
もういくつ寝ると…新しい年はすぐそこです。今年は、たくさんの⽅々とともにアドヴェントの時を温かく過ごすこ
とが出来ました。皆さま、今年もお世話になりました。そして来年もどうぞよろしくお願いいたします。

アドヴェントの集い
12⽉2⽇（⽇）、「アドヴェントの集い」が開催されました。ここ数年は校内⾏事と

してのみ⾏われてきましたが、開校 1年⽬以来、7年ぶりに公開⾏事としてお客様をお
招きすることになりました。当⽇はご家族連れを始めとしてたくさんのお客様がご来場
され、美しく飾られた学園をご覧いただくことができました。

“クリスマスの飾り作り”は、たくさんの⼦どもたちが
⽺⽑の蜘蛛の巣かけやちぎり絵のオーナメントづくりを
楽しみました。

⻘い布で囲われた暗い
空間に⼊り、⽕を灯した
“くるみろうそくぶね”を⽔
に浮かべる体験は、中の
様⼦はわかりませんが、
皆顔を輝かせて出てきま
す。
“⼿づくり品販売”の部屋や“おひさまカフェ”も多くの

お客様で賑わいました。
3 時から⾏われた“ミニコンサートとお話”（保護者に

よるライアー演奏、クリスマスのお話、上級学年有志に
よる器楽演奏）は開場すると狭い会場はあっという間に
超満員となり、残念ながら⼊れないお客様もいましたが、
約45分の間、静けさの中で⾳楽とお話を味わっていただ
くことができました。

＊ ☆ * ⌒ ＊ ☆ * ⌒ ＊ ☆ * ⌒ ＊ ☆ * ⌒ ＊ ☆ *
◆お客様からいただいた感想（抜粋）を紹介します。
○アット・ホームな雰囲気で⼤変良かったです。
○くるみろうそくぶねは短い時間でしたが、私も⼦供とともに
ファンタジーの世界に⾏く事ができました。すてきな体験をあ
りがとうございます。⼼あたたまるクリスマスの過ごし⽅を家
に帰ってからも考えてみたいと思います。
○今まで聞いたことのないコンサートでした。１歳９ヶ⽉の娘
もじっと聞き⼊っていて、すてきな時間をありがとうございま
した。

○とっても素晴らしい機会をありがとうございました。
⽣徒さんの演奏が素晴らしく感動しました。クリスマスのお
話は初めてきいたお話でしたが、とても印象的で何度もきいて
みたいと思いました。くるみろうそくぶねは 5 歳の娘がとても
喜んで2度うかがいました。うちでもやってみたいと思います。
○校内がとてもきれいで⼼のこもった空間で、どの催しも楽し
めました。⼦供も「この学校に通いたーい」と何度も⼝にして
おり、楽しかったようです。もう⼀つの校舎を⾒る機会があれ
ば、ぜひ来たいと思います。スタッフとして働いていらっしゃ
った先⽣や保護者の⽅もみなさん温かく、きっとこの学校の雰
囲気なのだろうなと思いました。ありがとうございました。
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りんごろうそく 1２⽉１０⽇（⽉）

朝、学園までの道の途中にも霜柱が⾒られるようになった 12⽉ 10 ⽇（⽉）、1・2年⽣が参加する⾏
事「りんごろうそく」が⾏われました。
暗闇に覆われた霧ヶ丘校舎のオイリュトミー室にはモミの枝で渦巻きの道がつくられており、真ん中の

1本のろうそくには⽕が灯されていました。はじめに森⽥先⽣から天使によって地球にもたらされた光の
お話があり、猿⾕先⽣と横⼭先⽣のライアーの⾳⾊が響く中、2年⽣から順に⼦どもたちはりんごろうそ
くを⼿に進み、中⼼のろうそくから⾃分のろうそくへと⽕を移し、ひとつひとつモミの渦に置いて戻って
きます。

まるで天使からの光を広める使命を受けたように⼦ど
もたちは真剣で、⼀歩⼀歩しっかりと⾃分のペースで歩
いていきました。⼦どもたちの神聖な“渦巻きの旅”によ
って部屋はだんだんと明るくなり、やがて美しくあたた
かな光で満たされていきました。
徐々に⽇が短くなる季節から待ち望んでいた光の誕⽣

の喜び。りんごろうそくの炎でやわらかく照らされた⼦
どもたちの顔はとても満⾜そうに⾒えました。

3 年⽣ 「家づくり」「⽶づくり」の詩とリズム2年⽣ 劇「聖⼈伝〜オディリエ」1年⽣ 朝のリズムの時間の詩と歌

「あいうえおの詩」「季節の
歌」

8 ・ 9年⽣ リコーダー／オイリュトミー7年⽣ オイリュトミー6年⽣ オイリュトミー

5年⽣ 朝のリズム／中国語の歌／オイリュトミー4年⽣ オイリュトミー

⼆学期⽉例祭

12 ⽉ 22⽇（⼟）旧若葉台⻄中体育館
にて⽉例祭が⾏われました。
とても寒かったけれど、⼦どもたちは
広いスペースで伸び伸びと発表するこ
とができました。



クラス便り ３年⽣ くらしと仕事
この２学期は、教室の外で⾏う内

容が⽬⽩押しでした。残暑の残る９
⽉から、空気が乾き寒くなる１２⽉
まで、⽶作り、家造り、畑の収穫が
ありました。
⽶作りでは、６⽉上旬に⽥植えを

した稲を９⽉に刈り取りました。学
園で初めての⽥んぼでの⽶作りで
す。地域の⽅々に助けて頂きなが
ら、「⾷べる」までの⼯程を終える
ことができました。⽥んぼへは、学
園から新治市⺠の森を抜け、⼤⼈の
⾜でも３０分程度かかります。３年
⽣になったばかりの６⽉の⽥植えの
ときには、少し頼りない⾜取りだっ
た⼦どもたちも、９⽉の稲刈りでは
鋸がまを使い、刈り取ったばかりの
稲穂を両⼿にもって、学園まで帰っ
てきました。
脱穀（稲穂から⽶粒を取り、⽶粒

からモミを外す）は、すべて⼿作業
で⾏いました。少々時間がかかりま
したが、５年⽣のみんなが⼿伝って
くれました。教室に稲穂をつるし、
⽂字通りお⽶とともに過ごした２学
期でした。校庭で乾かした後、教室
の窓際の天井からつりさげました。
少し暗くなりましたが、教室が納屋
のような雰囲気になりました。それ
を⾒た⼦どもたちは、「あっ」と⾔
っただけでしたが、３⽇後ぐらいに
「くさーい！」と照れくさそうに⾔
っていました。私⾃⾝驚いたこと
は、専科授業の終了後教室に⼊る
と、普段こもった空気を感じていま
したが、稲穂をつるしてから、その
こもった空気がなくなったのです。
はやり植物の⼒はすごいです。
１２⽉には、新治市⺠の森の中に

ある⾥⼭交流センターで、釜⼾で私
たちのお⽶を炊き、おみそ汁と⼀緒
に頂きました。おみそ汁には、畑で
収穫させてもらったサツマイモと、

校庭の⼩さな畑で育てたニンジン、
さらに３年⽣児童のおばあちゃんが
畑で育てた⼤根を⼊れました。「今
まで⼤根は苦くて嫌いだったけど、
今⽇ので好きになった。」「みそ
汁、こんなにおかわりしたことな
い。」と、⼦どもたちは最後の⼀滴
まで飲み⼲しました。炊きあがった
ご飯は、おにぎりを作り、その⽇に
５年⽣のみんなにも⾷べてもらいま
した。その⽇、５年⽣は教室で縄⽂
⼟器を作っているところでした。数
⽇後、５年⽣から「おにぎりめっち
ゃおいしかった。」と⾔われたと、
誇らしそうに教えてくれました⼦が
いました。
家造りでは、校庭で４年⽣クラス

が去年建てた家を解体していたころ
から、⼦どもたちは「次は私たちの
番だよね。」とわくわくしていまし
た。教室で、屋根と壁があると、⾬
や⽇照りから⾝を守ることができる
ことと学び、布を使って空間を体験
している時、休憩時間に⼀⼈の⼥の
⼦がやってきて、ヒソヒソ声で「ね
え、私たちも家つくるんでしょ？」
とニコニコしながら尋ねられまし
た。校庭での作業は、３つのグルー
プに分かれ、それぞれの仕事を進め
ました。作業を進めて⾏く集中⼒
と、リラックスしながら⼦どもたち
同⼠で楽しそうに作業をしている様
⼦が印象的です。困っている友だち

に⼿を貸す様⼦や、重たい脚⽴を喜
んで運びたいと⼿を挙げる頼もしい
姿。シュロ縄を切っている間に絡ま
ってしまい、それを数⼈の⼦どもた
ちで協⼒しながらほどいている姿。
脚⽴の上で作業をすることがとても
嬉しいようで、⼆つある脚⽴の順番
をみんなで覚えながら、⽵を結んだ
り屋根を葺いたりしました。屋根は
全体を⽵の葉っぱなどで覆い、⼀番
⾼い部分は稲穂で覆いました。屋根
を葺いた後、みんなで家の中に⼊っ
た時、「なんか寒―い。」「暗い
ね。」とつぶやいている⼦どもたち
もいました。屋根を葺く前でしたが
家の⾻組みが出来上がった⽇、１５
⼈の⼦どもたちと教師２⼈で家の中
に⼊り、お弁当を⾷べました。⼤⼈
が家の中にたっても、かがむことな
く⽴っていられる⾼さです。霧が丘
校舎に来た際には、⼦どもたちの造
った家にぜひ⼊ってみてください。
この２学期で⼦どもたちは、教室

では⾒ることのできない姿や表情を
⾒せてくれました。３年⽣でこんな
に課外授業があることは、⼦どもた

ちが積極的に社会とかかわ
っていくことの楽しさや喜
びを感じるいい機会です。
都会の横浜で、これだけの
作業の体験ができたこと
に、感謝したいと思いま
す。
（3年⽣担任 横地紘⼦）



公 開 講 座公 開 講 座

⼟のこと地球のことを考える
講師：ピリオ・ドニー⽒、假野祥⼦⽒

（ぽっこわぱ耕⽂舎）
⽇時：2013年 2⽉ 17⽇(⽇)

10:00~12:30/13:30~16:00
（午前/午後通しての内容になります）

参加費：4,500 円（NPO会員 4,000 円）
※なるべく午前午後通してご参加ください。
午前（⼜は午後）のみの場合、2,500 円
（NPO会員は 2,000 円）となります。
持ち物：スケッチブック、⾊鉛筆
※各⾃、昼⾷をご⽤意ください。

保育：お申し込み、お問い合わせ
2/12(⽕)正午まで

gakuen-hoiku@yokohama-steiner.com
⼜は、ホームページの申込みフォームにて
◎別途保育料が必要となります。
（午前・午後の部それぞれ、お⼦さま⼀
⼈につき 1,000 円・⼆⼈⽬以降は 500
円 NPO会員はお⼦さま⼀⼈につき 500
円。⼆⼈⽬以降は無料）
※講座参加費と共に保育料も事前にお振
込みください。
※午前・午後の部の通しでの保育はお⼦
さまの負担になるため、おすすめできま
せん。よくご検討の上お申し込み下さい。

公 開 講 座公 開 講 座
【建築講座】年間テーマ「庭と建築」

〜第３回「テーマパーク」〜
講師：岩橋亜希菜
⽇時：2013年 2⽉ 6⽇（⽔）

10：00〜12：00
参加費：1,000 円

※終了後にランチ会を予定しています。
詳細は今後のお知らせをご確認ください。

2 0 1 32 0 1 3 年 度年 度 児 童 募 集児 童 募 集

2013 年度⼊学児童を随時募集中です。
詳細は事務局までお問い合わせください。

校 内 ⾒ 学 会校 内 ⾒ 学 会

学園では毎⽉ 1 回、平⽇の⾦曜⽇に校舎
をご覧いただく機会を設けました。学園
の雰囲気を肌で感じていただけるこの機
会に、どうぞお訪ねください。
参加費：無料
1/25 ・2/22 ・3/1 15：30〜16：30
場所：横浜シュタイナー学園 霧が丘校舎
学園にご興味・ご関⼼のある⽅はどなたでも
お越しください。お⼦様連れも可です。
※お⼦様の上履きはご持参ください

野ばら野ばら 第第 1515 号号 発⾏しました発⾏しました
内容： はかる〜量る・測る

第８回全国ヴァルドルフ教育者の
集い報告

2005 年に創刊された「野ばら」は、学園
での教育実践活動や、その底に流れる考え
⽅などを中⼼にまとめた紀要です。
1冊 400円

購⼊は、学園ウェブサイトの購⼊申し込み
フォームをご利⽤下さい。NPO会員になる
と定期的に送付されます。
※バックナンバーも購⼊可能です。

星 の⾦ 貨星 の⾦ 貨
今年も多くの皆様にご利⽤をいただきま
して、⼼より感謝申し上げます。
霧が丘校舎のスクールショップには、書
籍や⽂房具（蜜蝋クレヨン・⾊鉛筆・エ
ポックノートなど）、天然⽯、⽊⼯品、
⼿作りのお⼈形や編みぐるみ、サンキャ
ッチャーなどがございます。
また、季節に合わせた商品もご⽤意して
おります。
引き続き、「⼦ども時代の三つの階段」
松⽥仁講演録（星の⾦貨発⾏）はご好評
をいただいております。遠⽅の皆様には
発送いたしますので、メールにてご連絡
ください。

ご注⽂、お問い合わせは、
e-mail: hoshi-kinka@freeml.com
星の⾦貨ブログ
http://hosinokinka.blog100.fc2.com/

ＮＰＯ会員ＮＰＯ会員 募集募集
横浜シュタイナー学園の活動趣旨に賛同し
ていただける⽅は、活動への参加、⽀援を
ぜひお願いします。NPOの会員にはどなた
でもなれます。
会員は総会や中間報告会へ参加いただける他、
紀要冊⼦「野ばら」（年２回発⾏）をお送り
します。また、学園主催の各種催しに会員価
格で参加できます。
＜⼊会申し込み＞詳細は学園事務局まで

◆◆YSGYSG お知らせメールお知らせメール配信中配信中

公開講座やイベント開催など、学園のさまざま
なトピックをいち早くメールでお知らせします。
ご希望の⽅は学園ウェブサイトのフォームより
ご登録ください。

お問合せ、お申込み先

横浜シュタイナー学園事務局
Tel&Fax: 045－922－3107 e-mail: gakuen-info@yokohama-steiner.com
◎公開講座のお申込は、お電話、FAX、またはメールにてお申し込みの上、
参加費をお振込みください。

【お振込先】
郵便振替： ００２６０-０-１３０７０２

加⼊者名：特定⾮営利活動法⼈横浜シュタイナー学園
ゆうちょ銀⾏： 店番０２９ ⽀店名０２９店 （ｾﾞﾛﾆｷｭｳ店）当座０１３０７０２
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