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学園のミッション（使命）

１、個々の児童の適性に対応した学習環境の中で、児童の自立と共生を育み社会に貢献する精神を養う。

２、教職員自らが輝き、児童と感動を共にする学習を実践する。

皆さん、 学校は毎日行かなくてはいけない、 遅刻したらいけないと思っていませんか？

嫌なのに無理していくことが大事でしょうか？それは違います。 自分の精一杯でいいのです。

学校が楽しければ毎日登校できるのですから。 松実高等学園初等部では、 自分のペースで学校生活を

送り、 自分の目標や夢をみつけていきます。 そして自分に自信をつけていきます。

こんな楽しい学校はなかなかないですよ。

使命遂行のための行動

１、個々の児童の適性把握

２、個々の児童の適性に応じた学習支援

３、自立のための学習（得意な分野、好きな分野への学習意欲の開発）

４、共生のための学習（５つのふれあい・・・自然・人・本・家族・地域とのふれあい）

初等部の目的
１、一人ひとりにあった学習の場を提供し、自ら学ぶ力を育成し、自立と共生を育む。

２、感性教育を中心とした独自のカリキュラムを通じ生きる力を育む。

初等部の概要

１、在籍小学校との連携により、在籍小学校出席扱いとなります。（文部科学省通達適用校）

２、クラス１０名前後の少人数編制で児童一人ひとりの個性に応えます。

３、漢字検定、英語検定、数学検定、日本語検定、ワープロ検定など専門資格の習得も可能です。

４、交通機関利用の場合は通学定期の取扱いが出来ます。（文部科学省通達適用校）

５、本物にふれる「ふれあい体験学習」をとおして、仲間と共に学びます。

さまざまな児童に対応します

教科の学習が苦手・・・

体育の時間がつらい・・・

自分に自信がもてない・・・

コミュニケーションが苦手・・・

・自分のペースで学習や小学校生活を送りたい児童

・専門資格を取得したい児童

・魅力あるカリキュラムに興味を持つ児童

・自分の優しい性格を尊重してくれる所を探していた

 児童など

進路相談・教育相談

経験豊かなベテランや若手の専門相談員（進路相談やカウンセラー）

が親切に対応いたします。また、個人別に専門家によるキャリア

カウンセリングを定期的に実施し、児童の個性を伸ばします。

初等部の１日

校舎紹介学園案内

登校

初等部は月曜日から金曜日までの週５日制です。

９時２０分とやや遅めの登校。 ゆとりを持って

学園に来ることができます。

ホームルーム

この時間を利用し、 色々な話を通してコミュニケーシ

ョン能力の向上等を図ります。

とても貴重な時間です。

授業

少人数制なので児童一人ひとりを丁寧に教える

ことができます。 楽しく勉強することが大切です。

お昼

みんなで仲良くお弁当を食べます。 教室で食べ

たり、 松実の森の芝生で食べたり。 とても楽し

いお昼の時間を過ごします。

みんながのびのび過ごせる

とても温かい校舎だね

悩みごとはなんでも

相談できるよ

学習面

人間関係

その他



アクティビティ

運動、日舞

ウクレレ、着付け

茶道、田植え

稲刈り

ふれあいマーケット

など

14:00 下校

算数

HR・掃除 HR・読書 HR・掃除 HR・掃除HR・読書

English

暗記タイム 理科

心理教育

お昼

English
12:45 開始

お昼

地理

PLAY
English

算数

歴史

お昼

国語

チャレンジタイム

国語

月曜
時間 火 水 木 金

お昼

プログラミング

研究 ウクレレ

ホームルーム ホームルーム ホームルーム ホームルーム

  9:50 ～ 10:05

10:15 ～ 11:00

11:15 ～ 12:00

12:00 ～ 13:00

13:00 ～ 13:30

13:45 ～ 14:15

14:20 ～ 14:30

研究の時間って？

自分の興味のある分野を調べながら学習する時間です。

車が好きな児童は車を、歴史が好きな児童は歴史を、その他、ファッション、

動物など好きなことを調べる時間です。調べたことは、パワーポイントや

模造紙などにまとめ、希望者は生活発表会で発表したりできます。

英語の時間って？

週３時間外国の講師が教えます。外国の講師と一緒に様々な活動に参加して

いるので学園生活を送るだけで自然と英語の聞き取りが得意になります。

学園にいながら週３回英会話教室に通っているような効果が得られます。

こころの時間って？

言葉と作法、論語、コミュニケーションアッププログラムを通して

生きる力を育みます。

・言葉を大切にすることで、人間関係が変化することに今まで気づかなかった。

・自分の良いところをみつけられて、自分をちょっと好きになれた。

・会話のマナーを学べた。

・専門家が教えるからこそ身につけることができます。

アクティビティって？

「活動」を意味するアクティビティでは、普段なかなか体験することができない

貴重な活動を体験させます。

田植え、稲刈り、着付け、日本舞踊、空手、フリーマーケット、七夕まつり、

生活発表会、スキー教室、ディズニーランド、サマーキャンプなど

心のエネルギーを高めるたのしい体験がたくさんあります。

初等部の時間割

松実の授業は毎日楽しい。

字を書いて暗記も大事な事ですが、 興味がないとなかなか暗記できません

よね？松実では「遊び」の要素を取り入れています。 他とは違った松実流・・・

四字熟語や論語など大人でも覚えきれないほど、 暗記しています。 そして、

カウンセラーがプロジェクトしている心を育てる授業を通して大きく成長し他の

小学生とは違った個性あふれる子どもたちに成長していきます。

松実オリジナル授業は、学校心理士とともに考えた時間割で、勉強が好きな児童もそうでない児童も興味の持

てるものばかりです。また、学校生活では勉強だけではなく他の児童との共生や社会に出ても困ることのない

ようにマナーを勉強することにも力を入れています。
時間割例



毎日が思い出

本物体験はたのしいよ！！教育機関の皆様へ

児童のみなさんへ

アクティビティ

　全力で働きかけをしても登校が出来ない ・ ・ ・ お悩みの先生方

　連携を図り環境を変えることも一つの支援方法かもしれません。

本学園は医療、 教育の現場の先生方と連携を図り、 共に児童の成長を支援して参りたいと思います。

いつでもご相談下さい。

・ 何もやる気がしない ・ ・ ・

・ 何もかも不安 ・ ・ ・

・ 学校に行っていない自分に自信がない ・ ・ ・

そう思うことは自然なことかもしれません。 自分を責めないでください。

場所を変えて新しいスタートを一緒にしませんか？

無理矢理何かをさせることはありません。 楽しい体験をたくさんして、

一緒に夢を見つけましょう！

保護者の皆様へ

　お子様を今の現状から少しでも脱出し、 もう一度輝く笑顔が見られるよう一緒に支援していきたいと思っており

ます。

　不登校の原因は様々です。 自尊感情が低下し、 「人間関係においても自信がもてない」 このような状況になっ

てしまうことも多いかと思います。 そこから脱出するには、 まず楽しい体験や認められる体験など、 心の栄養と

なることを体験することが必要です。

　松実には楽しい体験がたくさん待っています。 ぜひ、 保護者様だけでも遊びに来て下さい。

松
実
に
お
い
で
よ
！

自分たちで田んぼに苗を植え、 稲を刈り、 そのお米を食べたり、 販売したりします。 ほかにも、 様々

な施設を訪問し学習することもたくさんあります。

　また、 七夕まつりを通して日本の伝統文化を深めたり、 生活発表会で学びを紹介するイベントもあ

ります。 さまざまな体験を通して、 さまざまなふれあい （自然 ・ 人 ・ 本 ・ 家族 ・ 地域） を体感します。

そして、 なによりもアクティビティを通して 「松実って楽しい」 と感じてもらうことを目指しています。

Yutaka



毎日が思い出 体験してみないと発見できないこと、たくさん！

体験期間の５日間、実際に初等部に登校し、松実の児童と一緒に勉強したり遊んだりします。

入学までの流れ

担当教員について

バス送迎について

体験入学しよう！

コーディネーターが個々の児童に合わせた授業を行うことで、 それぞれの個性を輝かせます。

国語、 算数、 社会 （地理 ・ 歴史） はもちろんのこと、 児童の学力に応じて過去に遡って支援し

ていきます。

通常授業＋個別学習塾のような支援ができます。

また英会話も週３時間外国の先生が授業を担当します。

リスニングを中心に行い、 次々と児童英検に合格しております。

ただ聞かされるのではなく、 先生と一日中遊べることによって自然と耳に入ってきます。

また、 学力向上も大切ですが、 小学校の生活で必要な学びは、 マナー、 思いやりの心、 コミュ

ニケーション能力だと考えます。 社会に出て必要なことを丁寧に教えています。

ただ小学校を卒業するのではなく、 卒業時にこのような力を身につけることが大切なのではな

いでしょうか。

本学園に通学する児童のほとんどが市外から電車で来てい

ます。 春日部駅近くの中央校からは学園専用バスで校舎ま

で行きますので安心して登校できます。

帰りは校舎から春日部駅西口まで行きます。

松実高等学園初等部の学園生活に直接触れることができる体験入学は、 学園のカリキュラム、 方針、

お子様が実際に松実に馴染めるか試すことのできる期間です。 初等部には、 たのしい仲間、 やさしい

先生がいつも一緒に授業や遊びを行っています。 ぜひ一度、 松実へ体験に来てみてください。

ご希望の方は電話でご予約ください。 （松実高等学園入学相談室 ・ TEL.0120-980-683）

お電話やインターネットでの資料請求

松実高等学園についてのご説明やお子様に関するご相談をお受けします。

また、 校舎や授業の様子を見ていただきます。

実際に児童の笑顔やいきいきした表情を見て” 行ってみようかな” と

安心するお子様がほとんどです。

５日間、 実際に初等部に登校します。

松実のみんなと一緒に勉強したり、 遊んだりします。

体験入学は無料で行っています。

体験入学の結果にて入学の判断をしていただきます。

松実のみんなと一緒に初等部を卒業しよう！

資料請求

お問い合わせ

面　談

体験入学

入　学

コーディネーターは下記の資格を有しております。 0120-980-683
入学に関するお問い合わせは

公認心理師



松実に来てかわったこと

卒業生の手記 ごあいさつ

　僕は前の学校で、授業に集中できなくてみんなに迷惑ばかりかけて、松実に来ました。

それで松実に来てからも、迷惑ばかりかけて先生に言葉で傷つけてしまったりしていました。

でも、六年生からは、今までの自分ではいけないということにやっと気付きました。

何より僕は、言葉づかいが悪かったので、先生に何十回も注意され、教えてもらいました。

そのおかげで今の自分があるとおもうと、松実の先生たちには感謝してもしきれないほど感

謝しています。

学園生活について

　私は３年生から５年生まで家にひきこもっていたり、保健室で勉強をさせてもらっていたけど教室には入

れなくて、また引きこもったりしていました。でも６年生になったばっかりの時松実を見つけて、「見学し

てみる？」と、お母さんが言ったので見学に行きました。そして体験してみようかなと思ったのでしてみま

した。体験当日はすごくドキドキして恥ずかしかったけれど、みんなやさしくてとても楽しかったです。二

週間の体験が終わって入学する事にしました。入学してから毎日学校に行くのが楽しくなり、宿題をするの

も楽しいです。

　論語や心理、コミュニケーションの授業などもやっていたので、他の学校とはちがってすごい学校なんだ

なと思いました。あと、みんなすごくやさしくてびっくりしました。

　金曜日にはアクティビティもあったので毎週楽しみでした。休み時間には鬼ごっこをしたりして遊ぶのが

あたりまえで私も運動が好きになりました。

　初等部でいろいろな事を学ばせてもらいました。私は松実高等学園初等部が大好きです。なので初等部に

一年しかいられなかったのはとても寂しいです。この学園に入学して本当に良かったです。すてきな思い出

をありがとうございました。

松実での生活

　私は松実に来る前、在籍小で嫌な思いをしていました。そのため人と話すことや接する事がとてもこわく、

苦手になりました。そんな中、お母さんが松実を紹介してくれました。

　私はときどき緊張してしまって、話す時はどうしても声が小さくなってしまいます。松実に来てすぐ、有

りのままの自分を出すことはできませんでした。本当の自分を出すことでみんなから嫌われてしまうと思い、

こわかったのです。けれどもみんながとてもやさしくしてくれるので、だんだんと本当の私にもどる事がで

きました。とても感謝しています。

　大好きな友達とたくさん遊んだり、時にはケンカをしてしまったり。振り返ってみれば、この二年間いろ

いろな事がありました。みんなと共に過ごした時間は私の一生の宝物です。みんなに出会えて良かったです。

そしてこんな私と友達になってくれて、本当にありがとう。

　松実高等学園初等部、それはわたしが初めて心を開くことができた場所です。

　松実高等学園は平成 15 年に開校した新しい形の学校です。

世の中が多様化しております。学習も多様化しつつあります。

個々の生徒に合った学習の場を生徒自らが選択する時代です。

合わなければ合う学校を求める、積極的な生き方の現われだ

と思います。松実高等学園は自分の得意なことを中心に学習

できる環境を生徒の皆さんに提供していきます。高等部では

高校卒業は勿論、大学への進学、資格取得、就職等の自立の

ための支援を積極的に行い、生徒の自立の為の進路を確かな

ものとしてまいります。高等部には、推薦、単願、併願の中

学新卒の生徒や、進学した高校が自分に合わず転校してきた

生徒たちが新たな学習の場で、ハツラツと活躍しています。

　初等部・中等部では小学校・中学校に在籍しながら松実高

等学園に通うことにより小学校・中学校が出席扱いになりま

す。これにより多くの小学生や中学生が埼玉県内や県外から

通ってきております。中等部からは高等部への進学が出来ま

すので高校受験に煩うことなく自分のやりたいことに思う存

分、時間を当てることが出来ます。各クラスの担任の先生も

２０代の若さ溢れる先生です。生徒の皆さんにとって松実高

等学園が、学校であり、家庭であり、学習塾であり、 ふれあ

いの場であり、自立と共生の場となるように教職員一同輝い

てまいります。

主な経歴

理事長

・松実高等学園 理事長
・（社）ISM教育総合研究所 理事長
・ＩＳＭ株式会社代表取締役
・元共栄大学国際経営学部　非常勤講師
・元中央教育審議会委員（文部科学省）
・元教育課程審議会委員（文部科学省）
・元生涯学習審議会特別委員（文部科学省）
・元児童生徒問題行動等調査協力者会議委員（文部科学省）
・元日本ＰＴＡ全国協議会会長
・元少子化への対応を促進する国民会議委員（内閣官房）
・元地球環境と資源エネルギーを大切にする国民会議副議長
・元青少年育成国民会議理事
・元日本教育会理事
・元日本ユニセフ協会評議員
・元生命保険会社役員
・元日本産業経済学会常任理事

学園スタッフ

松井　石根
松井　幸子
松井　　寛
竹内　克好　（元埼玉県教育長）
岩井　重一　（元東京弁護士会会長・アクト法律事務所所長）
安立　晴紀　（税理士法人エクス・パートナーズ会計事務所）
菅野　　純　（早稲田大学名誉教授）
YANAGIMAN ( 音楽プロデューサー）
HAMMER a.k.a. ViRGO（エンターテインメントプランナー）
小川　昌雄　（元埼玉連合教育研究会会長）
落合　三郎　（元松実高等学園校長・元春日部市立春日部中学校長）
西村　暢二　（元春日部東高等学校長・元埼玉県高等学校長協会副会長）
岡島　正男　（元東部教育事務所所長・元春日部市立粕壁小学校長）
竹村　昭治　（元埼玉県／越谷市教育委員会指導主事・元蓮田南中学校長）
原口　慎二　（元 ING 生命保険株式会社広報部長）
葛貫　庸子　（公認心理師・臨床発達心理士・学校心理士）
金井　俊二　（元春日部市教育委員会学務指導担当部長・元春日部市立豊春小学校長）
齋藤　　勉　（元吉川市教育委員会副主幹・元吉川市立東中学校長）
下川　孝広　（元宮代町立須賀中学校長）
齊藤　友昭
小林　通雄
荒川　　学
都築　功善　
　　

理　事　長
副理事長
学　園　長
顧　　問
顧　　問
顧　　問
顧　　問
顧　　問
顧　　問
相　談　役
相　談　役
相　談　役
相　談　役
相　談　役
統括校長

初等部校長兼心理研究室長
中等部校長
高等部校長
高等部副校長

高等部中央校校長代行
高等部中央校校長代行
高等部 ANNEX校長代行

入学相談室長
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