
西暦 和暦 遠足 その他全校 1年 2年 3年 4年 5年 6年

1927 昭和2

1928 昭和3 ・5月26日南沢

1929 昭和4 ・6月1日南沢

・11月4日天覧山

（・11月16日東京駅

見学天候のため中止）

1930 昭和5 ・9月29日平林寺（埼

玉県）

・5月30日養蚕見学

1931 昭和6 ・5月1日村山貯水池

・10月21日吾野東郷

公園

・9月17日目白ニル

ス・ブック一行の体操

見学

・11月3日神宮外苑で

陸上競技見学

1932 昭和7 ・5月27日吉浜海岸

・10月6日武州高尾山

・11月8日明治神宮参

拝（国語）

1933 昭和8 ・11月15日天覧山 ・上野動物園（美術） ・上野動物園（美術） ・上野動物園（美術）

1934 昭和9 ・5月18日筑波山方面

・10月10日高尾山

1935 昭和10 ・3月14日兵営内・練

兵場見学（国語「兵営

だより」を実地見学）

・5月11日三里塚

1936 昭和11 ・5月7日御嶽山

・10月14日平林寺

資料タイトル：自由学園初等部の校外学習（1927~2004年）

作成者：菅原然子

作成年代：2018年

資料内容：自由学園初等部（1927～34年までは「自由学園小学校」、1935～41年までは「自由学園小学部」、それ以後「自由学園初等部」）での1927～2004年校外学習実施記録。年については「年度」

ではなく、「年」を採用しているので注意。

出典：「初等部学校日誌」抄録

『自由学園一〇〇年史』該当章：第Ⅱ部初等部四章

二次利用に際して：作成年代より現在までに内容が追加・修正されている場合があるため、本資料の二次利用については許可制とする。「資料利用許可申請書」を記入の上、archives＠jiyu.ac.jpへ提出の

こと（詳細は「自由学園100年＋」トップページ＞資料の公開方針と利用方法　を確認）。
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1937 昭和12 ・5月13日天覧山

・7月15日子供生活団

（楽しみおうち）

・8月1日子供早起会

・6月12日幼児生活展

覧会運動場（目白）

・6月12日幼児生活展

覧会運動場（目白）

1938 昭和13

1939 昭和14 ・10月10日高尾山

1940 昭和15 ・4月11日摘み草と川

遊び

・3月8日上野動物園

（理科？）

1941 昭和16 ・6月7日上野動物園

（美術）

・6月7日上野動物園

（美術）

・6月7日上野動物園

（美術）

・6月7日上野動物園

（美術）

・6月7日上野動物園

（美術）

・11月19日那須農場

・6月7日上野動物園

（美術）

・11月19日那須農場

1942 昭和17 ・11月6日天覧山 ・6月6日動物園写生遠

足（美術）

・6月6日動物園写生遠

足（美術）

・6月6日動物園写生遠

足（美術）

・6月6日動物園写生遠

足（美術）

・6月6日動物園写生遠

足（美術）

・6月6日動物園写生遠

足（美術）

1943 昭和18 ・10月25日帝大農場

（1～4年）

・7月水泳 ・6月26日井の頭公園

（美術）

・6月26日井の頭公園

（美術）

・7月1日海軍館

・6月26日井の頭公園

（美術）

・12月16日海軍館

（国語）

・6月26日井の頭公園

（美術）

・6月26日井の頭公園

（美術）

・7月1日海軍館

・9月10日～那須へ疎

開

・6月26日井の頭公園

（美術）

・9月10日～那須へ疎

開

1944 昭和19 ・1月15日～那須へ疎

開

1945 昭和20

1946 昭和21 ・11月14日動物園

（美術）

・11月14日動物園

（美術）

・11月14日動物園

（美術）

・11月14日動物園

（美術）

・11月14日動物園

（美術）

・11月14日動物園

（美術）

1947 昭和22 ・5月6日遠足？荒川上

流の河原

・10月3日村野七次郎

廷（久留米村柳窪）

1948 昭和23 ・5月13日平林寺 ・3月4日動物園（理

科）

・3月4日動物園（理

科）

・4月28日井の頭公園

へ動物の飼育について

・3月4日動物園（理

科）

・4月28日井の頭公園

へ動物の飼育について

・3月17日鳥の研究に

野外へ

・4月17日畜産試験場

（千葉）

・3月16日大和田気象

台（久留米村）、測候

所支所（外務省）見学

・4月17日畜産試験場

（千葉）

・4月14日江の島見学

・4月17日畜産試験場

（千葉）

・5月28日三崎臨海試

験場
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1949 昭和24 ・5月10日天覧山

・10月20日相模ダム

・5月27日上野動物園

写生

・10月5日昆虫と植物

採集

・5月27日上野動物園

写生

・10月5日昆虫と植物

採集

・5月27日上野動物園

写生

・7月2日国立博物館

・10月5日昆虫と植物

採集

・5月27日上野動物園

写生

・7月2日国立博物館

・10月5日昆虫と植物

採集

・2月4日丸の内千代田

銀行見学

・5月4日鳥の勉強（南

沢）

・5月27日上野連合展

・7月2日大和田気象台

・10月5日昆虫と植物

採集

・2月4日丸の内千代田

銀行見学

・5月4日鳥の勉強（南

沢）

・5月27日上野連合展

・10月5日昆虫と植物

採集

1950 昭和25 ・5月11日高尾山

・10月19日辻堂海岸

・7月17日～27日水泳 ・7月5日上野動物園

・7月21日写生（明治

神宮）

・11月28日井の頭公

園

・7月5日上野動物園

・7月21日写生（明治

神宮）

・11月28日井の頭公

園

・7月5日築地魚市場見

学

・11月28日月島へ写

生と船の見学

・5月26日連合美術展

覧会見学（上野）

・6月23日菖蒲の写生

（明治神宮）

・7月5日築地魚市場見

学

・11月28日月島へ写

生と船の見学

・5月26日連合美術展

覧会見学（上野）

・6月23日菖蒲の写生

（明治神宮）

・7月5日築地魚市場見

学

・11月28日月島へ写

生と船の見学

・5月26日連合美術展

覧会見学（上野）

・6月23日菖蒲の写生

（明治神宮）

・7月5日築地魚市場見

学

・11月28日月島へ写

生と船の見学

1951 昭和26 ・10月12日友情庵

（二宮）

・7月2日～11日3年以

上水泳（武蔵高校）

・2月14日交通博物館

・6月13日交通博物館

（主に電車のこと）

1952 昭和27 ・5月20日御嶽山 ・10月3日ユネスコ村

で写生

・11月20日上野動物

園見学

・10月3日ユネスコ村

で写生

・11月20日上野動物

園見学

・3月13日東京市内一

巡見学

・4月29日たじまヶ原

（浦和市近郊）に植物

採集（有志）

・6月6日植物観察（多

門寺方面）

・9月26日ユネスコ村

で写生

・11月19日東京市内

見学（中央市場ほか）

・3月13日東京市内一

巡見学

・4月29日たじまヶ原

（浦和市近郊）に植物

採集

・9月26日ユネスコ村

で写生

・11月19日東京市内

見学（中央市場ほか）

・3月13日東京市内一

巡見学

・4月29日たじまヶ原

（浦和市近郊）に植物

採集

・11月19日貝拾い

（逗子海岸・東大堀越

先生）

・12月3日織物会社見

学（八王子）

・11月19日貝拾い

（逗子海岸・東大堀越

先生）
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1953 昭和28 ・5月20日西生田から

ハイキング、多摩河原

・7月6日～14日水泳

（3年生以上）武蔵大

学

・6月23日菖蒲の写生

（明治神宮）

・9月17日栗拾い（小

金井前田さん宅）

・6月23日菖蒲の写生

（明治神宮）

・9月17日栗拾い（小

金井前田さん宅）

・6月23日菖蒲の写生

（明治神宮）

・7月3日貝の勉強（久

里浜）

・11月9日相模ダム見

学

・4月18日植物の勉強

（高尾山）

・6月23日菖蒲の写生

（明治神宮）

・7月3日貝の勉強（久

里浜）

・11月9日相模ダム見

学

・1月31日貝の採集

（逗子海岸）

・6月23日菖蒲の写生

（明治神宮）

・7月3日貝の勉強（久

里浜）

・10月12日貝の勉強

・1月31日貝の採集

（逗子海岸）

・3月13日鉱物・岩石

の採集および地層の勉

強（長瀞）

・6月23日菖蒲の写生

（明治神宮）

・7月3日川口放送局見

学

・10月12日貝の勉強

1954 昭和29 ・5月18日箱根 ・7月5日～水泳（3年

生以上）武蔵大学

・9月30日井の頭自然

文化園

・4月26日名栗川へ石

拾い（美術）

・9月30日井の頭自然

文化園

・3月4日東京見学（バ

ス）

・4月26日横浜港へ汽

船・港を描きに（美

術）

・2月1日エベレスト征

服の映画鑑賞（池袋）

・3月4日東京見学（バ

ス）

・2月1日エベレスト征

服の映画鑑賞（池袋）

・2月1日エベレスト征

服の映画鑑賞（池袋）

・4月26日横浜港へ汽

船・港を描きに（美

術）

・6月17日中央電報

局・中央郵便局の見学

1955 昭和30 ・5月18日長瀞 ・7月17日～26日水泳 ・10月5日植物の勉強

（南沢学校周辺）

・6月30日二子玉川へ

気象の展覧会を見学に

・11月22日東京見学

（バスで上野・銀座・

浅草・丸の内・羽田

へ）

・12月3日原子力平和

利用博覧会見学

・6月30日上野の国立

博物館見学

・12月3日原子力平和

利用博覧会見学

1956 昭和31 ・5月19日真鶴 ・7月18日～水泳（武

蔵大、立教大）

・6月27日貝の採集

（逗子海岸）

・6月27日貝の採集

（逗子海岸）

・10月20日星の勉強

（学校18時～19時

半）

・6月27日貝の採集

（逗子海岸）

・11月19日那須農場

・6月27日貝の採集

（逗子海岸）

・11月19日那須農場
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1957 昭和32 ・5月29日犬吠崎 ・7月18日～25日水泳

（豊島園プール）

・夏休み中：千葉の鵜

原海岸にある武蔵大学

の寮宿泊、水泳学習

・3月6日東京見学（社

会科）

・6月19日気象庁見学

1958 昭和33 ・5月14日筑波山 ・7月9日～水泳（豊島

園）

・6月12日多摩動物園 ・6月12日多摩動物園 ・6月12日逗子 ・1月30日ピアノ工場

見学

・6月12日逗子

・11月11日星の勉強

（学園内）

・6月12日逗子

・11月20日那須農場

・6月12日逗子

・11月20日那須農場

1959 昭和34 ・5月20日多峯主山～

入間川

・1月31日シネラマ見

学「世界の楽園」帝劇

・8月千葉の鵜原海岸

・7月4日上野動物園 ・7月4日上野動物園 ・7月4日三崎油壷諸磯

海岸で生物採集

・5月17日日本体操祭

東京大会出場（国立競

技場）

・7月4日三崎油壷諸磯

海岸で生物採集

・5月17日日本体操祭

東京大会出場（国立競

技場）

・7月4日三崎油壷諸磯

海岸で生物採集

・10月9日小河内ダム

見学

・11月30日石川島造

船所へ進水式見学

・5月17日日本体操祭

東京大会出場（国立競

技場）

・7月4日三崎油壷諸磯

海岸で生物採集

・7月21～23日夏の学

校

・11月30日石川島造

船所へ進水式見学

1960 昭和35 ・5月24日三浦半島荒

崎海岸

・7月8日～水泳 ・7月1日プラネタリウ

ム見学

・11月29日東京見学 ・11月9日那須農場見

学

・7月22日～24日夏の

学校

・11月9日那須農場見

学

1961 昭和36 ・5月12日長瀞 ・7月7日～水泳

1962 昭和37 ・5月20日？ ・7月5日～水泳豊島園 ・10月3日貝拾い（逗

子）

・10月3日貝拾い（逗

子）

・6月20日観音崎

・10月6日登山

・11月8日那須農場

・6月20日観音崎

・10月6日登山

・11月8日那須農場

1963 昭和38 ・5月21日銚子犬吠崎 ・7月4日～水泳 ・6月22日多摩動物園 ・6月22日多摩動物園 ・6月20日貝拾い（逗

子）

・6月20日貝拾い（逗

子）

・6月28日プラネタリ

ウム

・6月22日観音崎

・10月5日奥武蔵遠足

・11月3日岩石の勉強

で長瀞へ

・6月22日観音崎

・10月5日奥武蔵遠足

・11月3日岩石の勉強

で長瀞へ
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1964 昭和39 ・5月19日筑波山 ・6月10日多摩動物園 ・6月10日多摩動物園 ・10月16日オリン

ピック見学

・6月27日生物の勉強

で観音崎へ

・10月16日オリン

ピック見学

・11月7日川苔山登山

・6月27日生物の勉強

で観音崎へ

・10月16日オリン

ピック見学

・11月7日川苔山登山

1965 昭和40 ・3月11日上野動物園

（特別勉強）

・5月12日秋川渓谷

・7月6日～水泳 ・6月16日多摩動物園 ・4月21日「オリン

ピック東京大会」映画

鑑賞（池袋）

・6月16日多摩動物園

・4月21日「オリン

ピック東京大会」映画

鑑賞（池袋）

・6月15日貝の勉強

（逗子海岸）

・4月21日「オリン

ピック東京大会」映画

鑑賞（池袋）

・6月15日貝の勉強

（逗子海岸）

・4月21日「オリン

ピック東京大会」映画

鑑賞（池袋）

・6月17日生物の勉強

（観音崎）

・11月12日岩石の勉

強（長瀞）

・4月21日「オリン

ピック東京大会」映画

鑑賞（池袋）

・6月17日生物の勉強

（観音崎）

・7月24日～26日夏の

学校

・11月12日岩石の勉

強（長瀞）

1966 昭和41 ・3月15日平林寺

・5月12日荒磯海岸

・7月6日～水泳 ・6月18日貝の勉強

（逗子海岸）

・3月2日プラネタリウ

ム見学

・6月18日貝の勉強

（逗子海岸）

・6月22日観音崎

・10月8日那須農場

・6月22日観音崎

・10月8日那須農場

1967 昭和42 ・3月14日平林寺（1

～5年）

・5月12日長瀞

・7月5日～水泳 ・11月2日上野動物園

（美術）

・11月2日上野動物園

（美術）

・6月26日貝の勉強

（逗子海岸）

・11月2日上野動物園

（美術）

・3月9日プラネタリウ

ム見学（渋谷）

・6月26日貝の勉強

（逗子海岸）

・11月2日上野動物園

（美術）

・12月8日東京見学

・2月27日近代工業の

見学（川崎、森永製

菓、東洋木材、いすず

自動車など　バス利

用）

・3月7日化石の勉強

（秋川）

・6月13日生物の勉強

（観音崎）

・11月2日登山（三頭

山）

・3月7日化石の勉強

（秋川）

・6月13日生物の勉強

（観音崎）

・11月2日登山（三頭

山）
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1968 昭和43 ・3月13日平林寺

・5月14日富士五湖

・7月5日～11日水泳 ・11月15日動物園

（美術）

・11月15日動物園

（美術）

・6月28日貝の勉強

（逗子海岸）

・11月15日動物園

（美術）

・3月8日交通博物館

・6月28日貝の勉強

（逗子海岸）

・11月7日都内見学

・3月8日トンボ鉛筆工

場

・6月10日海の生物の

勉強（観音崎）

・10月15日那須農場

見学

・11月2日登山（川苔

山）

・2月10日上野動物園

（写生）

・6月10日海の生物の

勉強（観音崎）

・7月22～24日夏の学

校

・10月15日那須農場

見学

・11月2日登山（川苔

山）

1969 昭和44 ・5月13日場所不明 ・7月3日～水泳（池袋

マンモスプール、豊島

園）

・11月11日上野動物

園（美術）

・11月11日上野動物

園（美術）

・2月4日武蔵野郷土館

（社会科）

・11月11日上野動物

園（美術）

・11月11日上野動物

園（美術）

・3月7日日野自動車工

場

・5月10日渋谷公会堂

（音楽）

・6月14日横浜港大桟

橋（美術）

・7月1日海の生物の勉

強（観音崎）

・11月1日登山

・11月28日奥多摩

湖、小河内ダム（社会

科）

・5月10日渋谷公会堂

（音楽）

・6月14日横浜港大桟

橋（美術）

・7月1日海の生物の勉

強（観音崎）

・7月23日～25日夏の

学校

・11月1日登山

1970 昭和45 ・5月13日橋立鍾乳

洞、浦山渓谷

・7月4日～水泳（池袋

マンモスプール）6日

間

・10月30日上野動物

園（美術）

・10月30日上野動物

園（美術）

・6月5日貝の勉強（逗

子海岸）

・10月30日上野動物

園（美術）

・3月4日東京見学

・6月5日貝の勉強（逗

子海岸）

・10月30日上野動物

園（美術）

・10月30日那須農場

見学

・11月7日登山（川苔

山）

・10月30日那須農場

見学

・11月7日登山（川苔

山）

1971 昭和46 ・5月19日（？）房総

の牧場（？下検分の記

録から）

・7月6日～水泳（池袋

マンモスプール）

・2月2日武蔵野郷土資

料館（社会科）

・6月9日貝の勉強（逗

子海岸）

・6月9日貝の勉強（逗

子海岸）

・6月18日岩石の勉強

（秩父）

・6月26日海の生物の

勉強（観音崎）

・11月6日登山

・6月18日岩石の勉強

（秩父）

・6月26日海の生物の

勉強（観音崎）

・11月6日登山
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1972 昭和47 ・5月19日行川アイラ

ンド

・7月5日～水泳（池袋

マンモスプール）

・11月7日種の採集

（武蔵横手の五常の

滝）

・6月14日貝の勉強 ・6月14日貝の勉強

・6月30日北多摩北部

青果市場（美術）

・11月24日多摩見学

・6月29日海の生物の

勉強（観音崎）

・10月20日岩石の勉

強（皆野）

・11月11日登山（川

苔山）

・6月29日海の生物の

勉強（観音崎）

・10月20日岩石の勉

強（皆野）

・11月11日登山（川

苔山）

1973 昭和48 ・5月16日御岳山 ・7月6日～水泳（池袋

マンモスプール／南沢

の勧業銀行のプール）

・10月30日種の勉強

（五常の滝）

・9月13日貝の勉強

（逗子海岸）

・9月13日貝の勉強

（逗子海岸）

・2月22日日野自動車

工場見学

・6月19日磯採集（理

科・観音崎）

（・11月10日登山は

雨天により中止）

・11月29日那須農場

見学

・6月19日磯採集（理

科・観音崎）

（・11月10日登山は

雨天により中止）

・11月29日那須農場

見学

1974 昭和49 ・5月13日富士山麓・

紅葉台と風穴

・7月5日～水泳（池袋

マンモスプール）

・10月19日上野動物

園（美術）

・10月31日種の勉強

（五常の滝）

・5月30日川の生物の

勉強

・10月19日上野動物

園（美術）

・6月5日貝の勉強（逗

子海岸）

・11月30日上野動物

園（美術）

・3月22日多摩川見学

・6月5日貝の勉強（逗

子海岸）

・11月21日多摩川見

学

・2月13日日野の自動

車工場見学

・6月20日磯採集

・11月2日登山（奥秩

父）

・11月8日化石と地震

の勉強

・6月20日磯採集

・7月21日～24日夏の

学校（3泊4日）

・11月2日登山（奥秩

父）

・11月8日化石と地震

の勉強

1975 昭和50 ・5月14日秋川渓谷 ・7月4日～11日水泳

（池袋マンモスプー

ル）

・5月29日川の生き物

の勉強

・6月12日貝の勉強

（逗子海岸）

・2月20日都内見学、

プラネタリウム見学

・6月12日貝の勉強

（逗子海岸）

・7月1日社会の方位な

どの勉強（ひばりヶ丘

のマンション屋上）

・2月20日清掃工場

（柳泉園）見学

・6月10日磯の勉強

（観音崎）

・6月14日コンサート

・6月10日磯の勉強

（観音崎）

・6月14日コンサート
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1976 昭和51 ・5月12日相模湖ピク

ニックランド

・7月3日～水泳 ・6月11日上野動物園

（美術）

・11月4日種の勉強

（五常の滝））

・5月26日水の生物の

勉強（高羅）

・6月11日上野動物園

（美術）

・5月31日貝の勉強

（逗子海岸）

・6月11日上野動物園

（美術）

・5月31日貝の勉強

（逗子海岸）

・11月4日社会（ひば

りヶ丘のマンション）

・11月22日多摩川見

学

・6月15日理科の勉強

（観音崎）

・10月19日岩石の勉

強（秩父・名倉）

・11月6日登山（熊倉

山）

・6月15日理科の勉強

（観音崎）

・10月13日上野動物

園

・10月19日岩石の勉

強（秩父・名倉）

・10月22日横浜大桟

橋（美術）

・11月6日登山（熊倉

山）

1977 昭和52 ・5月12日富士山付

近？

・7月4日～水泳 ・10月28日上野動物

園（美術）

・6月10日川の生物の

勉強（高羅川）

・10月28日上野動物

園（美術）

・6月2日貝の勉強（逗

子海岸）

・10月28日上野動物

園（美術）

・3月4日都内見学

・6月2日貝の勉強（逗

子海岸）

・10月27日上野動物

園（美術）

・11月18日多摩川見

学

・12月1日玉川上水・

東村山浄水場見学

・3月2日東久留米清掃

工場見学

・5月28日音楽会出席

（渋谷公会堂）

・6月16日磯の生物の

勉強（観音崎）

・10月27日上野動物

園（美術）

・11月2日登山（川乗

山）

・5月28日音楽会出席

（渋谷公会堂）

・6月16日磯の生物の

勉強（観音崎）

・10月27日上野動物

園（美術）

・11月2日登山（川乗

山）

1978 昭和53 ・3月2日東京都心見学

1979 昭和54 ・5月23日 ・7月6日～水泳 ・10月18日上野動物

園（美術）

・11月6日種の勉強

（西吾野）

・5月29日高羅川（理

科）

・10月18日名栗の男

子部の植林の山を見学

・10月18日上野動物

園（美術）

・10月18日上野動物

園（美術）

・11月14日多摩川見

学

・11月21日小河内ダ

ム

・11月29日第一給水

場見学

・5月26日音楽会（青

山学院）

・6月14日海の生物の

勉強（雨天のため油壷

マリンパーク）

・11月2日登山（川乗

山）

・11月21日那須農場

・5月26日音楽会（青

山学院）

・6月14日海の生物の

勉強（雨天のため油壷

マリンパーク）

・11月2日登山（川乗

山）
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1980 昭和55 ・5月富士山麓 ・７月４日～水泳（豊

島園）

・10月28日種の勉強

（西吾野）

・6月3日生物の勉強

（高羅川）

・10月28日名栗へ植

林の見学

・5月30日貝の勉強

（逗子海岸）

・5月30日貝の勉強

（逗子海岸）

・11月26日多摩川見

学

・7月１日磯採集（観

音崎）

・10月31日登山（熊

倉山）

・7月１日磯採集（観

音崎）

・10月31日登山（熊

倉山）

11月27日火山と岩石

の勉強（箱根）

1981 昭和56 ・5月 ・7月3日～水泳 ・6月11日上野動物園

（美術）

・6月2日理科の勉強

（高羅川）

・6月11日上野動物園

（美術）

・10月28日名栗見学

・2月26日郷土館見学

・6月4日貝の勉強（逗

子海岸）

・6月11日上野動物園

（美術）

・2月10日星の勉強

（学園）

・6月4日貝の勉強（逗

子海岸）

・11月27日多摩川見

学

・5月23日ヤングピー

プルコンサート（日比

谷公会堂）

・5月30日上野動物園

（美術）

・6月11日青果市場

・6月18日海の生物の

勉強（観音崎）

・10月31日登山（川

乗山）

・2月25日郷土館、第

七小学校たて穴式住居

の復元を見学（卒業勉

強）

・5月23日ヤングピー

プルコンサート（日比

谷公会堂）

・6月11日国立博物館

・6月18日海の生物の

勉強（観音崎）

・10月31日登山（川

乗山）

1982 昭和57 ・5月24日芦ヶ久保日

向山

・7月5日～水泳 ・10月27日種の勉強

（武蔵横手）

・2月23日学園のパン

工場見学

・10月21日名栗

・6月9日貝の勉強（逗

子海岸）

・10月22日上野動物

園（美術）

・3月5日都心見学（社

会科）

・6月9日貝の勉強（逗

子海岸）

・6月18日農工大繊維

博物館見学（小金井）

・9月28日上野動物園

（美術）

・10月21日校外学習

・11月18日玉川上水

見学

・11月20日玉川上水

見学

・11月24日玉川上水

見学

・6月18日化石の勉強

（皆野・秩父）

・7月26日那須農場見

学

・10月22日上野動物

園（美術）

・10月30日登山

・5月27日稲荷山古墳

見学

・6月10日国立博物館

・8月4日～勝山

・9月28日劇団四季観

劇（日生劇場）

・10月30日登山

・11月18日箱根見学
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1983 昭和58 ・5月10日高尾山 ・7月4日～水泳 ・10月29日種の勉強

・11月11日上野動物

園

・6月1日水中の生き物

の勉強（高羅）

・10月22日名栗

・11月11日上野動物

園

・2月10日武蔵野郷土

館見学

・5月30日貝の勉強

・11月14日東久留米

市内見学

・2月19日星の勉強

（学園）

・3月4日都内見学

・5月30日貝の勉強

・9月16日動物園（美

術）

・11月14日水道と川

の見学（社会科・小河

内ダム、羽村堰、山口

村山貯水池、東村山浄

水場）

・6月7日化石の勉強

・7月30日から2泊3日

那須の生活

・10月29日登山（川

苔山）

・2月12日上野動物園

（美術）

・6月16日国立博物館

・7月21日～23日夏の

学校

・夏休み中に勝山

・10月29日登山（川

苔山）

・11月2日化石の勉強

（群馬県万場町）

・11月16日地層の勉

強（千葉）

・11月18日化石見学

（都内）

1984 昭和59 ・5月16日山中湖から

鉄砲木の頭

・7月6日～水泳（池袋

マンモスプール、豊島

園）

・10月29日種の勉強

（武蔵横手）

・5月30日理科の勉強

（高羅）

・6月15日上野動物園

（美術）

・11月19日名栗に山

の仕事の勉強

・3月1日市内見学（社

会科）

・6月2日貝の勉強（逗

子海岸）

・6月15日上野動物園

（美術）

・3月2日都内見学（社

会科）

・6月2日貝の勉強（逗

子海岸）

・6月8日化石の勉強

（名倉の化石園）

・7月27～29日那須農

場

・11月2日登山（熊倉

山）

・6月7日国立博物館

・6月22日稲荷山古墳

見学

・7月22～24日夏の学

校

・9月20日観劇（劇団

四季）

・11月2日登山（熊倉

山）

1985 昭和60 ・5月16日御岳山 ・7月5日～水泳（豊島

園）

・10月29日種の勉強

（武蔵横手）

・11月14日上野動物

園（美術）

・7月9日川の生き物の

勉強（高羅）

・10月23日名栗植林

地見学

・11月14日上野動物

園（美術）

・6月5日貝の勉強

・10月23日上野動物

園

・2月1日星の勉強（学

園）

・2月28日都心見学

・6月5日貝の勉強

・10月22日多摩川見

学

・7月27～29日那須農

場

・11月2日登山（川苔

山）

・7月22～24日夏の学

校

・8月5～8日勝山

・9月20日観劇（日生

劇場）

・11月2日登山（川苔

山）

・11月14日上野動物

園（美術）
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1986 昭和61 ・5月15日紅葉台 ・7月4日～12日水泳 ・11月20日上野動物

園（美術）

・11月20日上野動物

園（美術）

・1月30日東久留米見

学

・11月27日第一製粉

（東久留米）

・10月21日多摩川見

学

・11月27日三多摩廃

棄物広域処分所（青

梅・日の出村）

・2月5日三多摩工業見

学（組の半分）

・5月24日ヤングピー

プルスコンサート

・6月4日名倉化石園

・7月25～那須農場

・11月1日登山（熊倉

山）

・5月29日埼玉古墳群

見学

・7月夏の学校

・8月6～8日勝山

・11月1日登山（熊倉

山）

・11月20日理科と社

会の勉強（箱根）

1987 昭和62 ・2月23日観劇東京演

劇アンサンブルこども

劇場「トランプのく

に」（新宿朝日生命

ホール）

・5月13日遠足

・6月15日～水泳（池

袋マンモスプール）こ

の年から3，4年前半、

５，６年後半開催とな

る

・10月29日種の勉強

・11月18日上野動物

園（美術）

・7月8日川の生き物の

勉強　こま川

・9月11日うさぎ屋

（柳橋）

・10月23日名栗の山

見学

・11月18日上野動物

園（美術）

・2月24日東久留米市

内見学

・3月5日武蔵野郷土館

・5月29日貝の勉強

（逗子海岸）

・10月23日上野動物

園（美術）

・11月19日前沢工場

地域見学

・3月6日都心見学

・5月29日貝の勉強

（逗子海岸）

・10月22日川の勉強

・11月19日柳泉園見

学

・1月29日、30日クラ

スの半数ずつ見学（場

所不明）

・5月21日化石の勉強

・7月26日～那須農場

・11月14日登山

・7月夏の学校

・9月21日日生劇場

・11月14日登山

1988 昭和63 ・5月26日日向山

（芦ヶ久保）

・5月28日ヤングピー

プルスコンサート

・6月27日～水泳（豊

島園）

・10月27日種の勉強

・11月17日上野動物

園

・6月2日上野動物園

（美術）

・7月2日水の生物の採

集（高羅）

・10月20日名栗

・3月1日東久留米を歩

く

・5月17日貝の勉強

（逗子海岸）

・6月2日上野動物園

（美術）

・11月9日東久留米市

内見学

・3月4日五島プラネタ

リウム（渋谷）

・5月17日貝の勉強

（逗子海岸）

・6月3日上野動物園

（美術）

・10月19日川の勉強

・5月19日上野動物園

・6月21日青果市場見

学

・10月29日登山（熊

倉山）

・11月17日自動車工

場（羽村）

・5月19日上野動物園

・6月8日埼玉古墳、利

根大堰（社会科）

・7月21～23日夏の学

校

・8月8日～11日勝山

で海の生活

・10月29日登山（熊

倉山）
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1989 昭和64

／平成

元年

・5月遠足（場所不

明）

・6月26日～水泳 ・10月27日種の勉強

（武蔵横手）

・11月16日上野動物

園

・7月7日水中の生物の

採集（高麗川）

・10月20日名栗の植

林地へ

・11月16日上野動物

園

・3月10日郷土館見学

・10月20日動物園

・11月2日養護学校へ

さつま芋収穫

・11月16日養護学校

・3月2日プラネタリウ

ム（渋谷）

・5月27日ヤングピー

プルスコンサート

・７月6日東京都南沢

給水場見学

・7月27～29日那須農

場

・10月19日川の勉強

・10月27日上野動物

園

・5月24～27日那須農

場

・10月28日登山（川

苔山）

・11月16日化石採集

（奈倉化石園）

・5月27日ヤングピー

プルスコンサート

・6月22日国立博物館

見学

・7月22日～24日夏の

学校

・8月7～10日海の生

活（勝山）

・10月28日登山（川

苔山）

1990 平成2 ・5月13日富士山関係 ・2月14日観劇（朝日

生命ホール）

・6月28日～7月11日

水泳（豊島園）

・10月13日上野動物

園（美術）

・10月30日種の勉強

（武蔵横手）

・3月8日郵便局見学

・7月7日豊島園プール

・9月12日高麗のきん

ちゃく田にて水の生き

物の勉強

・10月13日上野動物

園（美術）

・10月29日名栗の植

林地へ

・3月8日小金井公園

（社会の勉強と凧揚

げ）

・5月23日学芸大学附

属養護学校でさつま芋

の苗植え

・5月28日貝の勉強

・10月13日多摩動物

園（美術）

・10月22日養護学校

へ芋ほりに

・11月21日養護学校

お祭りへ

・5月28日貝の勉強

・6月2日ヤングピープ

ルスコンサート（渋谷

公会堂）

・6月21日東久留米給

水場見学

・7月5日東村山給水場

・7月26日～那須農場

・10月13日多摩動物

園（美術）

・10月22日多摩川の

勉強

・11月20日ゴミの最

終処分場見学

・12月19日下水処理

場

・5月29日～6月2日那

須農場

・6月13日丸新城西青

果市場

・10月17日化石の勉

強（秩父・名倉）

・10月27日登山（熊

倉山）

・11月8日日産自動車

工場

・2月22日国会議事

堂・NHK見学

・6月2日ヤングピープ

ルスコンサート（渋谷

公会堂）

・6月7日さいたま古墳

・6月21日上野国立博

物館

・7月22日～24日夏の

学校

・9月14日井の頭公園

（美術）

・9月18日観世能楽堂

・10月27日登山（熊

倉山）
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1991 平成3 ・4月30日御岳山 ・2月15日学内で観劇

・6月27日～水泳（マ

ンモスプール

・10月19日上野動物

園

・10月29日種の勉強

・11月9日元鍛冶の川

原で石拾い

・9月12日水の生物の

勉強（高麗川）

・10月24日名栗植林

地

・10月30日池袋サン

シャイン水族館

・2月28日東久留米を

歩く

・5月23日養護学校へ

さつま芋を植えに

・5月31日貝の勉強

（逗子海岸）

・10月19日上野動物

園

・10月24日近所の工

場見学

・11月20日養護学校

お祭りへ

・2月21日都内見学

・5月31日貝の勉強

（逗子海岸）

・6月1日ヤングピープ

ルスコンサート

・7月4日浄水場見学

・7月26～28日那須農

場

・10月24日多摩川の

勉強

・11月8日柳泉園見学

・12月6日日の出町ゴ

ミ処理場見学

・5月27日～6月1日那

須農場

・10月30日羽村の自

動車工場見学

・11月13日化石の勉

強

・6月1日ヤングピープ

ルスコンサート

・6月6日埼玉古墳

・6月26日観劇

・7月11日上野国立博

物館

・7月21～24日夏の学

校

・8月5日～勝山

・9月17日能見学

・2月13日サンシャイ

ン水族館（卒業制作の

ため）

1992 平成4 ・5月11日光陽台（三

湖台）

・2月18日観劇　劇団

エルム「ベッカンコ

鬼」

・6月29日～水泳

・6月19日池袋水族館

（サンシャイン？）

（美術）

・10月29日種の勉強

・11月9日石の勉強

（元加治）

・2月6日郵便局見学

・5月26日水族館見学

・10月22日名栗

・2月19日東久留米見

学

・3月7日小金井公園

（凧揚げ）

・5月20日貝と海の生

物の勉強（逗子海岸）

・5月25日養護学校へ

さつま芋植え

・5月30日上野動物園

・7月7日養護学校草と

り、プール

・10月29日養護学校

芋ほり

・10月30日上野動物

園（美術）

・11月20日養護学校

お祭り

・5月20日貝と海の生

物の勉強（逗子海岸）

・5月30日上野動物園

・5月30日ヤングピー

プルスコンサート

・6月17日東村山浄水

場見学

・7月26～28日那須農

場

・10月22日多摩川

・10月29日日出町廃

棄広域処分場

・11月25日下水処理

場見学

・5月25日～30日那須

農場

・6月11日上野動物園

（美術）

・10月24日登山

・11月19日日野自動

車工場

・5月30日ヤングピー

プルスコンサート

・6月12日古墳見学

・7月夏の学校

・8月4日～海の生活

（勝山）

・10月24日登山

・11月19日国立歴史

民族博物館
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1993 平成5 ・5月17日場所不明 ・2月18日校内観劇

劇団ひまわり

・6月28日～水泳（マ

ンモスプール3,4年、

豊島園5,6年）

・10月28日種の勉強

（武蔵横手）

・11月11日石の勉強

（元加治）

・11月18日上野動物

園

・6月2日上の動物園

・9月22日高麗川へ川

の生き物の勉強

・10月18日木の苗の

勉強（東大農場）

・10月21日名栗の植

林地見学

・11月11日落合川見

学

・11月18日落合川上

流

・11月22日立野川、

落合川合流点～黒目川

沿いに歩き、新河岸川

合流地点

・11月27日川の勉強

新河岸川～北赤羽

・12月1日川の勉強

隅田川～葛西臨海公園

・2月4日市内工場見学

・3月２日東久留米市

内見学

・3月6日小金井公園

（凧揚げ）

・5月24日貝の勉強

（逗子海岸）

・7月8日養護学校へ

・10月15日上野動物

園

・11月19日養護学校

お祭り

・2月20日上野動物園

見学

・2月26日星の勉強

（学内）

・5月13日南沢浄水場

見学

・5月24日貝の勉強

（逗子海岸）

・6月16日柳泉園、日

の出町処分場見学（ご

みの勉強）

・7月夏休み中那須農

場

・10月21日多摩川へ

川の勉強

・10月28日大田市場

と埋立地見学

・11月18日都心見学

・2月4日八王子と小川

町へ社会科見学

・2月22日化石の勉強

・5月25～29日那須農

場

・6月24日青果市場

・11月2日登山（川苔

山）

・11月10日上野動物

園（美術）

・11月18日日産自動

車

・11月23日私立小体

育大会（玉川学園）

・5月14日井の頭動物

公園

・6月11日古墳見学

・6月21日観劇（日生

劇場）

・7月夏の学校

・8月3日海の生活（勝

山）

・11月2日登山（川苔

山）

・11月12日、16日箱

根（校外学習・火山な

ど）

・11月23日私立小体

育大会（玉川学園）

・12月9日佐倉民族博

物館
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1994 平成6 ・5月9日妙義山 ・2月18日観劇　劇団

エルム「車の色は空の

色」

・7月11日～16日水泳

（午前3,4年、午後5,6

年　豊島園）

・10月27日種の勉強

・11月11日石の勉強

（入間川川原）

・11月19日上野動物

園（美術）

・6月23日サンシャイ

ン水族館（美術）

・9月19日川の勉強

（高麗川）

・10月17日東大演習

林

・11月10日上野動物

園（美術）

・2月8日市内工場見学

・2月15日市内公共施

設（社会）

・2月22日養護学校

・3月5日小金井公園

（凧揚げ）

・5月12日養護学校い

もを植える

・5月26日貝の勉強

（逗子海岸）

・10月22日上野動物

園

・11月15日東久留米

駅西口テープカット

（社会）

・11月16日東久留米

を歩く第一回

・11月17日養護学校

・12月6日東久留米見

学

・2月17日星の勉強

（学内）

・2月29日上野動物園

・5月12日東久留米給

水場、東村山浄水場

・5月26日貝の勉強

（逗子海岸）

・5月28日ヤングピー

プルスコンサート

・6月15日柳泉園、日

出町ゴミ処分場見学

・7月23～25日那須農

場

・10月14日大田市

場、東京湾埋立地見学

・10月19日校外見学

・11月16日都心見学

・2月10日武蔵村山市

の大島つむぎ、埼玉県

小川町の細川和紙（社

会科）

・2月24日化石の勉強

・5月31日～那須農場

・10月17日那須農場

脱穀見学

・10月19日校外見学

・10月28日登山

・5月28日ヤングピー

プルスコンサート

・6月10日古墳見学

・7月1日観劇（日生劇

場）

・7月22日～24日夏の

学校

・8月１～4日海の生活

（勝山）

・10月28日登山

・11月17日佐倉民族

博物館

・11月28日浅間山方

面
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1995 平成7 ・5月8日秋川渓谷 ・2月17日観劇　劇団

エンゼル

・7月10日～水泳（豊

島園）

・10月20日ひばりが

丘駅見学

・10月27日種の勉強

（高麗）

・11月10日上野動物

園（美術）

・11月15日石の勉強

（川原）

・1月23日立野川見学

・2月8日川の勉強　北

朝霞～浮間船戸

・2月23日川の勉強

・６月8日川の生物の

勉強（入間川）

・9月14日川の生物の

採集

・10月19日名栗の植

林地見学

・1月23日パン工場見

学

・2月8日市内工場見学

（ハム工場、かりんと

う工場）

・2月24日養護学校

・5月12日養護学校さ

つま芋植え

・5月17日貝の勉強

（逗子海岸）

・7月4日養護学校草と

り

・10月27日上野動物

園（美術）

・11月1日養護学校芋

ほり

・11月10日市内工場

見学（社会）

・11月18日市内見学

・11月28日市内見学

・5月17日貝の勉強

（逗子海岸）

・6月3日ヤングピープ

ルスコンサート

・6月14日柳泉園、日

の出町廃棄物処理場見

学

・7月那須農場

・10月19日大田市

場、東京湾見学

・11月11日上野動物

園（美術）

・11月15日都心見学

・1月26日上野動物園

（美術）

・2月23日化石の勉強

・5月30日～6月3日那

須農場

・6月19日横浜港、工

場見学

・10月27日登山（川

乗山）

・6月3日ヤングピープ

ルスコンサート

・6月8日さきたま古墳

・6月15日観劇（日生

劇場）

・7月夏の学校

・8月勝山

・10月27日登山（川

乗山）

・11月10日佐倉歴史

民族博物館

・11月17日火山の勉

強（箱根）

1996 平成8 ・5月13日山中湖畔・

明神山

・7月8日～水泳豊島園 ・2月14日パン工場見

学。パンつくり

・9月18日上野動物園

（美術）

・10月30日種の勉強

・1月29日川の勉強

・2月1日上野動物園

・2月27日川の勉強(葛

西臨海公園方面）

・6月13日上野動物園

・9月10日川の勉強

（高麗）

・10月15日東大農場

演習林

・10月18日名栗植林

地

・5月20日貝の勉強

（逗子海岸）

・7月4日駅前西友見学

・10月31日養護学校

芋ほり

・2月23日星の勉強

（学内）

・5月20日貝の勉強

（逗子海岸）

・6月20日ゴミ処理場

見学

・11月14日多摩川

・12月10日村山浄水

場見学

・2月21日化石採集の

勉強（秩父・ヨウバ

ケ）

・5月28日～6月1日那

須農場

・9月12日上野動物園

（美術）

・10月16日横浜港、

日産自動車追浜工場

・10月25日登山（熊

倉山）

・6月6日さきたま古墳

・7月22日～24日夏の

学校

・8月5日～8日勝山

・10月25日登山（熊

倉山）
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1997 平成9 ・5月12日御岳山 ・2月13日観劇　劇団

エルム

・7月7日～水泳　豊島

園

・10月15日上野動物

園（美術）

・10月28日種の勉強

・1月20日川の勉強

（学校～朝霞台）

・2月6日川に沿って歩

く

・2月15日川に沿って

歩く

・9月22日川の生き物

の勉強

・10月20日東大演習

林、宮崎製材所

・10月24日名栗植林

地

・1月23日市内見学

・2月14日市内見学

・5月15日養護学校へ

芋植え

・5月26日貝の勉強

・10月23日コカコー

ラ工場

・11月21日養護学校

・2月14日星の勉強

（学内）

・2月27日大田市場、

都心（社会）

・5月26日貝の勉強

・6月13日上野動物園

・11月12日東村山浄

水場、村山貯水池見学

・2月6日化石の勉強

・5月27日～31日那須

農場

・10月15日上野動物

園（美術）

・10月20日日産追浜

工場、雪印横浜チーズ

工場見学

・10月24日登山（川

乗山）

・2月21日佐倉見学

・6月13日さきたま古

墳

・7月8日観劇（日生劇

場）

・7月夏の学校

・8月勝山

・10月16日佐倉歴史

民族博物館

・10月24日登山（川

乗山）

・11月14日箱根見学

1998 平成10 ・5月11日（富士山

麓）

・7月6日～水泳

・1月14日観劇　劇団

えるむ

・6月25日水族館見学

・10月30日種の勉強

・6月12日川の行きも

いの

・6月25日水族館見学

・10月30日名栗

・2月19日東久留米見

学

・2月24日養護学校

・4月30日貝の勉強

・5月21日養護学校

・6月12日上野動物園

・10月30日養護学校

・2月10日星の勉強

（学園）

・2月19日川の勉強

・4月30日貝の勉強

・6月6日ヤングピープ

ルスコンサート

・6月11日浄水場見学

・7月22日～那須の生

活

・10月13日上野動物

園

・10月15日柳泉園

・12月1日多摩川の勉

強

・6月6日ヤングピープ

ルスコンサート

・10月14日自動車工

場見学

・10月23日登山（熊

倉山）

・2月17日上野動物園

（美術）

・5月21日古墳見学

・6月6日日生劇場

・７月22日～夏の学校

・8月4日～勝山

・10月23日登山（熊

倉山）

・11月19日箱根へ火

山の勉強
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1999 平成11 ・5月10日城ヶ島 ・7月5日～水泳 ・10月20日上野動物

園（美術）

・10月29日種の勉強

・11月19日上野動物

園（美術）

・6月10日川の生き物

の勉強（高羅）

・10月13日東大演習

林

・10月22日名栗

・11月19日上野動物

園（美術）

・2月3日東久留米見学

・2月23日養護学校

・5月18日貝の勉強

・6月10日上野動物園

（美術）

・6月30日養護学校

・10月13日コカ・

コーラ工場

・10月29日養護学校

・11月19日養護学校

・12月8日東久留米見

学

・3月4日都心見学

・5月18日貝の勉強

・6月1日東村山浄水場

・6月10日上野動物園

（美術）

・7月22日～那須農場

・10月29日多摩川見

学

・1月20日化石の勉強

（名倉）

・2月4日上野動物園

（美術）

・5月24日～28日那須

農場

・10月20日上野動物

園（美術）

・10月22日登山（川

苔山）

・10月29日上野動物

園（美術）

・5月21日古墳見学

・6月5日日生劇場

・6月10日上野動物園

（美術）

・7月22日～夏の学校

・8月3日～6日勝山

・10月22日登山（川

苔山）

・11月19日火山の勉

強（箱根）

2000 平成12 ・5月12日妙義山 ・1月14日観劇　劇団

エルム

・6月1日多摩動物園

（美術・全校）

・7月4日～水泳

・10月30日東大演習

林

・10月27日名栗 ・1月20日東久留米昔

さがし

・2月23日養護学校

・5月26日養護学校

・7月22日～那須農場

・10月12日工場見学

・10月30日養護学校

・11月22日養護学校

・2月23日都心見学

・10月30日多摩川見

学

・1月20日化石の勉強

・5月22日～那須農場

・10月27日登山（大

岳山）

・11月8日日産工場

（社会）

・2月23日歴史民俗博

物館

・６月14日日生劇場

・7月24日～夏の学校

・8月2日～5日勝山

・10月27日登山（大

岳山）

・11月22日箱根

2001 平成13 ・5月14日秋川渓谷 ・7月5日～11日水泳 ・10月11日多摩動物

園（美術）

・10月29日東大演習

林

・5月25日川の勉強

・6月14日多摩動物園

（美術）

・5月18日養護学校

・6月5日貝の勉強

・6月14日多摩動物園

（美術）

・7月23日～那須の学

校

・10月25日養護学校

・11月27日養護学校

・6月5日貝の勉強

・10月11日多摩動物

園（美術）

・11月9日都心見学

・5月21日～25日那須

農場（4泊5日）

・6月14日多摩動物園

（美術）

・10月26日登山（川

乗山）

・6月18日～22日宮古

島

・7月22日～夏の学校

・10月11日多摩動物

園（美術）

・11月9日火山と歴史

（箱根）
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2002 平成14 ・5月13日明神山 ・2月12日観劇　劇団

ひまわり

・7月4日～水泳

・6月13日多摩動物園

（美術）

・10月25日名栗

・1月17日東久留米見

学

・5月27日貝の勉強

・6月13日多摩動物園

（美術）

・7月22～24日那須農

場

・11月13日東久留米

工場見学（第一製粉・

コカ・コーラ）

・11月26日養護学校

・1月10日～15日冬の

学校（黒姫）

・5月27日貝の勉強

・6月13日多摩動物園

（美術）

・11月15日多摩川見

学

・1月18日化石の勉強

・6月13日多摩動物園

（美術）

・9月27日自動車工場

（日産追浜工場）

・10月17日～21日那

須農場

・11月8日登山（大岳

山）

・6月13日多摩動物園

（美術）

・6月17日～21日宮古

島

・8月30、31日夏の学

校（日帰り）

・11月8日登山（大岳

山）

2003 平成15 ・5月12日御岳山 ・2月24日観劇

・7月3日～水泳（豊島

園）

・6月19日多摩動物園

（美術）

・10月24日東大演習

林

・5月23日川の生き物

採集

・6月19日多摩動物園

（美術）

・10月24日名栗

・1月17日東久留米見

学

・5月22日養護学校

・6月16日貝の勉強

・6月19日多摩動物園

（美術）

・7月22日～24日那須

農場

・1月23日～25日冬の

学校（黒姫）

・6月16日貝の勉強

・11月12日多摩川見

学

・1月17日化石と地層

の勉強

・5月27日～那須農場

（4泊5日）

・10月24日自動車工

場

・9月1，2日夏の学校

・10月20日～23日宿

泊学習（箱根）

・11月14日江戸東京

博物館（社会科）

2004 平成16 ・1月16日東久留米の

昔さがし

・1月22日～24日冬の

学校（黒姫ラボラン

ド）

・1月21日化石の勉強

（埼玉県小鹿野）

・2月13日上野動物園

（美術）
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