
5月20日（土）
6月24日（土）
9月16日（土）

学校説明会【全体説明・公開授業・個別相談】 プレイルーム（年中以上の預かり有り）

学校説明会【全体説明・公開授業・個別相談】 プレイルーム（年中以上の預かり有り）

入試説明会【入試説明・公開授業・個別相談】 プレイルーム（年中以上の預かり有り）

学校説明会 WEBサイト・お電話でお申し込みください。最新の情報はWEBサイトをご覧ください。

5月14日（日）
10月   7日（土）
11月23日（木）

南沢フェスティバル

体操会

学習発表会

学校行事

ひばりヶ丘までの電車・バス路線図 急行が停車する「ひばりヶ丘」は、西武バスのアクセスや副都心線の乗り入れなどが大変便利な駅です。

〒203-8521 東京都東久留米市学園町 1-8-15
Tel&Fax 042-422-3116（初等部教師室）

森の音楽会、春・秋を楽しむピクニック、学園の森たんけん、ワークショップなど開催（スケジュールはHPで随時お知らせします。）

アフタースクールイベント予定

＊詳細（時間・内容）は、ＷＥＢサイトでご覧ください。 ＊予定や内容は変更になる場合がありますのでご了承ください。

学園での生活の様子や、最新情報を随時更新中！
自由学園 Facebook
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自由学園への行き方

「ひばりヶ丘駅」南口から徒歩8分

バス
ひばりヶ丘駅までの
乗車時間（目安）

ひばりヶ丘駅までの
バス時間（目安）

http://www.jiyu.ac.jp/
自由学園 検索
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よくみる
 よくきく
  よくする
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初等部部長からのメッセージ 佐藤 有子
自由学園初等部では「ていねいな暮らし」と「ていねいな学び」が日々行われています。
スピードの求められる現代社会においては、子どもたちにも早い成長を望みがちですが、
初等部の子どもたちは、春の芽吹きや、夏の強い日差し、紅葉の美しさ、霜柱や池の氷等、
季節を心と体で感じながら豊かな自然を楽しみ、学びにつなげています。ライト建築の流
れをくむ木造校舎では、子どもたちの学びたい気持ちを引き出す授業が行われています。
全校で歌う讃美歌、縦割りで囲む手作りの昼食を含めて、自由学園初等部の毎日をてい
ねいに積み重ねることで子どもたちの根っこがしっかり育つのです。私たち教師は、子ども
たち自身の持っている「伸びようとする力を」信じて、ていねいな教育を実践しています。
それが、私たちの「よくみる よくきく よくする」です。

これは創立者の言葉です。

物事をよくみる、いろいろな声や音をよくきく。

そこからすべての学びが始まります。

そして、学んだことを社会のために

よく生かすことが大切だと考えています。

自由学園初等部は、子どもたちに「させる」のではなく、

「気づき」を促しながら、

自ら学び、考え、行動できる力の土台をつくります。

ていねいに暮らす毎日がここにあります。
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自由学園の人間教育

キリスト教精神を土台にした生活から、社会性、思いやりの心、自立心を養う

毎日の生活で大切にしていること

豊かな心、たくましく生きる力を育てる

自由学園初等部の1日は神様にごあいさつする礼拝で始まります。私たちは神様の存

在を感じて生活することが重要だと感じているからです。

また、学習と生活を切り離すのではなく、生活の中に学びがあり、学んだことを生活に

生かす教育を目指しています。できる限り体験を通し、本物から学ぶことで知識を習得

し自分のものにします。全校でいただく昼食、全校でする掃除、伝統ある学校行事を楽

しみながら積み重ねて、豊かな心を育てます。

子どもたち自身が自分から学習し生活する中で、同級生だけでなく、上級生・下級生と

人間関係を築き、子どもたち一人ひとりが人間として大きな成長を遂げていきます。

班（家族）
クラスを6～7人のグループに分け「家族」と呼んでいま
す。子どもたちは、本当の家族のように助け合い、日々の生
活や学びを共にし、授業や掃除などさまざまな場面で「家
族」同士が協力し、小さな社会を経験します。

朝の体操
週に２回、朝、暑いときも寒いときも全校児童が体操を音
楽や体育教師の号令に合わせて運動場で行います。自由
学園では主要教科と同様に、体育・音楽・美術にも力を入
れています。創立者はこの３つの教科を調和させ、豊かな
人間形成に役立てようと考えました。体操を通して身体を
動かす楽しさを知り、健全な発達を支えます。

礼拝
毎朝全校、各教室で礼拝を行います。神様と身近な人や自
然の恵みに感謝し、穏やかな気持ちで１日をはじめます。神
様にごあいさつの気持ちで讃美歌を歌い、学園長の聖書の
お話や、教師が日々の生活で大切にしたいことを子供たち
に伝えます。また、各学年の当番の日記も聞き合います。

朝の会・帰りの会（生活整理）
朝の会では、今日の生活についての確認、帰りの会では一
日のふりかえりをします。よかったことや困ったことなどを
聞き合って、すっきりした気持ちで終えられるような時間
を目指しています。

昼食
全校児童が食堂に集まり昼食を共にします。ひとつの
テーブルを１年生から６年生で囲み、保護者が作った
食事を楽しくいただきます。命の源に感謝する心を養
います。

掃除
生活そのものが教育だと考える自由学園では、教室や
キャンパスを、自分たちでできる限り掃除をして清潔に保
ちます。縦割りで掃除をする場所では６年生が中心となっ
て掃除をします。責任をもって取り組むことによって自分
たちの学校という意識が芽生え愛する心が育ちます。
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「新しいことへ期待感」をしっかり受け止めます。

1年生担任  鶴尾 基子

「今日は何をやるんだろう、どんなことを学
ぶんだろう」。そんな子どもたちの”ワクワク”
を、いろいろなことに挑戦する行動へとつな
げていきます。また子どもたちの気づきを大
切にし、温かいクラスを育んでいます。

1年生 これから始まる初等部の学園生活。

●学園に慣れる
●初等部探検 - 四季を知る

●木の名前を知る - 校外学習
●カブの栽培

1年生にとって初等部の生活は初めてのことばかり。少し
でも早く慣れて、安心して毎日を楽しく過ごせるように、
初等部のなかを探検したり、上級生と交流したりしなが
ら、人との関わり合いのなかへ一歩を踏み出します。

2年生 少しずつ周りに目を向けて生活します。

●1年生との交流
●川の生き物

●台所見学
●野菜の栽培

2年生になると初等部の生活にもだいぶ慣れてきます。
そこで周りに目を向け、守衛さんや健康管理室の方々な
どの働いている姿を見て、自分たちがどんな人にお世話
になっているのかを理解します。近くの落合川にも出か
け、生き物の採取に挑戦します。

「自分のことは自分で」から
「友だちや家族への関心」へと広げていく
子どもたちは入学したらすぐに小学生になるわけでは
ありません。1年かけて初等部の生活を知り、慣れ、少し
ずつ自分のことは自分でできるように促していきます。
朝と帰りの生活整理は小学生としての生活を身につけ
るうえでも大切な時間です。
そして自分のことだけで精一杯という状態から、少しず
つ友だちや家族にも目を向けられるよう働きかけてい
きます。

自由学園について知り、自然に親しむ

キャンパスには自然がいっぱい。そして教室だけでな
く、食堂、図書館、グラウンド、体育館、記念講堂など、
建物があります。
学園内を探検して、自分たちが毎日を過ごす環境がど
のようなものかを知る。季節ごとに移り変わるキャン
パスの風景から、四季の豊かさを感じる。身近な場所
で、のびのびと五感を働かせながら、たくさんの発見や
驚きの経験を積み重ねていきます。

国語 初めて習うひらがなは、じゆうがくえんの「じ」です。
字をていねいに繰り返し練習します。２年生以上は
毎年漢字検定を実施しています。音読で言葉の感覚
や表現する楽しさ、皆と声を響き合わせる喜びを味
わいます。日記を書いて当番の日に全校の前で読む
ことで目的を持って文章を書く力、大勢の前で読む
力や発表する力が養われます。

体育 マット運動、鉄棒、跳び箱など様々な種目の運動
のリズムを言葉や音で表し、基本的な運動を楽
しく習得していきます。ルールを守ってみんなと
なかよく、心も身体も健康で意欲的に運動する力
を育てます。

数学 学習する上で具体物を取り入れることと、生活に結び
つけることを大事にしています。勉強の為の数学では
なく、学習したことが生かせることに気づいてほしい
と願っています。基本的な計算を繰り返し練習し、数
学の学習の土台を作ります。文章問題を自分で作る
ことで計算や数量の関係を表す力を身につけます。

音楽 感性教育も主要教科と並ぶ教育の柱と考えています。
誕生日会をはじめ、生活の中に歌声が響きます。みんな
で歌ったり、リズムを打ったり、楽器を演奏したり楽しく
学びます。また、ハンドサインをしながらの音程練習を
重ね、声をそろえてしっかり歌えるようにします。

総合 野菜の栽培、生き物の飼育をはじめ生活の中の
あらゆるものが学ぶ対象となると考えています。
創立者の言葉「生活即教育」を基本に、教科あり
きではなく、季節や機会を捉えて生きた生活科を
行っています。

美術 毎日の生活や四季折々の自然から生まれる感動や、
発見と表現を繋げます。本物をよく見ることから始
め、楽しく取り組み、つくる喜びを育みます。動物園
へスケッチにも出かけます。

英語 家庭の中で子どもが言葉を学んでいくように、英語
に触れていきます。手遊び、絵本や身体表現を取り
入れて英語に親しむことを目標としています。授業は
１年生が年十回、２年～５年は週一回、６年生は週
二回行っています。ABC

1年生・2年生1年生・2年生111年生年生年生・2・2・2年生年生年生1年生・2年生 低学年

頭と体を自由に動かせる環境を整え、子どもたちの素直な「なぜ？」を引き出します。頭と体を自由に動かせる環境を整え、子どもたちの素直な「なぜ？」を引き出します。
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学校作り、生活作りを通して、
社会性を育むことを大切にしています。

3年生 自由学園と地域のつながりを学びます。

●ウサギの世話
●東久留米市内見学

●交流学習 - 特別支援学校訪問
●宿泊学習（黒姫）

子どもが自ら発見し、考え、答えを導き出す力を伸ばします。

人との関わり合いに慣れてきた3年生では、学びのフィー
ルドをさらに広げます。学園以外の地域や他校のお友だ
ちとのふれ合いを通して、他者からより多くのことを学ぶ
機会が増え、初めての宿泊学習も経験します。

4年生 自分にできることを考え、
発信していきます。

●蚕を飼う
●川の勉強

●国際協力 - 募金活動
●宿泊学習（黒姫）

4年生になると知識のフィールドを世界の状況にまで広
げます。国際協力に関する学びを通して困っている人に
目を向け、自分たちにできることは何かを考えます。今ま
では自分たちのためだった学習を、誰かの役に立てる
きっかけともなります。

自分の意見はきちんと伝えつつ相手の話も
しっかり聞き、お互いを認め合いながら成長で
きる環境作りを大切にしています。学年を越え
て「自分たちの学校をみんなで作っていくんだ」
という意識や社会性の育成にも努めています。

4年生担任  真中 昭典

地域とのつながりから学ぶ
「誰かの役に立ちたいという思いを大切にしたい」そして
「学んだことを社会をよくするために生かせる人間になっ
てほしい」というのが自由学園の願い。
そのためには初等部の頃から、自分を取り巻く環境や
地域に対する関心の芽を育むことが大切だと考えてい
ます。中学年では、学園周辺の地域について学んだり、
地域の人々と交流する機会を増やしていきます。

社会の一員であるという意識を育てる
自分の身の回りをきちんと整える。ルールを守る。そうした
基本を重視することで、子どもたち一人ひとりに、自分はク
ラスの一員であるという自覚を持たせるよう働きかけてい
きます。
また上級生や下級生との関わりのなかで、責任感を育み、
自分にできることは何かを考え、自分の意見をもって行動
できる力の基礎を養います。

国語 作文や日記、詩などの創作活動を通して自分の気持
ちや考えを文に表すことを大事にしています。新出
漢字の最も多い中学年では、漢字の学習を繰り返し
します。友だちの考えや意見を聞き合い深く読みと
れるように取り組んでいます。書写の準備は墨をす
ることからしています。

体育 準備運動のオリジナル体操により体育で行われる種
目の基本をしっかりと身につけていきます。また運動
技能を高める活動と、運動を楽しくする工夫をする
とともに、ルールを守って、みんなと協力する力を身
につけていきます。

数学 自分たちで育てたサツマイモの重さ量り、1kmの実
測、川幅を歩測で求めること、校庭の芝生の面積を調
べること、理科や社会など他教科と連携して総合的に
数学的な考え方を身につけます。友だちと一緒に問題
を解き、意見を聞き合いながら学習をします。3年生3
学期には、学習の定着と課題を把握する為に全員数
学検定を受検し、高学年への学習に臨みます。

音楽 どの学年でも年に一回、合奏発表をします。6年間で
色々な楽器を担当します。多彩な音楽活動を通して、子
どもたちが自分としての音楽表現の仕方を工夫したり、
音楽を聴いて積極的にその良さや美しさを感じ取った
りするような学習活動を取り入れ、実践しています。

理科 自然の中で実物に触れ、実感を伴った知識を積み重ね
る学習を大切にしています。校庭の植物や昆虫がその
まま教材になり自然に親しみを持つようになって「よく
見る」習慣を身につけます。学校のキャンパスをフルに
使うだけでなく、3・4年生は逗子で磯の生物について
学習することを50年来続けています。4年生は多摩川
の上流から下流までの様子を観察し、流れる水のはた
らきと土地の変化との関係について学習します。

美術 探究心をもってさらに色々な角度から集中して制作
を楽しみ、よく見る姿勢を育てます。躍動する線や色
は、集中して向き合うことで積み重ねられるからで
す。カッターや彫刻刀の取り組みも行います。

社会 中学年の学習は市から東京都へと広がります。近隣
の農家やゴミの処分施設・東久留米市内見学などか
ら、自分で見たこと、聞いたことを中心に学びます。自
分たちの生活がたくさんの人に支えられていることへ
の気付きと実体験を伴った学習を心がけています。

英語 生活の中で使える一言の英語を身につけることを
目標としています。英語を聞く力、話す力の基礎を
養います。身近なことから英語で聞き、表現する活
動を土台に授業を行っています。伝わる、わかる
楽しさを育みます。ABC

3年生・4年生3年生・4年生 中学年
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国語

5年生 共同生活を通して、
協力する楽しさを学びます。

●米作り - 共同作業
●宿泊学習（蓼科）

●収穫感謝祭
●6年生お別れ会

協力の大切さ、楽しさを学び
他者に働きかける力を身につける

社会への関心を高め、自分のものさしで判断する力を培います。

自由学園では、昼食の準備・片付け、掃除、遠足など、家
族、クラス、他学年の子どもたちが協力し合って何かをやり
遂げる機会を多く設けています。高学年になると、少しず
つ下級生に働きかける役割が増えていきます。特に6年生
は、それまでの初等部生活の積み重ねのうえに立ち、食事
時間のテーブルマスター、掃除や行事のリーダーとして、
下級生を励まし、目標を達成するためみんなを引っ張って
いきます。

中等教育へのつながり

子どもたちがそれぞれの成長段階にふさわしい責任を負
いながら、生活し、学ぶ自由学園初等部。1年生から一貫し
て、子どもたちの五感から発せられる「なぜ？」と、自分なり
の答えを見つけ出すプロセスを大切にし続けています。
ここでの6年間を通して養った力は、進学後、より深く、広
く、ものごとを捉え、自分の頭で考え、知識を身につけてい
くための礎となるはずです。

田植えから1年間かけて稲を育てる米作り。友だちとの共
同作業を通して、協力し合うことの大切さ、一緒に考え、
問題を解決する楽しさを味わいます。こうした経験の積
み重ねが、6年生になった時に全体のまとめ役になる準
備にもなります。

6年生 人間に興味を持ち、
働きかける力を養います。

●行事の運営
●平和学習

●夏の学校
●卒業勉強

●宿泊学習（箱根）

これまでの学習を生かし、6年生はあらゆる行事で全校を
まとめるリーダー役を務めます。さらに学園での仕事体
験や憲法を学ぶことによって、人権や平等といった人間
や社会への関心を深め、積極的に人のためになる意識を
養います。

全校児童の前での報告や食堂での司会など場面や
相手に応じた話し方を日々の実践にいかしていま
す。毎日、辞書を引いて五語五文という学習に取り組
み、漢字の定着、語彙数を増やすことを目指していま
す。説明文や文学作品にふれることを通して自分の
考えを深め、言葉による表現を学びます。

重視しているのは全員が安心して生活できるク
ラス作り。そのなかで何が正しいのかを判断し、
それをきちんと選択できる力を養ってほしいと
考えています。自然な形でリーダーシップが身に
つく環境があるのも自由学園ならではです。

体育 マット運動、跳び箱、鉄棒、ボール運動、縄跳びなど
色々な種目で基本的な技能から応用へと高めていき
ます。また、スポーツを通して協力することや公正な
態度を育て、課題を持って取り組み、スポーツマン
シップとは何かを学びます。

数学 抽象的な数学の概念を学ぶ一方で、1㎥を木の角材
で作り中に入って実感したり、全校児童の毎日の出
席調べと毎月の出席率の計算や気象観測などの学
校生活の中で、数学が応用できるよう心がけていま
す。6年生では、小学校で学習したことをしっかり身
につけて中学へ進むことを目指しています。

音楽 毎年、様々な演奏家をお招きして生の演奏を聴き、
音楽鑑賞の態度を育てます。高学年は良い声を響か
せて二部合唱を楽しむことができます。安心して歌
声を響き合わせる為に、信頼し合える関係作りが大
切です。その学びの中から美しいハーモニーを響か
せることができます。芸術教育の第一歩となる授業
を目指しています。

理科 実物に触れ、実感を伴った知識を積み重ねる学習
は、生活に生かすことで身につきます。自分から観
察、実験を行う力や自然環境に対する態度や考え方
は、科学的な物の捉え方の土台となります。5年生は
化石と地層、６年生は火山の学習を通して地球規模
のエネルギーや時間を実感します。

美術 本物に触れ体験から生まれる表現を高学年でもタ
イミングを逃さず取り組みます。技法やしくみを理解
して制作できる造形力も育みたいと考えます。合作
の集大成として、お別れ会の装飾や卒業制作にも取
り組みます。

社会 日本から世界へとさらに学習を広げます。食の元を探
る為に生産者を訪ねて直接お話しを伺う機会を持ちま
す。歴史は学校から出土した本物の土器の学習から始
まり、平和についての学びを深めます。場所と時間を越
えた人の営みを知る中で、自分の生活と照らし合わせ
よりよい社会を作ろうとする気持ちを育てています。

英語 学習を通して眼差しを世界的に向けることを目標に
しています。英語を通して異文化に触れ、世界の人た
ちと関わる自信を育むことを目指しています。来校さ
れた外国の方のスピーチを聞くことや触れ合う機会
が多く、子どもたちは積極的に話しかけます。

6年生担任  大隅 賢

ABC
家庭科 毎日の学校生活の中に家庭科の学びはたくさんあり

ます。5・6年生では、これまでに得た知識や経験を土
台に生活をより良く楽しくしようとする姿勢が身につ
くことを目指しています。特徴的な授業は、5年生では
校内で採れたヨモギで団子作り、型紙書きからするエ
プロン作り、６年生は味覚の授業などがあります。5年生・6年生5年生・6年生5年生・6年生

重視しているのは全員が安心して生活できるク
ラス作り。そのなかで何が正しいのかを判断し、
それをきちんと選択できる力を養ってほしいと
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毎日の学校生活の中に家庭科の学びはたくさんあり
ます。5・6年生では、これまでに得た知識や経験を土
台に生活をより良く楽しくしようとする姿勢が身につ
くことを目指しています。特徴的な授業は、5年生では
校内で採れたヨモギで団子作り、型紙書きからするエ
プロン作り、６年生は味覚の授業などがあります。

自分で判断する力、選び取る力を
培ってほしいと願っています。

年生年生年生 高学年
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20分

1

2

3

4

5

国語

国語

体育

数学
初等部全員が、

食堂で食事をします。

1年生の
時間割り

月

8：10の本鈴で気持ちよく挨拶できるように、
8：00までに登校します。

登 校

週2回、一年を通して暑い日も寒い日も行い、
心身共に健康に一日を始めます。

朝の体操

初等部の生活で最も大切な時間と考えています。
讃美歌を歌い、神様に挨拶をします。

礼 拝

午前中は主要教科を中心に、
落ち着いて学習します。

1時間目
2時間目

音楽・美術・体育・家庭科・英語は、
専科の教師が担当して授業を行います。

午前中に15分の休み時間を設け、体を動かし、
頭をスッキリさせて3・4時間目の授業に取り組みます。

昼 食

一日で一番長い休み時間。上級生も下級生も、
一緒になって楽しく遊びます。

初等部の子どもたちの大好きな食事です。
全校が食堂に集まり、父母による温かい食事をいただきます。

20分休み

体育は、体づくりの基本となる体操を中心に、
体育館や芝生のグラウンドで行います。

5時間目

「生活整理」と呼んでいます。気持ちを整理し、
明日の予定を確認して、気持ちよく一日を終えます。

帰りの会

低学年は、集団下校します。週に一度以上、
放課後に遊んでから下校できる日があります。

下 校
3時間目
4時間目

国語

数学

美術

美術

国語

火

国語

国語

数学

運動

音楽

懇話

水

国語

総合

総合

体育

数学

木

数学

数学

国語

音楽

国語

金

国語

総合

総合

軽食

土

昼食

国語の授業

体育の授業

美術の授業

広いキャンパスを全校で毎日きれいにします。
生活している場所に愛着がわきます。

掃 除15分休み

四季折々の美しさに溢れたキャンパスや教室で、
同級生、上級生、下級生がみんな家族のように過ごす毎日です。

充実した日々の中で、豊かな心を育む。
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体操会
宿泊学習（3年）
宿泊学習（6年）
東大演習林（1年）

10月

収穫感謝祭
川の勉強（4年）
私学体育発表会（6年）
美術工芸展（4年に一度）

11月

勉強報告会（2年に一度）
音楽会（4年に一度）
クリスマス
終業式

12月

始業式
書き初め
東久留米見学（3年）
宿泊学習（4年）
地層と化石の勉強（5年）

1月

美術鑑賞会
芸術鑑賞会

2月

お別れ会
スポーツ週間
卒業勉強（6年）
卒業式

3月

始業式
入学式
創立記念日
自己紹介（1年）
健康診断

4月

遠足
川のいきものの勉強
（2年）
貝の勉強（3・4年）

5月

運動会
交流学習（3年）
宿泊学習（5年）

6月

水泳
終業式

7月

夏の学校（6年）

8月

始業式
動物園（1・2年）
柳泉園（清掃工場）
　　　　見学（4年）

9月

2月 美術鑑賞会（全校）美術の授業で制作した作品の一部を全学年が展示し、鑑賞を楽しむ。 3月 卒業式 3・4・5年生と父母・教師で6年生を送り出す。

10月 体操会（全校） 幼児生活団から最高学部まで、全校で体操の発表を行う。

6月 運動会（全校）6年生を中心に全校が紅白に分かれて行う。

5月 遠足（全校）全校縦割りの「家族」で、紅葉台・城ヶ島・御岳山などへ。4月 入学式（全校） 全校で新入生を迎え、6年間の初等部生活をスタート。

12月 クリスマス（全校）イエスさまの誕生をお祝いする礼拝と食事。

10月 東大演習林（1年）
種の勉強を中心に演習林で自然に触れる。

10月 宿泊学習（6年）
3泊4日箱根。歴史と火山を中心とした総合学習。

2月 芸術鑑賞会（全校）
劇団や楽団にきてもらっての演劇・音楽鑑賞。

1月 書き初め（全校）
一人ひとりの新年の決心を書き初めに込めて表し、発表し合う。

1月 宿泊学習（4年）
2泊3日黒姫。雪を楽しむ。

11月 私学体育発表会（6年）
サッカー・バスケットの交流試合。

9月 動物園（1・2年）
美術の授業、上野動物園で動物のスケッチ。

8月 夏の学校（6年）
児童と教師全員で学校をきれいにする労働を行う2日間。

7月 水泳（3～6年）
5日間、豊島園で行う。最高学部（大学部）生も指導に加わる。

10月  宿泊学習（3年）
2泊3日。自然の中ですごす。

9月 柳泉園（清掃工場）見学（4年）
社会科、ゴミ処理場の見学。

6月 宿泊学習（5年）
2泊3日。蓼科で乗馬や馬の世話、スケッチなどをする。

4月 自己紹介（1年）
全校の前で自分の名前を言い、担任が通学経路や兄弟を紹介。

5月 川の生きものの勉強（2年）
川の生きものの採集・観察。

11月 川の勉強（4年）
鳩ノ巣から羽田まで多摩川をたどって
流れる水の働きと人との関わりを学ぶ。

5月 貝の勉強（3・4年）
逗子・鐙摺海岸で、磯採集・貝を拾い標本に。

音楽会
4年に一度、自由学園全校で行う行事。
東京芸術劇場にて合唱発表します。

美術工芸展
4年に一度、自由学園全校で行う行事。
キャンパス全体を使って、各部の作品を展示。

勉強報告会
教科書にとらわれずにテーマを決め、子どもたちと一緒に、
じっくり取り組んだ事を発表。

11月 収穫感謝祭（全校）
感謝の礼拝とお餅つき。
各学年で育てた作物の入った芋の子汁をいただく。

3月 卒業勉強（6年）
6年間の感謝の気持ちをこめて、働いて学校に
恩返しをする。

1月 東久留米見学（3年）
一日市内を歩いて、神社、お寺、遺跡、市役所などを見学。

3月 お別れ会（全校）
5年生を中心にお世話になった6年生への感謝を
込めて行う。

1月 地層と化石の勉強（5年）
秩父で地層の観察と化石採集。採った化石は標本に。

4年に
1度

4年に
1度

2年に
1度

15

五感を刺激するイベントの数々、驚きや発見、感動の積み重ねが、
子どもたちの考える力、生きる力を育みます。
そして、友だち、上級生・下級生との交流を通して、
自然な形でコミュニケーション能力やリーダーシップを培います。

みんなの心をひとつに、
感動をつむいでいく。
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「勉強の機会は机の上だけでなく、子どもが過ごす24時間すべてのなかにある」
およそ100年にわたり、受け継がれてきた自由学園の教育です。
初等部での体験を通して得たものを語っていただきました。

自由学園 最高学部4年生 平成18年度 初等部卒業
津山 ゆりさん

　私は幼児生活団から最高学部までの19年間自由学園
で学んできました。その中でも、現在の私の大部分を形
作っているのは、初等部での6年間だと思っています。
　初等部では、たくさんの草木や動物に囲まれて、校庭
を駆け回って過ごしていました。朝早く学校に行って掃除
をしたり遊んだり、休み時間になれば教室を飛び出して
皆で鬼ごっこをしたり、木登りをしたり、虫を捕まえたり。
野菜や動物を育て、直に土や生命に触れ、季節や自然の
循環を感じる毎日、正にその生活自体が学びであり、初
等部での学びは実体験による実感を伴った実学でした。

　沢山のことを吸収し人生
の基礎をつくる時期に、自
然豊かなキャンパスで思う
存分体を動かして、本物に
触れながら多様な経験を
できたことは、とても恵まれ
ていたと思います。こうした
生活を通して、自ずと自然
を好きになり、身体を動か
す楽しさや、仲間と一緒に何かを一生懸命する喜びを知
り、自然もどんな人間も神の下に皆平等であるということ
も感じてきました。この初等部での6年間が私の感性や
価値観を育み、私の基盤となっています。
　こうした初等部での学びは、何より毎日が楽しかった
からこそ得られたものだと思います。初等部には、夢中に
なれる環境と一緒になって本気で取り組んでくれる仲間
や先生方がいました。そして皆で生活を共にしながら、人
を大事にする気持ちや人との距離感を自然と学んでいた
と思います。初等部には子どもがわくわくするものが沢山
あり、自ら進んで様々なことにトライし、学ぶことのできる
素晴らしい場所であったのだと今振り返ります。
　自由学園卒業後は大学院に進学し、野外活動が人間
形成にどのように影響するかをテーマに研究活動を行い
ます。これも、生活全体が野外教育とも捉えられる初等
部での経験があったからこそ興味をもったテーマだと
思っています。自由学園での学びの上に今後の学びを築
きたいと思います。

　自由学園初等部はいまの私の原点です。
人と人との繋がりを大切にすることを信念に置いている
私にとって、6年間過ごした初等部は、まさに自分の土台
を築いてくれた場所でした。
　まず、環境が素晴らしい。自然豊かな校内で過ごせるこ
とを毎日楽しみにしていました。
　よく、テレビや本の中で日曜日の夜などに「また一週間
学校に行くのが嫌だなぁ」という描写がありますが、当時
の私は「なんで学校に行くのが嫌なんだろう」と疑問を感
じたことを覚えています。学校へ行って、木々に囲まれた
中で友達と遊びたかったのです。毎日をのびのびと過ごし
て気持ちが落ち着いていました。いま振り返ると当時は当
たり前だと思っていましたが、この穏やかな生活がいまの
自分の人格を形成していったと思います。
　また、毎日の体操、礼拝、昼食、掃除。全てを全学年で
揃って行うことで学年の垣根を越えた素晴らしい繋がり
が出来ます。1～2年生の頃は昼食の準備をしてくれた
り、掃除の時間は段取りから後片付けまでしてくれる上
級生に憧れて。高学年になると下の学年の面倒を見る。
そんな兄弟の様な関係が誰に言われるわけではなく自然
と出来上がるのです。まさに初等部の児童、先生皆が家
族の様な存在です。この関係は卒業したいまでも続いて
おり私の財産になっています。

　また、当時、引っ込み思
案であった私は自らの考え
を相手に伝えることが苦手
でした。しかし3年生からは
懇話と言われる、クラスで
話し合いをする時間があ
り、否応でも一人一人が自
分の考えをクラスにぶつけ
る。涙ながらに話し合いが
白熱することも少なくなく、

気が付けば相手にしっかりと自分の意見を伝えられるよ
うになっていました。他にも、初等部では先生から「あな
たはどう思っているの？」という問いかけが多く、礼拝な
どの全校生徒が集まる中での発表は緊張しましたが、自
分の考えを相手に伝えることが得意になりました。
　実際にいま就職し社会へ出て働く中でも、相手の話に
じっくりと耳を傾け、自分の言葉で返すことを大切にして
います。あるお客様からは「君はマニュアルではなくて、ど
こにいても自立して働くことができるね」と言われたこと
があり、一つの自信に繋がっています。
　卒業から14年が経ちます。自分が親になったとき、子
どもは自由学園で学ばせてあげたい。
　そんなことをさらっと言わせてくれる魅力が自由学園
にはあるのです。

三菱電機ビルテクノサービス株式会社　平成15年度 初等部卒業
宮本 悠太さん

私をつくった、かけがえのない毎日。

私の基礎をつくってくれた日々。学校生活のすべてが学びでした。 初等部の学びで得られたことが、今の自信につながっています。
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初等部1年生

初等部4年生

おけいこ・プログラムのみ参加

14：00 15：00 16：00 17：00 18：00

子どもたちが安心して自分らしく過ごせる放課後

■時間：［学期中］下校後～18：00（延長19：00まで）
　　　 ［長期休み中］8：10～18：00（延長19：00まで）
■対象：1年生～6年生
■場所：自由学園しののめ茶寮 3階
■利用方法：レギュラー利用（定期利用）または、スポット利用（一時利用）
■料金：レギュラー利用19,000円～／スポット利用2,500円～
■お休み：土日・祝日、夏期（お盆）、年末年始

■時間：下校時～1時間程度（週1回程度）※お花は隔週
■場所：自由学園しののめ茶寮、初等部施設
■料金：4,000円～

【内容】

かつては、放課後の地域社会に、子どもたちがのびのびと活動できる豊かさがありました。しかしながら、
地域社会の変化や共働き家庭の増加から、子どもたちが安心して生活できる「放課後の場所」へのニーズ
が高まっています。
JIYUアフタースクールは、学校と家庭をつなぐ第3の場所として誕生。「学童保育」「おけいこ」「プログラ
ム」、そのいずれもが、多様な仲間や世代・価値観にふれながら、「どう生きるか」の土台を築いていく時間
です。スタッフ、ボランティアの自由学園の生徒たち、地域の方々など、多くの人たちが子どもの育ちを見守
り、家庭・学校との連携を大切にして、子どもや保護者の安心につなげています。

JIYUアフタースクール
3つのメニュー

学童保育

おけいこ プログラム

アフタースクールは、
学校と家庭の真ん中で
子どもがホッとできる場所。

手づくりのおやつを食べたり、思い切りサッカーをした
り、異学年の仲間たちとけんかしたり、笑ったり。毎日楽
しそうです。「学校で友だちとけんかしたようで、元気が
なくて。本人にも言い分があるようなので、お家で聞い
てみてください。」先生方は気になった様子を報告して
くださり、とても助かっています。

おけいこを楽しみながら、
子どもが、自身の世界を
広げていると感じます。

うまくできたことも、失敗したことも、ハプニングも、面
白そうに話してくれる子どもから、お花やピアノで表現
することそのものを楽しんでいる様子が伝わり、家族の
楽しみが広がります。先生が伝えてくださる本質のな
かから、自分の何かを見つけ、子ども自身の世界が豊か
になっていると感じます。

木のぬくもりに溢れ、家庭的な雰囲気のなか、学校の授業のおさらいをし、手づくりのおやつを食べ、帰宅の時間まで仲間
と一緒に思いっきり遊びます。ボランティアとして参加している自由学園の中高生や最高学部の学生は、子どもたちのよい
お兄さん・お姉さん。子どもたちの心の拠り所となる、とっておきの場所です。

夢中になる経験が
人間的成長にもつながる
好きなことに夢中になってその世界を深めていく。
おけいこは、真剣に向き合う幅広い年齢の仲間や
講師との交わりから、子どもの世界をさらに広げ
る時間です。人間的な成長も願っています。

地域や社会の「先生」と
学ぶ・体験する
子どもたちの想像力や創造性を伸ばすため、衣食
住や手づくりを主なテーマとした教室を開講。講
師はご近所の方や外国の方、プロの方までさまざ
ま。多様な生き方に出会う機会でもあります。

学童保育

おけいこ プログラム

学 校 ▶帰宅

▶帰宅

▶帰宅

学 校

学 校 おけいこ・プログラム

サッカー

学 童（おさらい・遊び・おやつ・外遊び）

学 童 おさらい・おやつ
室内遊び（ ）

保護者の声 保護者の声
JIYUラボ英語教室

JIYUラボ英語教室

お花のこよみ教室

お花のこよみ教室

ピアノ

ピアノ

おさらい おやつ 遊び

そろばん
サッカー

サッカー

バスケットボール
■時間：［学期中］下校後～17：00
　　　 ［長期休み中］午前or午後 ※内容により時間は異なります。
■場所：自由学園しののめ茶寮、初等部施設
■料金：500円～

※1回～数回連続のプログラムあり

【内容】
料理 手工芸 スポーツ 異文化交流キャリアデザイン など

絵本「ぐりとぐら」の絵を描いた山脇百合子さんのプログラム

週1回程度 年20回程度

※内容は変更する場合があります。

学校と家庭をつなぐ「放課後」に、子どもたちが集い、遊び、学びあう場所。
「学童保育」「おけいこ」「プログラム」の3つのメニューで、6年間をサポートします。

「ただいま」と「おかえり」で始まる温かい放課後。

JIYUアフタースクール
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女子部
❾ テニスコート

● 自由学園 明日館（池袋）
1921年に米国の著名な
建築家フランク・ロイド・
ライトの設計で建てられ、
1997年には国の重要文
化財に指定されました。
豊島区西池袋にあるこの
建物は、1934年に学園
が東京都東久留米市に移転した際に「明日館」と命名。
現在は一般公開され、公開講座や各種行事などにも利
用されています。

13 自由学園しののめ茶寮

自由学園パン工房

新たに地域社会に開かれた場と
して、2011年秋に開館しまし
た。カフェラウンジ、会議室、未
就園児を対象とした遊び場
「こっこ広場」があり、ご家族連
れをはじめ、一般の方にご利用
いただいています。学園関連の
製品、婦人之友社の書籍も販売
しています。

パン工房では、約60年間学
生の朝食・昼食・夕食用に
毎日パンを焼いています。

10 最高学部（大学部）校舎

11 記念講堂 12 図書館

❺ 女子部食堂＊ ❻ 大芝生（女子部） ❼ 男子部体育館＊ ❽ 男子部グラウンド

＊東京都選定歴史的建造物

男子部

正門
幼児生活団幼稚園

最高学部
（大学部）

しののめ茶寮
（JIYUアフタースクール）

13

❶

11
10

12
❻

❺

❾

❼

❽❷

❸
❹

初等部
（小学校）

楽しい学校生活を
一緒に作っていきましょう
広大な学び舎で、クラスの友だち、上級生、先生と一緒に、

いろいろな経験をしましょう！
ここにはたくさんの感動に包まれた日々があります。

鳥のさえずり、風のにおい、移りゆく木々の色彩。
豊かな自然に包まれたキャンパスが、子どもたちの学びのフィールドです。

❶ 食堂＊

歴史ある空間と、緑あふれる環境で成長する。

東京都東久留米市学園町に広がる10万㎡（3万坪）の広大な
キャンパスで、幼児生活団から最高学部（大学部）までの全生徒
が学んでいます。約4,000本の樹木に囲まれた自然いっぱいの
学び舎は、生徒一人ひとりの教室であり家でもあります。建物の
多くは世界的建築家フランク・ロイド・ライトの弟子である遠藤
新・遠藤楽父子の手によるものです。

❷ 第二校舎

❸ 第一校舎

❹ グラウンド・体育館



安全性への取り組み

自由学園は生徒・学生たちの「安全」確保に最大限の対策をとっています。
東日本大震災以降、防災体制を見直すとともに、放射能問題への対応も新たに加えました。

学んだ知識を生活に活かし、生活のなかで芽生えた疑問を知識につなげる。
本物の生きる力を、少人数教育を通して育んでいきます。

沿  革
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一生につなぐ毎日がここにある

学園長 高橋 和也

　自由学園は、子どもがその子らしく、自分を大切にして、心豊かにたくましく成長し生

きていくことを支えていきたいと願っている学校です。

　それを可能にしているもっとも大きな土台は、ていねいな手作りの教育環境であり、

教職員一人ひとりの愛に根ざした細やかな関わりです。自分が大切にされていると

日々感じつつ安心感の中で育った子どもは、自分を大切な存在として認めることができ

るようになり、その関心を周囲の仲間に向けて、自分の力を差し出すことのできる人に

育っていくでしょう。

　学校が子どもたちを数値によって序列化する競争社会であるならば、当然子どもた

ちはそこで競争社会での身の処し方、勝ち抜き方を身につけて、無意識のうちに競争

原理に基づく社会を再生産することになります。

　この悪循環に終止符を打つためには、比較や競争を学習動機とせず、一人ひとりを

大切にする教育が行われなければなりません。

　一日の始まりの礼拝、仲間と共に協力して取り組む生活、豊かな自然の中で行われ

る様々な行事、本物にふれる多種多様な学習。これらのすべてが、子どもたち自身の中

から学ぶ意欲を引き出し、多様な可能性を開花させ、共に学びあう力を育む、子どもた

ちにとっての喜びに満ちた学びとなります。この小さな学校から、共に生きる新しい社

会を創るやさしさとたくましさを持った子どもたちを送り出していきたいと思います。

自由学園は、ジャーナリストであった羽仁もと子・吉一夫

妻によって、1921（大正10）年に創立されました。

知識を詰め込むことに重点を置くような当時の教育制度

に疑問を感じた2人は、自分の頭で考え、行動する真の実

力を持った人間、またその実力にふさわしい教養と人格

を備えた人間を育てたいと考えたのです。熱心なクリス

チャンでもあった2人は、校名を聖書にある「自由」からと

り「自由学園」と名づけました。

創立以来「思想しつつ、生活しつつ、祈りつつ」をモットー

に、社会に働きかける学校を目指しながら、創立者の理

念である「生活即教育」を少人数の一貫教育によって実

現してきた自由学園。思想においては自由を、生活におい

ては協力を、祈りにおいては愛を追い求める人間教育を

通して、社会をよくする人間に育成に努めています。

羽仁吉一・もと子、「自由学園」を
目白（現・東京都豊島区）に設立

関東大震災の救援活動に生徒たちが参加

初等部（小学校）開校

創立者の教育理念実現を応援する組織「協力会」発足

現在の東久留米市の新キャンパスに移転
目白の校舎は明日館（みょうにちかん）と名付けられ、
卒業生が社会に働きかける場所となる

男子部（中・高等科）開設

中国北京に「両国民が互いに理解しあう」ことを願い
「北京生活学校」開校

幼児生活団（幼稚園）開設

那須農場開設

那須農場に「農学塾」開設

明日館に「生活学校」を開設

最高学部（大学相当）男子4年制、翌年女子2年制を開設

創立30周年を記念して埼玉県名栗で植林を開始

羽仁吉一逝去

羽仁もと子逝去、三女羽仁恵子が
学園長（～1988年）に就任

羽仁両先生記念図書館完成

三重県海山で植林開始

創立60周年事業
記念講堂、記念体育館完成

創立70周年記念事業
羽仁吉一記念ホール完成

最高学部に男女共修の4年制が発足

創立80周年事業
最高学部校舎、生活創作館が完成
国の重要文化財に指定され、修復された「明日館」が
新しい社会への窓として活動を開始

「食の学び一貫教育」発表会開催

東日本大震災の支援活動に全校で取り組む
創立90周年記念体操会・教育報告会開催
90周年記念事業として自由学園クラブハウスしののめ寮
を開館
キャンパスの整備ほかを実施

創立90周年記念美術工芸教育発表会開催

1.防災への備え
震度7の地震発生を想定した全校一斉の避難
訓練をはじめ、定期的な訓練を実施。東久留
米市役所との間に直通の防災無線を設置し、
迅速な情報収集体制を整えています。校舎・
寮の耐震工事はすでに完了しています。

2.緊急時への備え
生徒の所在を正確に確認するため時間割や
生徒名簿を一括管理。携帯無線機を用いて、
停電時でも連絡を取れる手段を整えていま
す。また在校生・教職員の5日分の水や食糧に
加え、数日分の食材を備蓄。災害時には各ご
家庭と連絡を取り、連絡がつかない場合は、
連絡がつくまで学校で安全にお預かりします。

3.防犯への備え
正門には日中警備員が常駐。その他の門は常
時施錠し閉門しています。放課後は当番の生
徒・教師が、夜間は宿直の教師・学生が巡視し
ています。幼児生活団と初等部、女子部には
警視庁と直通の非常ボタンを設置。教職員を
対象に不審者対応訓練も実施しています。

1.キャンパス
キャンパスが位置する一帯は、放射線量が
0.06μシーベルト／時と、関東地域でも極め
て低いエリアですが、定点測定を続け、国の基
準値を大幅に下回る 0.13μシーベルト／時
以下に保つべく対処しています。

2.農場・植林地
栃木県にある那須農場については、定期定点
測定と除染作業を継続的に実施しており、幼
児生活団、初等部、女子部、男子部の生徒の
利用は一切控えています。栃木県黒羽、埼玉
県名栗、三重県海山にある植林地のうち、黒
羽は生徒による育林活動を中止。名栗に関し
ては、放射線量測定と水質検査をし、安全を
確認して活動しています。

3.校外学習地
登山をはじめ、さまざまな校外学習を実施す
るため、全国約2,000ケ所の放射線量を独自
に測定・整理し、目的地設定に利用していま
す。測定の結果を参照して、活動を別の地区
に移したこともありました。

1.バランスのよい食事
栄養のバランスを保つことは健全な発育のた
めの極めて重要であり、放射性物質を体内に
取り組みにくい身体をつくることにもつながり
ます。食糧部は、自由学園の長い食の提供の
実績のうえに立ち、毎食の栄養バランスを欠
くことのないよう実践しています。

2.食材調達のガイドライン
独自の『食材調達のガイドライン』を定め、「新
鮮なもの」「旬のもの」「おいしく栄養価の高い
もの」「極力農薬や添加物を使用していないも
の、食材の産地が明らかでどのよう生産され
たか確認のとれるもの」といった食材を、取引
先の協力を得て調達しています。

3.放射能性物質への対応
リスクを最小限に抑えるため産地の分散化を
基本とし、野菜は必ず茹でこぼしをする、魚・
肉を焼く場合の温度基準の厳守などを実施。
また毎月、外部専門機関に依頼して、お茶を
含む一食の食事全部の放射線量検査を実施
し、安全性の確認を行なっています。

I.防災・防犯の体制 II.放射能への対応 III.食への対応
1921
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1929

1934
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1938

1939

1941

1947

1948

1949

1950

1955

1957

1966

1967

1981

1991
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2008

2011

2012

自由学園の教育・歴史に関して詳しくお知りになりたい方は、「自由学園とは？ 100問 100答」 「自由学園90年の歩み」をご覧ください。ホームページにてお申し込みいただけます（無料）。
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