
自由の森学園
中学校・高等学校

５月31日10：00 ～

中学校見学会を
行います

自由の森学園

中学校見学会を行います。

JIY
U
N
O
M
O
RI

小学生のみなさん、保護者のみなさん、

自由の森学園の中学校の見学会を
６月１日(土)　10：00 から行います。

進学される中学校をご検討されているみなさん、ぜひ
ご参加ください。
自由の森学園の考えている教育や、日常の学校生活、
１年間の学校行事などへの取り組み、入学試験などに
ついて、ご説明します。

また、当日の３時間目の授業を公開いたします。本校
の授業の雰囲気をご自身の目で実際に確かめていただ
ければと思います。授業は、国語・社会・英語・理科
などがあります。

お昼ごはんは、本校食生活部の運営する「学食」をぜ
ひご利用ください。無･減農薬、有機栽培、食品添加物
を使用しないこだわりの食材を使用しています。

転編入をご検討の方もお気軽にご参加ください。

 ■ 開催日 ： 2013年６月１日(土) ■ 開催日 ： 2013年６月１日(土) ■ 開催日 ： 2013年６月１日(土)
 ■ 開催場所 ： 私立自由の森学園 ■ 開催場所 ： 私立自由の森学園 ■ 開催場所 ： 私立自由の森学園
 ■ 来場用スクールバス ■ 来場用スクールバス ■ 来場用スクールバス

飯能駅 南口 発 東飯能駅 西口 発
9 15　　30 15　　35
 ■ 個別教育相談 ■ 個別教育相談 ■ 個別教育相談
　  12時30分より、ご希望される方に個別相談を行います。　  12時30分より、ご希望される方に個別相談を行います。　  12時30分より、ご希望される方に個別相談を行います。

 ■ 当日の流れ ■ 当日の流れ
９：30～10：00 受付

10：00～11：00 学校説明
教育理念／学校生活／１年間の流れ／６年間で育まれるもの／入試について

11：10～12：00 ３時間目の実際の授業を参観
国語・社会・英語・理科など

12：00～12：15 終わりの会

自由の森学園 中学校
〒　357-8550　埼玉県飯能市小岩井613番地
TEL：042-972-3131　FAX：042-973-7103

E-Mail：info@jiyunomori.ac.jp
www.jiyunomori.ac.jp

6月１
日(土)

10:00 ～

 ■ 転編入試
　  6月15日(土)に転編入試を予定しています。詳しくは学園事務局にお問合せください。

　自由の森学園の中学校の見学会を
5月31日(土) 10:00 から行います。

2014年５月31日(土)



自由の森学園は、中学校と高校が同じ敷地にあって、中高
６学年が一緒に学校生活をしている場です。
全校生徒数は700人ぐらい。このうち、160人ぐらいが、
中学生です。
寮もありますから、日本のあちこちから生徒が集まってき
てもいます。

中学校を卒業すると、自由の森学園の高校に進学します。
自由の森学園での６年間を過ごすわけですが、中学校で
は自分自身の「学び方」を感じ取りながら、ゆっくりゆ
ったり、そしてわりとたくさん、いろいろな勉強をしてい
きます。

大切にしていることは、「みんなでつくる」ということ。
授業では、教えあったり、意見を出し合ったり。そうす
ると、自分の意見や考えの中に、同じものを目の前にして
も違う考えを持つ人への意識が生まれていきます。

そうすると、もしかするとちょっと子どもっぽかったり
狭い価値観にとらわれたりしていた自分が、自分自身でび
っくりするぐらい、ものの見方や考え方がだんだんと広
がっていったりするのです。

「学ぶ」ということは、自分自身をつくっていくこと。
今日はこんなことを知った、こんなふうに思っていたこと
が実はこうだった。おうちの人に今日あったことを話すこ
ともあるんじゃないかな。
新しいものに出会うという
ことは、あなた自身の中
に、そうした「びっくり」
をつくり出します。

みなさんのご来校を
お待ちしています。

 ■ 校長より

７月15日(月･祝)　わくわくワーク②
算　数 「一筆書き」について数学しよう
社　会 矢じりのナゾを追え！ 縄文と弥生を学ぶ
日本語 「なぞなぞ詩」をつくろう
世界のいろいろなコマをまわそう世界のいろいろなコマをまわそう

９月８日(日)　わくわくワーク③
日本語 「詩」をつくろう
理　科 もしも空気がなかったら…
体　育 からだを使って遊んでみよう！
手品部のお兄さんのマジック！手品部のお兄さんのマジック！

９月23日(月･祝)　わくわくワーク④
算　数 三角形や四角形をしきつめて考えよう
社　会 100円ショップから見える世界
日本語 アクロスティックで“モノ”紹介
リズミカルに日本のことば遊びリズミカルに日本のことば遊び

６月22日(土)　わくわくワーク①
理　科 自分で自分を持ち上げる？
お兄さんお姉さんたちと一緒に太鼓をたたこうお兄さんお姉さんたちと一緒に太鼓をたたこう

 ■ わくわくワーク　中学校体験イベント  ■ 夏休み「わくわくワーク」 スペシャルイベント

わくわくキャンプ ８月8･９日(木･金)

学びの森プレ企画
わくわくラフティング体験 ８月16日(金)

体験入学
「学びの森」 ８月17•18日(土･日)

 ■ 2013年度 他イベント予定

体育祭 ５月22日(水)

体験入学
「学びの森」 ８月17•18日(土•日)

学園祭 10月26•27日(土•日)

公開教育研究会 11月23•24日(土•日)

音楽祭 12月20•21日(金•土)

わくわくワーク
小学４～６年生を対象に、自由の森学園中学校の授業や、在校生との交流を通して学校の雰囲気を
お伝えするイベントです。

学んで遊ぶ「わくわくワーク」
６月28日(土)　10:00～

午前中は自由の森学園のいろいろの教科(理科･数学･家庭･美術など)の授業体験と、午後は子ども向
けには在校生との交流(太鼓･巨大コマまわし･餅つきなど)、保護者向けには学校説明を行います。年
に全部で６回開催予定です。

2014年わくわくワーク開催予定日
７月21日(月･祝)／９月14日(日)／10月13日(月･祝)／11月29日(土)／12月14日(日)

自由の森学園は、中学校と高校が同じ敷地にあって、中高
６学年が一緒に学校生活をしている場です。
全校生徒数は700人ぐらい。このうち、160人ぐらいが、
中学生です。
寮もありますから、日本のあちこちから生徒が集まってき
てもいます。

中学校を卒業すると、自由の森学園の高校に進学します。
自由の森学園での６年間を過ごすわけですが、中学校で
は自分自身の「学び方」を感じ取りながら、ゆっくりゆ
ったり、そしてわりとたくさん、いろいろな勉強をしてい
きます。

大切にしていることは、「みんなでつくる」ということ。
授業では、教えあったり、意見を出し合ったり。そうす
ると、自分の意見や考えの中に、同じものを目の前にして
も違う考えを持つ人への意識が生まれていきます。

そうすると、もしかするとちょっと子どもっぽかったり
狭い価値観にとらわれたりしていた自分が、自分自身でび
っくりするぐらい、ものの見方や考え方がだんだんと広
がっていったりするのです。

「学ぶ」ということは、自分自身をつくっていくこと。
今日はこんなことを知った、こんなふうに思っていたこと
が実はこうだった。おうちの人に今日あったことを話すこ
ともあるんじゃないかな。
新しいものに出会うという
ことは、あなた自身の中
に、そうした「びっくり」
をつくり出します。

みなさんのご来校を
お待ちしています。

 ■ 校長より

７月15日(月･祝)　わくわくワーク②
算　数 「一筆書き」について数学しよう
社　会 矢じりのナゾを追え！ 縄文と弥生を学ぶ
日本語 「なぞなぞ詩」をつくろう
世界のいろいろなコマをまわそう世界のいろいろなコマをまわそう

９月８日(日)　わくわくワーク③
日本語 「詩」をつくろう
理　科 もしも空気がなかったら…
体　育 からだを使って遊んでみよう！
手品部のお兄さんのマジック！手品部のお兄さんのマジック！

９月23日(月･祝)　わくわくワーク④
算　数 三角形や四角形をしきつめて考えよう
社　会 100円ショップから見える世界
日本語 アクロスティックで“モノ”紹介
リズミカルに日本のことば遊びリズミカルに日本のことば遊び

６月22日(土)　わくわくワーク①
理　科 自分で自分を持ち上げる？
お兄さんお姉さんたちと一緒に太鼓をたたこうお兄さんお姉さんたちと一緒に太鼓をたたこう

 ■ わくわくワーク　中学校体験イベント  ■ 夏休み「わくわくワーク」 スペシャルイベント

わくわくキャンプ ８月8･９日(木･金)

学びの森プレ企画
わくわくラフティング体験 ８月16日(金)

体験入学
「学びの森」 ８月17•18日(土･日)

 ■ 2013年度 他イベント予定

体育祭 ５月22日(水)

体験入学
「学びの森」 ８月17•18日(土•日)

学園祭 10月26•27日(土•日)

公開教育研究会 11月23•24日(土•日)

音楽祭 12月20•21日(金•土)

わくわくワークは、詳細が決まり次第、
学園Webページに掲載します。
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