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学園創立者 村崎サイ先生の「女も独り立ちが出来ねばならぬ」が後の建学精神「自立協同」
となる。これは福沢諭吉先生の言葉「独立ハ協力ヨリ来リ、自尊ハ克己ヨリ生ズ」と相通じる。
つまり、人は自分だけで生きゆくことは出来ない。自分が独り立ちするためには、他の人々と協力
することが必要である。また、人間で生まれてきたら、その人でなければならない何かがあるはず。
それが自尊のよりどころである。自尊は、謙虚な自らに克つ心が必要である。

建学精神

校訓

教育方針・特色

名誉校長  千眼智見先生『ほほえみ 14 号』より

自分のことは自分でする。
自分ですることに責任をもつ。
みんなと仲よく助け合う。
思いやりの心をもって人に接する。

当時校長・現理事長　村崎正人先生『ほほえみ 13 号』より

教育目標

正しく  強く  美しく —頭も心も体もバランスよく成長すること

豊かな心と
創造的態度の
育成

知・情・意・体の調和

基礎的・基本的
事項の体得

周到緻密な学習計画と
生活指導

能力の開発と
個性の伸長

個別指導の重視

国際性豊かな
人材の育成

発達段階に応じた
英語教育

日本文化の尊重

郷土愛の育成

（
大
岡 

信 

先
生  

自
筆
）

「正しく」とは…
知恵の心で物事を正しく
判断できる人となれ

「強く」とは…
信念をもって目的貫徹の
強い意志の人になれ

「美しく」とは…
情け深いおもいやりの慈悲の心をもつ

「美しい心の持ち主であれ」
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夢や希望を
描き

叶える
基礎づくり

国公立小学校より767時間＋補習108時間多い授業
時数（約1年分）※令和 3年度実績

！
Check!!標準より多いゆとりある授業時数

（年間あたりの時数）
総合学園だからできます 徳島文理小学校は 2０2３（令和 ５）年度に学校創立 ４０ 周年となります

国公立小学校では、令和 2年度から 6年間で 5,785 時間の授業時数とな
りました。しかし、文理小学校では、6年間で 6,552 時間＋ 6年生の補習
（令和 3年度は 108 時間）の時数があります。

徳島文理小学校は、学校法
人村崎学園の小学校です。
幼稚園や中学校との連携は
もちろんのこと、徳島文理
大学とも連携をした行事等
を行っています。総合学園
の小学校だからできること
が、たくさんあります。

英語教育  4 技能（聞く・話す・読む・書く）を生かした先進的な指導

楽しく学びのある行事や体験でたくさんの笑顔を

開校以来、全学年で週 2時間の英語教育を実施しています。高学年では、
ネイティブスピーカーの教員も指導にあたり、中学校の英語教科書を一部
使用しています。使える英語の基盤づくりと、広い視野づくりを目指し
ます。

Point!! 文理小学校では開校以来 全学年週 2時間
3 年から文字指導、5 年からネイティブも

420時間

単語数 約1,500

Point!! 文理小学校の 6年間で、実質的に国公立小学校 7年間分
に近い授業時数となっています。

〈令和 4年度 予定授業日数〉 ある公立小学校では 199日  徳島文理小学校 238日

音楽学部との連携

宿泊を伴う行事

児童学科との連携
中学校受験のため

その他にも

特別コンサート・むらさきホール等 大学生の指導員や学習支援ボランティア等 早期に中学校教員から試験対策を指導

●遠足…年 2回実施
●専門家を招聘した教室…木育
教室・ヴォルティスサッカー教
室・インディゴソックス野球教
室・租税教室等
●校外への見学…工場・警察署・
阿波おどり会館などの社会科見
学、町探検の生活科学習
●校内での行事…運動会・一味
会（学習発表会）・全校茶会など

※ 2021年度はコロナ禍のため、社会見学旅行（5年）と修学旅行（6年）の目的地を四国内に変更して実施しました。

文理小だからできます!
6年間で

牟岐少年自然の家  宿泊学習（ 4 年） 社会見学旅行（ 5 年） 修学旅行（ 6 年）
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  教育のPoint  　1・2年生は、学校教育の最初のステージです。就
学前教育での学びを受け、一人一人の可能性を大切にして指導しま
す。様々な体験を通したわくわ
くするような楽しい授業を行い、
学ぶ意欲を育てるとともに、小
学校での生活・学習の正しい基
本を指導していきます。

低学年
（1・2年生）

  教育のPoint  　3・4年生は、次第に興味関心が深まり広がって
いきます。この活動的なステージでは、子どもたちの主体性を大切
にして、様々なことにチャレンジしていきます。その一つ一つの学
習の中で、じっくりと調べたり考えたり、友達と協力して学習の喜
びや意欲を自分のものとしていきます。

中学年
（3・4年生）

  教育のPoint  　5・6年生は、中学校受験を意識して学習す
る大切なステージです。また、子どもたちの将来の夢や希望
も次第に具体化してきます。その実現を目指すために、自ら
考え行動・学習するとともに、努力を継続する強い意志力を
育てていき、一人一人の学力を高めていきます。

各学年で一部教科担任制をとっています。英語・音楽
は全学年で、家庭・書
写・理科等は学年によ
り行っています。3 年
生以上は、国語・算数
は担任 2 名が相互に授
業を行い、効果を高め
ています。

教科書のほかに、全学年とも本校独自の「文理補充教材」
を使い、学習内容を発展的に充実させ、理解を深めます。
さらに、3年生以上は補国・補算
の時間を設定し問題集をします。

徳島文理小学校 6年間の「学びのステージ」

楽しく活動する中で
生活と学習の基本を

じっくり活動する中で
学ぶ喜びと意欲を

高学年
（5・6年生）

自ら考え行動して
高い学力と強い意志力を

教科
担任制

教科書
だけでなく

5 年生は、１０ 月に飛鳥・奈良地方を一泊二日で訪れ、
6年生は、5月に大阪・京都・東京を二泊三日で訪れ、
日本の首都変遷をたどります。そこで、歴史・政
治・文化の学習をし、豊かな社会経験を積み、我
が国の伝統と文化への誇りと愛情を育てます。な
お、令和 3年度は新型コロナウイルス感染症の感
染予防のため、5年生と 6年生の旅行を四国内で実
施しました。

◦学びのステージがあがるにつれて、学習量と学習
内容に深まりをもたせるように工夫
◦国語と算数のテストも、しだいにレベルをあげて
◦教科書以外に「文理補充教材」やテキストを使用
◦正規の授業だけでなく、補国と補算の時間を確保

◦１２／２７ の徳島文理中学校入試に向けて
・受験教科の国語・算数を 11 月末で終えます
・定期テスト以外に実力テスト・模試等も実施
・受験テキスト・過去問をていねいに指導します
・補国・補算・補習の時間を有効に活用します

学びと
思い出の
遷都学習

読解力の不足が問題となっている中、本校では開校以来、
国語科を重視して指導を行っています。全学年で国の標
準よりも週 １時間多い授業数をとり、日常的に読書・日
記・作文等の指導も行います。

生活科は、１・2 年生だけの教科です。上記のスタート
カリキュラムとも連動させて小学校生活に慣れるための
学習をはじめ、楽しく具体的な活動を通して身近な自然
や社会に触れていきます。本校では「生活科」をカリキュ
ラム全体の核として位置づけ、様々な学びを他教科にも
結びつけています。

「生活科」
学習を

核にして

国語を
重視した

指導

　徳島文理小学校では、入学後の約 １カ月間を中心に、特別なスタートカリキュ
ラムを編成・実施しています。スタートカリキュラムとは、入学した子どもたち
が安心して自信をもちながら成長・自立していくためのカリキュラムです。
　本校では、下の 3つの子どもたちの姿を目指しています。入学当初は学校に慣
れ、友だちをつくる「なかよしタイム」を中心にして、次第に「わくわくタイム」
を増やしていき、そして教科中心の「すくすくタイム」に無理なく移行しています。

スタートカリキュラムで安心！

スタートカリキュラムで育てたい子どもの姿

安心して学校生活を送ることができ、登校を楽し
みにする子ども

友だちと楽しく関わりながら、お互いに助け合い
活動できる子ども

いろいろなことに興味をもち、思いをふくらませ、
考えを広げて学習に没頭する子ども

なかよし
タイム

わくわく
タイム

すくすく
タイム

教科を中心とした学習

一人一人が安心感をもち、
新しい人間関係を築いてい
くことをねらいとした学習

生活科を中心と
して、各教科等
と合科・関連を
図った学習

3 つの学習について

※入学当初は「なかよしタイ
ム」を中心に設定しますが、
2週目・3週目と時間を減ら
し、「すくすくタイム」に移
行していきます。

1日目 2日目 3日目 4日目 5日目
朝 朝の準備・お話を聞こう・

友だちと仲よくなろう
朝の準備・お話を聞こう・
友だちと仲よくなろう

朝の準備・歌を歌おう・
お話を聞こう・友だちと
仲よくなろう

朝の準備・歌を歌おう・
お話を聞こう・友だちと
仲よくなろう

朝の準備・歌を歌おう・
お話を聞こう・友だちと
仲よくなろう

1
うがいと手洗いの仕方を
覚えよう・靴箱とトイレの
使い方を覚えよう　など

【音楽】
歌を歌って仲よくなろう

がっこうをたんけんしよう
春みつけをしよう

お名前おしえて　
すきなものを友だちにし
らせよう

心電図検査

2 がっこうをたんけんしよう
たのしく歌おう がっこうをたんけんしよう 【国語】

自分の名前を書こう
【図工】
すきなものを絵にかこう

3
【国語】えんぴつをもって 【書写】なぞってみよう

【算数】かずとすうじ
手遊びやゲームで遊ぼう 手遊びやゲームで遊ぼう 手遊びやゲームで遊ぼう 手遊びやゲームで遊ぼう

給食 給食開始

4 手遊びやゲームで遊ぼう

行事 クラス写真撮影 尿検査 心電図検査

スタートカリキュラム例  今週のめあて《先生や友だちと仲よくなろう》1・２組

■…なかよしタイム
■…わくわくタイム
■…すくすくタイム

※この期間も放課後預かり教室を
実施しています。

計画表
《第1週目》

中学校受験のためにも、学力向上のためにも、国語・
算数を中心に、徐々に指導内容の「先取り」をして
います。また、言語力の充実にも力を入れており、
補充学習も行っています。

先取り・
補充学習

6 年生は、徳島文理中学校の入試に向けて、夏休み
１０日間、冬休み 2日間、2学期は運動会が終わり次
第、毎日 ７時間目に補習をします。基礎・基本はも
とより、過去問も含めて受験対策をします。つまり、
文理中入試に絞った最適のテキストで、じっくりと
基礎・応用・発展と学力を高めます。

100 時間
あまりの

補習

4５分ではなく
１５分のモジュールで
始まります。

無理のない
進学指導

初めての遊具遊びの様子
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社会生活の中で、ICT の活用が必
要不可欠となっています。これから
の Society 5.0 の時代を生きてい
く子どもたちにとって、PC 端末は
鉛筆やノートと並ぶアイテムと言わ
れています。本校では、いち早くそ
のための ICT 活用教育推進の環境
整備に努め、指導を深めています。

国語力は、すべての教科等における資質・
能力の育成や学習の基盤となるものです。

「聞く」「話す」「読む」「書く」の国語力が、
あらゆる学習活動を支えています。新たな
大学入試制度「共通テスト」においても、
国語力の必要性が明確になりました。本校
では、開校以来一貫して、その国語力育成
のため様々な取り組みを行っています。

国語科を重視し、授業時数を増やして指導を充実

◦読書タイム
火曜日・土曜日の朝はショート（15
分間）、毎月第 3・4週の水曜日の
6時間目はロングの読書タイムと
して、読書を習慣化する取り組み
をしています。

◦校内コンクール
11 月に行われる校内読書感想文・感想
画コンクールに向けて、読む本または
テーマを決め、読後に感動したことを文
章や絵で表現します。

◦各学年で「これだけは読もう 20 冊」と読書カード
各学年の発達段階に応じて、ぜひ読んでほしい図書を各学年で 20 冊選定
し、読書を奨励しています。低学年では、多くが１学期中にクリアーして、
多読の習慣が身に付いていきます。また、読書カードは、子どもたちの読
書記録として残っていくもので、大きな励みにもなっていきます。読書は、
言葉を学び、感性を磨き、知識を増やし、新たな考え方に出合うようにな
り、人生をより深く生きていく基礎となるものと考えています。

◦親子読書会
1 年生から 3年生の保護者による
読み聞かせ・紙芝居・朗読をする
ことにより、読書入門期の子ども
たちが読書に親しみ、読書への意
欲を高めます。

◦低・中・高学年ごとの図書室
本校には、2階に低学年用、3階に中学年用、4階に高学年用の図書室を
設けています。蔵書数も国の標準冊数の約 5.2 倍を誇り、子どもたちの読
書意欲に応えています。

全校をあげての読書指導の充実

系統的な ICT 活用のスキル指導各学年ごとの古典音読や朗読

音読は、国語学習の基本中の基
本であり、基礎学力を高めるた
めの重要な学習方法です。ま
た、腹式呼吸をする体全体の学
習方法でもあり、古典を位置づ
けている点が本校の特徴です。

各教科等での言語活動の充実

教科書は日本語で書かれ、授業も日本語で進められていきま
す。つまり、全ての学習において国語力が土台となっていま
す。子どもたちは、「聞く」「話す」「読む」「書く」の言語活
動を行い、思考・判断・表現も国語力が土台となっています。
言語能力は、すべての教科等における資質・能力の育成や学
習の基盤となるもので、あらゆる学習活動を支えています。

各教科等で課題や目的に応じて必要な
情報を収集・選択・処理・表現し、受け
手の状況を踏まえた発信・伝達をするた
めには、基本的な技能（スキル）を効率
的に習得しておく必要があります。

例えば入力方法でも、低学年のタッチ
ペンやマウスから、中学年のキーボー
ドによるローマ字入力へと系統性をも
たせることを大切にしています。

各教科等のねらいを達成するた
めにICTを効果的に活用します。

⃝電子黒板・書画カメラ・デジタ
ル教科書等の利用
⃝インターネットや学習ソフト
の利用

各教科等の授業に生かして

学習は一人一人の子どもたちが自立的に取り組むものです。
その際に、より効果的に進めていくために活用するのが ICT
です。一人一台のタブレットPCを効果的に活用することに
よって、瞬時に情報を収集・処理・更新し、自らの学習を高
めていきます。

自学自習に生かして

プログラミング学習

プログラミングツール（Scratch・
Mesh・SpheroEDU）を使用し
てプログラミングを行うことに
より、身の回りにあるプログラ
ミング技術を理解し、論理的思
考を育成します。

情報モラル・セキュリティ

具体的な育てたい力は次のとおりです。

⃝発信する情報や情報社会での行動に責任をもつ
⃝情報社会でのルールやマナーを守る
⃝情報社会の危険から身を守る
⃝情報を正しく安全に利用するように努める

毎日の日記指導や適宜の作文指導を継続・発展

日記指導は全校をあげて実践しています。全学級で児童に日
記を綴らせ、担任が読んでコメントを書き添えるということ
を継続しています。そこには教育的意義をもたせています。
本校の日記は自分なりの思考を経て表現するように指導して
います。作文指導も折々の課題を提示し「書くこと」を通し
て言語能力を豊かに育成させています。

国語力はすべての土台と考えています学習の
基盤 ICT活用教育は必要不可欠です学習の

基盤

1・2 年生 5・6 年生3・4 年生

コンピュータの基本
的な使い方を知る。

インターネットの使
い方を理解し、情報
を収集・整理する。

情報を活用し、映像
制作などを通し、情
報を発信する。

情報モラル・情報セ
キュリティについて
考える。

情報モラル・情報セ
キュリティについて
理解する。

情報モラル・情報セ
キュリティについて
理解を深める。

コンピュータには明確
な手順を命令する必要
があることに気づく。

簡単なプログラミング
の命令の組み合わせ、
ソフトを活用する。

より高次なソフトを
活用して、ロボット
操作する。

特に低学年で国語の授業時数を
増やしています。それは、この
時期にこそ国語力の基礎基本を
じっくりと楽しく身に付けても
らいたいからです。中学年以降
も指導を充実させています。

コンピュータの基本的操作の習得

プログラミング的思考

情報モラル・情報セキュリティ

音読はっぴょうかいの様子

低学年 高学年
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卒業式　6年間学んだ文理小学校最後の日です。厳粛な雰囲気の中、感動あふれる卒業式になりました。

一味会　徳島文理大学のむらさきホールで、これまでの練習成果を発揮して、合奏・合唱や英語劇等を発表しています。

社会科見学　4年生が、阿波おどり会館（伝統文化）と大
谷焼（まちづくり）などを見学して学びを深めます。

社会見学旅行　5年生が、例年の奈良から変更して、小豆
島の産業や文化、丸亀城等を見学しました。

工場見学　3年生が、スーパー（買い物）と工場（生産）
などを見学して具体的に調べます。

秋の遠足　秋の遠足は、学年を越えた交流を図るため、
縦割り班（※）で楽しい一日を過ごしています。

徳島文理大学音楽学部特別コンサート　音楽学部に関わる
著名な先生にお越しいただき、すばらしい音楽を鑑賞しました。

年間行事

ヴォルティスサッカー教室　徳島ヴォルティスの選手と
楽しくゲームをする中でボールさばきを教わります。

一年を通して、子どもたちにとって楽しい思い出づくりや意味ある学びを創出してい　ます。（令和 3年度）

全校茶会　保護者の方が点ててくださったお茶をいただき、経
験することで、お茶の心を知り、日本の伝統を継承していきます。

木育教室　木を植え育てる林業、木を使えるようにする製
材業、様々な商品にする木工業の一連の仕事を学びます。

救命救急教室　5年生が保護者の方といっしょに、いざ
という時のために救命救急の方法を実習しています。

入学式　ピカピカの1年生の小学校生活がスタートします。緊張の中にも温かみのある入学式です。

七夕集会　徳島文理大学附属幼稚園の園児を招待し、短
冊に願い事を書いて、なかよく交流しています。

縦割り班ボランティア清掃　班に分かれて協力しなが
ら、近くの公園や校庭を心を込めて清掃します。

水泳学習　スイミングスクールで、専門の指導員による
効果的な指導を受けます。

秋季運動会　とても広い運動場でゆとりをもって、子どもたちと保護者がコロナ対策を講じて一日を過ごします。

◦全校茶会
◦教育講演会
◦社会見学旅行（5年）
◦11 月テスト
◦校内読書感想文・
画コンクール
◦縦割り班ボランティ
ア清掃
◦前期入学試験

◦始業式
◦入学式
◦実力テスト
◦身体測定
◦各種健診
◦被害防止教室
◦交通安全教室
◦非行防止教室
◦春の遠足

◦ケータイ安全教室
◦家庭訪問
◦ 5月テスト
◦保護者会総会
◦避難訓練
◦引き渡し訓練
◦全国学力調査
◦縦割り班ボランティ
ア清掃
◦修学旅行（6年）

◦衣替え
◦租税教室（5年）
◦新体力テスト
◦ 6月テスト
◦進学説明会
◦救命救急教室（5年）
◦文理ンピック
◦水泳学習

◦期末テスト
◦給食試食会
◦七夕集会
◦文理中高説明会
◦個人懇談
◦創立記念日（1９ 日）
◦終業式
◦牟岐少年自然の家
宿泊学習（4年）

◦夏休み
◦登校日（2回）
◦夏季補習

◦始業式
◦実力テスト
◦秋季運動会
◦教育実習
◦工場見学（3年）
◦防災センター出前
授業（4年）
◦秋の遠足（縦割り班）

◦後期入学試験
◦始業式
◦実力テスト
◦校内書き初め展
◦大谷焼見学（4年）
◦耐寒運動
◦TOEFL 検定
◦入学前説明会

◦ 2月テスト
◦一味会
◦クラブ見学
◦音楽鑑賞会
◦制服リサイクル
◦お別れ遠足（6年）

◦ 6年生をおくる会
◦学年末テスト
◦卒業式
◦修了式
◦春休み

◦衣替え
◦10 月テスト
◦木育教室（3年）
◦入試説明会
◦阿波おどり会館見学（4年）
◦交番見学（2年）
◦ヴォルティスサッカー教室
◦避難訓練
◦特別コンサート

◦期末テスト
◦大学生とのボラン
ティア活動（5年）
◦合格者説明会
◦個人懇談
◦警察署見学（3年）
◦終業式
◦文理中入学試験
◦冬休み

４
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９
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1
January

₂
February

₃
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1学期 2学期 3学期

※縦割り班…1〜 6年生の子どもたちがいくつかの
班に所属し、行事や集会などでなかよ
く活動します。毎年編成するので、学
年を越えて、お互いに知り合いになり、
楽しい学校生活につながります。

詳しくはこちらをご覧ください
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・八宝菜
・中華風酢物
・肉団子
・中華スープ
・麦ごはん
・牛乳

◆火曜日◆
・ハンバーグ
・ブロッコリー
・マカロニサラダ
・ロールパン
・りんご
・牛乳

◆水曜日◆

低・中学年では、基礎・基本を最重視してい
ます。高学年では、進学を意識して行ってお
り、時間割も午前中に国語・算数をすべて組
み込んでいます。

8:50　授業

運動場で、友達となかよくボール遊びや遊具
遊び等をしています。遊びの中にも、協調性
や社会性が育っていきます。

10:30　業間

1 階のランチルームで学年ごとに全校の子ど
もたちが一緒に給食をいただきます。献立も
工夫し、自校で調理しています。また、土曜
日も給食をいただいてから帰宅しています。

12:30　給食

自分の思いをもとに、運動場で元気いっぱい
に遊ぶ子、図書室で読書に集中する子、委員
会活動で自分の責任を果たす子など、様々で
す。

12:55　昼休み

・同じ献立でも学年ごとに分量を変えています。
・低学年はトレーにセットしています。　 ・週 1回、パンの日があります。

放課後預かり教室（〜18：30）
ご家庭の都合で放課後預かり教室を利用する
子どももいます。預かり教室から、水泳や習
い事などに自分で行くこともできます。詳し
くは、23 ページをご覧ください。  

■ 1 週間の給食献立例

朝は 8 時までに登校するようにしています。

8:00　登校

基本的に、月曜日は朝会をしています。火曜
日から土曜日までは、学級ごとに読書タイム・
ドリルタイム等として活動しています。

8:25　朝の活動
１年生では、次のように活動しています。
①めあての反省　　　　②係からの連絡
③友達のたからさがし　④先生のお話
⑤明日の確認

15:20　帰りの会

広い運動場で
遊ぶの大好き！

1 年生では、次のように活動しています。
①朝のごあいさつ　②朝の歌　
③めあての確認　　④ 1 分間スピーチ
⑤健康観察　　　　⑥先生のお話

8:40　朝の会

今日も 1日元気に
過ごしましょう

いっぱい食べて
大きくなるよ

人を思いやる心をもって、気持ちのいいあ
いさつや美しい言葉づかいができるように
心がけています。特に、給食時には正しい
マナーや、すべてのものに感謝する心を育
みます。

礼儀の教育 給食後、ランチルーム内に設置
された殺菌装置付き保管器から
自分の歯磨きブラシをとり、しっ
かりと歯磨きをしています。

歯磨き指導

・すき焼き風煮
・ちりめんの酢物
・豚汁
・オレンジ
・ごはん
・牛乳

◆月曜日◆
・カレーライス
・ミモザサラダ
・パンナコッタ
・チーズ
・牛乳

◆金曜日◆
・ビビンバ
・グレープゼリー
・牛乳

◆土曜日◆
・さんまのかば焼き
・白菜のおひたし
・かにかまの酢物
・大根のそぼろ煮
・ごはん
・牛乳

◆木曜日◆

■ 1年生と 6年生の時間割例

1 年生 月 火 水 木 金 土

8:25 〜 8:50 朝の活動・朝の会

8:50 〜 9:35 1 時間目 国語 音楽 英語 書写 国語 算数

9:45 〜 10:30 2 時間目 英語 国語 算数 音楽 体育 国語

10:50 〜 11:35 3 時間目 体育 図工 体育 算数 生活 国語

11:45 〜 12:30 4 時間目 生活 図工 国語 国語 生活

12:30 〜 13:40 給食・昼休み・清掃

13:40 〜 14:25 5 時間目 学活 算数 国語 道徳 国語

14:25 〜 14:40 帰 り の 会

※土曜日は授業開始時刻が 10 分早くなります。

6 年生 月 火 水 木 金 土

8:25 〜 8:50 朝の活動・朝の会

8:50 〜 9:35 1 時間目 国語 国語 書写 国語 国語 補国

9:45 〜 10:30 2 時間目 算数 体育 算数 算数 算数 補算

10:50 〜 11:35 3 時間目 音楽 算数 英語 図工 社会 学活

11:45 〜 12:30 4 時間目 理科 音楽 国語 図工 英語

12:30 〜 13:40 給食・昼休み・清掃

13:40 〜 14:25 5 時間目 社会 理科 社会 家庭 体育

14:35 〜 15:20 6 時間目 体育 理科 委員会
クラブ 家庭 道徳

15:20 〜 15:30 帰 り の 会

15:30 〜 16:20 補　　　　習

1 日の
流れ

音楽・英語・家庭は、全て専科教員が指導し
ています。また、社会・理科・体育・書写等
も、部分的に専科教員が指導しています。

13:40　授業

自分たちが毎日お世話になっている校舎内外
を、感謝の気持ちをもって友達と協力しなが
ら、清掃しています。

13:25　清掃

きれいになって
気持ちいいね

お迎えが来るまで
仲よく過ごそう

冬服… 小学生らしい清楚な紺色のブレザー・ズボン・ジャンパース
カートです。

夏服…男子は白色半袖開襟シャツに紺色の半ズボン、女子は白色半
袖丸襟ブラウスに青色のジャンパースカートになります。

制服

冬服 夏服

低学年

中学年

高学年

8：00 放課後8：25 8：40 8：50 10：30 12：30 12：55 13：25 13：40 15：20

新しく
殺菌式の保管庫に
なりました
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音楽室
楽器の演奏や電子ピアノの練習で使用してい
ます。電子ピアノは、ヘッドフォンを利用す
ることで自分の演奏に集中できます。

礼法室
４８ 畳の広さがあり、全校茶会や百人一首・
カルタ取り等、日本の伝統・文化に触れる場
として活用しています。

英語室
学年に応じた英語学習を 2室に分かれて行っ
ています。高学年ではネイティブスピーカー
の教員が週2回のうち1回を指導しています。

家庭科室
グループで活動しやすいように工夫された調
理室と、広い机で安全にミシン縫いができる
裁縫室があります。

体育館
校舎内 2階から ４階まで吹き抜けの体育館で
す。床暖房を備え、冬季の式典や観劇の際に
も使用しています。

自由活動室
リニューアルした放課後預かり教室が主に使
用します。冷暖房完備で、広く明るい教室で
す。その他にも特設授業にも活用します。

図工室
木の暖かさが感じられる図工室で、楽しく作
品作りを行っています。3年生の「木育教室」
の会場にもなっています。

理科室
実験や観察などの学習内容によって 2室に分
かれ、効率よく授業を行っています。多くは
理科専科教員が指導しています。

学校施設 子どもの学ぶ意欲を引き出す、充実の学習環境が広がっています。

ランチルーム
本校では、全校の子どもたちがランチルームに集まっ
て一斉に給食を食べています。コロナ禍の中でもパー
ティション等で安全な給食となっています。

図書室
低・中・高学年ごとにあり、親
子読書会や調べ学習にも利用し
ます。

Point!! 文部科学省の標準冊数の約 5.2 倍
充実した蔵書数  41,966 冊（令和 4年 4月現在） 運動場

直線で約 2００ m とれる、とても広い運動場
です。高いフェンスに囲まれ、安心して活動
ができます。遊具・実習園もあります。

Point!! 全ての教室に冷暖房が完備
されています。

普通教室にスタンドピアノ・空気清浄機・サーキュレーター・
CO2 モニター・電子黒板・書画カメラが整備されています。

学年準備室があり、教室内が
ゆったり使えます。

コンピュータ室
生活や学習に生かすために、コンピュータ機器操作
の習熟や調べ学習などを行い、系統的・発展的な ICT
活用教育を進めています。

図書室（低学年）2階

図書室（中学年）3階

図書室（高学年）４階
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安心・安全な学校 子どもの安全確保で保護者の安心に

◦避難訓練・防災教育

発生が心配される南海ト
ラフ地震等に備え、年 3
回の避難訓練を実施して
います。地震だけでなく
火災や津波も想定して、
安全で迅速な行動を指導
しています。

◦引き渡し訓練

災害発生等の緊急時には、子どもたちを保護者の方に安全に
お返しすることが必要です。その際に、メール配信から実際
に引き渡すまでの流れを、事前に訓練しています。

◦耐震構造の校舎

小学校校舎はもちろんのこと、学園では全ての建物が耐震構
造となっています。

◦転倒防止等の対策

地震発生時、ブロック塀だけでなく、ロッカーや本棚等も転
倒すると想定し、対策を講じています。

◦災害時ボランティア

本校近辺に住む徳島文理大学生が、災害時に教職員の補助を
するために、ボランティアとして登録しており、人的支援に
生かせられるようにしています。

防災対策

Point!! 監視カメラ・高いフェンス等で、子どもたちの安全を確保しています。

交通安全対策・登下校時の安全対策

生活安全対策

◦登下校時の安全対策

登下校時間には、教職員が立哨して交
通指導をしています。特にバス通学生
に対しては、バス車内でのルールやマ
ナーを定期的に指導しています。また、
低学年は毎日バスで下校する際、バス
停留所まで教員が引率して安全を確保
しています。

◦被害防止教室 

徳島中央署から警察官・指導員の
方に来ていただき、連れ去り等の
被害にあわない方法を教えてもら
います。

◦非行防止教室

たばこや薬物の危険性をは
じめ、さまざまな非行問題
等について学びます。

◦ケータイ安全教室 

携帯やスマホの保有率が年々
高まる中で、その正しい使い
方と情報の落とし穴について
学びます。

● ひやり・はっと箇所とは？
　多くの方に、あんしん歩行エリア内において、車や、自転車に対して、ひ
やり・はっと・危険だなと思う箇所を教えていただきました。これは、現在
交通事故が多く発生していない場所に対しても、ひやり・はっとが多く集まっ
たりすることで、そこには事故につながる何か危険な要因があることを発見
し、未然に事故を防止することが出来ることを目的としています。また、事
故もひやり・はっともたくさんある箇所に関しては特に注意して通行する必
要があることがわかります。

● 広げよう安全の輪 !!
　地域の人たちが『交通ルールを守らない！』『マナーが悪い！』とよく口に
していました。信号を守らない！ 一時停止をしない！ 確認をよくしない！
スピードの出しすぎ！ 横に広がって歩く！ 道路の乱横断！ 雨の日の傘さし
運転、また、最近では携帯電話を使用しながらの運転も目につきます。これ
らは全て『交通ルールを守らない！』、『マナーが悪い！』にあてはまると思
います。
　『ルールを守る』『マナーの向上』は、けっして難しいことではありません。
みなさんの少しのこころがけで、これらは達成できる身近な交通事故対策で
す。焦らず、無理をしない、ゆとりある交通マナーで少しでも交通事故を減
らしましょう。

● あんしん歩行エリアとは？
　我が国では、交通事故死者数のうち歩行者・自転車利用者の割合が約４割
を占め、欧米と比べると高く、また歩行中の交通事故による死者の約６割は
自宅から 500 ｍ以内で被害に遭っている状況にあります。このため、「道路
交通における歩行者主権の回復」を図り、安心して生活できる生活環境を整
備していくことが必要となっています。
　そのための手立てとして、住居系・商業系地区で交通事故率の高く、緊急
に歩行者、自転車利用者の安全対策が必要なエリアを「あんしん歩行エリア」
に指定しています。徳島県では、５箇所が指定されていて、その内の一つが
沖浜東・山城西・昭和地区です。つまり、徳島文理小学校周辺が指定されて
いるのです。他の４箇所は、阿南地区、鳴門地区、徳島市の沖浜・二軒屋・
明神地区、田宮地区となっています。

● 覚えておこう！ 道路のマーク！
　道路には危険がいっぱい。それを、事前に教えてくれる、
大事なマークがあります。みなさんがよく知っている横断歩
道や、停止線も危険を教えてくれる大事なマークです。それ
以外にあまり知られていない、マークを紹介します。歩行者、
自転車の人も十分に覚えておき、交通事故にあわないように
注意しましょう。

● こんな所にも危険が！
エリアの中で、こんなところにも危険が！と、感じた場所を紹介します。

国道 55 号
　御座船橋から南に 2 つ目の交差点。西側の市道
から国道に合流するために青信号を急いで通行し
ようと、交差点への進入速度が早くなっています。
そのため南側横断歩道を西から東へ横断している
歩行者・自転車の確認が不十分になり、右折時事
故が多く発生しています。

県道 徳島小松島線
　津田橋北側の交差点。通勤通学の自転車が多い
箇所です。北側方向から西側方向へ進行する時、
南からの北進車両が多く、なかなか右折できず気
持ちが焦り、北進車両が途切れた時に急いで進行
し、歩行者・自転車の確認不足になっているのが
原因です。また左折時の巻き込み事故も発生して
います。焦らず歩行者・自転車の確認をしっかり
とする必要があります。

市道 八万・山城・昭和町線
　山城橋北側の交差点。小学校の通学路、また大学
も付近にあり歩行者・自転車も多く通行する箇所
です。東西方向は一時停止規制がかけられています。
東側から南方向への合流時は北側への注意はする
ものの、南側方向へは注意不足になっており事故
やひやりが多く発生しています。

　あんしん歩行エリア内には、ここにあがってきた場所以外にも危険な場所がひそんでいるかもしれません。
そんな時は個人個人でこのマップに書き足し、オリジナルのマップを作成してみてください。そしてそのオ
リジナルマップを地域での交通安全で活かす、またそのマップをもとに一度実際に歩いてみるのもいいと思
います。この地図が、みなさんのもとで発展してさらによいマップにしていただければと思っています。

ここは危ないよ！　ここに注意！

⃝ 歩行者・自転車が怪我・死亡した交通事故があった所 歩行者・自転車へここは危ないよ！

⃝ ひやり・はっと場所 運転手へここは危ないよ！

歩道　　 信号　　 特に注意する場所

「交通安全マップ」について
　平成 24 年度に、厳しい交通事情を鑑み、沖浜東・山城西・昭和地区の有志の方々、
昭和小学校・徳島文理小学校・富田中学校の各校、徳島県警察本部・徳島東警察署（当
時）・国土交通省・徳島県・徳島市の各関係機関が協力し、ワークショップを行い「沖
浜東・山城西・昭和地区あんしん歩行エリア  事故 non マップ」を作成してくださ
いました。
　この度、徳島文理小学校では、最近の交通事情のさらなる悪化、及び県内外での子
どもたちの痛ましい交通事故をふまえ、学校周辺の安全確認作業を行いました。その
際、平成 24 年度作成の「沖浜東・山城西・昭和地区あんしん歩行エリア  事故 non マッ
プ」をもとにさせていただきました。詳細に調査・分析を重ねられた上で作成された
このマップは、本当によく考えられて作成されており、多くの部分が活用することが
できました。改めて、当時の皆様のご苦労とご努力に深く感謝申し上げます。
　最近の交通状況や町の変化等を加除して「徳島文理小学校周辺  交通安全マップ」
を作成することができました。作成にあたっては、徳島中央警察署、特に、沖浜交番
の方に合同で点検をしていただきました。このマップにより、少しでも交通事故がな
くなり、子どもたちの安全が確保されることを心から願っています。

令和 3 年 10 月

自分なりのマップを！

ドットライン
　ドットラインは、交差している道
路、施設や店舗があることを示してい
ます。右の例だと、左側に道路がある
ことがわかります。特に、出合い頭事
故等に注意する必要があります。

交差点マーク
　交差点マークは、交差点であること、
また 4 差路であることを示していま
す。これ以外にも、T 字型（3 差路）
があります。

減速マーク
　このマークのある場所は、スピード
を落として欲しいところです。車で走
ると、その場所は狭く感じるはずです。
そこには事故に結びつくような、危険
がひそんでいるので、スピードを落と
し、注意をしてください。

徳島文理小学校周辺

交通安全マップ

◦交通安全教室

警察官や交通指導員の方に来ていただ
き、運動場に信号等を設置し実際に歩
いたり、自転車で通行したりします。

●！ 徳島文理小学校周辺 交通安全マップ

昨年度、全国で子どもが犠牲になる交通事故が
多発したことを受けて本校周辺で注意すべき箇
所を洗い出し、交通安全マップを作成しました。

◦不審者対策

オートロックを設置し、校舎内に勝手に入れ
ないようにしたり、いざという時に使用する
不審者対策物を用意しています。

様々な安全教室

◦遊具・体育施設等の点検

毎年全ての施設設備について専門業者による
定期点検を行い、不備発見時には直ちに改善
して子どもたちの安全確保を図っています。

◦緊急時メール一斉配信システム

災害だけでなく、様々な緊急時には保護者
の方々に一斉にメール配信するシステムが
できています。全校・学年別等、臨機応変
に配信できるようになっています。

◦その他にも

学校行事を動画配信するこ
とや、欠席時、保護者への
連絡事項の送信など、多様
に活用しています。

暴風警報が午前 6 時 10 分に発令されました。
解除の見込みがないため自宅で安全に気をつけ
て待機してください。なお、明日の学習は時間
割通りとします。

送信

連絡体制

◦緊急時備蓄物資

災害発生時、安全確保のため
学校内で待機することが想定
されます。そのために児童・教
職員が 3日間使用できるだけ
の飲料水・非常食・毛布・簡易
トイレ等を備蓄しています。

感染症
対策

本校では、どの教室にも空気清浄機とサーキュレーターを常置しています。その
他にも、CO2モニター・自動手指消毒器・大型冷風扇等も多数配置しています。
特に空気清浄機については、ランチルームや預かり教室等の大きな部屋には、大
型の空気清浄機を配置しています。

▶各種の機器を使って

学級閉鎖や出席停止等の場合に、各家庭へ授業や連絡事項等を配
信しています。特に、国語と算数の基幹教科については、できる
だけ遅れが生じないようにしています。その方法については、説
明プリントとテスト配信によって確実性を高めています。

運動会・一味会（学習発表会）・全校茶会をはじめ、遠足や各種宿
泊活動等は子どもたちや保護者の皆様にとって楽しみな学校行事
です。中止せず、できるだけ対策を講じた上で実施して、学びを
止めないようにしています。

▶オンライン授業 ▶対策を講じた学校行事

新型コロナウイルスはもちろんのこと、イン
フルエンザやノロウイルス等々の感染症への
予防対策を徹底して実施しています。まずは、
換気・手洗い・うがい・マスク着用等の基本
的事項を学年に応じて指導しています。
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　東北大学を卒業後、徳島赤十字病院、東京女子医科大学
病院、済生会熊本病院、聖隷浜松病院を経て、現在は実家で
医師をしております。循環器内科医師としてこれまでは働
いてきましたが、枠にとらわれない家庭医として、これか
らも成長を続けたいと考えており、様々な事に取り組んで
おります。小学生時代は合唱団に所属し、勉学の合間に海
外遠征に行く機会を得て、今思い返しても充実した学校生
活を送れました。子どもであっても大人であっても挑戦す
る事は、大事だと考えております。娘を含めて皆さんにも挑
戦を恐れず、可能性を広げてもらいたいと願っております。

小松島金磯病院 医師　加藤好信さん
（1993 年度卒）

　現在、東京大学教養学部に所属し、さまざまな学問を分
野縦断的に学んでおります。また、友人もでき、コロナ禍
とはいえその中で精一杯大学生活を謳歌しています。この
ような大学生活の根源には、文理小学校での経験が生かさ
れています。勉強だけではなく、多感な小学校の時期にし
かできない貴重な体験を数多くさせていただき、私のその
後の人生に大きな影響をあたえてくれました。どの経験も、
文理小学校でなければできない経験であったと心の底から
思います。子どもたちが、徳島文理小学校でしか得ること
のできない貴重な体験をすることを願っています。

東京大学教養学部文Ⅲ 2 年　宇山飛鳥さん
（2014 年度卒）

　文理小学校を卒業して約 5年が経ちましたが、高校生と
なった今、小学校で学んだことが大いに生かされていると感
じます。例えば、4年生で学んだ百人一首は、今でも何首も
覚えている等、小学生の頃から難しいことを幅広く学習した
ことが力になっていると思います。また、学習だけでなく、
活発だった私は、広い運動場や体育館でのびのびと遊んだ
のも思い出の一つです。そして、何より文理小学校の友人は
さまざまな分野において物知りがいて刺激を受けました。
そんな仲間たちと今まではもちろん、これからも共に競い
励まし合いながら、自分の夢へ向かって精進したいです。

徳島文理高校 3 年　清家悠惟さん
（2016 年度卒）

　私は、徳島文理小学校の第一期生として卒業しました。
その代は、１学年が 17名で少人数だったので、運動会は
保護者と一緒に行ったり、山川少年自然の家での宿泊研修
は２学年一緒に行ったりしました。非常に手厚い教育をし
ていただき、貴重な経験をたくさんさせていただきました。
現在、私は徳島市内の中学校で理科の教諭として勤務し、
充実した毎日を送っています。それは、徳島文理小学校で
手厚い教育をしていただいた経験があるからだと思ってい
ます。現在の徳島文理小学校は、児童数も増え、文理なら
ではの充実した教育活動を進められていると思います。

徳島市内公立中学校 教務主任  田村哲広さん
（1989 年度卒）

　東京大学法学部、東京大学法科大学院を経て司法試験に
合格し、弁護士として企業の法律問題を専門的に扱う法律
事務所で働いています。文理小学校では中学受験やその先
を見据え、教科書の範囲にとどまらない内容を教えてくだ
さるため、塾に通わずとも勉強面での不安はありませんで
した。大学進学後は、自由な環境であるからこそ自らを律
して学習することが求められますが、幼少期に楽しく机に
向かう習慣をつけていただいたことで、小学生の頃から抱
いていた将来の夢を叶えることができました。開拓の意欲
をもち、学び続ける弁護士でありたいと思っています。

最高裁判所司法研修所 司法修習生　寺西美由輝さん
（2007 年度卒）

　産婦人科医として徳島大学病院、徳島赤十字病院、吉野
川医療センターに勤務し、現在は祖川産婦人科クリニック
で働いています。日々命の誕生に携わることができ、やり
がいを感じています。卒業し約 25年経ちますが、文理小
学校での生活はとても楽しかったことを覚えています。多
くの良き友人や熱心な先生方に出会えたことは一生の財産
となっており感謝しています。私学ならではの教育内容、
柔軟さに魅力を感じ、私の子どもも文理小学校に進学させ
ています。多くの子どもたちが貴重な小学校生活を文理で
学び、素晴らしい日々を過ごされることを願っています。

祖川産婦人科クリニック 医師　祖川英至さん
（1996 年度卒）

　陰山メソッドは特別なことではないと思います。例えば、古典音読を提唱していますが、徳島文
理小学校では、すでにかなり以前から取り組まれています。必ず近い将来、子どもたちの実力づく
りに生かされます。また、反復学習も徳島文理小学校ならではの方法で実践し、着実な成果をあげ
られています。

陰山英男先生　陰山ラボ代表（元立命館大学教授）
百ます計算をはじめ、「読み書き計算」の徹底した反復学習と生活習慣改善に取り組んだ陰山メソッドで有名。立命館小学
校の副校長も務めた。著書は『子どもの未来を広げた学校』『学校を変える 15 分』など多数。

　徳島文理小学校では、小学校として出来うることを全て実践していると思います。国では、教科
担任制を公立小学校高学年に取り入れていこうという方針ですが、徳島文理小学校では、文理スタ
イルとしてすでに実施し、その成果をあげられています。そのほかにも、十分な授業時数を生かし
た取り組みをされています。

澤井陽介先生　国士舘大学教授（前文部科学省初等中等教育局視学官）
民間企業に勤めた後、東京都で小学校教員となり、教育委員会で指導主事を経て、文部科学省で教科調査官・視学官となる。
現在の学習指導要領を取りまとめた。著書は『学級経営は問いが 9割』『授業の見方』『授業づくりの設計図』等。

教育の専門家からも一言
Voice
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▶昨年オンラインで本校教職員研修をお願いした講師先生
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乗り継ぎ通学も有効な時間
　入学式の翌日から JR とバスを乗り継ぎ通学しています。
遠方通学を始めて 1年が過ぎようとしていますが、学校が
とても楽しいようで、通学を嫌がることは一度もなく、元気
に通学しています。1時間弱汽車に乗っている間、読書をす
るなどして有効に時間を使っているみたいです。バス通生の
集いなど、公共交通機関を利用する子どもに対する指導や配
慮も行き届いており、安心して通学できることに感謝してお
ります。

自然に勉強に対する興味をもち
　早いもので入学して 1年生が終わりました。スポーツと遊ぶの
が大好きな我が子を文理小に通わせるのは、正直少し不安でもあり
ましたが、周りの勉強が好きなお友達に囲まれていると自然に勉強
に対する興味をもち始め、計算カードなどもゲーム感覚でやってい
るように思います。学校の授業をしっかり聴いていれば、家では思
いっきりやりたいことができます。勉強は安心して学校にお任せで
きます。良い先生方、そしてお友達と楽しそうに生活を送る子ども
を見て、文理小に通わせてよかったと思います。

文理小学校を選んで良かった
　私どもの息子は、小学校入学時に鳴門教育大学附属小学校
にも合格をいただいており、文理小学校にするか迷いました。
しかし、6年間を振り返って、先生方の手厚いご指導とたく
さんの友達に囲まれ、また学校行事の充実と子どもたちのた
めに考えられたカリキュラムなど、何においても、文理小学
校を選んで良かったと思っております。また、施設・設備に
関しましてもコロナ対策や耐震対策といった近年起こってい
る物事に対しての早急な対応には大変驚き、また、校長先生
を始め先生方の子どもたち第一の考えの現れなのかと思いま
した。6年間、大変お世話になりました。

行事もオンライン配信して
　文理小学校では、授業参観や運動会のみならず、全校茶会・
一味会など様々な学校行事があり、子どもたちも日々充実し
た生活を送れたと思います。コロナ禍になってからは、行事
をオンライン配信していただき、感染予防の観点だけでな
く、学校に見に行けない家族にも子どもの頑張りを見てもら
うことができて非常に良かったと思います。勉強も勉強以外
のことも熱心に取り組む指導をしてくださり、子どももこの
6年間で立派に成長することができました。本当にありがと
うございました。

コロナ禍の中でも
　楽しみにしていた小学校生活は、親にとっても環境の変化に困惑
しているコロナ禍に始まりました。世間ではオンライン学習や休校
の相次ぐ中、文理小学校では徹底した感染対策を行い、しっかりと授
業を継続していただき感謝しています。楽しみにしていた運動会や
お茶会といったイベントに関しても学校全体で対策をするのは容易で
はなかったと思いますが安全に開催していただき、子どもにとって
も充実した1年間になったのではないかと感じています。コロナ禍
でも当たり前のことを続けられていることに感謝しています。

ほぼ先生方に勉強面はお任せして
　長いようで短い 6年間だったように感じます。文理中学校入試
を終え、中学校生活に期待をもって最後の小学校生活を送っている
我が子を見ながら、ふと思うことは「親はラクさせてもらったな」と。
特に受験対策ですが、我が家では文理小学校に塾のようなとらえ方
をしていたところもあり、ほぼ先生方に勉強面はお任せしていまし
た。夏前のテスト結果を見て「これは…塾が必要か？」とも思いま
したが、冬になると少しずつ入試問題をこなしていく子どもを見て
「すごいな」と思いました。受験後、プリントを整理していると、
先生方の考えられた指導と熱い想いが伝わってきました。あらため
て、先生方には感謝しかありません。

自己肯定感や先生への信頼感をもって
　低学年では、友人関係で子どもにトラブルがあった際に迅速に対
応していただき、子ども同士のコミュニケーションを図ってくれ、
学校生活を円滑に過ごすことができました。高学年では、学習に関
する心配事や相談事に親身になって寄り添ってくださり、親子共に
支えられてきました。子どもを理解した上で子どもの目線に立って
共感しながら教育してくださったことで、子どもが自己肯定感や先
生に対する信頼感を得ながら学校生活を送ることができました。文
理小学校ならではの高等教育が受けられた 6年間は、これからの
人生を歩んでいく上での大きな礎になると確信しています。

ほとんど知らないお友達でも
　ほとんど知らないお友達との学校生活に馴染めるだろうか
と親の私は不安に思っていたのですが、心配無用だったよう
で、入学してすぐにたくさんのお友達ができたと言っていま
した。クラスで嫌いなお友達は一人もいないし、皆なかよし
だよと言っているのを聞いた時、その言葉から学校生活を楽
しんでいるのが伝わってきました。俳句やカルタ、ことわざ
などもあっという間に覚えてきて勉強するのがとても楽しい
ようです。文理で学ぶことができて本当に良かったと思います。

４年生の時、学校の友達と初めて一緒に
泊まった牟岐少年自然の家宿泊学習に行
きました。初めてのことばかりで、ドキ
ドキしたことを思い出します。時間に合
わせて行動することの大切さを学ぶこと
ができました。

１年生の時、みんなで大学のむらさき
ホールに行き、音楽学部のお兄さんお姉
さんが音楽会を開いてくれました。大好
きなアニメやキャラクターなどの演奏を
してくれ、その時の演奏がとても心に響
いたことを思い出します。

毎年七夕集会をしていますが、６年生に
なって、初めてお世話をすることになり
ました。七夕のお話を朗読する係になり、
一生懸命に練習してがんばって朗読でき
ました。終わると、みんなが拍手してく
れたことがとてもうれしい思い出です。

秋の遠足では、縦割り班でオリエンテー
リングをします。６年生としてオリエン
テーリングの先頭に立って、小さい子ど
もたちを連れて行けるか不安だったけれ
ど、無事にゴールできて、とてもうれし
く達成感がありました。

２年生の時、算数の九九の学習で、私に
とって一番難しかった９の段も含めて、
初めて九九の段全部を言えたことが、と
てもうれしく達成感があったのを今でも
覚えています。自分が努力し、先生が熱
心に教えてくれたお陰です。

毎年、11 月にお茶会がありました。特
に６年生の時は最後だったせいか、去年
までよりも、お茶とお菓子がおいしく
なったような気がしました。また、お茶
会で心をしっかりと清めることができた
ようにも思いました。

１年生の時のボランティア清掃、縦割り
班で、６年生のお兄さんやお姉さんがと
てもやさしく掃除の仕方を教えてくれま
した。６年生になっても、しっかり覚え
ています。

４年生の時、一味会で英語劇をしました。
練習の時は、セリフを覚えるのがとても
大変でしたが、本番のむらさきホールで
は大成功しました。みんなでがんばれば
難しいことでもできるという自信になり
ました。

徳島文理中学校の入学試験を受けまし
た。心臓の音が聞こえるぐらい緊張して
いましたが、合格することができました。
それまでの補習や受験勉強をよくやった
と言われ、とてもうれしかったです。

５年生で奈良社会見学旅行に行きまし
た。コロナウイルスもあったけれど、初
めての奈良県に行き、たくさんのお寺を
見ることができました。奈良公園では、
鹿たちにも会うことができ、とても楽し
かったです。すばらしい思い出です。

４年生の時、牟岐少年自然の家宿泊学習
に行きました。みんなと宿泊したのは初
めてで何か不思議だったけれど、おもし
ろかったです。めったに見られないイルカ
を海で見ることができたし、自然の家だ
からできることがたくさんありました。

コロナ禍のために、６年生の修学旅行が
小豆島に変わりました。でも、同じ班の
子と協力し合って、とても楽しい修学旅
行を過ごすことができ、いい思い出がで
きました。

一味会（学習発表会）での思い出
が心に残っています。この一味会
は、大学のむらさきホールをお借
りして、各学年ごとに合唱や合奏
をします。特に４年生での英語劇
が印象的でした。３カ月前から練
習を重ねての本番、緊張したけど
楽しかったです。

小学校生活最後の運動会、開会
式で応援合戦のリーダーを務め
ました。全校の子どもたちと保
護者の皆さんを前にして、大き
な声を出せるかどうか、とても
緊張したけれど、運動会を盛り
上げることができて、達成感が
ありました。

1 年生
保護者

6年生
保護者 ６年間を振り返ってみて

１年生を終えて
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　2018 年度から保護者会役員をさせてい
ただいております。現在、長男と次男が徳
島文理小学校、長女が文理幼稚園でお世話
になっています。私が徳島文理小学校を選
んだ一番の理由は、この学校であれば子ど
もたちにより良い環境のもとで、充実した
内容の学校教育を受けさせることができる
と思ったからです。まず設備面では、全教
室への冷暖房完備はもちろんのこと、低中
高学年別の図書室、広大な運動場、床暖房
付きの体育館、さらには全校茶会等の徳育
の場として活用できる礼法室など、他には
ない充実した環境となっています。

　徳島文理小学校を選んだ理由
　先生方の高い指導力により実現している
私学ならではの小中高一貫教育は、特に進
学面では地域随一の成果を発揮しています
が、英語や音楽教育の集大成ともいえる
「一味会」や「むらさきホール音楽会」など
の学校法人全体で連携した文化教育活動
も、本学の大きな特色となっています。保
護者の方々も多くが教育に対する共通の価
値観を共有しており、同じ思いのもとで、
多くの方々に参画していただいている保護
者会活動は、先生方と連携しながら子ども
たちのより良い教育環境を支えていく重要
な活動となっています。

久岡征司 保護者会 会長
ノヴィルホールディングス
株式会社 代表取締役社長

　わが母校徳島文理小学校は、学校法人村
崎学園の小学校として創立以来、39 年目
を迎えました。卒業生も、本年3月で1,906
名を数えています。
　平成 27年 8月、ホームカミングが開催
され、久しぶりに徳島文理小学校に戻って
きました。近くに住んでいながら、なかな
か来る機会がなかったのですが、運動場が
大きく広がり、様々な新しい物も増えてい
ました。わが母校の発展ぶりに驚き、懐か
しく感じるとともにとてもうれしく思いま
した。そのような思いで卒業生が集まり、

翌年 7月 9 日㈯に、徳島文理小学校同窓
会が設立されました。
　私は第一期生ですが、文理で育んだ交友
関係は今もなお友情を深めており、仕事を
していく上でも、その絆がありがたいと思
うことも度々です。
　同窓会としても全ての卒業生の絆を深め
ていくことができるよう、また、在校生の教
育活動を支援するとともに、母校のさらな
る発展のため、取り組んでいきたいと思いま
す。他の小学校にはない徳島文理小学校で
の絆をぜひ深めていただきたいと思います。

　徳島文理小学校同窓会会長メッセージ

亀井裕人 同窓会 会長
亀井林業株式会社 代表取締役

進学課長
増田智一 先生

国語担当
立石有礎 先生

◀◀◀　東京大学理Ⅲへの合格者は、徳島文理小学校卒業生が
多い。小学校から学習習慣がしっかり身に付いている生徒だと、
スタートの段階から若干差がついている部分があると思う。そ
のような生徒が授業に取り組む姿勢などを、背中で見せてくれ
ると、他の生徒のモチベーションに繋がる。

（雑誌『プレジデントファミリー』掲載）

　徳島文理小学校では、国語を重視して、古典も指導している
ので、有り難い。何よりも、読書量の多さと作文力の高さは、
抜群。また、それが習慣化していることによって、読解力・表
現力等が身に付いている。大学入試制度の改革で記述式が多く
なることを考えると、今後ますます有利と言える。	 ▶▶▶

放課後預かり教室

1 〜 4 年生

授業日の月曜日〜金曜日（各学級の終わり〜午後 6 時 30 分）

土・日・祝、お盆、年末年始を除く月曜日〜金曜日（午前 8 時〜午後 6 時 30 分）

課題学習・読書・知育遊び・タブレット PC・DVD の視聴  等

月額 11,000 円（おやつ代を含む）

放課後預かり教室は、校外に出ることなく、安全に過ごすことができ
ます。教員と文理大学の学生が指導します。課題学習や読書に励んだ
り、時にはパズルや知育遊びをして楽しみながらお迎えを待ちます。
夏・冬・春休み期間中も実施します。令和 3 年度から 2 階の自由活動
室を放課後預かり教室専用として環境整備した上で使用しています。

実　施　学　年

曜日・終了時刻

夏・冬・春休み期間中

内　　　　　容

保護者負担金

長い夏休み中、朝から夕方までの長時間の預かり教室
となるため、子どもたちが飽きないように、充実した
過ごし方を工夫しています。

◦希望をとり、近くのスイミングスクールに送迎します。

◦文理大学の先生方のご指導をいただく特別教室を行います。

◦その他、体育館での体育遊び・タブレット PC・DVD の
視聴  など

夏休みには

徳島文理中・高教員から見て

●放課後預かり教室について、おうちで「パソコンの
タイピングが早くなった」「上級生となかよくなった」
など、思いもしないような言葉が出てきていました。
預かり教室での様子がうかがい知れるとともに、子
どもの成長におどろくばかりです。　（ 1 年生 保護者）

●平日と長期休暇で、放課後預かり教室を利用させて
いただいています。学校が終わってから、そのまま
校内で子どもを預かっていただいているので、とて
も安心しております。預かり教室では、上学年との
交流もあり、他学年のお友達となかよくなったよと
嬉しそうに話してくれます。文理小学校に入学し
て、毎日楽しく学校生活を過ごさせていただいてい
ます。 （ 1 年生 保護者）

保護者の声

・手作りおもちゃ教室 ・楽しい絵画教室

・タブレット PC を使った教室 ・楽しい理科実験教室

・英語を使って楽しく遊ぶ教室 ・楽しい工作教室

・楽器を使った音楽教室　　　　　　　　　　　　　 　 など
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■徳島文理高校の大学入試合格状況（令和 4 年 4 月 1 日現在  卒業生 119 名（　）は徳島文理小出身）

東　京　大　学	 1	（1）

東　北　大　学	 1

東京工業大学 	 1	（1）

東京海洋大学 	 1

京　都　大　学	 3	

大　阪　大　学	 3

三　重　大　学	 1

徳 島 大 学（医）	 9	（3）

　　　（生物資源）	 3

　 　 　 　（歯）	 2

香　川　大　学	 1

愛　媛　大　学	 3

高　知　大　学	 3	（1）

山口東京理科大学	 1

金　沢　大　学	 2	（1）

岡　山　大　学	 7	（2）

神　戸　大　学	 5	（1）

広　島　大　学	 3	（2）

九　州　大　学	 2

鳴門教育大学	 1

山　口　大　学	 2	（1）

岡山県立大学	 1

下関市立大学	 1

尾　道　大　学	 1

防衛医科大学校 	 2	

合　　　　　計	 60	（13）

＊生徒の夢や希望の実現は顕著な進学実績にも現れています

○「先取り学習」によって生じる「ゆとり」の中で、独自のカリキュラムを編
成して、6年間の計画的・継続的な指導をしています。

○豊富な進学指導実績を生かし、きめ細かい親身な進学指導をしています。

○理想的な学習環境の中で、生徒同士が切磋琢磨する場がつくられています。

○選び抜かれた行事が学校生活にメリハリをつけます。
体育祭・文化祭・芸術鑑賞教室・トップ講演会等
海洋研修・広島 1泊研修・スキー研修・東京研修旅行・海外語学研修　等

28年　村崎サイ、私立裁縫専修学校を創立
女性の自立を唱え、自立協同を建学の精神とする

13 年	 徳島女子職業学校併置

19 年	 村崎女子商業学校認可
23 年	 村崎女子高等学校と改称
33 年	 徳島女子高等学校と改称
36 年	 徳島女子短期大学開設
41 年	 徳島女子大学開設／家政学部設置
47 年	 徳島文理大学と改称／薬学部設置
48 年	 徳島文理大学附属幼稚園開設
50 年	 徳島文理大学附属中学校開設／音楽専攻科設置
51 年	 徳島女子高等学校を徳島文理高等学校と改称、徳島文理大

学附属中学校を徳島文理中学校と改称
54 年	 大学院薬学研究科（修士課程）設置
56 年	 大学院薬学研究科（博士課程）設置
58 年	 香川キャンパスを開学／文学部設置
59 年	 徳島文理小学校開設

元年	 工学部（香川キャンパス）設置
₄年	 大学院文学研究科（修士課程）設置
₅年	 大学院工学研究科（修士課程）設置

家政学専攻科設置
₆年	 大学院文学研究科（博士後期課程）設置
₇年	 大学院工学研究科（博士後期課程）設置
₉年	 大学院家政学研究科（修士課程）設置
10 年	 大学院家政学研究科に児童学専攻、同薬学研究科に医療薬

学専攻開設／家政学部人間発達学科、文学部文化財学科、
工学部環境システム工学科設置

11 年	 大学院家政学研究科（博士後期課程）設置／短期大学部文
科を言語コミュニケーション学科に改組転換

12 年	 総合政策学部を徳島キャンパスに設置
14 年	 家政学部を人間生活学部に改組転換
15 年	 人間生活学部に人間福祉学科、心理学科を設置
16 年	 工学部にナノ物質工学科を設置

専門職大学院総合政策研究科（専門職学位課程）設置
17 年	 大学院香川薬学研究科（博士課程）設置／大学院工学研究

科ナノ物質工学専攻（博士課程）設置	 家政学研究科を
人間生活学研究科に改称／人間生活学研究科心理学専攻
（博士課程）設置／家政学専攻科を人間生活学専攻科に改
称／学園創立 110 周年記念式典挙行

18 年	 人間生活学部生活情報学科を人間生活学部メディアデザイ
ン学科と改称／薬学部薬学科〈6年制〉設置／香川薬学部
薬学科〈6年制〉設置

19 年	 工学部臨床工学科設置／人間福祉学部設置
20 年	 人間福祉学部を保健福祉学部と改称／保健福祉学部看護学

科設置／機械電子工学科を機械創造工学科と改称／情報シ
ステム工学科を電子情報工学科と改称／英米言語文化学科
を英語英米文化学科と改称

21 年	 工学部を理工学部と改称／助産学専攻科設置／住居学科を
建築デザイン学科と改称

22 年	 保健福祉学部理学療法学科設置／香川薬学研究科薬科学専
攻（修士課程）設置

24 年	 香川キャンパスに保健福祉学部設置／保健福祉学部診療放
射線学科設置／臨床工学科を理工学部から保健福祉学部へ
移行

25 年	 厦門大学・水原大学校・水原科学大学と学術交流協定締結
／高大連携校として康橋双語学校と協定締結／台湾・安山
江西高等学校（韓国）と協定締結

26 年	 看護学研究科（修士課程・徳島キャンパス）設置
27 年	 学園創立 120 周年記念 2号館アカンサスホール完成（徳島

キャンパス）／学園創立 120 周年記念式典挙行
徳島文理小学校		第 1回ホームカミング開催

28 年	 大学院看護学研究科看護学専攻（博士課程・徳島キャンパ
ス）設置／大学院総合政策学研究科（修士課程・徳島キャ
ンパス）設置
徳島文理小学校		同窓会設立

29 年	 保健福祉学部口腔保健学科設置

元年	 トレーニングセンター完成（徳島キャンパス）
₂年	 学園創立125周年記念式典〜家族に感謝する会〜挙行
₄年	 高松駅キャンパス起工式

理事長からのメッセージ
理事長		村崎正人　

　1895（明治 28）年、学園創立者・村崎サイ
の『女も独り立ちが出来ねばならぬ』の信念
のもと、本学はスタートし、現在の建学精神
「自立協同」へと繋がっております。
　本学の建学精神「自立協同」を一言で申しま

すと、独り立ちするには協力が必要であり、「自立」と「協力」は切っても
切り離せない関係であるということです。本学と児童のみなさん・保護
者のみなさんとも「自立協同」の建学精神のもと、協力し合ってより良
い徳島文理小学校を作り上げていくことを願っております。
　また、理事長として「安心・安全」な小学校生活を送ってもらいたい
と考えています。「安心」とは、学力の充実・信頼できる教職員であり、
「安全」とは耐震構造の校舎・徹底した防犯対策などが挙げられると思っ
ております。児童だけでなく、保護者の方々にも「安心・安全」を実感
していただけるよう、日々努力しております。
　公立学校にはない、私立学校としての強みを充分に活かし、学力充実
のみならず、規律規範の守れる児童が、いきいきとした学校生活を送る
ことができるよう、教職員一丸となって努力していく所存であります。

校長からのメッセージ
学校長		長井明福　

　徳島文理小学校は、記念すべき創立 125 周
年を迎えた村崎学園にあって、建学精神「自
立協同」のもと、校訓を「正しく	強く	美しく」
と定め、知・情・意・体の調和のとれた人間
性豊かな児童の育成を目指しています。

　児童にとって、安全で学びやすく整備された施設設備の中で、6年間で
国公立小学校の約 7年間分の授業時数を確保し、本校独自のカリキュラ
ムを編成して教育内容を充実しています。今後益々その必要性が高まる
英語教育についても、開設以来、一貫して全学年で指導を深めています。
　また、学年毎に合唱・合奏や英語劇を表現する「一味会」、お茶の心や
マナーを体験する「全校茶会」、外部講師を招聘した様々な教室等々、本
校ならではの様々な取り組みを行い、豊かな学校生活としています。
　小学校は、人間力そのものの土台づくりの場です。この大切な小学校
教育において、一人一人の児童の大いなる夢や希望を実現していくため、
成長する日々を確かなものにします。さらに、自立した人間として、他
者と協同しながら創造的に生きていく力、主体的に取り組む意欲と態度、
豊かな人間性等々、今、求められる資質・能力の基盤づくりに努めます。

明治

大正

昭和

平成

令和

　  学園の沿革

一貫教育の成果 
過去 10 年間（平成 25 年〜令和 4 年）  

がんばっている徳島文理小学校卒業生

東 京 大…12 名

京 都 大… 9名

大 阪 大… 6名

神 戸 大… 6名

広 島 大…14 名

徳 島 大…55名	等

国公立大学
合格者

186 名

早 稲 田 大…72 名

慶應義塾大…29 名

中　央　大…47 名

明　治　大…33 名

東京理科大…26 名

同 志 社 大…43 名

立 命 館 大…61 名

関　西　大…16 名

関西学院大…34 名

徳島文理大…97 名		等

難関私立大学
合格者

759 名

徳島
文理小学校

から

＊医学部		198 名		　　＊歯学部			40 名
＊薬学部		149 名		　　＊法学部			99 名

国公立・私立  総計 217（73）名

一貫教育 文理小から文理中高へ ―成果をあげる12 年間― 特色 文理一貫教育

高　校

3 年

基礎学力の充実

2 年

1 年 高校内容の高度充実

中学校

3 年

2 年

1 年

志望校への最適学習

徳島文理大学（薬）	 9	（3）

　　 （保健福祉）	 2

　　 （人間生活）	 4	（2）

慶應義塾大学	 4	（2）

獨　協　大　学	 1	（1）

津 田 塾 大 学	 1	（1）

東京理科大学	 4	（1）

学 習 院 大 学	 1	（1）

明　治　大　学	 5	（3）

立　教　大　学	 2

早 稲 田 大 学	 14	（7）

同 志 社 大 学	 10	（5）

同志社女子大学	 2

立 命 館 大 学	 13	（4）

森ノ宮医療大学	 1	（1）

大阪医科薬科大学	 1	（1）

北　里　大　学	 3	（1）

青山学院大学	 1	（1）

順 天 堂 大 学	 1	（1）

上　智　大　学	 4	（4）

法　政　大　学	 2	（1）

東　海　大　学	 1	（1）

帝　京　大　学	 2	（1）

中　央　大　学	 2

神戸薬科大学	 3	（1）

近　畿　大　学	 10	（4）

関西学院大学	 4	（1）

兵庫医科大学	 4	（4）

川崎医科大学 	 1

久 留 米 大 学	 2	（1）

そ　　の　　他	 43	（7）

合　　　　　計	 157	（60）

私 立 大 学

国公立大学・大学校
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令和 5年 1月 21 日㈯

令和 5年 4月 11 日㈫

【保護者会費】

A入会金　入学手続き時に 3,000 円納入
B会　費　入学後毎月 200 円納入

令和 5 年度  徳島文理小学校児童募集要項

第 1学年　男女 80 名

平成 28 年 4 月 2 日から、平成 29 年 4 月 1 日までに
生まれた方。

願書用紙が必要な方は、徳島文理小学校または学園
本部事務局で受け取ってください。郵送希望の方は、
郵便番号・あて名を明記し、「小学校願書請求」と朱
書して請求してください。ホームページの資料請求
フォームからも請求いただけます。

＊受付期間

＊受付時間

9：00 〜 17：00
※ただし、土曜日の午後・日曜日・祝日は受け付けません。

＊出願場所

〒770 ‒ 8055　徳島市山城町東浜傍示 68-10
	 徳島文理小学校
	 （令和 4年度から学園本部から変更になっています）

＊出願手続き

【提 出 書 類】入学願書・写真票・受験票

【入学検定料】20,000 円

＊試験日

＊試験場
徳島文理小学校

＊試験内容
筆記テスト・全体活動・面接

＊試験日程
8：50 〜 9：20 受付
9：25 〜 諸連絡
9：25 〜 10：00 筆記テスト

10：05 〜 10：45 全体活動
11：00 〜 面接

※面接は保護者・児童ごとに入室して行います。筆記用具（鉛筆）
は学校で用意します。受験者の上履きはご持参ください。

受験された皆様に合否の通知書を郵送します。
※電話による問い合わせにはお答えできません。

【日時】前期：令和 4 年12月3 日 ㈯  10：00から
後期：個別にご説明いたします。

【場所】徳島文理小学校

＊手続き期限

＊納入費用

【入学金】200,000 円

前 期
令和 4年 11 月 1 日㈫
　〜令和 4年 11 月 17 日㈭ 必着

後 期
令和 4年 12 月 1 日㈭
　〜令和 4年 12 月 16 日㈮ 必着

1 . 募集人員 5 . 入学試験 9 . 入学前説明会

6 . 合否結果通知

7 . 合格者説明会

8 . 入学手続き

2 . 応募資格

3 . 願書請求

4 . 願書受付

	 ● 入学金などを所定の用紙により納入してください。
期限までに納入のない場合は入学を取り消します。
納入された入学金等は返却できません。

前 期 令和 4年 11 月 27 日㈰

後 期 令和 5年 1 月 5 日㈭

前 期 令和 4年 11 月 29 日㈫

後 期 令和 5年 1 月 6 日㈮

前 期 令和 4年 12 月 12 日㈪　14：00

後 期 令和 5年 1 月 12 日㈭　14：00

11 . 毎月納入する学費

	● 本校所定の入学願書・写真票・受験票・振込依頼書・
領収書の連票に所定事項を記入し、切りはなさずに
入学検定料を添えて、銀行または信用金庫・信用組
合・農協の窓口に提示し、写真票と領収書に収納印
をもらってください。

	● 振り込みが完了次第、入学願書・写真票・受験票を
所定の封筒に入れ、徳島文理小学校あてに送付（郵
送の場合は簡易書留郵便）または持参してください。
なお、振り込み時の領収書は大切に保管してくださ
い。提出された書類および入学検定料等は返却でき
ません。

10 . 入学式

◉転・編入学に関する問い合わせは、徳島文理小学校へお尋ねください。
◉提出された書類及び納入された検定料は、未受験でも返却できません。

県外・海外からの転・編入学希望者は随時、県内からの転入学希望者は年 3 回
試験を行います。なお、出願できるのは、4年生 3回目までとします。

徳島文理小学校
〒770-8055
徳島市山城町東浜傍示68-10
TEL：（088）652‒5567 ㈹

転・編入学試験
願書提出先

・試　験　日…令和₄年₇月₂日㈯

・試 験 内 容…筆記テスト（国語・算数）
面接（本人・保護者別に）

・願 書 受 付…令和₄年₆月 17 日㈮
〜₆月 28 日㈫

・合否結果通知…試験日翌日に本人あてへ

・手続き締切…令和₄年₇月 15 日㈮

・試　験　日…令和₄年 11 月 19 日㈯

・試 験 内 容…筆記テスト（国語・算数）
面接（本人・保護者別に）

・願 書 受 付…令和₄年 11 月₁日㈫
〜 11 月 15 日㈫

・合否結果通知…試験日翌日に本人あてへ

・手続き締切…令和₄年 11 月 28 日㈪

・試　験　日…令和₅年₂月 25 日㈯

・試 験 内 容…筆記テスト（国語・算数）
面接（本人・保護者別に）

・願 書 受 付…令和₅年₂月₈日㈬
〜₂月 20 日㈪

・合否結果通知…試験日翌日に本人あてへ

・手続き締切…令和₅年₃月₆日㈪

令和 4 年 6月 11日㈯
【場所】徳島文理小学校 1F ランチルーム・4F 大講義室

授業や施設・設備の見学、入試や学校生活についてご説明
します。お気軽にご参加ください。お子様の体験学習も
予定しています。　	 ※予約不要・駐車場あり

※未就学児・乳幼児の同伴も歓迎いたします。

▶ 9：00 〜　　　　受付（9：25 までに受け付けを済ませてください）

▶ 9：30 〜 9：35　開会・日程説明
▶ 9：35 〜 10：10　授業参観・校舎案内
▶ 10：10 〜 11：00　挨拶・学校説明・

入試について
▶ 11：00 〜　　　　質疑応答・閉会

進 学 説 明 会

令和 4 年 10月 15日㈯
【場所】徳島文理小学校 1F ランチルーム・4F 大講義室

入学志願者へ、過去の入学試験を参考にして具体的にご
説明します。お気軽にご参加ください。お子様の入試練
習もします。　　　　※予約不要・駐車場あり

※未就学児・乳幼児の同伴も歓迎いたします。

▶ 9：00 〜　　　　受付（9：25 までに受け付けを済ませてください）

▶ 9：30 〜 9：35　開会・日程説明
▶ 9：35 〜 10：10　授業参観・校舎案内
▶ 10：10 〜 11：00　入試説明・質疑応答・

閉会

入 試 説 明 会

※学校見学は随時受け付けております。
　事前にお電話にてご連絡のうえ、見学にお越しください。

転入学試験について

令和 4年 9月から転入する場合 令和 5年 1月から転入する場合 令和 5年 4月から転入する場合

授 　 業 　 料 36,000 円

施 　 設 　 費 13,000 円

図 　 書 　 費 400 円

校 友 会 費 200 円

体育後援会費 200 円

合　　　　計 49,800 円



徳島文理小学校

徳島文理中学校
徳島文理高等学校

徳島文理大学

徳島文理大学
附属幼稚園

徳島文理大学

学園本部

中央に徳島文理小学校、左手に徳島文理中・高等学校、
右上方に徳島文理大学附属幼稚園・徳島文理大学・学園本部

※学校見学 随時受付

進学
説明会

令和 4年 6 月 11日㈯　9：00 〜  受付

【場所】徳島文理小学校 1F ランチルーム・4F 大講義室

入試
説明会

令和 4年10月 15日㈯　9：00 〜  受付

【場所】徳島文理小学校 1F ランチルーム・4F 大講義室

令和 5年度

入学試験

受付
期間

【前期】令和 4 年 11 月 ₁ 日 ㈫
　〜 令和 4 年 11 月 17 日 ㈭ 必着

【後期】令和 4 年 12 月 ₁ 日 ㈭
　〜 令和 4 年 12 月 16 日 ㈮ 必着

試験日
【前期】令和 4 年 11 月 27 日 ㈰

【後期】令和 5 年 ₁ 月 ₅ 日 ㈭

〒770–8560 徳島市寺島本町東１丁目8（JR徳島駅東へ徒歩３分）
TEL：（088）622–0097 ㈹  FAX：（088）626–2998

学園
本部

〒 770–8055 徳島市山城町東浜傍示 68–１0
TEL：（088）652–5567 ㈹  FAX：（088）656–6805
URL：http://bunri-e.ed.jp e-mail：info＠bunri-e.ed.jp

文理
小学校

JR 徳島駅からバスで 15 分
市バス３番乗り場から9または22の「山城町（ふれあい健康館）」
行き「文理小学校前」下車

交通
機関

村崎学園は 2025 年に
創立 130 周年を迎えます

ホームページの
トピックスを
更新中！
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