
第１４２回学校体育研究同志会全国研究大会

すべての子どもたちに
豊かな運動文化と生きる力を

～学び、つながり、ともに未来へ～

２０１１年８月６日（土）～８日（月）

体育が好き！いい授業が

したい！研究したい！

仲間と交流したい！

田
全体会
主

主

後

分

【大会日

催 学校
〒160-0

管 学校体育

援 町田市

７ ８

６日
（土）

７日
（日）

朝
食

移
動

８日
（月）

朝
食

移
動

科会
和光中学・高等学校（開会・閉会行事）

東京都町田市真光寺町 1291 町
成蹊小学校
東京都武蔵野市吉祥寺北町 3-3-1 

吉祥寺
授業づくり
和光中学・高等学校 和光鶴川小学校

和光鶴川幼稚園 町田市立小学校 ＆
ホテル・ザ・エルシィ町田
東京都町田市原町田 3-2-9
文化交流の夕べ
程】受付場所：和光中学・高等

体育研究同志会
023 東京都新宿区西新宿８－２－３４ 新宿マン

研究同志会東京支部 東京大会実行委員会

教育委員会 朝日新聞社 日本

９ 10 11 12 13 14

（全国総会） 受 付

開会行事

記念講演・基調報

13：00～14：

分科会・授業づくり②

9：00～12：15
昼 食

分科会・授業づくり④

9：00～12：00
移
動

閉会

行事

１２：１５

～１３：００

※大会問

（受付

『学校体

（町田駅ターミナル口すぐ）
学校

ション５０２ ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｔａｉｋｕ-doshikai.org

http://homepage2.nifty.com/jimmy-i/2011tokyo.htm

民間教育研究団体連絡会

15 16 17 18 19 20 21

告

45

移
動

分科会・授業づくり①

15：00～17：00
移
動

特別講座
17：15

～19：00

分科会・授業づくり③

13：15～17：00
移 動

文化交流の夕べ

19：00～21：15

合せ先 ０８０－４４３１－８８５８ 東京大会実行委員会

関係は JTB）０３－５９４９－１３４８
育研究同志会デスク』 担当／勝見、安達



開会行事 ８月６日（土） 13：00～14：45

記念講演 「社会の実像から見た教育を考える」

～若手教員の質問に応えて～

氏岡真弓氏（朝日新聞社編集委員）

講師の氏岡真弓さんは、現在朝日新聞の編集委員として活躍されています。長

年にわたって、子どもの荒れや学級崩壊、学力問題、教育の格差問題などを取材

し、新聞紙上にありのままの姿を伝えてきています。次の世代にバトンを渡す営

みのすべてを「教育」と呼び、人と人との関係をひらきつなげる試みに明日を信

じたいと語っています。

氏岡さんのひとこと

「小中高校をはじめとする教育の場は、今の社会の実像がよく見え、

次の社会の輪郭がかいまみえる地点だと思います。取材で見てきた子ど

もや学校の姿をお話ししながら、みなさまと教育のありようを考えていけ

基調提案「『つながり』にこめた東京からの発信」

大会基調提
２０１１年は、小学校で新学習指導要領全面実施の年であり、改めて私たちの「豊

す体育同志会実践」を東京から発信していくことで、体育科教育に大きな影響を与え

ます。これまで体育同志会を創り上げてきた多くの仲間と、これから体育同志会を知

の全国大会。私たちが、学び、つながり、未来を語りながら大会を一緒に創り上げて

もたちを大切にした体育同志会実践をより広く伝えていくことができます。一貫して

てきた多くの民間教育研究団体の研究成果を全国に広げる新たな契機を生み出す大

ています。

分科会 ８月６日（土）～８月８日（月）

文化交流の夕べ ８月７日（日）19:00～21:15
全国大会恒例の文化交流の夕べ。今年はホテル・ザ・エルシィに全国の皆様をお

らしい分科会の絆と成果をおいしいお酒や料理とともに楽しく語り合いましょう。

出し物も大歓迎です。東京大会実行委員も全力で盛り上げます。

閉会行事 ８月８日（月） 12:15～13:00 和光中学

【 内容 】
分科会の基調提案の検

討を行い，これまでの研究

の 成 果を 確 認し ま す。 ま

た，３日間の分科会の流れ

を確かめます。

分
科
会
の
流
れ

分科会コマ①
８月 6 日（土）

15：00～17：00
会場 和光中学・高等学校

始まりの大事な

コマ！

話が見えるよ！

実践を

確かめよ

こ

こ

仲

たらと思います。」
案作成委員会
かな運動文化の創造をめざ

ることができると考えてい

る若い仲間が集う首都東京

いくことで、すべての子ど

平和と民主主義を大切にし

会にもしていきたいと考え

【 内容 】
提案された実践をもと

に，より発展し改善され

た実践に向けての授業

づくりや，新たな実践提

案のためのワークショッ

プをします。

実技で

う！

自分の実践

を つ く り だ

そう！
【 内容 】
②③のいずれかで実技を行いま

す。ここでは，実践提案を受け，学

習の流れや集団のあり方，最新の

研究から技術の系統について学び

ます。典型実践から学ぶことも行い

ます。
分科会コマ②
会場 和光中学・高等学校他

８月７日（日） 9：00～12：15

分科会コマ③
会場 和光中学・高等学校他

８月７日（日） 13：15～17：00
分科会コマ④
８月 8 日（月）

9：00～12：00
会場 和光中学・高等学校
ホテル・ザ・エルシィ
迎えします。２日間のすば

分科会や支部からの楽しい

・高等学校

れこそ体育同志会！

こで感動する人多数！

間と文化でつながろう！



分科会一覧表
番号 分科会名 分科会内容紹介 教材・学年 実技

１ 障害児体育

支援学校、支援学級に在籍する児童生徒が増加する中，

子どもたち一人ひとりを大切にした指導が求められてい

ます。しかし、目に見える部分だけが評価され、子ども

の内面の育ちがなかなか見えてこないのではないでしょ

うか。本分科会では「子どものこころとからだを豊かに

する」障害児体育の実践を創造し、「運動文化」を中核に、

発達課題に応じて「わかる」，「できる」支援の方法を探

ります。

なわ・球技

（中学部）

有

屋内

２ 幼年体育

幼年分科会では、幼児期に身に付けるべき力を意識し

た発達段階に応じた運動あそびの系統的な指導のあり方

を検討します。それは、単に○○ができることではなく、

子どもたちがワクワクするような楽しい運動あそびを展

開していく観点から検討していきます。それらのことを

実技を通して楽しみながら交流し研究していきます。

ボールを

使った

運動あそび

（年長児）

有

屋内

３Ａ

小学校

低・中学年体育

（ボール運動）

小学校低・中学年のボール運動教材をもとに、子ども

たちの生活課題・発達課題を探ります。何を教えるのか

を検討します。また、高学年との学習内容の接続につい

ても考えます。（フラッグフットは小６との比較）

ボールけり

遊び（小１） 
フラッグ

フット（小３）

有

屋内

３Ｂ

小学校

低・中学年体育

（器械運動）

１年生のマット運動と４年生の鉄棒運動の実践報告を

もとに、小学校低・中学年における器械運動で教えたい

中身・育てたい力を参加者の皆さんと一緒に考えていき

ます。その学年（クラス）だから教えたいことと低・中

学年だからこそ学んでもらいたい内容との関係を、実技

も体験しながら明らかにしていきます。

マット運動

（小１）

鉄棒運動

（小４）

有

屋内

４
小学校

高学年体育

高学年の子どもたちの生活実態・発達課題を交流しま

す。技能差が激しくなる高学年で、どの子もともにうま

くなり、楽しめるサッカーの授業をどうつくるかを検討

し合いましょう。提案者は、学級の生活課題やグループ

学習のあり方にも目を向けて提案します。

サッカー

（小６）

有

屋外

５ 中学校体育

どの子もうまくなり楽しめる授業にするために、何を

学ばせるか、義務教育修了時に体育で身につけさせる共

通基礎教養を展望して、生徒の実態に合わせた指導を検

討します。バスケットとバレーの実践報告を基に研究し

ます。実技は、野球教材を取り上げます。

バスケット

ボール

（中２）

有

屋内

６ 高校体育

Ａクイックから学び始める 3 人のコンビネーション攻

撃を柱としたバレーボールの授業を全国の3校で実践し、

レポートを持ち寄って研究を進めます。実技も織り交ぜ

ながら、技術指導の系統性やグループ学習のあり方につ

いても討論を深め、生徒集団が相互に折り合いをつけ、

運動文化を我がものとできる学習指導をめざします。

バレー

ボール

（高２）

（大学）

有

屋内

７Ｂ

バスケット

ボール

「戦略・戦術」

みんなで考えたバスケットの作戦を試合で使ってみて、

みんなで協力しながらグループ学習を進めていきます。そし

て、みんながうまくなり、みんなが楽しくなり、みんなで成

長することをめざします。

（中学校）

（小学校

高学年）

有

屋内

７Ｆ

フラッグフット

ボール

「戦略・戦術」

ボールゲームの戦術を学習する授業づくりを、フラッ

グフットボールを教材に行います。実技を通して、2 人対

2 人のゲームで学ばせるべき基礎となる戦術的課題や運

動技能を学び、さらに 3 人や 4 人のゲームへとつなげて

いく過程を丁寧に検証していきます。

(小学校

高学年)

有

屋内

７Ｓ
サッカー

「戦略・戦術」

サッカー学習の入門としての「じゃまじゃまサッカー」

は、中学、高校への発展を展望した時、どの段階まで指

導できるか、高学年の実践報告と、そこで行われた実技

指導を実際経験し、ゲーム展開が楽しめる授業づくりを

めざします。

(小学校

高学年)

有

屋外



８
器械運動

「表現」

子ども自身が考えた通りの動きを表現できるように、

身体操作を身につける「ねこちゃん体操」を考えてきま

した。「お話マット」や鉄棒の連続技づくり、空間表現を

軸にした跳び箱等の授業づくりを積み重ねてきました。

子どもたちの集団的取り組みを通して、系統的にうまく

なる指導・研究を交流します。

（小学校）
有

屋内

９Ｄ
ダンス

「舞踊表現」

「からだのしくみと動きの成り立ち」を学びながら、

子どもたちの内発的な動きを引き出す指導方法と、そこ

から即興的に生まれた動きを作品にしていく指導方法を

研究しています。ダンスの苦手な人も指導できる方法や、

ダンスだけでない、日常生活やスポーツ場面でのあらゆ

る動きづくりの方法が満載です。

（小学校）

（中学校）

（高校）

有

屋内

９Ｍ
民舞

「舞踊表現」

自然な体づかいによる無理、無駄のない動きで形づく

られている民俗舞踊を学ぶことは、子どもたちのからだ

を耕すだけでなく、心を開く豊かさをもっています。今

回は青森に伝わる「荒馬」を教材として取り上げ、授業

や保育の中で、何をどのように伝えていけばよいか、子

どもたちにつけたい力は何かを、実践報告、研究報告及

び実技を通して明らかにしていきます。

「荒馬」

（小学校

低学年）

有

屋内

１０
陸上

「記録・競争」

「ピッチとストライドの支配によるリズムとスピー

ドのコントロール」の基礎教材となるあてっこペース

走をベースに、具体的実践から走運動全般（跳躍を含

む）について実技を通して学習します。「競争から何を

学ぶのか」から競争全般についても、長距離走（中３）

の実践例から学習を進めます。

（中３）
有

屋外

１１
水泳

「水辺文化」

新指導要領の中学年に「呼吸をしながらの基礎的な動

き」が位置づけられました。体育同志会では基礎泳法と

して「ドル平泳法」を位置づけ、実践研究を積み重ねて

きました。分科会では、「ドル平泳法から近代泳法へ」の

学習の流れ、技術学習の系統性を実践報告と実技を通し

て学びます。さらに、「海や河川での水泳や日本泳法など」

を学習内容とする多様な授業の可能性も探ります。

（小６）

有

プー

ル

１２
健康教育の

授業づくり

からだや健康問題の学習をすすめる上では、背景にあ

る社会問題に目を向け、現実の課題に向き合うことが欠

かせません。身近な問題を題材にし、子どもたちの視線

から創っていく授業のあり方や教材づくりの方法を学び

合うこと、子ども・父母・地域の方・教職員との共同の

授業づくりをどう進めるかなどを学び合います。

「すいみん（小３）

他」
無

１３
体育理論の

授業づくり

新学習指導要領にも時間配当が明確にされた体育理

論。「教室でする体育」では何を題材（ネタ）にどんなこ

とを教えるのか、最新の文化研究やスポーツ科学研究の

成果に学びながら、授業の具体的なプランを検討します。

（中学校）

（高校）
無

１４

子ども・

スポーツ・

社会と

学校づくり

子どもをどう理解し、地域と学校の連携・融合をどの

ように進めるか考えます。子どもの権利条約に根ざした

「学校づくり」、そして運動会や部活動等特別活動におけ

る児童・生徒の「自治能力の形成」について、全国の実

践を持ち寄り、討議をしながら「子どもが主人公の学校

づくり」の可能性に迫ります。

（小学校）

（中学校）
無

１５ グループ学習

実践提案をもとに、子どもたちが抱える困難を読み解

きながら、子どもたちとともに創り出していくグループ

学習のあり方を、参加者全員で考えます。運動文化と人

格形成に関する最新の研究成果に基づいて検討します。

バスケットボール

（小学校

高学年）

無

授業づくり教室：上記の分科会の他に、実技が充実させた「授業づくり教室」もあります。

１６.水泳 １７.陸上運動 １８.小学校低中学年ボールゲーム １９.バスケットボール

２０.フラッグフットボール ２１．マット運動 ２２．器械運動

詳しくは次の

ページをご覧

ください！



特別講座８月６日（土）17:15～19:00 和光中学・高等学校
＊民間教育研究団体との共同企画＊
子ども達のゆたかな成長と生きた学力を大切にするには…さまざまの研究団体の実践と成果を学び合おう！

Ａ 国語
表現が生まれる教室実践の創造
～教師よ「夢追い人」たれ～

（日本作文の会 松下義一）
Ｉ 音楽

生きる喜びを歌う。リズム表現をする。
（音楽教育の会 緒志久子）

Ｂ 国語
文章を科学的に「読むこと」の指導
ポイントを紹介。（科学的「読み」の
授業研究会 高橋喜代治）

Ｊ 技術
戻る紙ヒコーキを作って、飛ばそう。

（技術教育研究会 吉田喜一）

Ｃ 国語
「読みの力」を育てる文学の授業づ
くりのポイント解説。

（国語教育研究会 藤田伸一）
Ｋ 家庭

「生きる」ために必須な「からだ」と
「くらし」の学び。
（家庭科教育研究者連盟 鶴田敦子）

Ｄ
算数

数学

最初の難関「くり上がり」「くり下が
り」について考える。10 進位取り記
数法の意味やタイルの使い方を中心
に。（数学教育協議会 増島高敬）

Ｌ
性教

育

性の多様性や自己のセクシュアリティ
について相談できる学校づくり。（“人
間と性”教育研究協議会 渡辺大輔）

Ｅ 理科
たのしくわかる理科授業の実験・

観察のポイントと解説。
（科学教育研究協議会 松本徳重）

Ｍ 英語
担任は「小学校英語活動」で何を教え
ることができるか。

（新英語教育研究会 瀧口優）

Ｆ 社会
社会科・歴史教育─歴史から学び

平和な社会を築く授業づくり。
（歴史教育者協議会 大野一夫）

Ｎ 道徳
あなたは、この問いにどう応える～「な
ぜ、人を殺してはいけないか？」～

（和光大学 梅原利夫）

Ｇ 社会
地震・津波と防災、そして原発を、

どう教えるか。
（地理教育研究会 相原正義）

Ｏ 演劇
演劇教育始めの一歩！生き生きとした
表現とコミュニケーションの楽しさを

（日本演劇教育連盟 大垣花子）

Ｈ 社会
子どもとつくる授業

～小学校社会科＆アニマシオン
(教育＆社会科ゼミナール 田所恭介）

Ｐ
進路

指導

「入試制度」から「入学制度」へ。全
国の実態を交流しながら考える。
（全国進路指導研究会 綿貫公平）

(敬称略)

実技が充実！授業づくり教室
「初めて参加するんだけど、どの分科会にすればいいかな…」「体をめいっぱい動かして、実感しながら学びたい…」

そんなみなさんにピッタリなのが「授業づくり教室」です。３日間、実技を中心に学び合います。子どもになったつ

もりで体を動かすので、気持ちがよくわかります。また、みんながうまくなるための「技術指導の系統性」やみんな

でうまくなるための「グループ学習の方法」など、体育の授業づくりについて、わかりやすく学べますよ！

８月６日（土）15:00～17:00 和光中学・高等学校

８月７日（日） 9:00～17:00 成蹊小学校

８月８日（月） 9:00～12:00 和光中学・高等学校

番号 授業づくり教室名 主

１６
水泳

※場所にご注意ください

同志会の最大の研究成果の一つである

て「子どもたちにどう指導したらいい

１７ 陸上運動
「田植え走」「段ボール走」知って

走り幅跳びなどについて「つなが

１８
小学校低・中学年

ボールゲーム

低学年「的当て・シュートボール」か

ます。「ハンドボール・（タッチ）バ

１９ バスケットボール 
“二人のコンビネーションによる

みんなと、うまくなるバスケット

２０ フラッグフットボール 
指導要領に例示されたフラフトは作戦

運動の動き方がよくわかります。みん

２１ マット運動 
マット運動で子どもの笑顔をいっぱい

集団マットの授業づくりのコツを一緒

２２ 
器械運動 

（跳び箱・鉄棒） 

ねこちゃん体操で体幹操作の感覚

の技のポイントをさぐってみまし

実技はちょっと…という

方、見学だけでも大歓迎！ 

ラッキー！！ 

他の教科も 

学べちゃう！ 軽食が出ます！ 
◎実技のできる服装、くつ、体育館履きを 

持参してください。 

◎水泳教室のみ、３日間とも「和光中学・高

等学校」で行います。 

◎２日目から参加の方は、受け付けも成蹊小

学校で行います。 
な内容

『ドル平泳法』を知っていますか？実技を通し

のか」を学び、必ず泳げるようになります。

いますか？短距離走、リレー、ハードル走、

り」を意識して学習していきます。

ら中学年の「タッチボール」を中心に取り上げ

スケ」へと系統立てた指導について考えます。 

パス・シュート”から出発し、「みんなが、

」を目指します。  

を学ぶのに最適！みんなに役割があり、ボール

なでつながって、みんながタッチダウン！ 

にしてみたいと思いませんか？側転・連続技・

に考えましょう。先生も笑顔になりますよ！ 

づくりをしたら、マット、跳び箱、鉄棒運動

ょう。 



参参 加加 申申 しし込込 みみ要要 領領   
◆参加形態および参加費 

① 参加形態 ：1 日・2 日間・3 日間とありますが，分科会は 3 日間ともありますので 3 日間の参加をお奨めします。 

②   3 日間 ９,０００円（学生４,５００円） 2 日間 ７,０００円（学生３,５００円） 1 日 ４,０００円（学生２,０００円） 

※参加費には提案集の費用を含みます 

※開会行事の氏岡氏の記念講演のみの参加の場合は、申し込みの必要はありません。当日５００円をいただきます。 

③ 文化交流の夕べ（８月７日） ホテル・ザ・エルシィ町田：６,０００円   ※宿泊参加者・通い参加者とも申し込みが必要です。 

④ 弁 当 ：８月７日 飲み物付き（費用：１０００円） 必要な方は申し込みをして下さい。（申し込みされることお勧めします） 

⑤ 特別講座：参加される方は，必ず申し込みをして下さい。(軽食あり) 

⑥ ７月１５日までに申し込まれた方は、傷害保険に加入しています。 

 

◆子ども学校 【よく学び・よく遊び・よく働く】 

＊７月１５日の申し込み締め切り後，持ち物，集合時刻・場所等についての連絡やしおりの発送を実行委員会よりさせていただきます。 

 

◆保育  

＊７月１５日の申し込み締め切り後，持ち物，幼児の受け渡し時刻・場所等についての連絡を実行委員会よりさせていただきます。 

 

◆宿泊のご案内  ※部屋数に限りがありますので、先着順となります。ご希望にそえない場合は連絡をさせていただきます。 

 

宿泊地 ホテル名 部屋タイプ 
宿泊料金       

（お 1人様/1 泊あたり） 
朝食 

シングル 8,500 円 
JR町田駅徒歩5分 町田ヴィラ 

ツイン 8,000 円 
    1 泊朝食付 

シングル 8,800 円 

ツイン 8,300 円 
JR 町田駅南口 

徒歩３分 
ラ・ポール千寿閣 

トリプル 8,300 円 

1 泊朝食付 

シングル 9,800 円 
JR町田駅徒歩１分 ザ・エルシィ町田 

ツイン 9,300 円 
1 泊朝食付 

JR町田駅徒歩４分 リソル町田 シングル 7,800 円 1 泊朝食付 

  ＊前泊（8/5）・後泊（8/9）の設定も用意しております。（宿泊料金は上記と同額です。） 

 

◆申し込みの方法 

①申し込み書に必要事項を記入の上，申し込み書を切り取り FAX または郵送にて、下記デスクへご送付ください。 

（電話・メールでのお申し込みはお受けできませんのであらかじめご了承ください） 

 

②デスクより「請求書」を送付しますので、内容を確認いただき１週間以内に指定口座にお振込みください。 

  （振込手数料は申し込み者負担となります。あらかじめご了承ください。） 
                     

③ご入金確認後、デスクより「提案集」を送付します。 

（なお，提案集は締切日までに申し込みをされた方に送付します。締切日以降の申し込み者には大会受付でのお渡しとなります。） 

 

◆申し込み先 および 申し込みについてのお問い合わせ先  

  『学校体育研究同志会デスク』 担当／勝見、安達 

   〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14 ダイハツ・ニッセイ池袋ビル７階 ㈱ＪＴＢビジネスネットワーク内 

   電話 ０３－５９４９－１３４８     ＦＡＸ ０３－５３９６－８１４０ 

   営業時間：平日（月～金）9 時 30 分～17 時 00 分 ※土日祝は休業  

    ＊大会についての問い合わせは、東京大会実行委員会までお願いします。（０８０－４４３１－８８５８ 大会実行委員会) 

 

◆申し込み締切 ７月１５日（金） （申し込み開始は５月１７日です。） 
 

◆予約の変更・取消 

  ＊予約の変更・取消をされる場合は，お早めに書面（FAX）にてご連絡ください。お電話でのお申し出はお受けできませんのであらかじ

めご了承ください。営業時間外のお申し出の場合は，翌日などの営業日時間内での受付処理となります。ご注意ください。 

＊返金先の口座（銀行名・支店名・口座番号・名義人）も必ずご明記下さい。取消・変更によるご返金は大会終了後になる場合もござい

ます。 

（振込手数料は申し込み者負担となりますがあらかじめご了承ください。） 

＊大会参加費は大会提案集代金と申し込みや郵送やキャンセルにかかる事務経費３０００円を差し引いて残金を返金いたします。 

＊子ども学校・保育・文化交流の夕べ・弁当は 8 月 4 日までは全額返金・8 月 5 日は半額返金となります。8 月 6 日以降はご返金できま

せん。 

＊宿泊の取消料は宿泊日の前日から起算して 20～8 日前は 20％、7～2 日前は 30％、前日は 40％、当日は 50％の割合で発生します。 

（いずれも営業時間内のお申し出に限ります。営業時間外は翌日扱いとなります。ご注意下さい。） 
 

 



和光中学・高等学校へのアクセス 【小田急小田原線 「鶴川駅」よりバス】 
＊鶴川駅よりバス。「鶴川団地」または「和光学園前」下車 （バスで約１０分乗車  バス運賃１９０円） 

        

（１）新横浜より和光中学・高等学校まで、約６０分  （乗車３６分、乗り換えなど約２４分  電車運賃４４０円） 

        

JR 横浜線 小田急小田原線  
横浜 

７駅  約２０分 
町田 

２駅 約６分 
鶴川 

バス 

          

（２）新宿より和光中学・高等学校まで、約６０分  （乗車４５分、乗り換えなど約１５分  電車運賃３３０円） 

          

小田急 小田原線 （各駅停車乗り換え）  
新宿 

急行７駅 約３０分 

新百合 

ヶ丘 ２駅 約５分 
鶴川 

 

          

（３）東京より和光中学・高等学校まで、約１時間１５分  （乗車６０分、乗り換えなど約１５分  電車運賃５２０円） 

          

JR 中央線 小田急 小田原線 （各駅停車乗り換え） 
東京 

快速４駅 約１５分 
新宿 

急行７駅 約３０分 

新百合

ヶ丘 ２駅 約５分 
鶴川 

        

（４）羽田より和光中学・高等学校まで京急利用、約１時間４０分  （乗車８２分、乗り換えなど約１８分  電車運賃９２０円） 

          

京急 空港線  JR 山手線 小田急 小田原線    
羽田 

快速２駅 約１７分 
品川 

８駅 約２０分 
新宿 

急行７駅 約３０分   

          

（各駅停車乗り換え）                            バス 新百合 

ヶ丘 
 鶴川 

 

     

 

成蹊学園
＊JR 中央線 」よりバス 「成蹊学園前」下車 （バスで約１５分乗車 バス運賃２１０円） 

               

＊町田駅より 分 （乗車５５分、乗り換えなど約１０分 電車運賃４４０円） 

         

京王 井の頭線   
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吉祥寺駅中央口 

（北口）又は東口 

バス乗り場①②

から乗車。 

どの系統でも、 

「成蹊学園前」で
町田 
急行６駅 約２７分 

下北沢 
急行 ４駅 約１５分 

吉祥寺 
 

         

       

子ども学校      青梅   成蹊学園  

よく学び・よく遊び・よく働く】    ＪＲ中央線 吉祥寺   新宿  

梅市御岳周辺の自然の豊かさに触れた体験学習から、 

団の協調と友情を深め、楽しく豊かな共同生活をつくる 

ログラムを組みました。                           和光学園       下北沢 

場  所： 東京都青梅市 ＪＲ御岳駅周辺                     小田急線 

宿  舎： 「駅前山小屋 ＡーＹＡＲＤ」                  町田   鶴川           

〔電話〕０４２８－７４－９４５３                                  東海道新
対  象：  小学校１年生～大学生                                                

定   員：  先着４０名まで（人気のある施設のため、お早めにご予約下さい！）            新横浜 

費  用：  １９、９００円（宿泊費、交通費、食事、体験費用、保険料等）             

保 育 
場 所 ： 和光鶴川幼稚園（和光中学・高等学校近所） 

対 象 ： 幼児（３歳～小学校１年生） ※おむつが取れている幼児 

定 員 ： ８名（先着順） 

費 用 ： ６日・８日 ３０００円  ７日 ５０００円 （おやつ・保険料・昼食など） 

  程        午前              午後                    夜 

／６（土）  受 付  青梅市御岳まで移動  飯盒炊さん 

／７（日） ケーブルカーで御岳山頂へ(自然探索) 大型ボートによる川下り ナイト・ウォーク 

／８（月） 子ども学校報告準備 電車で移動 閉会行事（子ども学校報告） 

下車。 
バス 
鶴川駅北口 

東口バス乗り場②

鶴１１系統、 

鶴１２系統に乗車。 

「鶴川団地」（終点）

下車が近いです。本

数も多い。「和光学

園前」 でも大丈夫

です。 
２駅 約５分 

 

へのアクセス 
、京王井の頭線 「吉祥寺

  

成蹊学園まで、約１時間５

 

小田急 小田原線 
  

 東京     

幹線 

 

 

 

 

 


