました。今年もさ

らに上級の検定試験合格を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【アルゴクラブ】 

 

●講師 学園教職員 

（国際アルゴクラブ公認コーチ有資格者） 

 

 数学者ピーター・フランクル氏が顧問

を務めるアルゴクラブのプログラムです。 

「元気、集中、マナー」を合言葉にして、

子どもたちの算数好きスイッチＯＮ !!! 

楽しく競い合いながら、数理的思考能力

を飛躍的に高めるコースです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【英語多読教室】 

 

●講師 秋山 伊都子（１０回生）  

 

“Extensive Reading”―多読とは？

1）辞書を引かない 

2）日本語に訳さない 

3）すらすら読める英文を楽しむ 

4）たくさん読んでみよう 

－と言うことです。 

 多読の効果は研究され、実証されてい

ます。英語を学び使う喜びを実感しまし

ょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

【英検ジュニア、英検教室】 

 

●講師 学園教職員 

 

英検ジュニア（児童英検）教室では、

個々の英語力に合わせて、ブロンズ、シ

ルバー、ゴールドの受験目標を設定し、

スコア８０以上を取ることが出来るよう、

トレーニングを積み重ねていきます。宿

題による自宅学習も課し、小テストを繰

り返しながら単語力も向上させていきま

す。コミュニカティブな英語力を養成す

るため、授業のやり取りでも、英語を多

用します。各レベルとも第 3 回検定で全

員がスコア８０以上をマークすることを

最終目標とし、過去問題の分析を通した、

効果的なトレーニングを進めていきます。 

昨年度開講した 4 級受験コースに加え

て、今年度は、英検 4 級合格レベルの児

童を対象とした英検 3 級コースを新たに

開設しました。英検 3 級コースでは、英

作文の力とスピーキングの力を強化する

練習に重点を置いて取り組んでいます。 

 

 

【書写教室】 

 

●講師 真田 真由美（１4 回生） 

 

今年度より名称が「書写教室」となりました。

この教室では、学校生活に生きる基礎的な書写力

をつけていきます。１～２年生は硬筆学習、3年

生以上は毛筆と硬筆学習を行います。正しい鉛筆

と筆の持ち方、良い姿勢を身に付けて、「とめ」

「はね」「はらい」という字形の基本をしっかり

習得していきます。こう書いたらきれいに書ける

かな、もっとこの線を伸ばして書いたらどうだろ

うと、手本を見て自分で考えて、文字に向き合う

力を育てたいと考えています。また作品作りを通

して、日頃の学習成果を実感していただけるよう

に指導してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 



 

【ラテンハープ教室】 

 

●講師 王子 幸代（２８回生） 

 

アルパといわれるラテンハープの教室

です。アルパは、パラグアイ、ペルー等、

ラテンアメリカ諸国で演奏されるハープ

です。日本では、あまり知られていませ

んが、ラテンアメリカのフォルクローレ

で使われる民族的な楽器です。習おうと

しても、なかなか習う機会がない楽器と

いえます。演奏曲は楽譜を使わないのが

特徴で、目と耳で技術を習得して、演奏

できるようにします。どこか懐かしい、

美しく、豊かな音色を奏でるアルパで、

やさしい曲から演奏出来るようになるよ

う、丁寧にお教えいたします。 

 

 

 

 

 

 

【テコンドー教室】 

 

●講師 日本テコンドー協会 

 三段 趙 哲来（３９回生） 

二段 趙 智愛（３５回生） 

 

テコンドーは韓国の国技で、多彩で美

しい蹴り技を特長とした武道です。テコ

ンドーの練習を通して「心と体を柔軟に

し、 肉体と精神を強くして、心身ともに

美しくなる」ことを目指します。１年生

は基本の型の練習を中心に取り組みます。

全学年クラスは、組手の練習にも取り組

みます。防具を着用し、安全重視の練習

を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

【剣道教室】 

 

●講師 五段 矢野清久 

（本校卒業生保護者） 

 

剣道は日本古来より伝わる武道で、世

代を超えて学びあう生涯教育の一つです。

正しい正座の仕方、礼の仕方からはじめ、

足の運び方や竹刀を持っての素振など基

礎から、実際に打ち込むことまでを実践

しています。技術的な指導はもちろんの

こと、「礼に始まり礼に終わる」と言うよ

うに、挨拶や礼儀を重んじた指導を行っ

ています。また、個人戦・団体戦とある

ように、自らの力を向上させるだけでな

く、仲間を思いやる心も身に付きます。

稽古を続けることによって、心身を鍛錬

し、人間形成を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

【特別教室】 

 

●講師 本校卒業生及び保護者 

 

 夏休みには、通常の講座とは異なる短

期型の講座を開講します。昨年度は「電

子回路教室」「料理教室」「デコレーショ

ン教室」等を行いました。 

 冬休みには「スキー教室」を行いまし

た。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【表彰・発表会】 

 

 各種検定にチャレンジしています。各

講座、学年や進度に応じた級を受験し、

ほぼ 100％近くの児童が合格しており

ます。合格することによって、さらなる

意欲や向上心が芽生えます。 

  

 「筝曲教室」「日本舞踊教室」「ラテン

ハープ教室」「英語多読教室」「テコンド

ー教室」では、ヨゼフ祭や鶴見公会堂、

三ツ池公園等において、日頃の成果を発

表し、好評を得ています。 

 

《検定試験昨年度実績》 

・「思考能力検定試験」 

・「公益社団法人全国珠算教育連盟検定試

験」  

・「日本漢字能力検定試験」 

・「英検 Jr.」 

・「英検」 

・「日本テコンドー協会 昇級試験」 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【月曜日】 

 14：50～15：40 〔50分〕 

●剣道教室A      〈１～３年生〉 
 

14：50～16：40 〔110分〕 

●英検ジュニア     〈１～３年生〉 
 

15：50～16：40 〔50分〕 

●剣道教室B〈４～６年生〉 
●英検ジュニア     〈4～6年生〉 

  

 

【火曜日】 

 15：50～17：20 〔90分〕 

 ●茶道教室A（月2回）〈２～６年生〉 
 ●日本舞踊教室     〈全学年〉 
 ●アルゴクラブA    〈１・２年生〉 
 

15：50～16：50 〔60分〕 

 ●華道教室（月2回） 〈３～６年生〉 
 

 

【水曜日】 

 15：50～17：20 〔90分〕 

 ●そろばん教室       〈全学年〉 
 ●英検           〈全学年〉 
 ●SuperMath算数オリンピック 

チャレンジ教室A〈１・２年生〉 
 ●筝曲教室（既習者）    〈全学年〉 
 

 

 

 

 

 

 

★聖ヨゼフ学園小学校アフタースクール 

アフタースクール担当 

法人事務局 

内 田 和 範 

 

 

 

 

 

【木曜日】 

 14：50～15：40 〔50分〕 

●テコンドー教室A    〈１年生〉 
●英語多読教室A     〈１年生〉 
●ラテンハープ教室C   〈１年生〉 
 

15：50～16：40 〔50分〕 

●英語多読教室D    〈４～６年生〉 
 

15：50～16：50 〔60分〕 

●ラテンハープ教室D  〈2～６年生〉 
 

15：50～17：20 〔90分〕 

●テコンドー教室B    〈全学年〉 
 ●アルゴクラブB    〈２～６年生〉 
 ●筝曲教室B       〈全学年〉 
 

【金曜日】 

 14：50～15：40 〔50分〕 

 ●書写教室A      〈１・２年生〉 
 ●茶道教室B       〈１年生〉 
●英語多読教室B     〈２年生〉 

 ●ラテンハープ教室A  〈１・２年生〉 
 

15：50～16：40 〔50分〕 

●英語多読教室C     〈３年生〉 
 

15：50～16：50 〔60分〕 

●ラテンハープ教室B  〈２～６年生〉 
 

15：50～17：20 〔90分〕 

●書写教室B     〈２～６年生〉 
●SuperMath算数オリンピック 

チャレンジ教室B〈3～６年生〉 
 

〒230-0016 

横浜市鶴見区東寺尾北台１１番１号 

［TEL］045-581-8808 

［FAX］045-584-0831 

［URL］http://www.st-joseph.ac.jp/ 

［ｱﾄﾞﾚｽ］ 

uchida_kazunori@atonement.ed.jp 

 


