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校訓校訓

　三育学院大学付属光風台三育小学校は自然の中にあ
る学校です。それは、心・頭・体を働かせ成長させる
ことを目的としています。

　自然と教育は密接な関係があります。ほとんど全て
の学問が自然と自分の心を観察することから始まって
いるからです。ですから自然と触れ合い、自然の不思
議に興味を持ち、自然の営みを科学する眼を育てるこ
とは、子どもの学びにとって非常に有意義なのです。

　三育教育の創始者である E.G. ホワイト女史（19 世紀
後半のアメリカの宗教家で教育者）が著書の中で「自
然の教えは、歓喜と教訓の泉である。…できるだけ、
子どもたちを、幼い時から、自然というこのすばらし
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自然の中で心と頭と体を働かせる学校

「何事でも人々からしてほしいと望むことは「何事でも人々からしてほしいと望むことは
  人々にもその通りにせよ」  人々にもその通りにせよ」

い教科書が目の前に開かれているところに置かなけれ
ばならない。」と述べておられます。そのために三育の
学校は小学校から大学まで自然の中に建てられています。

　ホワイト女史は更に自然の中で働く効用について「労
働には心配と疲労と苦痛が伴うが、しかしやはりそれ
は幸福と進歩の源泉であり、誘惑への防壁である。労
働による鍛錬は放縦を防ぎ、勤勉と強固な心を助長さ
せる。」と述べられています。子どもたちは自然の中で
働くことが大好きです。本校では学年を縦割りにした
ファミリーによる畑仕事や清掃活動などの労作教育を
重視していますが、中でも植物の成長を楽しみ収穫を
喜ぶ日々の活動が子どもたちの心を楽しみに満ちたも
のにすると同時に勤勉で強固に育てていきます。

　聖書の中に「与えよ。そうすれば、自分にも与えら
れるであろう」という言葉があります。これは、校訓
とも相通じる言葉です。少人数制での授業と関わりの
中で鍛えられる高い知性、運動や労作によって育まれ
る健やかな体、そして、豊かな自然と聖書の御言葉に
よって育まれる清らかな心、そのようにして身に着け
ていく一人ひとりの個性や能力が、自分のためだけで
なく、人のために用いられていくときに、子どもたちは
充実した豊かな人生を歩んでいくことができるのです。



三育三育のの特色特色

教育の基礎となる人格教育
　人格教育を伴わない学力偏重教育では、全ての判
断基準となる正しい価値観や人を思いやる慈しみ深
い心は育ちません。自分の能力を本当に役立て、豊
かな人生を歩むためには子どもたちの個性を正しく
引き出すことが大切です。

クリスチャン教師
　本校の教職員は全員クリスチャンです。聖書の価
値観を共通の教育観として持つクリスチャン教職員
が、自然豊かな教育環境の中で、児童一人ひとりに
愛情深く教育する家庭的な少人数教育は、本校の特
色の一つです。

三育の個性教育
　子どもたちの個性は、単なる人との違いや多彩さ
だけを意味しません。三育の個性教育は、思考し、
正しく判断し、行動する能力を連動して教育するこ
とを意味します。
　これら一連の能力を引き出して伸ばすには、低学
年から自分の力に応じた責任を負い、自分の得意を
教え、苦手を聞き、お互いに良い感化を与えるよう
励まされなければなりません。
　このように暖かい家庭のような環境で、自分の力
を用いながら発達させるとき、単に人の思想を反映
する者でなく、自ら思考し・正しく判断し・適切な
行動ができる、まさに個性の輝く人物に育っていく
のです。

ファミリー（縦割りグループ）
　学校自体が小さな家庭のような環境では「ファミ
リー」と呼ばれる小さな縦割りグループで主な課外
活動を行うことが適しています。グループには「ファ
ミリーリーダー」と呼ばれる上級生がいて、メンバー
はそれぞれに応じた責任を分担します。

「何を守るよりも、自分の心を守れ。「何を守るよりも、自分の心を守れ。
そこに命の源がある。」そこに命の源がある。」



徳徳育育

知知育育

「知恵と知識の宝はすべて、  キリストの内に隠されています。」

「主を畏れることは知恵の初め。」「主を畏れることは知恵の初め。」

祈りと賛美
　毎朝の賛美歌や授業前のお祈りなど、学校生活の
中心に「祈りと賛美」があります。「あなたはキリ
ストに愛されているかけがえのない存在である」こ
とを幼い時から意識し感謝することによって、子ど
もたちは物事を肯定的に捉え、何事にも積極的に挑
戦する姿勢が身につきます。

奉仕
　近隣の清掃奉仕や年末の助け合い募金、病院や老
人介護施設への慰問などにより福祉への理解が深ま
り奉仕の精神が身につきます。

道徳教育
　聖書をテキストにしてキリスト教教育による全人
的な道徳教育を行っています。週 1 回の礼拝の時間
と週 3 時間の聖書の学びが中心となります。

英語英語
　1 年生から週 2.5 時間のネイティブによる英語の　1 年生から週 2.5 時間のネイティブによる英語の
授業と毎朝 "Hello Time" という英語で賛美歌を歌授業と毎朝 "Hello Time" という英語で賛美歌を歌
い、英語で聖書の御言葉を唱え、英語であいさつすい、英語で聖書の御言葉を唱え、英語であいさつす
る時間があります。る時間があります。

IT 教育IT 教育
　タブレット型 PC や iPad を用いて調べ学習、簡単　タブレット型 PC や iPad を用いて調べ学習、簡単
な文章とパワーポイントの作成を学びます。また、な文章とパワーポイントの作成を学びます。また、
インターネットのメリットやリスクについてバランインターネットのメリットやリスクについてバラン
スよく教えます。スよく教えます。

少人数制教育少人数制教育
　1 学年 8 名程度の少人数で授業が行われます。教　1 学年 8 名程度の少人数で授業が行われます。教
師は子ども一人ひとりの理解と進度を見ながら授業師は子ども一人ひとりの理解と進度を見ながら授業
を進めます。授業では、互いに教え合うこと、うまを進めます。授業では、互いに教え合うこと、うま
く説明することが推奨されています。く説明することが推奨されています。

国際化国際化
　英語や聖書をはじめ各教科や行事を通して、異　英語や聖書をはじめ各教科や行事を通して、異
なった文化を受け入れる心と肌の色や風習の違いになった文化を受け入れる心と肌の色や風習の違いに
よる差別を許さない心を育てます。例年、夏休み前よる差別を許さない心を育てます。例年、夏休み前
には海外からの短期留学児を受け入れています。には海外からの短期留学児を受け入れています。



体体育育「すべての訓練は、当座は、喜ばしいものとは思われず、  むしろ
  悲しいものと思われる。しかし後になれば、それによって鍛え

  られる者に、平安な義の実を結ばせるようになる。」

健康健康
　心と体がともに健康であることが大切です。生涯　心と体がともに健康であることが大切です。生涯
を通じて心身ともに健康であるために、適切な運動を通じて心身ともに健康であるために、適切な運動
と平和と正義を愛するフェアな精神を育みます。と平和と正義を愛するフェアな精神を育みます。

水泳水泳
　スイミングスクールと提携して水泳指導を行って　スイミングスクールと提携して水泳指導を行って
います。年 1 回の着衣水泳は水難防止に役立ちます。います。年 1 回の着衣水泳は水難防止に役立ちます。

体力・労作体力・労作
　芝のグラウンドでボールを追いかけまわし、桜の　芝のグラウンドでボールを追いかけまわし、桜の
木陰でひと休み。農園の野菜や草花に水をやり、腰木陰でひと休み。農園の野菜や草花に水をやり、腰
をかがめて雑草を抜く。枯れ葉の堆肥を畑にまき、をかがめて雑草を抜く。枯れ葉の堆肥を畑にまき、
熟れたトマトを収穫する。運動と労作によって培わ熟れたトマトを収穫する。運動と労作によって培わ
れる粘り強い体力が精神を鍛えます。れる粘り強い体力が精神を鍛えます。
　クラス単位やファミリーで畑労作、清掃活動、花　クラス単位やファミリーで畑労作、清掃活動、花
壇やグラウンドの手入れ、うさぎの飼育などを行い壇やグラウンドの手入れ、うさぎの飼育などを行い
ます。手抜き仕事は後で自分が困ることになります。ます。手抜き仕事は後で自分が困ることになります。
根気と誠実が実を結ぶことを体験で学んでいきま根気と誠実が実を結ぶことを体験で学んでいきま
す。す。



主主なな行事行事

　三育という学校名は、本校の教育理念が、徳育・知育・体育の円満な発達を目指すところに起因します。近年は「生
きる力」をつけるために、知育 ･ 徳育 ･ 体育の能力の育成が叫ばれているので、本校の教育理念も多くの方に理解し
ていただいておりますが、三育というネーミングに込められた本校の思いをもう少し詳しくご紹介します。
　まず、教育の基礎となる徳育では「正しい心」に加え「清い心」が大切だと考えています。そのため、子どもたち
の品性が、イエス・キリストの御品性を反映するようにキリスト教教育を全ての教育活動の中心においています。
　また、知育と体育の成長は社会への奉仕として発展することを目標にします。自分自身の知的能力と身体的能力を、
見返りを求めず人と社会のために用いるとき、個人個人に神から与えられている能力は更に高められ清められて発達
していきます。このように、イエス・キリストに似る品性を育てる徳育の教育をベースにして、知育と徳育を無我の
奉仕へと発展させる教育は、人を全人的に成長させ、世界が本当に求める人物、真に有用な人物へと成長させます。

『三育』について

歓迎ピクニック

運動会

運動会

体験学習

祈祷週

修学旅行

修学旅行

クリスマス礼拝

クリスマス礼拝

発表会



三育三育ネットワークネットワーク

　アメリカに本部を持つセブンスデー・アドベンチスアメリカに本部を持つセブンスデー・アドベンチス
ト教会（キリスト教プロテスタント）を経営母体とすト教会（キリスト教プロテスタント）を経営母体とす
る三育学院は、国内外に数多くの系列校を有していまる三育学院は、国内外に数多くの系列校を有していま
す。少人数制教育、全寮制の中等教育など、ユニークす。少人数制教育、全寮制の中等教育など、ユニーク
な教育を展開しているほか、世界に 100 以上ある海外な教育を展開しているほか、世界に 100 以上ある海外
の大学への留学の道も開かれています。の大学への留学の道も開かれています。
　メディカルスクール（医学部）やビジネススクール　メディカルスクール（医学部）やビジネススクール

なども充実しており、文字通り国境を超えてあらゆるなども充実しており、文字通り国境を超えてあらゆる
学びが可能です。学びが可能です。
　また、教育事業以外にも東京衛生アドベンチスト病　また、教育事業以外にも東京衛生アドベンチスト病
院、神戸アドベンチスト病院などの医療分野をはじめ、院、神戸アドベンチスト病院などの医療分野をはじめ、
国際協力 NGO、健康食品事業、特別養護老人ホームな国際協力 NGO、健康食品事業、特別養護老人ホームな
ど、さまざまな分野で社会に貢献しています。（詳細はど、さまざまな分野で社会に貢献しています。（詳細は
裏表紙をご覧ください。）裏表紙をご覧ください。）

■ 海外の三育系列校■ 海外の三育系列校
　 北米、欧州、アジアを中心に 118 の高等教育機関（大学・大学院）　 北米、欧州、アジアを中心に 118 の高等教育機関（大学・大学院）
　 と約 8,800 の初等中等教育機関　 と約 8,800 の初等中等教育機関

　1898（明治 31）年、セブンスデー・アドベンチスト教会の宣教師ウィリアム ･ Ｃ ･ グレンジャー博士により、東
京麻布に芝和英聖書学校が開設されました。その後 1919（大正 8）年に、キリスト教精神に基づく初等から高等教
育に至る一貫教育の必要性に着目し現在の杉並区天沼に天沼学院（小学 ･ 中学 ･ 高等部）を開校しました。1926（昭
和 3）年、千葉県楢葉村（現在の千葉県袖ケ浦市）に移転、日本三育学院と改称され、1950（昭和 25）年に初等部
は日本三育学院小学校として開校しました。
　1978（昭和 53）年、短期大学 ･ 専門学校は袖ヶ浦から大多喜町へ移転し、同時に小学校は市原市の現在地に移転し、
校名を光風台三育小学校と改称しました。2017（平成 29）年には国際化教育などの更なる教育の質向上と連携を目
指し、「三育学院大学付属光風台三育小学校」と改称し現在に至ります。

沿革

ロマリンダ大学
米国カリフォルニア州

サザンアドベンチスト大学
米国テネシー州

三育学院大学大多喜キャンパス

アンドリュース大学
米国ミシガン州
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■ Adventist Network
学校法人三育学院
●幼稚園（4 園）
　札幌 ･ 横浜 ･ 広島 ･ 鹿児島
●小学校（10 校）
　札幌 ･ 函館 ･ 日立（茨城）･ 市原（千葉）･ 東京 ･ 横浜 ･ 広島 ･　
　三原（広島）･ 鹿児島 ･ 沖縄
●中学校（3 校）
　三育学院中学校（千葉県夷隅郡大多喜町）
　広島三育学院中学校（広島県三原市）
　沖縄三育中学校（沖縄県名護市）
●高等学校
　広島三育学院高等学校（広島県三原市）
●大学
　三育学院大学　看護学部 / 大学院看護学研究科
●専門学校
　三育学院カレッジ　神学科

海外の三育系列校
　北米、欧州、アジアを中心に 118 の高等教育機関（大学 ･ 大学院）と
　約 8,800 の初等中等教育機関

病院
　東京衛生アドベンチスト病院（東京都杉並区）
　神戸アドベンチスト病院（神戸市北区）
　アドベンチストメディカルセンター（沖縄県中頭郡）

福祉施設
　特別養護老人ホームシャローム（横須賀市）
　特別養護老人ホームシャローム東久留米（東久留米市）
　ほか、高齢者福祉施設 ･ 障害者福祉施設など 20 ヶ所

国際援助活動
　特定非営利活動法人 ADRA Japan アドラ ･ ジャパン（東京都渋谷区）

健康食品事業
　三育フーズ（千葉県袖ケ浦市）

メディア出版事業
　アドベンチストメディアセンター（横浜市）
　福音社（立川市）

■ Access Map

学校法人　三育学院
三育学院大学付属

光風台三育小学校

https://www.kofudaisaniku.ed.jp

【お車でご来校の場合】
　東京方面からアクアラインをご利用になり
　高速圏央道「木更津ジャンクション」より館山道を千葉方面へ
　市原インターより国道 297 号バイパスを勝浦方面へ約 7km、約 10 分

【電車をご利用の場合】
　JR 内房線「五井駅」より、小湊鉄道「光風台」下車、タクシーで約 3 分
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外房特急（33 分）
※京葉線ホーム
    より発車

〒 290-0255 千葉県市原市光風台 2-535
0436-36-5267　Fax：0436-36-3610
https://www.kofudaisaniku.ed.jp/
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