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2012 年度の最も大きな行事は、幼児生活団から最高学部まで全校が参加する 4 年に一度の 

美術工芸展で、第 30 回目の今回は「創立９０周年記念自由学園美術工芸教育発表会」と名づ 

け、11 月 16 日、17 日、18 日の 3 日間開催し、合計 8453 人の来場者を迎えた。17 日には、 

学園長による「自由学園の感性教育」の報告、女子部・男子部の生徒たちによる「実践報告」、 滝沢

具幸先生による「発表会の総括」、そしてニューヨークのメトロポリタン美術館名誉館員 で女子部 

31 回生の梶谷宣子氏による講演「私の中の自由学園」があった。また、90 年の美術 教育の歴

史をまとめたアーカイブズ展示「生活の中で育まれる美の学び」を発表した。美術 の勉強に

教科横断的な学びを取り入れた各部の生徒の作品の展示の様子は、この『年報』に 記事が寄

せられているので参照されたい。 

創立 90 周年記念事業の一つとして立野川の暗渠取替え工事を行ったが、工事途中の 5 月 3 

日、排水工事のミスで大雨により大芝生が冠水し、女子部教師室・体操館・委員室の棟に床 

上 60 センチの浸水があった。修復工事をして 2 学期初めから使えることになったが、女子部 

全体で不自由な 4 ヶ月を過ごした。幸いにも 10 月 6 日には、新しくなった大芝生で体操会を 

開くことができた。 

震災復興支援活動は 2011 年度に引き続き、地元友の会の協力を得、各部で取り組んだ。特 

記すべきことは、友の会中央部と協力して、放射能が心配で外で思い切り遊べない福島の子 

どもたちを受け入れるサマースクールを、8 月 6 日から 11 日まで清風寮を開放して、福島・ 

那須から 22 家庭 64 名の母子を迎えて行ったことだ。幼児生活団から最高学部まで、全学の 

生徒や教職員が力を出して、参加者に喜ばれたことは嬉しいことだった。 

もう一件特記したいことは、6 月 2 日（土）に世界新教育学会全国大会「WEF 国際教育フォ 

ーラム―共に生きる社会を創る教育」を自由学園で開催したことである。これは、1932 年 8 

月に羽仁もと子先生がフランスのニースで「それ自身一つの社会として生き成長しそうして 

働きかけつつある学校」と題して講演をされた学会で、ミセス羽仁はその日本支部結成にも 

力を出されたもの。基調講演者にはオランダからリヒテルズ直子氏を招き、4 校からの教育実 

践報告と公開討議があった。午前中の分科会では、教師 1 名、学生 1 名が発表を行い、会全 

体の運営は、学部の教育ゼミの学生が担当した。 

4 月より本格的に始めた「JIYU アフタースクール」の運営は順調に進み、単なる学童保育 

ではなく、自由学園らしいプログラムを実行に移すことができた。 

男子部は新しい試みとして、8 月末から 9 月初めの 3 泊 4 日の修養会で、4 年生は東久留米 

市内の福祉施設でのボランティア、5 年生は信州の共働学舎で、6 年生は仙台友の会にお世話 

になり、被災地を訪ねるという、社会に関わる学びを実践することができた。 

最高学部の「数理モデルとインターフェイス」ゼミの数理チームは、今年も精力的に研究 

を進め、那須農場で長年にわたって記録された気象資料を用いて、11 月 18 日に東京農工大学 

で開かれた「形の科学シンポジウム」、12 月 21 日に滋賀県龍谷大学瀬田キャンパスで開かれ 

た「応用数学合同研究集会解析系」、3 月 5 日に北海道大学で開かれた「第９回数学総合若手 

研究会」で学会発表をした。 

学校全体として重点目標を掲げて励んだことは、「自由学園らしい学びの実践、無駄退治の 推

進、震災支援活動の継続、2013 年度目標生徒数確保」などであったが、これは次年度にも 

引き続き取り組む課題であった。 

 



 

平成２４年度(２０１２年度)行事 

４月５日（木） 初等部始業式 

４月７日（土） 初等部入学式 新入生２１名を迎える 

４月１０日（火） 女子部・男子部・最高学部始業式 

４月１１日（水） イースター礼拝 「魂の糧に活かされて生きる」広瀬 薫牧師 

４月１２日（木） 女子部・男子部入学式 新入生女子部４２名、男子部３４名を迎える 

４月１３日（金） 新入生歓迎会 

４月１４日（土） 新入生歓迎音楽会 

４月１６日（月） 創立９１周年記念合同礼拝 

４月２１日（土） 初等部新入生歓迎父母会 

４月２９日（日） 学部１年生 修養会（学部棟） 

５月１１日（金） 初等部遠足「富士山麓・紅葉台と氷穴」 

５月１２日（土） 男子部父母会 

５月１９日（土） 学部・自主研究報告会 同学会総会（学部食堂） 

５月２０日（日） 男子部オープンスクール 協力会主催「春のイベント」 

６月６日（水）～８日（金） 男子部高等科遠足 「甲斐駒ケ岳・仙丈ケ岳」 

６月６日（水）～８日（金） 女子部高等科遠足「燕岳」 

６月９日（土） 初等部運動会 

６月９日（土） 協力会総会 「アルフォンス・デーケン氏講演会」 

６月１３日（水）～１５日（金） 男子部中等科遠足「仙丈ケ岳」 

６月１６日（土） 最高学部父母会 

６月１９日（火）～２２日（金） 初等部５年生 宿泊学習 「蓼科」 

６月２３日（土） 学部オープンデー 男子部父母会 

６月２６日（火） 初等部父母会 

６月３０日（土） 女子部高等科勉強報告会・父母会 

７月２日（月）～４日（水） 女子部中等科遠足 「編笠山」 

７月２日（月）～５日（木） 男子部高等科３年生 名栗植林地の労働 

７月５日（木） 最高学部終業式 

７月７日（土）～８日（日） 最高学部２年課程２年 修養会 

７月７日（土） 女子部中等科勉強報告会・父母会 

７月１１日（水）～８月４日（土） 最高学部ネパールワークキャンプ（第２３回） 

７月１３日（金） 男子部終業式 

７月１４日（土）～１５日（日） 女子部 野の花祭 

７月１８日（水） 女子部終業式 

７月２０日（金） 初等部終業式 

７月２１日（土）～２３日（月） 初等部３年生 宿泊学習 「八ヶ岳少年自然の家」 

７月２１日（土）、２２日（日）、「夏休み子ども教室」（京都、長野） 

７月２８日（土）、３０日（月）「夏休み子ども教室」（岡山、札幌） 

７月２９日（日） 女子部・男子部・最高学部地方父母会（中国・四国、北海道） 

８月４日（土） キリスト教学校フェア（銀座教会) 

８月６日（月）～１１日（土）福島サマースクール（清風寮） 

８月３１日（金） 男子部始業式 

 



 

８月３１日（金）～９月１日（土） 初等部６年生 夏の学校 

８月３１日（金）～９月３日（月） 男子部修養会 

９月１日（土） 最高学部始業式 

９月４日（火） 初等部始業式 

９月５日（水） 女子部始業式 

９月１５日（土） 男子部父母会 

９月２１日（金） 初等部父母会（参観） 

９月２９日（土） 学部ネパールワーク報告会 

１０月６日（土） 体操会 （お客様２７９４名） 

１０月１３日（土） 女子部卒業生大会 

１０月１５日（月）～２６日（金） 男子部高等科２年生名栗植林（前・後期） 

１０月１６日（火）～１９日（金） 初等部６年生 校外宿泊学習（箱根） 

１０月２０日（土） 最高学部父母会 男子部卒業生ホームカミングデイ 

１１月３日（木） 女子部・男子部・最高学部地方父母会（東海、関西、九州） 

１１月１６日（金）～１８日（日）創立９０周年記念第３０回美術工芸教育発表会（お客様８４５３人） 

１２月３日（月） 最高学部前期課程終了旅行（女子～８日伊勢・奈良・京都）（男子～６日九州） 

１２月７日（金）～１０日（月） 女子部中等科３年生研修旅行（広島・海山） 

１２月１０日（月）～１３日（木） 初等部組別父母会 

１２月１８日（火）初等部クリスマス 

１２月１９日（水） クリスマス礼拝 「キリストの命に活かされる神の国」広瀬 薫牧師 

クリスマス音楽会 

１２月２０日（木） クリスマス午餐会、初等部終業式 

１２月２２日（土） 女子部・男子部・最高学部終業式 

１２月２４日（月） 自由学園クリスマス礼拝（明日館） 

２０１３年１月１日（火） 元旦 新年礼拝 

１月８日（火） 初等部始業式 

１月１０日（木） 女子部・男子部・最高学部始業式 

１月１７日（木） 初等部父母会「佐藤弘氏講演会」 

１月２３日（水）～２５日（金） 初等部４年生 冬の学校（黒姫） 

２月１０日（日）～１９日（火） 最高学部４年卒業研修旅行（マレーシア） 

２月１２日（火）～１５日（金） 女子部高等科１年生スキー合宿（赤倉温泉） 

２月１４日（木）～１６日（土） 女子部高等科２年生修養会（天城山荘） 

２月１６日（土）～２０日（水） 男子部高等科２年生スキー実習（赤倉温泉） 

２月１９日（火）～２１日（木） 初等部組別父母会 

２月２３日（土） 女子部・男子部・最高学部合同父母会「佐藤弘氏講演会」 

３月２日（土） 最高学部卒業研究・卒業勉強報告会 

３月４日（月）～７日（木） 男子部高等科３年生 仙台震災支援 

３月１３日（水） 幼児生活団卒業式 

３月１６日（土） 初等部卒業式 

３月１８日（月） 初等部修業式 

３月２０日（水） 第９１回卒業式 祝辞・渡辺憲司氏 

３月２２日（金） 女子部･男子部・最高学部修業式、四部合同父母会感謝会 
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