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小中学部
バルセロナ日本人学校

小
中
学
部

小規模教育で、ひとりひとりが伸びる教育を目指して

ローマ時代よりバルセロナ市北西部の交通要所として栄えた街、

サンクガット デル バジェス市にあるバルセロナ日本人学校では、

小規模であることを生かした教育活動を通し、

ひとりひとりの「確かな学力」と「生きる力」を

伸ばすことを目標にした

教育プログラムを展開しています。

表現や発表の機会をより多く持つ

ことで、自分の中に浮き上がるひと

りひとりの純粋で個性的な考えや

感情を発信する力をはぐくみます。

遠足（コロニア・グエル見学）

学習発表会 図工

運動会

感性を大切にし、表現力をはぐくむ教育

運動会、宿泊学習、そして、縦割り

班活動などを通し、同級生だけで

なく、異学年の仲間と一緒になっ

て活動することにより、思いやり

の心を育て、助け合う力を伸ばし

ます。

宿泊学習

遠足（地中海での砂の造形活動）

菜園活動

太鼓学習

思いやり、助け合う力を伸ばす教育

ネイティブ教員が行う、スペイン

語と英語の授業、近隣の施設への

社会科見学や校外学習、現地校交

流会を通して、語学力だけでなく、

異文化理解力を育てます。

現地校交流会

スペインお菓子作りネイティブによる教育

町探検

語学力、国際性を育てる教育
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日本国内への進学は、帰国子女枠を利用した進学を含めた

受験校の選択が可能です。

本校は、スペインカタルーニャ州の認可を得ているため、ス

ペイン国内の学校への編入進学も、単位互換手続きなく可

能です。

ひとりひとりにあった進路指導を



学級菜園グラウンド 教室

体育館

図書館

フットサルコート

図工室

幼稚部パティオ校庭遊具 家庭科室

コンピューター室

理科室

学校施設
スペインにいながらも、日本の教育システムに合った独自の施設環境が整えられています。

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
●内科検診、歯科検診

●運動会

●現地校交流会

●教育相談週間

●個人懇談会 ●中学部模　試

●保護者授　業参観、学級懇談会

●学校開放週間

●EUカップ　●現地校交流会

●もちつき大会

●中学部模試　●現地校交流会

●卒業式

●入学式

●保護者授業参観

●小学部遠足、中学部校外学習

●中学部模試

●小学部低学年遠足「La Granja」

●小学部中学年スペインランチづくり

●小学部高学年、中学部　宿泊学習

●学校開放週間　●夏期短期入学開始

●小学部低学年 町探検

●小中学部水泳学習

●保護者会バザー

●学習発表会

●教育相談週間

●個人懇談会 ●保護者授業参観

現地校交流会

入学式

宿泊学習 卒業式

EUカップ もちつき大会

町探検

水泳学習 全校合唱（学習発表会）

遠足 スペインランチづくり

運動会

ラ・グランハ スーパーマーケット見学 社会科見学
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小中学部年間スケジュール

小
中
学
部



76

幼
稚
部ひとりひとりの「根っこ」を

幼稚部の年間スケジュール

│ kindergarten  │

幼稚部
バルセロナ日本人学校

8：00 登園開始、自由遊び

9：45 片付け、朝の会、健康観察

10：30 おやつ、はみがき

11：00 午前の保育活動

12：00 昼食、はみがき

13：00 外遊び

13：45 おはなしの時間

14：00 お昼寝

15：00 おやつ、はみがき

15：30 午後の保育活動

16：20 お片付け、帰りの会

幼稚部の一日（例）日本語による教育
日本文部科学省の幼稚園教育要
領に準じた日本語による幼児教育
を行っています。

異年齢児学級保育
年齢別カリキュラムに沿いつつも、
異年齢児が同じクラスにいること
で、お互いに助けたり教えたりす
る中で、自分が役に立つ喜びを味
わい、自分自身の成長に気づき、
自信につながります。

異文化理解を助ける教育
日本とスペインの双方の文化や言
語に関心を深め、国際性を備えた
こどもを育てることを目指してい
ます。

はぐくみます。

（カタルーニャ州認可幼稚園）

4月 入園の集い
保護者授業参観、懇談会 10月 避難訓練

学習発表会

5月 避難訓練
運動会 11月 学校開放週間

6月
遠足「La Granja」
学校開放週間
夏期短期入園開始

12月 個人懇談
クリスマス会

7月
水遊び
七夕のおまつり
個人懇談会

1月 交通教室
小学部体験入学

8月 夏休み 2月
節分のおまつり
避難訓練
保護者授業参観、懇談会

9月 保護者授業参観、懇談会
遠足 3月 ひなまつり

卒園式



Fundación Privada Cultural Japonesa
Camí de Can Graells 61, 08174     Sant Cugat del Vallès

バルセロナ日本人学校

info.c@colegiojaponesbcn.orgE-mail

（+34） 93 589 32 47TEL （+34） 93 624 01 60FAX

https://www.colegiojaponesbcn.org/ WEB

バルセロナ市内Sarrià地区、Les Corts地区を回る通学バスを運行しています。なお、運

行時間は本校の登下校時間に合わせたものとなっています。

バスルート、運行時間表の詳細については、お問い合わせください。

通 学バ ス

ACCESS MAP

公共交通機関をご利用の上ご来校の際は、本校最寄り駅　FGC 「Sant Joan 駅」より市バ

ス（L7-A線）をご利用ください。

アクセス情 報

コイセロラ
自然公園

バルセロナ

C-16

AP-7

C-58

C-33
B-22

B-23
B-10

バルセロナ
日本人学校

RTVEテレビ局

ACホテル
Sant Cugat

FGC Sant Joan
（FGCサン ジョアン駅）

Hewlett Packard社

AP-7

（スペインカタルーニャ州認可学校）


