
※スクールバスは運行の都合で発着時刻を変更することがあります。
※お車でお越しのお客様へ。駐車場が満車の場合、ご利用いただけませんので、予めご了承ください。
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人文学部／人間社会学部／大学院

M E S S A G E
人の心に潤いのない時代にありながら、恵泉女学園には「恵泉のこころ」というべき

「宝物」があります。それは、恵泉教育の三つの礎、「聖書・国際・園芸」です。恵泉女学園

大学は、これからの時代に求められる主体性、寛容性、そして協働性の三つを常に育ん

でいるのです。スプリングフェスティバルは、この恵泉女学園の原点に、恵泉の全ての

卒業生、学生・生徒の一人一人、そして地域の多くの方々に触れていただこうと企画さ

れ、第１３回を迎えています。日本では東日本大震災、熊本地震、世界に目を向けると

テロや宗教戦争、貧困、差別など、課題が山積しております。「恵みの泉」が湧き出でる

美しい多摩キャンパスにおいでいただき、このキャンパスから未来を考え、「未来に

つながる根」を育みましょう！ 持続可能な暮らしと平和な社会を実現するために。

E V E N T  T I M E  S C H E D U L E

5.27[   ] 10:00-16:00
入場は15：30まで

土

同時開催 緑の美しい恵泉で
会いましょう OPEN CAMPUS



武田美通 鉄の造形 全作品展・講演 「戦死者たちからのメッセージ」
作品展にあわせて、幻の記録映画『戦ふ兵隊』を上映。（10：30～11：30）

作品が伝えるメッセージについて考えます。合唱団も飛び入り参加！

展示・映画：南野・ラーニングコモンズ

講演会 「野の花のように しなやかに 強かに ～恵泉の教育と女性の生き方～」 チャペル 11：00～12：30

オープニングセレモニー 春の花が彩り豊かな前庭で、ともに祈りと賛美を。前庭（雨天時：　  Ａ棟エントランス） 10：00～10:10
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　 キリスト教センター企画 講演会

「野の花のように しなやかに 強かに
    ～恵泉の教育と女性の生き方～」
「恵泉のこころ」を学長の講演と学生の賛美と共にお届けします。

大日向 雅美 （恵泉女学園大学学長）

 11：00～12：30／  チャペル

放射能汚染について考える会 講演会（カフェ 11:00-16:00）

「放射能汚染 いま起きていること」
なかなか聞けない甲状腺がんのこと、気軽に話し合いませんか。

　12：30～13：45／  FG棟地下ラウンジ

花と平和のミュージアム企画 展示と講演会

武田美通 鉄の造形 全作品展・講演
  「戦死者たちからのメッセージ」
反戦のメッセージを込めた、鉄の作品30点の展示と講演。

作品展：　 10：15～16：00／  南野・ラーニングコモンズ
講演会： 杉田 明宏氏　13：30～15：00／  J202

園芸ツアーデスク 園芸関係のブースをご案内　★ツアーの受付／集合場所はこちら★中庭テント 10：15～15：30

同窓会 Café Reunion 同窓生と旧・現教職員の交流場所です。お立ち寄りください。軽食堂 10：15～16：00

園芸療法体験／土曜園芸クラブ
クラブの活動紹介と植物に親しむミニ体験講座を開催します。
「観葉植物の簡単コケ玉づくり」「多肉植物のちょこっと寄せ植え」

苗・切花、園芸小物などを販売します！
大人も子どもも気軽に受けられるアレンジメントミニも体験あり！

南野・オーガニックカフェ外
10：15～15：30展示 ▶

体験 ▶

販売 ▶

体験 ▶

展示・映画 ▶

講演 ▶

11：00～ 13：00～ 14：00～

10：15～16：00

10：15～15：30 （受付15：00まで）  ※花材が終わり次第終了

12：00～

きのこもぎ取り体験 無料でもぎ採り体験ができます。どなたでもどうぞ！南野・きのこハウス（雨天時：　　　北側玄関） 10：15～15：00

めかい編み・布ぞうりを体験しよう Ｃ２０5 10：15～16：00

恵泉園芸センター フラワーショップによる販売・
アレンジメントのミニレッスン! 体験：FG棟エントランス

恵泉卒業生ハッピー紙雑貨／Sato Posca 恵泉卒業生によるオリジナルイラストの紙雑貨を販売します。FG棟エントランス 10：15～16：00

有機野菜／恵泉やさい 学生が丹精込めて育てた野菜を販売します♪ 味は格別です！中庭テント 10：15～15：00

蜜蝋ハンドクリーム／果樹部 Kerone 毎年恒例！蜜蝋ハンドクリームの販売をします‼ （売り切れ次第終了します）FG棟エントランス 10：15～16：00

福島県内の有機農業者の農産物、気仙沼の物産 福島を忘れないで ～関心を持とう、つながろう、風評をこえて～南野・河井道記念ラウンジ 10：15～16：00

グラウンド内をお散歩したり、ニンジンをあげたりできます!!グラウンド、駐輪所付近 10：15～16：00

作業製品／社会福祉法人 東京光の家 手作りの文房具（ノート、メモ類）、陶芸、手芸品の販売。中庭テント 10：15～16：00

恵泉グッズ・共通通貨発行／信和会 恵泉グッズの販売と学生向け共通通貨を発行します。中庭テント 10：30～15：30

体験学習（FS・CSL）実施報告 2016年度秋学期に実施したFSおよびCSLの実施報告を行います。Ｃ１０１・C１０２ 10：15～16：00

10：15～
13：30～15：00

学生主催園芸国際キリスト教 ごみステーション

ガーデンクラスルーム研究会 展示 カフェ→コンポスト→菜園…いのちの循環を学ぶプログラムの展示。南野・河井道記念ラウンジ 10：15～16：00

販売：中庭テント

「恵泉のこころ」を大日向学長による講演と学生の賛美と共にお届けします。

多摩のめかい編み・布ぞうり作りを体験できます。

ポニーとふれあおう!

SPRING FESTIVAL 2017

今年のテーマ「未来につながる根を張ろう！」
キャンパスが美しい時季、「聖書・国際・園芸」という恵泉教育の豊かな土壌を持つこの地で、
持続可能な暮らしと平和な社会を実現するために「未来につながる根」を一緒に育みませんか。

講演会：J202

したた

吉田 由布子氏

（3・11甲状腺がん子ども基金理事）
大越 良二氏

（NPO法人ファーム庄野 副理事長）
×

10：30～11：30（映画）　　～16：00（展示）
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C棟渡り廊下ごみステーション 学内の清潔な環境のためにゴミの分別にご協力ください。 10：00～16：00

恵泉女学園創立者 河井道 展示 「旅と装い」 一色邸の茶室の雰囲気の中で河井道の愛用品や写真パネルを展示します。南野・和室 10：30～16：00

花芸安達流 安達曈子 デモンストレーション「若葉風」 “自然の心を生ける”二代主宰安達曈子デモンストレーション。Ｊ２０２ 11：00～11：45

English Fair 売店 恵泉の花々のoriginalグッズ/カンボジアシルク製品/クッキーの販売。中庭テント 10：15～16：00

オーガニックカフェ・ショップ 生産者さんの想いが詰まったお料理をお手頃価格で味わえます。南野・オーガニックカフェ 10：15～16：00

お菓子・お弁当／恵泉会 中学から大学の保護者が販売。限定の恵泉せんべい・どらやきもあります。中庭テント（雨天時：　  A棟エントランス） 10：15～16：00

タイ・コーヒー／恵泉女学園同窓会 タイで生産されているスペシャリティコーヒー、食品などを販売します。中庭テント（雨天時：　  C棟エントランス） 10：15～16：00

焼きそば・授産品／社会福祉法人 共働学舎 好評! 焼きそばと手すき葉書、さき織り、タビポンなどの販売。中庭テント 10：15～15：00

手作り菓子・フランクフルト／社会福祉法人 正夢の会 コラボいなぎ シフォンケーキや焼き菓子、大人気のハーブフランクの販売。中庭テント 10：15～16：00

10：15～13：30清風焼／社会福祉法人 賛育会 清風園 手作りの大判焼きをぜひお召し上がりください。中庭テント

10：15～16：00

ギニアの音楽を聴こう／多摩市国際交流センター
ギニア・オールスターズによる民族音楽をお楽しみに。

多摩市国際交流センターの活動を紹介します。

時計台前（雨天時： 　  B301） 13：30～14：30

樹木ツアー キャンパス内の樹木ツアーと樹木のパンフレットを配布します。中庭（園芸ツアーデスクで受付） 11：30～12：30 14：00～15：00

メイポールダンス♪ 春の訪れを祝う踊りです。柱にリボンを結び編んでいくように踊ります。前庭芝生（雨天時：中止） 12：45～13：00 15：45～16：00

花の名前当てクイズ「この花なあに?」 学内にある草花の名前を当てるクイズ！ 正解者には景品があります。中庭テント

Keisen Wild Rose Garden ～野ばらの庭～ 花が咲き始めました。有機無農薬の野ばらの庭を見に来ませんか？南野・バラ園（雨天時：　　カフェ前） 10：15～16：00

10：15～16：00

華道部 池坊 花展 春の素敵なお花でいけた作品をぜひお楽しみください！学生ラウンジ 10：15～16：00

恵泉フラワースクールアレンジメント展示 季節の花いっぱいの生徒による作品展示、フラワースクールの紹介。FG棟エントランス　　K棟入口近辺 10：15～16：00

チアダンス／チアリーディング部 PEPS 新しく入部した1年生初の発表です。お楽しみください！時計台前（雨天時：　　学生食堂） 10：40～11：00 14：40～15：00

IBM春の創作展示会 イラスト、小説などの作品展示、部誌やラミカの販売も行っています。Ｃ１０3 10：15～16：00

キャンパスツアー、入試相談 など 学生のCA（キャンパスアテンダント）によるキャンパス案内や、個別相談も行います。Ａ棟エントランスで受付 10：00～16：00

大学紹介 「大学の概要」「入試概要」「在学生発表」を行います。Ｃ2０１ 11：00～11：30

「Let's learn about ecology in English」 ※英語で行われます。 Germain Mesureur先生の「英語で環境について一緒に学びましょう！」Ｃ2０１ 11：40～12：10

「世界一受けたい授業 －私たちの暮らしに一番近いもの－」 テレビでおなじみの藤田 智先生の模擬授業は高校生優先です。Ｃ2０１ 12：30～13：00
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園芸国際キリスト教

CG棟渡り廊下

オープンキャンパスは本日以外にも開催しています。詳細はホームページでご確認いただけます。 恵泉 オープンキャンパス

開催場所

Ｃ2０3

さつま串・バザー／日本基督教団 永山教会 さつま串を当日油で揚げて、東日本大震災復興支援品も販売します。中庭テント

ベジタブルガーデンを楽しもう！ 野菜や花などを用いたガーデンを作りました。皆さま楽しんでください。Ｃ１０４ 10：15～16：00

11：00～16：00放射能汚染について考える会
「放射能汚染 いま起きていること」 講演会とカフェ 吉田 由布子氏（　　　　　）と大越 良二氏（ 　　　　　）の講演会。

なかなか聞けない甲状腺がんのこと、気軽に話し合いませんか。
FG棟地下ラウンジ

12：30～13：45

恵泉蓼科ガーデンスライドショー 美しい恵泉蓼科ガーデンの四季をご覧ください。Ｇ1０１ 13：00～14：00

英語、日本語でお話を語る／KEES・恵話会 英語・日本語によるストーリーの魅力をお楽しみください。G１０３ 10：30～12：30

カリヨンコンサート チャペルのカリヨン塔より響き渡るベルの音を、屋外でお楽しみいただけます。カリヨン塔 10：50～（各10分） 12：35～ 13：50～ 15：30～

農場ツアー 教育農場の老舗、恵泉自慢の農場を、肌で感じてみませんか？中庭（園芸ツアーデスクで受付） 10：30～11：30 13：00～14：00 14：30～15：30

10：15～16：00

10：30～16：00

学生食堂 学食メニューをご体験ください。学生食堂

学生主催 ごみステーション

カフェ ▶

講演 ▶

展示 ▶

演奏 ▶

3・11甲状腺がん
子ども基金 理事

ＮＰＯ法人フアーム
庄野 副理事長



南野･ラーニングコモンズ

南野･オーガニックカフェ

南野･河井道記念ラウンジ

南野・北側玄関

南野･きのこハウス

CAMPUS MAP

ごみステーション：
ごみの分別収集にご協力をお願いします。
　

学内は禁煙です。

万一体調が悪くなったり、けがをした
場合には、受付テントにお越しください。

トイレはG棟を除く各棟にあります。

　 恵泉園芸センターによる
　 アレンジメントのミニレッスン！
大人も子どもも気軽に受けられる
ミニレッスンを開催します。

 10：15～15：30（受付15：00まで）
 　　　※ただし、花材が終わり次第終了とします。

  FG棟エントランス

　 農場ツアー
教育農場の老舗、恵泉自慢の農場を、
肌で感じてみませんか?

 10：30～、13：00～、14：30～
  受付・中庭園芸ツアーデスク

　 ポニーとふれあおう！
グラウンド内をお散歩したり、
ニンジンをあげたりできます!!

 10：15～16：00
  グラウンド

　 メイポールダンス♪
春の訪れを祝って学生たちが
踊りながらリボンを編み上げます。

 12：45～13：00、15：45～16：00
  前庭芝生

　 チアリーディング部 PEPS
みなさんに笑顔になっていただけるよう、
ダンス・スタンツをご披露します。

 10：40～11：00、14：40～15：00
  時計台前

Let’s Challenge!

Have fun!

　 オーガニックカフェ・ショップ
生産者さんの想いが詰まったお料理を
お手頃価格で味わえます。

 10：15～16：00
 南野・オーガニックカフェ

体育館

南野･バラ園

南野･和室

学生ラウンジ
（Ｌ棟）

前庭・時計台

受付テント

スクールバス
        乗り場

正門

横断歩道

野外教室
自然観察林

チャペル
（Ｋ棟）

FG棟エントランス

カリヨン塔

テニスコート

教育農場

Ａ棟Ｂ棟Ｆ棟

Ｇ棟 Ｄ棟
Ｃ棟

Ｊ棟

多摩キャンパス

《恵泉女学園大学案内図》

南野キャンパス

C棟渡り廊下／CG棟渡り廊下

（雨天時： 　  学生食堂）

（雨天時：中止）

グラウンド

メインガーデン

軽食堂（１階）

学生食堂（２階）

オープンキャンパス受付

SPRING FESTIVAL 2017

中庭テント

ガラス室


