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〇所在地 渋谷区神宮前4-20-12 〇校 長 手代木 英明
〇ＴＥＬ 03-5412-0756 〇副校長 木村 順子
〇創立日 昭和5年4月1日 〇教員数 ２３人
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JINGUMAE Elementary School

「知性 向上心 責任感 友情 健康的な生活」
Intelligence   Aspiration   Activity   Responsibility   Friendship   Healthy life

神宮前小学校（神小）は、子供たちが安心して学べる環境で、自信をもって、心豊かで、自ら考

える子を育んでいます。本校の特色は、ICT活用教育、英語教育、鼓笛隊です。子供たちは、英語で

世界の人に説明できるように、日本文化や美しい日本語（俳句）を勉強しています。

Jingumae Elementary School (JES) aims to nurture confident, open-minded, independent 

thinking where children feel valued and happy. We are proud of our ICT education, English 

education and marching bands. Students are studying Japanese culture and beautiful Japanese 

(Haiku) so that they can explain it to the world in English.

英語でインタビュー 表参道で演奏する鼓笛隊 茶道教室 華道教室
Interview in english Marching band playing in Omotesando Tea ceremony classroom Flower arrangement classroom

季節ごとに俳句づくりを行い、年に４回「神宮前俳句大賞」を実施し、保護者や地域の方にも披露

しています。

We make Haiku every season, hold the "Jingumae Haiku Contest " four times a year, and show it 

to parents and local residents.

神小には、日本語学級があります。日本語学級は、外国籍子女や帰国子女に日本の学校で自信を

もって学べるように、日本語や日本の生活様式を教えています。

There is a Japanese Language class at JES. The Japanese Language Class teaches Japanese and 

Japanese lifestyles to foreign children and returnees so that they can study with confidence in 

Japanese schools.

教育目標
Our value
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JINGUMAE Elementary School

縦割り班活動 神小水車班活動（ＰＰＫ）ピカピカ・ケヤッキー
ＰＰＫ “Pika Pika Keyakky” : Omotesando cleaning activities 

神小は、上級生がリーダーシップを発揮する水車班活動（縦割り班活動）を行っています。神小

水車班活動は、異年齢の子供たちが力を合わせて交流活動や地域貢献活動をしています。年に２回

実施するPPK（ピカピカ・ケヤッキー）活動は、表参道の街をきれいにする活動です。このような

地域貢献活動によって、地元に愛着をもち、渋谷シティープライドのある子を育てています。

JES conducts activities that enable senior students to demonstrate leadership in a group of 

different ages. There are exchange activities and community contribution activities. The Pika

Pika Keyakky (The meaning of “Pika Pika” is shining,“Keyakky” is zelkova tree.) activities that 

are held twice a year are activities to clean the town of Omotesando. Through such community 

contribution activities, we are raising children with Shibuya City Pride who are deeply attached 

to the local community.

PPK表参道清掃活動 水車班活動：室内ゲーム 日本語学級での発表会
Omotesando cleaning activities Vertical group activities     Presentation in Japanese class


