
学園のシンボルマークは熊

BUNRI’Sの由来

銅銘板
文理小学校では６年間の教育課程を修了し巣立っていく文理生を祝し、
文理ファミリーの栄誉として児童一人ひとりの氏名を 「銅銘板」 に刻ん
でいます。
文理小学校６年間皆勤（Per fec t  At tendance）であった卒業生に
は　　印、英語検定準２級以上取得（EIKEN Ｒｅｓｕｌｔ）の卒業生には
　　印、富士山登山の達成者（Ｃｌｉｍｂｅｄ Ｍｔ. Ｆｕｊｉ）には　　印を氏
名の前に記し、その栄誉を称えます。　

SEIBU GAKUEN BUNRI ELEMENTARY SCHOOL

西武学園文理小学校

文理は、夢に向かって羽ばたく若者の学園、地球の学園、未来の学園を
目指します。
この思いをスクールアイデンティティとして「アポストロフィーS」に象徴さ
せました。またSの文字は、成長曲線とも呼ばれ、これを引き伸ばした形か
ら助走、急伸、飽和と続く成長現象を表しています。新しい時代を創りだ
す人材、未来の地球に貢献できる人材を育成したい。この思いを「'S」に
込めました。

BEARには”熊”のほかに”耐える”という意味があります。耐えて、努力し
て、やり遂げるというのが文理のスピリットです。また、熊のように厳しい冬
の季節を堂々と乗り越えてもらいたいという気持ちも込められています。

西武学園文理小学校
〒350-1332 埼玉県狭山市下奥富600番地　TEL.04-2900-1800

西武新宿線「新狭山」駅より徒歩10分／「川越」「稲荷山公園」「東飯能」3駅よりスクールバス運行

https://www.seibubunri-es.ed.jp
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　西武学園文理小学校は、西武学園文理中学・高等学校とと

もに、12年間の一貫教育で「世界のトップエリート」を育成するこ

とを教育の目標としています。 そのため、イートン校をはじめとす

る英国のパブリック・スクールを模範として、真のエリートに相応

しい品性と豊かな知性・教養、自由と規律の精神を培うことを教

育の理念としています。

　具体的な3つの教育の柱を「心を育てる」・「知性を育てる」・

「国際性を育てる」に設定し、日々の教育活動の中で実践してい

ます。 具体的には知識の活用力・思考力・判断力・表現力の

養成、国際理解教育、英語教育に力を注いでいます。 特に「世

界のトップエリート」として活躍するためには「日本人としてのアイ

デンティティ」を身につけることが大切と考え、日本の伝統文化に

親しむプログラムを数多く実践しています。 さらに、異文化を積

極的に理解しようとする姿勢を育むため、学内にいる多くの外国

人英語講師との交流の場を数多く設けています。

　英語の学習は、英語の時間のほかに音楽、図工、体育、情報

の授業でも英語を導入し、一週間に約10時間の授業で英語に

触れる環境を用意しています。 また、5年生ではイギリス短期留

学、6年生ではアメリカ研修を実施し、児童は本物に触れ、話し、

吸収し、「世界のトップエリート」への道を歩んでいきます。

　皆様のお子様が文理小学校のすばらしい教育に出会うため

に、ご入学されることを心よりお待ちしています。

12年間一貫教育
12年一貫教育のメリットは無理なく無駄なく豊かな知性と人間性を育むこと。
小学校では「学ぶ楽しさ」を知り、「自ら考え、判断し、行動する」ことを学びます。

The Mission of The Bunri
学校法人文理佐藤学園の使命

校 長

Satoshi Furuhashi

古橋 敏志

校 長 古橋 敏志

理事長

Fumihiko Adachibara

安達原 文彦

夢をかたちにする

先鋭的な教育事業を通じて、ホスピタリティ精神あふれる思考・探究型の
ボランタリー人材を育成します。
　
物事に対し Why（使命）を思考し、 How（戦略）を探究し、Do（実践）を
率先する意欲的な主役をグローカル社会に輩出します。
　
すべてのステークホルダーの多様な喜びと幸せに貢献するために存在します。

３つの教育の柱

知 性
～知性を育てる～

学びの喜びを体感させ、

確かな学力と、創造性、論理性、

プレゼンテーション力を

育てます。

こころ
～こころを育てる～

人に対する思いやりの心、

命を大切にする優しい心を

もった子どもたちを

育てます。

学識と技術の錬磨
報恩の精神
不撓不屈の精神

建学の精神
PHILOSOPHY OF EDUCATION

すべてに誠をつくし、
最後までやり抜く強い
意志を養う

教育方針
BUNRI EDUCATIONAL POLICY

誠実 SINCERITY
信頼 RELIANCE
奉仕 SERVICE

校訓
SCHOOL MOTTOS

学力を身につけるだけでなく、ホスピタリティ教育を重視し、明るく元気で、人を思いやる優しさのある温かい心を育みます。

国際性
～国際性を育てる～

一日中英語のシャワーをあびながら

日本人としてのアイデンティティを

持った真の国際人になるための

基礎を作ります。
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創立者・名誉理事長

Hideki Sato

佐藤 英樹
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◆異文化交流や様々な人との関わりから、多様性を尊重する心を育む
学校交流会や海外研修等で、異なる文化の中で暮らす子どもたちと交流したり、
様々な国籍の外国人英語講師と触れ合うことで、多様性を尊重する心を育みます。

やさしい心、感謝、誠実

を育てる
こころ あいさつはコミュニケーションの初めの一歩、

感謝の気持ちを表現する習慣を身につける。

心に蒔いた「思いやりの種」は、いつか必ず花ひらきます。
登下校時の正門で子どもたちと挨拶することを大切にしています。気持ちよく挨拶しあえると、元気が２倍、３倍になります。
子どもたちは、誰かが心を込めて自分にしてくれたことをずっと覚えています。
そして今度は自分が、誰かの心に思いやりの種を蒔く番だと気づくのです。
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◆食を通じて、心と礼儀作法を学ぶ「八芳園」でのプログラム
3年生では「八芳園」にて、保護者とともに和の作法を学びます。会席料理
を通じて、食材の味わい方や入室時の襖の開け方など、総合的な和の礼儀
作法のレクチャーを受けます。

◆農作業を体験し、食物への感謝の心を育てる
本校では、食物に対する感謝の心を育て、自然の恵みを学ぶことを目的に、
抜群の自然環境を活かした独自の文理ファームにて農作業体験を行って
います。

　本校では登下校時の正門でのあいさつ、授業開始時の
「お願いします」、終了時の「ありがとうございました」、職員
室に入る時の「失礼します」、お客様へのあいさつを励行
し、あいさつが習慣になるよう指導を続けています。
　思いやりや感謝の気持ちを素直に表現し、自らも人の話
を素直に聞く姿勢が身につきます。ごく自然にあいさつをす
ることで他者を受け入れ、また他者から受け入れられるよう
になります。
　感謝や誠実さを大切にし、「大丈夫？」「ありがとう」など他
者への心遣いが、ごく自然にできる人に成長します。

マナー教室

多様性の尊重

◆下級生を思いやる気持ち、上級生を敬う気持ちを育む
学年の枠を超えた異学年交流の行事を数多く行っています。上級生は下
級生を思いやり、下級生は上級生を敬う気持ちを育てます。

異学年交流

文理ファーム　人を思いやる心、感謝の心、誠実さと命を大切にする心。どれも小学生時代
に育てたい心です。これらの心を持った子どもたちの育成をめざして、本校で
は調和のとれた教育を実践しています。その第一歩として基本的生活習慣と
マナーをしっかり身につけることが大切であると考え、あいさつと礼儀作法の教
育を徹底しています。また思いやりの心を育てるため、地域のお年寄りとの触
れあいや清掃活動、芸術活動発表などホスピタリティ活動も実施しています。
異学年交流活動を通じて思いやりの心や上級生を敬う気持ちを学び、ご家族
への感謝の気持ちを育みます。また校庭や近隣の豊かな自然の中で生き物と
触れあいながら命の尊さを学び、小中高キャンパス内の彫刻など、日頃から一
流のものに触れることで、情緒豊かな心の育成に努めています。

あいさつを大切に

Point! ここが大切！ ～こころを育てる～
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自然の雄大さを学び、
食への感謝の気持ちを育む。
ジャガイモ、サツマイモなど様々な作
物の収穫を通じて、自然の大きさ、生
命の大切さを学びます。

～知性を育てる～

常に英語に接している
文理だからできる実績。
各学年で受験級の目安を設定してい
ます。低学年で英検準2級、２級に合
格している児童もいます。
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　社会の変化のスピードがますます速く
なり、学び続けることが大切な社会にな
りました。そのような社会では、「学ぶこと
が楽しい」と感じられることが大きな力と
なります。楽しければ自然に学ぶ姿勢を
もつことができ、多くのことを吸収してい
けるからです。
　低学年は学びらしい学びに出会うと
き。この出会いの時期を大切にします。
「学ぶことはおもしろい！ 楽しい！」という
気持ちから、進んで学ぶ姿勢を持ち続
けることが、子どもたちの将来にとって
大切なことです。高学年では低学年で
身につけた学ぶ姿勢を礎に、より深く広
い学習に入っていきます。幅広い知識を
応用し考える、判断する、表現力をプレ
ゼンテーション力にレベルアップする、課
題を解決するためにお友だちと協力す
る、リーダーシップを発揮する、このような
学習の流れで、グローバル社会で活躍
するために必要な力を育てています。

自ら学び考える習慣をつける

を育てる
知 性

◆豊富な体験を通じて、活用できる知識を身につける

◆卒業研究の流れ

文理ファームでの田植え、稲の収穫を通じて、稲の成長や稲作を中心とした
日本文化について学びます。豊かな自然環境を生かした、本校ならではの貴
重な体験学習です。

◆目標を設定し、クリアすることで感じる喜び
英語のシャワーを毎日あびている子どもたちは、低学年から英検Jr.、英検、
漢字検定に積極的にチャレンジしています。学習目標を設定することで、
自分のレベルを把握するのにも役立ちます。

体験学習 英検・漢検
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大切なのは知識を使って自ら考え、
表現するコミュニケーション力

知識を蓄えることはもちろん、活用することが求められる

時代になりました。大切なのは課題を発見し、問題解決

のための情報を選択する力と、自らの頭で考え、行動に

移す力です。高度な教科学習と、自ら考え、まとめ、最終

的にはプレゼンテーションまで行う「卒業研究」を通じて、

次の時代を生き抜く力を身につけていきます。

研究内容をスライドにまとめ、プロジェクターに映しだし、

子どもたち自らが解説します。自分が何に興味を持ち、ど

う調べ、なにを考えたのか、人にわかりやすく伝えるため

の高度な表現力を修得します。

Point! ここが大切！

卒業研究

◇源氏物語の魅力
◇人工知能が人間を超えるとき
◇プラスチック問題について
◇宇宙での研究と生活への影響
◇恐竜の化石はどこで多く発掘されるか
◇様々な景色は光のおかげ
◇免疫力の仕組み
◇本を読むことのメリットとは？

《卒業研究テーマ例》
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～知性を育てる～

常に英語に接している
文理だからできる実績。
各学年で受験級の目安を設定してい
ます。低学年で英検準2級、２級に合
格している児童もいます。
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次の時代を生き抜く力を身につけていきます。

研究内容をスライドにまとめ、プロジェクターに映しだし、

子どもたち自らが解説します。自分が何に興味を持ち、ど

う調べ、なにを考えたのか、人にわかりやすく伝えるため
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卒業研究

◇源氏物語の魅力
◇人工知能が人間を超えるとき
◇プラスチック問題について
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◆文理イマージョンで、英語に触れる時間は週約10時間以上
英語の授業は、日本人の英語教員と外国人英語講師がティームを組んで
教えています。文理イマージョン授業として音楽、図工、体育、情報は、英語
で実施しています。

◆英語でのコミュニケーションに自信が持てるような機会を多く設けています
休み時間に外国人英語講師の出身国の遊びを聞いたり、給食を一緒に食
べたりと、日常的に外国人と触れ合う機会が数多くあります。

トップエリートに必要な学び

を育てる
国際性 ５年次にイギリス短期留学、

６年次にアメリカ研修で世界を学びます。

英語を使って自分の可能性を世界に向かって広げましょう！
物怖じせずに、積極的に英語を使って外国のお友だちや外国人英語講師と関わろうとする子どもたちの姿は、
本当に生き生きしています。異なる文化の中で育っても、英語を道具として世界中の人々と仲良くなることができます。
子どもたちの世界と可能性は無限です。
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◆同世代の外国人と交流し、刺激を受け、自信を深めます
国際感覚豊かな人間性を育む海外研修では、世界中の児童と交流し、
ともに勉強します。同世代の外国人と交流することで、大きな刺激を受け、
一回り大きくなって帰国します。

本校では５年次にはイギリスの名門イートン校やケンブリッ
ジ大学、オックスフォード大学などを訪れ、１６日間にわたっ
て、世界中の児童と英語で交流しながら共に学びます。
そして、６年次にはアメリカでホームステイを体験しながら、
ハーバード大学やＭＩＴ（マサチューセッツ工科大学）、また
ニューヨーク国連本
部にてレクチャーを
受けるなど、小学生
の域をはるかに超え
た活動を展開してい
ます。

文理イマージョン

外国人英語講師との交流

本場を体感する

　国際社会でリーダーシップを発揮できる人材となるためには、まず日本人と
してのアイデンティティを持つことが必要です。本校では礼儀・作法、マナー
のほか、日本の伝統的な文化を正しく理解させることを重視した教育を実践
しています。また他国の児童・生徒との交流などを通じて、諸外国の異文化
理解と国際社会に対する広い視野を持つよう指導しています。
　小学校から高校まで12年一貫の系統的カリキュラムで教える英語は、無
理なく、無駄なく実践的な実力を養成します。英語の掲示物に囲まれ、1年生
から外国人英語講師に親しむ学校生活は、英語を好きになり、英語に親し
みながら、ごく自然に語学力を身につける絶好の環境です。
　5年次にはイギリス短期留学、6年次にはアメリカ研修を実施。他国の児
童と共に生活しながら英語を学び、異文化を体験・吸収し、国際人としての
素養と英語力に磨きをかけます。

Point! ここが大切！ ～国際性を育てる～

海外研修



◆文理イマージョンで、英語に触れる時間は週約10時間以上
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国際性 ５年次にイギリス短期留学、

６年次にアメリカ研修で世界を学びます。

英語を使って自分の可能性を世界に向かって広げましょう！
物怖じせずに、積極的に英語を使って外国のお友だちや外国人英語講師と関わろうとする子どもたちの姿は、
本当に生き生きしています。異なる文化の中で育っても、英語を道具として世界中の人々と仲良くなることができます。
子どもたちの世界と可能性は無限です。
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ジ大学、オックスフォード大学などを訪れ、１６日間にわたっ
て、世界中の児童と英語で交流しながら共に学びます。
そして、６年次にはアメリカでホームステイを体験しながら、
ハーバード大学やＭＩＴ（マサチューセッツ工科大学）、また
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してのアイデンティティを持つことが必要です。本校では礼儀・作法、マナー
のほか、日本の伝統的な文化を正しく理解させることを重視した教育を実践
しています。また他国の児童・生徒との交流などを通じて、諸外国の異文化
理解と国際社会に対する広い視野を持つよう指導しています。
　小学校から高校まで12年一貫の系統的カリキュラムで教える英語は、無
理なく、無駄なく実践的な実力を養成します。英語の掲示物に囲まれ、1年生
から外国人英語講師に親しむ学校生活は、英語を好きになり、英語に親し
みながら、ごく自然に語学力を身につける絶好の環境です。
　5年次にはイギリス短期留学、6年次にはアメリカ研修を実施。他国の児
童と共に生活しながら英語を学び、異文化を体験・吸収し、国際人としての
素養と英語力に磨きをかけます。
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◆ヤゴ採り
3年生の理科の授業では、本校の近くを流れる入間川でヤゴを採集します。水辺に住む生物の生
息場所の理解を深め、採集したヤゴを観察・飼育し、成長に伴う昆虫の体のつくりの変化につい
て詳しく学び、生物を飼育する体験を通して生命の尊さを理解します。

文理中高へつながる
高度専門プログラム

児童の興味関心を引き出すため、本校では様々な取り組みをしています。その一つとして、医療施
設と協力し、医療体験実習と見学を行っています。訪問先は埼玉医科大学総合医療センター
（川越市）で、医療に関する現状について伺い、その後で医療体験実習やドクターヘリの見学を
します。また、西武学園文理高校卒業生で現在、医師として活躍している先輩たちとの交流会も
企画しています。小学校時代に経験したことが、将来の進路選択や人生設計に大きく影響する
ことから、本校ではこのような取り組みを大切にしています。

STEMはSc ience（科学）、

T e c h n o l o g y（ 技 術 ）、

E n g i n e e r i n g（ 工 学 ）、

M a t h e m a t i c s（数学）の

頭文字をとったもので、STEM

教育は「科学」と「数学」を中心

とした教育です。この４つの理

数系教育に力を入れることが、

将来の国際社会において活躍

できる人材を育成することにつ

ながると考えており、本校では

積極的に取り組んでいます。

医学部を目指す！ 本校ならではの、本物に触れる貴重な体験。

STEM教育

本校では、４年生・５年生・６年生を対象にロボットプログラミング講
座を開講しています。併設校の先輩である西武学園文理高校の理
数科生から自作ロボットを動かすプログラミングを教わり「文理サファ
リパークを作ろう」をテーマにブロックと電子部品を使って、鳥や恐竜
など様々な形のロボットを組み立てたり、タブレットを使って首や足を
動かしたり、点滅させたりするプログラミングを体験しています。児童た
ちは苦戦しつつも先輩のサポートのもと、自ら作り上げたロボットの動
きに感動し、最新のＩＴ技術に興味を深めます。

文理高校の理数科生が先生に。
未来を見越した最新ＩＴ技術講座を学びます！

体験教育
プロから学ぶ、触れて学ぶ、現地で学ぶ。
文理小学校の体験教育は常に本物から学びます。

◆プロの俳優さんによる美しい日本語の話し方教室

◆現地校の児童たちとの英語による日本文化交流

埼玉伝統工芸会館で、１３００年以上の歴史を誇る伝統工芸
品「細川紙」の和紙作り体験を行います。初めての和紙作りに
苦戦しながらも、職人さんのご指導の下、楽しく体験しています。
また、入間市博物館では地元の名産品でもあるお茶の歴史や
文化について学習します。

劇団四季のプロの俳優さん3名をお招
きし、美しい日本語の話し方について
講義をしていただきます。発声練習な
ど、俳優さんから直接ご指導いただける
貴重な体験です。ユーモアを交えた実
演でとても楽しく学ぶことができます。

現地校の児童たちとの文化交流では
本校児童が学校の紹介や日本文化、
風習について英語でプレゼンテーショ
ンを行います。またグループに分かれ、
日本の昔遊びについて、本校児童が
現地の児童たちと英語でコミュニケー
ションを行い、交流を深めています。

◆埼玉伝統工芸会館・入間市博物館体験

東京大学大学院理学系研究科附属日光
植物園では、広大な自然の中で多種多様
な植物に触れる体験学習を行います。

◆日光植物園

生態系や環境との関わり方の基礎を学ぶ。自然観察
から学ぶ

実体験から学ぶ本物の知識
各学年ごとに、テーマを持って様々な体験プログラムを行っています。
本物を体験し、自然に触れることにより、季節の移り変わりを肌で感じることで、
作物への感謝の気持ちを育て、将来の夢に繋げていきます。

多彩な
プログラム

ロボット・プログラミング講座

Grade 4

Grade 3

Grade 5

Grade 6

医療体験実習 ～埼玉医科大学総合医療センター～
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最高の環境で基礎学力を育成する
学力の基礎・基本をしっかり定着させるとともに、応用力や論理的思考力を伸ばす
授業を展開しています。各教科の授業を通して、自分の考えを理論的に表現する
プレゼンテーション能力の育成に力を入れています。

Arithmetic算数

入学前の「スタートカリキュラム」から学習内容を少しずつ
前倒しして実施し、問題演習の時間を多くとって定着をは
かります。３年生から
は単元毎に自己申
請でのコース選択
（しっかりコースと
じっくりコース）授業
を実施しています。

◆コース別学習で、一人ひとりの力にあった授業

基礎的な問題から応用問題まで、
確かな力を身につけます。

トップエリートを目指して
基礎学力の定着はもとより、グローバル社会で必要とされるICT機器の操作や、リーダーシップ教育、
日本の伝統文化も学びます。また、音楽・図工・体育・情報では、「Bunriイマージョンプログラム」を取
り入れ、日本人教師と外国人英語講師のティームティーチングを行っています。

情報 Information and Communication Technology

週１時間、タブレットPCを使って課題解決型学習を行います。卒業ま
でに、ワードプロセッシング、スプレッドシート、プレゼンテーションソフト
などの基本的な操作ができるようになります。3～4年生は、外国人
英語講師も加わり「Bunriイマージョンプログラム」で行います。

◆１年生からタブレットPCの操作方法を学び、
　５～６年生の卒業研究へとつなげる

家庭科 Home economics

学期に1度、茶道室で講習があります。作法だけでなく、茶道
の歴史や背景についても学び、日本の伝統文化を理解する
機会となります。お茶の心はおもてなしの心。茶道で身につい
たことは、どんな場面にも役に立ちます。

◆受け継がれる大切な日本文化、
　茶道講習から学ぶ姿勢の大切さ

道徳・特別活動

命の大切さや生き抜く力について考えてもらう「いのちのお
話」や鉄道会社の方をお迎えし、「公共交通機関を利用する
際のマナーについて」などゲストティーチャーによる授業を行
います。また、フルオーケストラのクラシック音楽を聴くなど、本
物に触れる機会を大切にしています。

◆ゲストティーチャーによる授業（道徳）

音楽・図工・体育

外国人英語講師のリードで授業がスタートします。はじめに、
その授業中に用いられる英語表現を全員で口頭練習し、その
後、専科教員が各教科の専門的な指導を行っていきます。
児童が外国人英語講師とのやり取りで英語を使う場面が多
くなるよう、配慮された授業展開となっています。

◆Bunri イマージョンプログラム
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教科指導

世界を知り、世界中の人々と関わりを持つためのツールとして、英語を学習します。

◆耳・目・口・カラダ、全身を使って英語を習得

英語 English

１～３年生では、外国人英語講師の自然な英語をModelとしてたくさん聞き、聴く力を鍛えます。そしてAction（動作）を交えた
口頭練習を繰り返し、英語の発音やリズムと意味を（口と）体に染み込ませます。また、習得した表現を使ってTalkすることで、
英語で伝える体験と喜びを積み重ねていきます。

◆知識の体系化をはかる Reading & Writing
知的好奇心がさらに高まる４～６年生では、よりアカデミックな英語学習をするReading & Writingの時間が加わります。
低学年の授業で用いてきた英文の構造を意識する（英文法学習のスタート）、テーマを決めて英作文をする、などを行い知
識の体系化をはかっていきます。

◆英語を使ってコミュニケーション
校内には8人の外国人英語講師がいて、登校から下校までいつでも英語を使える環境があります。授業はもちろんのこと、
朝の会や休み時間、給食やクラブ活動の時間にも英語を使う機会がたくさんあります。授業で習得した表現を使って、コミュ
ニケーションを取ることができたときの喜びは、何よりの英語学習のモチベーションとなります。

◆力点を変えた３つの授業

Japanese国語

各行事終了後に、「〇〇の思い出」を書きます。感想や体
験したことから学んだことを、よく考えて文章にまとめます。
伝わりやすい文章を書くトレーニングになっています。

◆自分の体験や考えを伝える「行事の思い出」

国語では、「国語」「ことば」（４年生からは「国語演習」）「国
語表現」の３つの科目を設定しています。「国語」では全般
的な国語の力を、「ことば（国語演習）」では文法や読解問
題への対応力を、「国語表現」では作文や詩・短歌などの
創作を通して、書く力や伝える力を育成しています。

読む、書く、聞く、話す、考える、伝える。
バランスよく力をつけていきます。

Social Studies社会

社会科校外学習を多く実施し、実際に目で見て耳で聞い
たことから知識を得ていきます。教室では友だちの発表を聞
いたり討論したりして、自分の考えを深めていきます。高学
年では問題集を用いて、応用力をつけていきます。

◆足を運んで実感する
　Social Studies Field Trip（社会科校外学習）

憶えるだけでなく、
現実を体験しながら学んでいきます。

Science理科
大切なのは、「実験・観察→考察→まとめ」を
繰り返すことです。

２年生から始まる理科の授業は、実験・観察をし、その結果
から考えたことをまとめていくことの繰り返しです。高学年か
らは「理科ルポ」という授業で教わったことを改めて自分な
りに書いてまとめる活動が加わります。

◆実験・観察から考える授業を展開、
　「授業ルポ」で考察を深める
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宿泊研修（西湖）が
今から待ち遠しいです。

Grade1　　 » 　　Grade2 　　» 　　Grade3 　　» 　　Grade4 　　» 　　Grade5 　　» 　　Grade6

☆基礎学力の徹底　☆豊富な体験学習

基礎力充実期 応用力養成期

《基本的生活習慣の確立》 あいさつ、言葉遣い、物の管理、マナー教育
《心の教育》 思いやりの心、感謝の心、協力協調する心、自立心

人間力の基礎づくり

学力の土台づくり

英語教育・国際理解教育

中学1年生 中学3年生 高校3年生

☆教科書＋αの学習　☆学習内容の深化

新しいお友達が
たくさんできました。

英語の授業は
とても楽しいです！

３年生ではどのような
ＣＡ（創造的活動）に

入ろうかな…⁉
※ＣＡとは（Ｐ.２１参照）

アメリカ研修では
現地校のお友達に
日本文化を英語で
プレゼンテーション

してきます！ ハーバード大学や
ＭＩＴ、国連本部での

体験もとても
楽しみです！

英語検定や漢字検定にも
積極的にチャレンジします！
北海道研修では色々 なことを

体験してきます。

イギリス短期留学では
外国のお友達と
たくさんお話を
したいな～！

《英 語 教 育》 BUNRIイマージョン授業（音楽・図工・体育・情報）
《国際理解教育》 日本文化理解教育、海外研修（5年生：英国・6年生：米国）

Grade1  »  Grade2  »  Grade3 Grade4  »  Grade5  »  Grade6

☆文化教養セミナー

☆地域協働探究学習

人間力の磨き上げ（人間力）

中高6年間の学力システム（進学力）

国際性（グローバル力）

中学2年生 高校1年生 高校2年生

☆CA活動（創造的活動）
☆卒業論文

☆職業研究・職業体験
☆スキー教室

☆文理探究（Bunri Inquiry） ☆特別講演会
☆理数科先端科学講座

☆グループ実習
☆特別講演会、歌舞伎鑑賞

☆スピーチコンテスト

☆オンライン英会話

☆奈良・京都研修
☆鎌倉研修

☆セブ島語学研修
☆イタリア研修

☆英語授業
☆英会話ゼミ
☆英検・GTEC対策

☆海外研修
☆ハーバード大学英語プログラム
☆夏季英語語学研修

☆海外大学進学・留学説明会
☆留学単位認定制度
☆ターム留学

☆S時限確認テスト

☆文理オリジナルゼミナール

☆読書指導・ビブリオバトル ☆蔵書数充実
　（中高合計約9万冊）

☆文理オリジナルゼミナール
☆習熟度別授業（数学・英語）

☆個別補習・特別補講 ☆演習授業
☆夢ナビ

伸びやかに、規則正しく
小学校では、トップエリートに相応しい知力、英語のシャワーと海外研修を軸に
した国際力、信頼されるリーダーとしての人間力、これらの力を引き出すことに力
を注いでいます。

トップエリート
教育体系

□西武学園文理中学・高等学校コース
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こころ
を育てる

知性
を育てる

国際性
を育てる

西武学園文理中学・高等学校 校舎
文理狭山キャンパスは１９９６年さいたま景観賞の奨励賞を受賞しました。

私立理系進学コース

国公立理系進学コース

私立文系進学コース

中学1・2・3年生

グローバルクラス
文理進学コース

グローバル選抜クラス
文理国公立進学コース

高校1・2年生

グローバルクラス
（普通科所属）
文理進学コース

先端サイエンスクラス
（理数科所属）

国公立理系進学コース

グローバル選抜クラス
（普通科所属）

難関国公立文理進学コース

高校3年生

難関国公立文系進学コース

国公立文系進学コース

難関国公立理系進学コース



宿泊研修（西湖）が
今から待ち遠しいです。

Grade1　　 » 　　Grade2 　　» 　　Grade3 　　» 　　Grade4 　　» 　　Grade5 　　» 　　Grade6

☆基礎学力の徹底　☆豊富な体験学習

基礎力充実期 応用力養成期

《基本的生活習慣の確立》 あいさつ、言葉遣い、物の管理、マナー教育
《心の教育》 思いやりの心、感謝の心、協力協調する心、自立心

人間力の基礎づくり

学力の土台づくり

英語教育・国際理解教育

中学1年生 中学3年生 高校3年生

☆教科書＋αの学習　☆学習内容の深化

新しいお友達が
たくさんできました。

英語の授業は
とても楽しいです！

３年生ではどのような
ＣＡ（創造的活動）に

入ろうかな…⁉
※ＣＡとは（Ｐ.２１参照）

アメリカ研修では
現地校のお友達に
日本文化を英語で
プレゼンテーション

してきます！ ハーバード大学や
ＭＩＴ、国連本部での

体験もとても
楽しみです！

英語検定や漢字検定にも
積極的にチャレンジします！
北海道研修では色々 なことを

体験してきます。

イギリス短期留学では
外国のお友達と
たくさんお話を
したいな～！

《英 語 教 育》 BUNRIイマージョン授業（音楽・図工・体育・情報）
《国際理解教育》 日本文化理解教育、海外研修（5年生：英国・6年生：米国）

Grade1  »  Grade2  »  Grade3 Grade4  »  Grade5  »  Grade6

☆文化教養セミナー

☆地域協働探究学習

人間力の磨き上げ（人間力）

中高6年間の学力システム（進学力）

国際性（グローバル力）

中学2年生 高校1年生 高校2年生

☆CA活動（創造的活動）
☆卒業論文

☆職業研究・職業体験
☆スキー教室

☆文理探究（Bunri Inquiry） ☆特別講演会
☆理数科先端科学講座

☆グループ実習
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☆オンライン英会話
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☆海外研修
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☆海外大学進学・留学説明会
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トップエリート
教育体系

□西武学園文理中学・高等学校コース
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こころ
を育てる

知性
を育てる

国際性
を育てる

西武学園文理中学・高等学校 校舎
文理狭山キャンパスは１９９６年さいたま景観賞の奨励賞を受賞しました。

私立理系進学コース

国公立理系進学コース

私立文系進学コース

中学1・2・3年生

グローバルクラス
文理進学コース

グローバル選抜クラス
文理国公立進学コース

高校1・2年生

グローバルクラス
（普通科所属）
文理進学コース

先端サイエンスクラス
（理数科所属）

国公立理系進学コース

グローバル選抜クラス
（普通科所属）

難関国公立文理進学コース

高校3年生

難関国公立文系進学コース

国公立文系進学コース

難関国公立理系進学コース
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期待以上に充実した学校生活が
子ども全員の入学の決め手

─西武学園文理小学校への入学を

決めた理由をお聞かせください。

　うちの４人の子どもたちは全員、西武

学園文理小学校にお世話になっていま

す。長女は西武学園文理中学校の2年

生、長男は小学6年生、次男が4年生、そ

して一番下の三男は４月から新１年生と

して入学しました。

　長女が小学校に上がる際、充実した６

年間を過ごしてほしいとの思いから、私立

校への入学を検討しました。西武学園文

理小学校のことは以前から知っていたの

で、詳しく調べてみたところ、宿泊研修や

体験学習が多く、英語の習得にも力を入

れている点に魅力を感じ、迷いなく入学を

決めました。

　実際に長女が入学してみると、先生方

が子どもたちのことを大切に思い、1人ひ

とりときちんと向き合って、良い点・直す

べき点を把握し、丁寧にご指導くださって

いることがわかりました。長女が期待以上

に充実した学校生活を送れているのをみ

て、下の子どもたちも全員、入学させるこ

とにしたのです。

─英語の授業はいかがでしたか？

　英語学習には、特に期待していまし

た。これからの社会では英語が欠かせな

くなると思うので、小さいうちから「英語の

シャワー」を浴び、「英語の耳」を持つこと

が大切だと感じていたからです。ただ、う

ちの子どもたちは入学前に英語を学んだ

ことがなかったので、長女を入学させる際

は少し心配しました。しかし、入学してみる

と、そんな心配は吹き飛びました。学校に

は、英語に慣れさせるためのたくさんの工

夫があったのです。明るく気さくな外国人

の先生が何人もいて、登校時に門の前

に立って英語で挨拶をしてくれます。この

挨拶から始まって、下校するまで、英語が

あふれた環境に身を置くことができるの

です。

　外国人の先生は音楽・図工・体育・情

報の授業にも入りますし、休み時間には

当たり前のように英語で会話をしてくださ

います。また、校内には英語の掲示が多

く、行事の司会進行も英語と日本語の両

方で行うなど、あらゆるところで英語に触

れる工夫がされていました。毎日、英語の

シャワーを浴びるなかで、いつの間にか英

語に対する抵抗感がなくなり、楽しく学べ

るようになっていったようです。

─宿泊研修や体験学習はいかがで

したか？

　１年生から毎年、宿泊研修があり、１年

生は近場に１泊ですが、４年生は北海道

に３泊４日と、段階を経て慣れていけるよ

うにプログラムされています。１年生のう

ちから外泊時のマナーや集団行動、荷

物や時間の管理などを経験できるのはす

ばらしいと思います。5年生ではイギリス、

6年生ではアメリカへの海外研修がある

ので、それに向けた準備の意味もあるよ

うです。

　体験学習は芸術鑑賞会、和食や洋食

の作法教室、餅つき大会など多彩です。

毎年の芸術鑑賞会は、能や劇団四季の

ミュージカルなど本物の芸術に触れる貴

重な機会となっています。観劇後に刺激

を受けていろいろ調べたり、作法教室で

習ったことを自宅で試したりする姿を見て

いると、子どものなかで体験がしっかりと

根付いていることを実感します。自然の

多い環境を活かした稲刈りや落花生収

穫、ときには川にヤゴを採りに行くことも

あるんですよ。

　CA活動（１～４年生）やクラブ活動

（５、６年生）も充実していて、茶道や和

太鼓などの日本文化的なものから英語

関係の活動まで幅広いので、子ども自

身、興味を広げるよい機会になっている

ようです。

　いずれのプログラムも、海外に目を向

けると同時に、日本の文化を知ることに

つながっており、学校としてどちらも大切

にしているのを感じます。

学年を超えた交流が育む成長と
アットホームな雰囲気

─通学での心配はありませんか？

　通学には１時間くらいかかりますが、子

どもたちは、毎日、楽しそうに通っていま

す。通学時には警備の先生が見守ってく

ださり、登下校の状況がメールでわかるシ

ステムもあるので安心です。また、上級生

による登校サポートという仕組みがありま

す。上級生は年に３回（各１週間）、班長

のような役割で各登校班に付き、下級生

のお世話をしながら一緒に学校に行きま

す。長男が登校サポートをしたとき、当初

は気乗りしない様子だったのですが、

帰ってくると「かわいかった！」と楽しそうに

話していたのが印象的でした。

　ほかにも、学年を超えたつながりをつく

る機会がたくさんあります。入学式の後は

新１年生１人に４年生１人が付いてさまざ

まなお手伝いをしてくれますし、行事の際

は上級生が下級生と一緒に会場を回る

こともあります。１年生のときから上級生

にかわいがってもらうことで、楽しく通学で

きるようになりますし、上級生も下級生と

の交流を通して、先輩としての役割を学

んでいくのだろうと感じます。このような取

り組みが、学校のアットホームな雰囲気

づくりにもつながっているのではないで

しょうか。

─最後に、入学を検討されている保

護者の方へメッセージをお願いします。

　子どもたちの適正はそれぞれですが、

英語があふれた学校生活のなかで、本

物に触れる体験学習や宿泊研修での成

長を望んでいらっしゃるのであれば、西武

学園文理小学校はとてもよい環境であ

るということをお伝えしたいです。子どもた

ちが、毎日イキイキと楽しそうに通学する

姿が、学校生活の充実の何よりの証で

あると、ありがたく思っています。

丁寧な指導のもと、「英語のシャワー」を浴びながら
本物に触れる、理想の6年間が送れる学校です。

在校生保護者
インタビュー

西武学園文理小学校・中学校・高等学校12年一貫 第8期生（54名）の大学合格実績（現役のみ）

国公立大学　6名合格

難関私立大学　55名合格

東京大学　　　1名
電気通信大学　1名
東京学芸大学　1名
東京農工大学　1名

慶應義塾大学　1名
早稲田大学　　4名
上智大学　　　3名
東京理科大学　5名
中央大学　　　2名

明治大学　　　3名
立教大学　　　6名
法政大学　　　4名
青山学院大学　4名
学習院大学　　3名

2022年度実績

杏林大学（医）　　1名
順天堂大学（医）　1名
昭和大学（医）　　1名
東邦大学（医）　　1名

鶴見大学（歯）　　　2名
北里大学（獣医）　　1名
東京薬科大学（薬）　3名
城西大学（薬）　　　1名

In terv iew

橋本 梓さん1年生・4年生・6年生・西武学園文理中学校2年生の保護者

医歯薬獣医系　16名合格

成蹊大学　　　　4名
成城大学　　　　5名
武蔵大学　　　　1名
津田塾大学　　　1名
東京女子大学　　2名

聖心女子大学　　　1名
学習院女子大学　　1名
フェリス女学院大学　　1名
清泉女子大学　　　1名
芝浦工業大学　　　1名

信州大学　　　1名
防衛大学校　　1名

埼玉医科大学（医）　2名
東京歯科大学（歯）　1名
日本歯科大学（歯）　1名
明海大学（歯）　　　1名

同志社大学　　　　1名
立命館アジア太平洋大学  1 名
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けると同時に、日本の文化を知ることに

つながっており、学校としてどちらも大切
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るということをお伝えしたいです。子どもた
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Grade 2

Grade 3

Grade 4

1年生は遠出をせず、小学校から数分のところにある学園の研修セン
ター（山かけ山）に宿泊します。自分のことは自分ですることを目標としな
がら集団活動を学校内で実施し、夕食は学校でバーベキュー。研修を通
して、クラス・学年がまとまります。

イングリッシュキャンプ

毎年、５年生になると、週に１度（出発までに計12回実施）のEngland Excursion Preparation（イギリス短期
留学事前学習）を実施しています。内容としては、イギリスの歴史・文化、地理や気候、イギリス英語、寮生
活のポイント等について学習をします。また、イギリス出身の外国人英語講師の先生にもたくさんのアドバイ
スをいただいています。これにより児童の心の準備も万端になります。

日本一の富士の麓、西湖で１泊2日の研
修を行います。レクリエーション活動や樹
海の中の洞窟探検、自然観察、キャンプ
ファイヤーなど、集団での活動を中心に協
力して何かを成し遂げることの喜びを体感
させます。

富士山麓（日本一の富士の麓）

文理ファームでとれたやさいをつかって、絵手紙をつくりました。みんなでた
べたバーベキューはとてもおいしかったです。

みんなで協力してゲームをし
たり、じゅ海の中を歩いたり、
まっくらなどうくつに入ったり
して、とても楽しかったです。

世界遺産である日光にて2泊3日で、日本の歴史、伝統文化、自然に触れます。
また、東京大学大学院理学系研究科附属日光植物園では、広大な自然の中で多
種多様な植物に触れる体験学習を行います。期間が長くなることで自立と協調が
より強く求められ、子どもたちはさらに成長します。行動半径が広がり、体験も増え、
宿でのグループ発表なども加わって、リーダーシップを意識する場面も増えてきます。

日光研修（世界遺産体験）

華厳の滝の見学では、頬にかかる水しぶきのすごさと滝の音に驚きました。 
これだけ大きな滝を今まで見たことがなかったので、本当に感動しました。

世界遺産である知床の雄大な自然は子どもたちに大きな感動をもたらすとともに、
北見市常呂町にある東京大学大学院人文社会系研究科附属北海文化研究（常
呂実習施設・常呂資料陳列館）では、古代考古学も体験します。3泊4日の研修
で、子どもたちは自立と協調とともにリーダーシップの重要性も自覚します。この自覚
が５年生でのイギリス短期留学を成功させることにつながります。

北海道研修（釧路、知床）

Grade 1

16日間親元を離れ、英国人スタッフと世界各国から集まる同年代の子どもたちと生活をともにしながら英語を
学ぶ研修です。いわば小さな国際社会とも言える環境の中でリーダーシップを発揮しようとする努力は、将来
に向けて大きな財産となるでしょう。イートン校、オックスフォード大学、ケンブリッジ大学も訪問します。

イギリス短期留学Grade 5

約1週間のアメリカ研修では、ホームステイを体験するとと
もに、ハーバード大学やMITを訪問します。また、現地校の
児童や生徒たちに英語で日本紹介のプレゼンテーションを
行ったり、日本の遊びを英語で紹介するなどをして交流を
深めながら、国際感覚を身につけます。

アメリカ研修

長崎研修

Grade 6

VOICE

VOICE

VOICE

VOICE

VOICE

VOICE

１６日間のイギリス短期留学を
乗り切るための事前学習

3泊4日の宿泊研修に行くまではとても長く感じて不安もありましたが、世界
遺産を見学するなど素敵な体験に、時間が経つのがとても早く感じました。

世界のロイヤルファミリー、イギリス首相、ノーベル賞受賞者等を
輩出するイートンカレッジ。イギリス短期留学では必ず訪問し、高
き志を胸に抱きます。東京芸術劇場大ホールにて文理Eton 
College聖歌隊コンサート歓迎イベントを文理小・中・高が共催。

事前学習で習った単語はイギリスで何度も使う機会があり、覚えておいて本当に
良かったです。 将来は英語を使った世界的なお仕事をやりたいし、英語をもっと勉
強して自分たちの国の事を外国のお友達に伝えて行きたいと思いました。

イギリスで、英語は世界の人々をつなぐ共通の言葉だと痛感しました。 また、人は国
や人種に関係なく会話を通じて仲良くなれるものだと思いました。 オックスフォード
大学やケンブリッジ大学を見学して、将来について真剣に考えるようになりました。

現地校の児童との交流があり、日本の伝統的な遊びや文化を英
語で紹介しましたが、思った以上に現地のお友達に英語が通じ、
とても嬉しかったです。 将来はアメリカの大学に留学したいと思
いました。

国連本部を訪問の際には、国連職員の方が国連の仕組みや活動内容
を英語で案内をしてくださいましたが、6年間英語を勉強してきたお
陰で、８割の内容を理解することが出来ました。 これからはもっと英
語の勉強をして、100％理解が出来るように頑張りたいと思います。

日本で初めてオランダ、イギリスと
貿易をした平戸市、オランダの雰
囲気を感じることができるハウス
テンボス、幕末のグラバー邸、原爆
資料館などがある長崎市を訪問し
平和について考え、如己堂の永井
隆博士を知ることで心の教育を行
いました。

海外で暮らすホストファミリーとの
オンラインホームステイを通して、
異国の文化や習慣に触れ、その多様
性を理解し、国際人としての素地を
養いました。また、成田山新勝寺で
は日本の文化や伝統を海外の方に
説明するなど、英語を用いたコミュ
ニケーションスキルを磨きました。

成田イングリッシュキャンプ

※2022年は、新型コロナウィルスの関係で海外研修が実施できなかったため、国内において研修を行いました。

※ ※
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心も身体も大きく成長、宿泊研修
集団の宿泊研修は、1～6年生まで各学年で実施します。前後の学習と訪問先での
体験はかけがえのない知識と経験を子どもたちにもたらします。また、自立と協調の姿
勢を身につけること、常に集団で行動することでリーダーシップの重要性に気づかせ、
その力を引き出し育む機会ともなります。

宿泊研修
海外研修
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光り溢れる、夢を育てる校舎
四季の変化を感じながら伸び伸びと育つ環境が整っています。
夢を育み楽しく学ぶための施設・設備を備えた英国風の校舎、美しくそびえる
尖塔は、西武学園文理小学校のシンボルです。

トップエリート
教育体系
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レンガ作りの校舎

Bear King Hall（体育館・講堂）

グローバルコミュニケーションルーム 英語教室 特別活動室

BAホール（Bunri Academy Hall） マルチメディアセンター

コンピュータールーム
人工芝グラウンド

ホームルーム教室 お茶室（MIMI館）

緑豊かなアーチをくぐると、格調高いレンガ造りの校舎。
尖塔は小学校のシンボル、夢と高き志を育みます。

◆英語があふれる校舎。
校舎内は、廊下・階段・トイレ
など、至る所に英語があふれ
ています。子どもたちは、1日中
英語のシャワーをあびながら、
真の国際人になるための基礎
を作ります。

約300名を収容できるBAホールは、学習発表会や保護者会など、さまざまな行事に活用しています。
マルチメディアセンターでは、調べ学習や会議などを行う場だけでなく、
図書室としても活用しています。
グローバルコミュニケーションルームでは、ディベートやプレゼンテーション
など、「情報発信」の練習をするための機能が備わっています。
人工芝グラウンドは2021年に全面リニューアルされ、より一層
美しくなりました。広大なグラウンドに子どもたちの
元気な声が響き渡ります。
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14：45～18：00

自分たちが使う学校は、自分たちでキレイにする。清掃
の時間は、心を育てる大切な時間でもあります。

明るく楽しく安全に学べる放課後学習プログラム。

自主性、社会性、創造性、リーダーシップを養う。

13：05

◇アフタースク－ル（1～6年生）

◇クラブ活動（5・6年生）

1・2年生は通学班で登校します。警備の先生が同乗
するスクールバスは3駅から運行をしています。

8：20

英語・読書・計算練習など、クラスごとに様々な朝活動
が行われます。

8：25

1年生は45分の5時間制。2・3時間目の間に20分の
休み時間（いきいきタイム）が入ります。

8：45

休み時間は、校庭で楽しく遊びます！外国人英語講師
の先生に外国の遊びを教えてもらうのも人気です。

10：25

みんなの大好きな給食の時間。食器は強化磁器製
で、健康と物を大切にする気持ちを育てます。

12：25

14：40

通学班ごとに人数確認を行い、子どもたちが安全に通
える環境づくりを徹底しています。

「CA（Creative Activity）創造的活動」とは、学年
を超えて行う特別活動です。異なる学年の子どもと力
を合わせて活動することは、自主性、社会性、創造性、
リーダーシップを養う貴重な体験です。

5年生からはじまるクラブ活動は、中学・高校へとつな
がる大切な活動です。知らなかったスポーツや楽器、
プログラミングなど、クラブ活動を通じて、自分自身の
興味を探る貴重な時間です。

□中学・高校へつながる活動

□1年生　時間割例

※平成30年度より土曜4時間の新しい時程になりました。

月

朝の会・朝活動

児童登校

音楽

水泳

道徳

国語

国語

生活

いきいきタイム

給食

昼休み・清掃

帰りの会

国語表現

音楽

図工

図工

水泳

算数

体育

英語

算数

ことば
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2時間目 9：40～10：25
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            14：25～14：35
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4時間目 11：40～12：25

5時間目 13：40～14：25

火 水 木 金

8：35～ 9：20
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8：25～ 8：30
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11：15～11：30
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土土曜日時間割平日時間割

国語

朝の会

生活

10分休憩

CA

児童登校

帰りの会

朝の会・朝活動

20分休み 昼休み・清掃

登 校 授 業

給 食

下 校

登下校の安全を見守る警備体制
～第4号警備を行う警備会社と契約、登下校を引率します～
本校は4つの駅から登校が可能となっています。一番近い最寄り駅の西武新宿線「新狭山
駅」北口からは徒歩10分の距離にあり、登下校時には第4号警備の先生が児童の前後を
見守り引率をしています。また、「川越駅」「稲荷山公園駅」「東飯能駅」の3駅からはスクー
ルバスを運行しています。登下校時は子どもたちの安全をはかるため、第4号警備の先生が
スクールバスに同乗し、通学班ごとに人数確認を行い、子どもたちが安全に通える環境づく
りを徹底しているため、遠方からでも安心して通えるようになっています。校門は登下校、来
客時以外は常に施錠されており、校内ではウェブカメラによる安全監視を行っています。

万が一の災害を想定した
万全の緊急備蓄

設置されたカードリーダーにICカードをかざすことに
よって、子どもたちの登校情報および下校情報をあら
かじめ登録されたメールアドレスに配信します。メール
アドレスは子どもたち1人につき4件まで登録できます。

本校は高度な訓練を受けた上で蓄積したノウハウ
をもった第４号警備業務を行う警備会社に委託し
ています。そのため、開校してから１9年間一度も
事故等は発生していませんので、在校生の保護
者の皆様から、絶大なる信頼を得ています。

安心・安全な登下校をサポートする
「登下校メール配信システム」 第４号警備

■窓ガラス飛散防止フィルム

■壁のコーナーガード

■窓ストッパー設置 ■校内防犯カメラ

■AED設置■バリアフリー施設

「教職員の防災研修」 本校では、災害時の子どもたちの安全を第一に考え、教職員全員が防災研修を受けています。
校内の備蓄、防災設備はもちろん、万が一の事態にも備えています。

この地図には、子どもたちの情報や緊急時の連絡先等を記入できるページを設けるとともに、
災害時の注意点も記載しました。この地図をもとに、災害時の約束を各ご家庭で話し合ってい
ただくなど、災害への意識を高めていただくよう努めています。

万が一の災害を想定し、全校児童約400
人を3日間お預かりできる食料・飲料水の
備蓄、寝具等の準備を整えています。

災害時の注意点や、緊急時の連絡先などを掲載

「通学帰宅時の防災ガイド・ひなんちず」

伸びやかに、規則正しく
子どもたちの笑顔あふれる登校から一日がスタートします。一日を気持ちよくス
タートするための挨拶も欠かせません。クラスごとの様々な朝の会・朝活動が終
わると授業が始まります。子どもたちの積極的な意見が飛び交い、活気にあふ
れた授業が展開されています。

文理生の1日
常に見守る、安心の教育環境
万が一に備えて、常に見守る万全の対策がとられています。
安心の教育環境の中、授業に集中することができます。

安全対策
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・ハンドベル
・和太鼓
・茶道
・ヴィオリラ
・English
・ハーモニカ
・書道

・バスケットボール　・ソフトボール
・バレーボール 　・サッカー
・卓球　　　　　・タグラグビー

［体育系］

［文化系］

CA活動（1～4年）

クラブ活動（5・6年）

・金管バンド
・ロボット・プログラミング

登下校を見守るシステム

万が一に備えた教育環境

すべては子どもの安全のため

・絵画
・金管バンド
・鉄道模型
・大正琴
・将棋
・Strategy game
他
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入学式
新入生オリエンテーション
Welcome Party
健康診断

4 月

鉄道マナー教室
田植え
親子給食
春季校外学習
授業参観
東京大学見学

5 月

学校創立記念日
Bunri Sports Festival
保護者会
Bunri Guest Lectures Ⅰ
夏季宿泊研修
アドバンストテスト

6 月

個別面談Ⅰ

夏季宿泊研修
着衣水泳
イギリス短期留学
夏季ゼミナール

7月

夏休み
登校日
Global Academy
サマースペシャル

8 月

Bunri School Festival
秋の収穫祭（稲刈り）
奉納祭
Bunri Guest Lectures Ⅱ
秋季校外学習

9 月

ハロウィンパーティー
海外旅行推奨期間
児童会本部役員選挙
授業参観
秋季校外学習

10月

かかし祭り
Dental Health Education
〔歯磨き指導〕
アメリカ研修
東京大学研修

11月

おもちつき大会
学園ハンドベルコンサート
芸術鑑賞会
アドバンストテスト

12月

家族旅行推奨期間
文理算数オリンピック
文理英語オリンピック
書き初め大会
かるた大会
テーブルマナー教室

1月

個別面談Ⅱ
Bunri School Concert
Bunri Guest Lectures Ⅲ
和食作法教室
授業参観
スキースクール

2 月

卒業研究発表会
学習CA発表会
卒業遠足
まとめテスト
卒業式

3 月

Bunri School Festival

田植え

アメリカ研修

Bunri Sports Festival

イギリス短期留学

秋の収穫祭

おもちつき大会 学園ハンドベルコンサート かるた大会、書き初め大会 スキースクール

学習活動を通して得られた教育成果を発表します。 世界各国の子どもたちと交流し、国際性を育むイギリス短期留
学。16日間の海外生活で大きく成長します。

自分たちで文理ライスフィールドに田植えを行い、秋に稲を収穫
します。食物に感謝する心を育む貴重な体験です。

ハーバード、MITを訪問し、世界のトップエリートの教育に触れる
ことができます。英語でのプレゼンテーションにも挑戦します。

高学年（4年生・5年生・6年生）低学年（1年生・2年生・3年生）

学年の枠を超えたプログラム
人間性あふれ、心豊かに育てるために、楽しい行事をたくさん用意しています。
豊富な行事を体験することで様々な発見も生まれ、それらすべてが自信となり、
チャレンジする気持ちを育みます。

年間行事
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上品さと知的さを兼ね備えた制服
世界のトップエリートの養成を目指す上で、制服も本物志向にこだわっています。上品・知性・洗練を
キーワードにデザインされており、制服を通じて基本的生活習慣を身につけさせたいと考えています。
低学年（1・2・3年生）と高学年（4・5・6年生）でデザインの異なる制服を採用しています。より高い学
力をめざす高学年に向けて、子どもたちの意識を変える目的もあります。どちらも上品・品格・格式あふれ
る制服で子どもたちは優美に着こなし、楽しく夢のある学校生活を送っています。

制服紹介
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※上記は各駅から新狭山駅までの乗車時間と、新狭山駅からの徒歩10分の合計です。乗り換え時間は含まれておりません。

□新狭山駅からの経路

□専用スクールバスを運行

西武新宿線「新狭山駅」北口から徒歩10分

30分

一般的な学童保育とは違う、学習への興味を高める独自プログラム

文理グローバルアカデミー （アフタースクール）

　宿題のきめ細かいフォローはもちろん、文章力、表現力の多様化を身に付けるた
め日記を書くことも実施しています。また、プレゼンテーション力を身に付けるため、
毎月一回パーティー等を開催しています。アフタースクールでは、各自で責任を持つ
こと、仲間を尊重することなど人間形成の基礎を築くことができるよう、様々なプロ
グラムを用意しています。

保護者を支える 放課後サポート
明るく楽しく安全に学べる放課後プログラムです。クラスのお友だちとは違った
仲間と、協力して笑顔あふれる放課後を過ごします。

多様性を尊重した
保護者様の子育てをサポート

手厚いスタッフで
万全の体制を整えています。
　アフタースクールのスタッフとともに、児童
の学習面を担当する者には、西武学園文理
小学校・中学校・高等学校の教員OB・OGも
います。また、英会話講座は本校外国人英語
講師が担当しています。

　多様な働き方のある昨今、学校が終わった
後の子どもたちへのサポートは重要な課題の
一つです。アフタースクールでは、そのような
保護者様の子育てのお手伝いができればと
考えています。

【1年生のプログラム】

※「英会話」は初級・中級から選択して受講します。※一時的にプログラムの一部が変更されることがあります。

時　間 月曜日

英会話
（初級・中級）

英会話
（初級）

英会話
（中級）

宿題／日記
算数・国語
プリント

宿題／日記
算数・国語
プリント

宿題／日記
算数・国語
プリント

宿題／日記
算数・国語
プリント

宿題／日記
算数・国語
プリント

復習プリント

英会話
（初級・中級）

木曜日水曜日火曜日

14：45

15：30

15：40

16：25

～
～

金曜日対　象 ： 西武学園文理小学校 1年生～6年生
開講日 ： 月～金曜日の授業日と長期休業期間の一部
時　間 ： 通常下校時刻～最長18：00まで
　　　　　 ☆通常は2ターム（約1時間45分）です。

その他 ： 特色あるカリキュラム
　　　　＊「英会話」 1年生全員および2～6年生の希望者が参加できます。
　　　　＊「中学特選準備講座」 5・6年生の希望者が参加できます。
　　　　＊「チューター補習講座」 4～6年生の希望者が参加できます。

【概 要】

アフタースクール

25　SEIBU GAKUEN BUNRI ELEMENTARY SCHOOL 26

安全で通いやすい！ 遠方からも安心して登校できる。
本校は4つの駅から登校が可能となっています。一番近い最寄り駅の西武新宿線「新狭山
駅」北口からは徒歩10分の距離にあり、登下校時には第4号警備の先生が児童の前後を見
守り引率をしています。また、「川越駅」「稲荷山公園駅」「東飯能駅」の3駅からはスクールバ
スを運行しています。登下校時には、第4号警備の先生がスクールバスに同乗し、引率を行っ
ています。遠方からでも安心して通えるよう環境を整えています。

アクセス

JR八高線・西武池袋線 「東飯能駅」
東口からスクールバス

20分スクールバス
西武池袋線 「稲荷山公園駅」

15分西口からスクールバス
JR埼京線・東武東上線 「川越駅」

BUNRI Global Academy

PICK UP! PICK UP!
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学園のシンボルマークは熊

BUNRI’Sの由来

銅銘板
文理小学校では６年間の教育課程を修了し巣立っていく文理生を祝し、
文理ファミリーの栄誉として児童一人ひとりの氏名を 「銅銘板」 に刻ん
でいます。
文理小学校６年間皆勤（Per fec t  At tendance）であった卒業生に
は　　印、英語検定準２級以上取得（EIKEN Ｒｅｓｕｌｔ）の卒業生には
　　印、富士山登山の達成者（Ｃｌｉｍｂｅｄ Ｍｔ. Ｆｕｊｉ）には　　印を氏
名の前に記し、その栄誉を称えます。　

SEIBU GAKUEN BUNRI ELEMENTARY SCHOOL

西武学園文理小学校

文理は、夢に向かって羽ばたく若者の学園、地球の学園、未来の学園を
目指します。
この思いをスクールアイデンティティとして「アポストロフィーS」に象徴さ
せました。またSの文字は、成長曲線とも呼ばれ、これを引き伸ばした形か
ら助走、急伸、飽和と続く成長現象を表しています。新しい時代を創りだ
す人材、未来の地球に貢献できる人材を育成したい。この思いを「'S」に
込めました。

BEARには”熊”のほかに”耐える”という意味があります。耐えて、努力し
て、やり遂げるというのが文理のスピリットです。また、熊のように厳しい冬
の季節を堂々と乗り越えてもらいたいという気持ちも込められています。

西武学園文理小学校
〒350-1332 埼玉県狭山市下奥富600番地　TEL.04-2900-1800

西武新宿線「新狭山」駅より徒歩10分／「川越」「稲荷山公園」「東飯能」3駅よりスクールバス運行

https://www.seibubunri-es.ed.jp
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