ＮＰＯ法人横浜
ＮＰＯ法人横浜シュタイナー
法人横浜シュタイナー学園
シュタイナー学園

＊特集＊
ユネスコスクール
としての活動

第 58 号

2013

年 2 月 19 日発行

成⼈の⽇、朝から降り始めた雪は、この横浜もすっかりと包み込みました。
雪の静かな夜が明けると ⼀晩で凍った地⾯をものともしない、元気な⼦どもたち。
学園前の雪かきから始まり、庭や近くの公園での雪遊び。⼀⼼に取り組む姿はいつも
通り。空からのプレゼントを満喫し、元気いっぱいに１年のスタートを切りました。
…

クラス便り 年⽣ 野焼き ⽉１３⽇（⽇）
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今年は、動物園、⽔族館、愛川での宿泊体験、エジプト展、歴史博物館と外での体験を
放課後、かまくら作りをする 7 年⽣
たくさんしてきた５年⽣。⽇本史の学びの中で縄⽂土器を作り、野焼きを⾏いました。
当⽇の⼒仕事は、⿊沼先⽣の呼びかけでお⽗さんたちが集まり、こどもたちと⼀緒に⽕をおこす準備をし、割れないように⽕
加減を調整して、無事に土器が焼きあがりました。⼀番⼼配だった天気に恵まれ、予定よりかなり早く作業を終えたお⽗さん達
から感想を寄せていただきました。

焚⽕のまわりに並べられた⼦供たちの
作品は、どれも個性的で、無邪気な造形
美へのこだわりを感じさせるすばらしい
ものでした。
私は⽕の係でしたので、⽕を上⼿に起
こせずに⼦供たちの作品を台無しにして
しまうのではないかと、当初⼼配もして
いたのですが、⿊沼先⽣が⽕⼒や加熱加
減に注意を払いながらの作業でしたので、
そのような⼼配も吹き⾶び、順調な作業
運びとなりました。
作品を徐々に加熱して⾏き、最後に薪
を被せて⼀気に⾼温で焼き上げるまで、
やわらかな⽇差しと焚⽕の暖かさのなか、
ゆっくりと作業が進みました。
完成した土器は、焦げ模様の演出も加
わり、風合いも縄⽂土器らしいものとな
りました。
土器を焼くプロセスは、私にとっても、
全く経験のなかったものでしたので、貴
重な体験となりました。
（５年⽣保護者 野⼝ 恵伸）

自分が⼦供のころやろうと
してできなかったことを、指
導してもらって⼦供と完成さ
せられてよかった。⼦供たち
は、土器を⼩枝で覆って作っ
た釜に⽕がついて、⾼く燃え
上がる様⼦に驚いていた。
（５年⽣保護者 渡辺 健）
準備作業時の⼦どもたちの飲み込みの速さにはひたすら感⼼。焼き上げた
土器を抱いた、⼦どもたちのさわやかな笑顔がとても印象的だった。
（５年⽣保護者 ⽯原 靖久）

年⽣の保護者会では 学期から、後半の１時間を懇談会として、お茶とお菓⼦
を囲みながら、「私が受けた教育」というテーマで語り合っています。
毎回、地域や男⼥の違い、そして年齢差もあり？驚きと笑いと涙もあり…。夫婦
で分担して出席している⽅からは、別々の回にそれぞれの知らない過去が暴露され
ていることも 改めて、様々な教育を経て親となり、思考錯誤の⼦育ての中でシ
ュタイナー教育に出会ったこと。そして、⼦どもの教育のためにこの学園に集った
ことの不思議を感じます。
野焼きのこの⽇、冬の澄み渡った⻘空の下で、背丈がじわじわと大⼈に近づきつ
つある⼦ども達と親との微妙な⾒えない距離を感じつつ、将来、この⼦たちが「私
が受けた教育」としてどのようなことを語るのだろう…と思いを巡らせる⼼温まる
⼀⽇となりました。
（⽂責 ５年⽣保護者広報 永島貴⼦）
5

2

?!

ユネスコスクール
としての活動

特
集

横浜シュタイナー学園は、 年 ⽉にパリのユネスコ（国連教育科学⽂化機関）本部よりユネスコスクールとして認定されまし
た。⽇々のシュタイナー教育の実践が、ユネスコが掲げる理念「平和」や「国際連携」などに取り組む学校として認められたわけです
が、認定を受けて終わりではありません。シュタイナー教育の実践の報告、様々な交流会への参加を通してのユネスコスクール同⼠の
連携等の活動を⾏っています。また学内では保護者らがユネスコスクールについて学ぶ機会を持ちました。今号ではそれらの様⼦をご
紹介します。
≫ユネスコスクールについての詳細はホームページに掲載しています。
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ユネスコスクール関東交流会に参加しました

http://yokohama-steiner.com/ysgwp /about/unescoschool

⽉ ⽇にパルテノン多摩で開催されたユネスコスク
ール関東交流会（主催：⽂科省／ユネスコ・アジア⽂化セ
ンター＝ ）に、参加しましたのでご報告します。
今回の交流会は、⽇本国内のユネスコの活動を推進する
が主催したものです。 肝いりの学校間交流の
ほかに、地域の自主的な学校間交流も⾏われており、 ⽉
⽇には横浜市⽴永⽥台⼩学校で （持続可能な社会
への教育）の公開研究授業が⾏われたばかり。「つながり」
はユネスコスクールの重要なコンセプトですので、こうし
た場に参加することも学園の大切な活動です。
交流会の会場には、東京賢治の学校の後藤洋⼦先⽣（
年クラス担任）とユネスコ担当の塩津珠美先⽣（英語専科）
のお顔も⾒えました。賢治の学校はこうした催しには必ず
参加されているとのこと。今回は、午後の「学校間交流」
分科会の発表者としての参加とのことで、「古代オリンピ
ック大会を通した学校間交流」をテーマにお話しされたそ
うです。私は別の分科会に申し込んでいたため、発表は⾒
られませんでしたが、このオリンピック大会は当学園 年
⽣も参加しており、それを多くの⽅々に知っていただける
のは素晴らしいことだと思いました。
午前の部で印象的だったのは、開催地となった多摩市の
市⻑のあいさつでした。多摩市は 推進に独自の予算
をつけていて、教育委員会には専門の窓⼝を設置している
のだそうです。同市の⼩学校 校はすべてユネスコスクー
ル加盟校。神奈川県はユネスコスクールの⼩学校が 校（市
⽴永⽥台⼩、国⽴鎌倉⼩、当学園）だけなのを考えると、
その⼒の⼊れようがわかります。国際都市横浜も、もう少
し⾏政としての⽀援を考えてほしいところです。以後は、
さかなくんのレクチャー、地元中学の⼦どもたちの英語に
よる活動報告、イギリスのゲストを招いたシンポジウムと
続きました。
市内に多摩川が流れる多摩市は、テムズ河畔にある英サ
ウスエンド市と姉妹都市の関係を結んでいます。シンポジ
ウムはこのふたつの都市の⼦どもたちの国際交流がテー
マでした。そこで強調されたのが の活用。報告に取り
上げられた⼦どもたちの交流も、インターネット・テレビ
電話会議システムを使って⾏われたのだそうです。今回の
交流会全体を通して感じたことですが、ほぼすべての発表
にパワーポイントの映像資料が多用され、 全体が
頼みになっているような印象を受けました。本当にこれで
いいのかなあ？？
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ユネスコスク ールの 4 つの基本分野

午後の分科会の時間は「はぐくみたい⼒、学⼒」に参加
しました。
基調報告者のひとり多摩市⽴多摩第⼀⼩学校⻑の棚橋
乾さんからは、⽇本でも話題になった
の テス
トが⼦どもの「問題解決⼒」を評価しようとしている点で
と重なるという指摘があり、⾯⽩いと思いました。シ
ュタイナー教育を紹介するときに使える視点ではないで
しょうか。
伊⾖市⽴天城中学からの報告では、地⽅における「自尊
感情の低さ」を地域密着型 で克服するという内容が
とても具体的でよかったです。地域にある様々なリソース
（地域の営林署、 や中⼩企業など）を⾒つけ出し、
つながり、活用していくことの大切さは私たちの学園の目
標でもあると思います。
マスコミにも取り上げられた気仙沼・大谷⼩学校の防
災担当主幹・菅原弘倫先⽣からは、地元の自然＋防災を軸
にした についてのお話をうかがいました。 の経
験から得た、「防災は地域と連携しての取り組みである」
という先⽣の信念が伝わってくるお話でした。有事の際に
は、「地域のどこに何があるか」という情報が重要で、そ
れは地域とのつながりを通してしか得られない。この経験
を学園の活動にも活かしていきたいと思います。
基調報告の後、私は菅原先⽣のグループの話し合いに参
加しました。先⽣⽅のお話から、地域での福祉体験や震災
被災地の学校との交流を授業に取り⼊れて、 に取り組
んでいる様⼦がよくわかりました。また、それらの取り組
みが⼦どもたちの発達段階とうまくかみ合わないことに
先⽣⽅が苦労されているようでした。 カリキュラムと
⼦どもの発達段階の関係についての研究が必要ではない
かとお話ししたところ、みなさんに共感していただきまし
た。この領域では、シュタイナー教育からも多くのものが
提供できるのではないかと思った次第です。
貴重な交流の機会ですので、関東地域のユネスコスクー
ルのまとめ役である⽟川大学の⼩林亮先⽣にもご挨拶し、
横浜市内の⼩学校の先⽣⽅とも名刺を交換することがで
きました。ユネスコスクール活動の今後の広がりと深まり
に期待が膨らみます。
（学園事務局⻑ 佐藤雅史）
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地球規模の問題に対する
国連システムの理解

人権、民主主義の理解と促進

ユネスコスクール東北大会に参加しました

単⾝赴任先の仙台市で ⽉ ⽇、ユネスコスクールの
第１回東北大会に参加しました。⾦沢市や横浜市⽴永⽥台
⼩学校など遠⽅からの参加もあり、交流を深めました。
⽇本ユネスコ国内委員会事務局を担当している⽂部科
学省の国際統括官補佐は国内のユネスコスクールが 校
に達し、政府が目指していた 校の大台を突破したと報
告。ユネスコスクールの掲げる理念「ＥＳＤ」（持続発展
教育）を「持続可能な社会を構築する⼈づくり」と説明し、
年 ⽉ ⽇〜 ⽇にかけてユネスコスクール世界大
会が岡⼭市で開かれると紹介しました。
私がお世話になっている宮城県気仙沼市教育委員会の
及川幸彦副参事はＥＳＤではぐくむ「批判的・体系的・包
括的な思考⼒」「コミュニケーション能⼒」「情報収集・分
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析⼒」「意思決定・⾏動⼒」は津波災害を乗り切る上で不
可⽋だったと指摘しました。復興に向けてＥＳＤの理念か
ら「自然環境と共⽣する⼼」「地球市⺠としての資質」「未
来をデザインする⼒」「地域を結ぶ絆」などを推進したい
とも。福島県⽴安達⾼校の対⾺俊晴先⽣は現状理解のため
放射線教育に取り組んだ経緯を説明しました。
その後、３分科会に分かれ、私は「地域遺産・⽂化多様
性」分科会へ。気仙沼での神楽継承、⾦沢での海外校との
交流などが報告され、私も学園の加盟の経緯を紹介しまし
た。終了後、「保護者ってすごいですね。いいなあ保護者
が関わってくれるなんて」とある教員からうらやましがら
れました。保護者が先⽣と⼿づくりで関わる学園の体制
が、よその学校関係者には新鮮に映ったようでした。
（４年⽣保護者 所澤新⼀郎）

ユネスコスクール学習会 ⽉ ⽇（⽇）
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ユネスコスクール認定においては先駆者である京⽥辺シュタイナー学校
より、吉⽥敦彦さん（元京⽥辺シュタイナー学校理事・大阪府⽴大学教授）
をお招きし、学園保護者・教員が共にユネスコスクールについて理解を深
める学習会を⾏いました。
会の前半では学園の先⽣⽅に、どのように （持続発 ここでユネスコ憲章の
展教育）とシュタイナー教育が絡み合っているのか、⽇々
前⽂をみてみましょう。
の取り組みについてお話いただきました。そして後半講師 （ 略 ）戦争は⼈の⼼の中で⽣まれたものであるから、⼈の⼼
の吉⽥先⽣からは京⽥辺シュタイナー学校がユネスコス の中に平和のとりでを築かなければならない。
クールになる経緯、ユネスコスクールにシュタイナー学校 （ 略 ）⽂化の広い普及と正義・自由・平和のための⼈類の教
が認められている意義などをお話しいただきました。
育とは、⼈間の尊厳にかくことのできないものであり、且つすべ
また京⽥辺では他のユネスコスクールに か⽉に⼀回 ての国⺠が相互の援助及び相互の関⼼の精神をもって果たさな
くらい教師がシュタイナー教育の紹介をしていることや、 ければならない神聖な業務である。
⾼校⽣が毎年夏に⽇本のユネスコスクール合宿に参加し （ 略 ）よって平和は、失われないためには、⼈類の知的及び
て、お互いの活動を紹介しあっていること。東アジア⾼校 精神的連帯の上に築かなければならない。
⽣フォーラムに参加したことで、⾼校⽣のときに中国や韓 シュタイナー教育ではメルヘン、聖⼈伝、旧約聖書、古
国などいろいろな国の「⼈」に会い、自分たちの学校は国
内だけでなく、世界とつながっている存在だと実感できた 事記、北欧神話、ギリシア神話、ローマ神話と⼩さいころ
から様々な国の話を友達の話を聞くような気持ちで聞い
ことを聞かせていただきました。
ていること、プロセスを大切に教えることによりたとえば
参加者からは
「⼀元的なヒエラルキアに基づく教育ではなく⽔平の 歴史の勉強のときはそのときの思想までも⽣き⽣きと⽣
ネットワークでつながることができるのがユネスコスク 徒に伝わります。
また⼿仕事では 年⽣のくらしと仕事の⽶作りと同じ
ールという話にとても感銘を受けた」
「とても⽣き⽣きと⼦どもたちの情況が目に浮かび、シ ときに、⽺飼いが⽑刈りをして、糸を紡いでいたのが、
年⽣で産業⾰命をとりあげるときに機械で綿をつむぐよ
ュタイナー学校とユネスコの理念がピタッと出会い楽し うになったことをとりあげる、というように時代を通りな
い時間となりました。何ができるかなと考えていた」
がら、⼈間の⽣活そのものを体験し、意志の育ちに大きく
「吉⽥⽒の話は素晴らしい。圧巻。現場で汗してリアル 関わっているのです。そのほかスイスのバーゼルのシュタ
に動いてきた⽅ならではの⽣々しい話だった。横浜も学べ イナー校とお互いに外国語としての英語を使って⽂通を
ること本当にいっぱいあるはず。まずはその圧倒的熱意と していることで⽣徒たちが外国の⼈と⼼を開いて交流で
クールな か」
「ユネスコとシュタイナー学校がどうつながっている きることを目指していること。またオーストラリアやアジ
か。非常に感動的に⽰していただけた。先⽣⽅が非常に熱 アの国と⽂通をする構想もあり、楽しみが増えそうです。
これらのことを総合し吉⽥⽒の話から、シュタイナー学
⼼に耳を傾けていらっしゃったので、わざわざ話をしてく 校がユネスコスクールである存在意義は、国のシステムに
ださって本当によかった。直接でなければ感じることので みられる上から下のものではなく、国境をも超えた⽔平な
きなかった熱や崇⾼な思いをいただいた」
「ユネスコスクール＝国家や経済から独⽴した世界的 つながりにあるのではないか、ということがより明確にな
った勉強会となりました。（ 年⽣保護者 渡辺未穂⼦
なネットワークと考えるようになった」
などの感想をいただきました。
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学園ウェブサイト情報

NPO 会員の⼭際勇起さんからのお便り紹介

◆時事通信社『内外教育』連載
新潟の⼭際勇起です。いつも充実したニュースレターをありがとう 「ルポシュタイナー学園の⼀年」
ございます。
さて、 ⽉ ⽇より新潟市⽴⽩新中学校で勤務することになりま 学校・教育⾏政関係者から厚い信頼を置かれている
雑誌『内外教育』に、横浜シュタイナー学園の教育
した。 年前、諸事情により東京賢治の学校での仕事を中断し、郷⾥ が連載で紹介されました。
の新潟に戻って公⽴学校で臨時教員を続けてきました。新潟に戻って 時事通信社にご了解いただき、バックナンバー
から 校目の学校です。
（ ）を公開しています。
現任校は新潟市中⼼部にあり、教育研究がさかんで、ユネスコスク 第 回：理想郷はあるか ⼈⽣観投影、親たちの選択
ールでもある学校ですが、職場の管理職（校⻑）は『内外教育』の連 第 回：独自の模様描き 絵から漢字、平仮名へ
第 回：１年⽣から 分間、エポック授業とは？
載記事にきちんと目を通していて、とても注目しています。
起承転結の 部構成
特に、演劇の回の記事は、その⼀部を全職員の前で読み上げました。
第
回：英語、中国語を
年⽣から 早期教育なのか？
⽩新中学校でも⽂化祭で演劇発表会を⾏っているからです。
公⽴学校で演劇に取り組んでいる学校はまだ数少ないですが、演劇 第 回：理科、ヒトから動・植・鉱物へ
教科書のない学校
が⼈を大きく育てる⼒は公⽴学校でも、シュタイナー学校でも変わら 第 回：⼦と親と教師の
年間
ないと実感しています。学園の ・ 年⽣が「テンペスト」で大きく
⼀貫担任制の理想と現実
成⻑したように、わたしが出会った⽩新中学校の⽣徒たちも、個とし 第 回：クラス劇“
て、そして集団としてすばらしい成⻑を⾒せたのです。
８年間の集大成披露
校⻑は、演劇発表のあとの職員打ち合わせで、あの記事の終わりの 第 回：⼈類の発展を⽣きる
体験する歴史
⻑井先⽣の⾔葉をそのまま紹介しました。演劇を通じた⽣徒の成⻑ 第 回：家を作る 体験活動のハイライト
と、⽣徒のこれからについて、全職員で共有するにふさわしい⾔葉で 第 回：無⾳を聴く⾳楽 学園の通奏低⾳
した。
お知らせメール配信中
学園の⽇々の取り組みが、大きな感動を持って多⽅⾯に広がってい
公開講座やイベント開催など、学園のさまざまなトピッ
っていることを嬉しく思います。
クをいち早くメールでお知らせします。ご希望の⽅は学
みなさんのこれからのご活躍にさらに期待しています。
（ 会員 ⼭際勇起） 園ウェブサイトのフォームよりご登録ください。
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インフォメーション

校内⾒学会

学園では毎⽉ 回、平⽇の⾦曜⽇に校舎
をご覧いただく機会を設けております。
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
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
1

3/1

15

30

16

30

ＮＰＯ会員 募集

横浜シュタイナー学園の活動趣旨に
賛同し、活動への参加、⽀援を希望
される⽅は、どなたでも の会員
になれます。会員は総会や中間報告
会への参加の他、紀要冊⼦「野ばら」
（年２回発⾏）とニューズレター（年
回）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
NPO
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e-mail: hoshi-kinka@freeml.com

星の⾦貨ブログ

http://hosinokinka.blog100.fc2.com/

Newsletter

－ －
【会費・ご寄付等お振込先】
922

スクールショップ「星の⾦貨」では、⼦
育て講座や催し物、バザーにて出張販売
いたします。
シュタイナー関係の書籍や、⽂房具、⽊
⼯品、フェルト⼩物、編みぐるみなどご
用意できます。
場所は、東京･神奈川でしたら伺えますが、
詳しくはご相談ください。
お問い合わせは、

横浜シュタイナー学園

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

星の⾦貨

201

3107

e-mail: gakuen-info@yokohama-steiner.com

郵便振替：
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編集： 広報の会
発⾏： 法⼈ 横浜シュタイナー学園
〒
横浜市緑区霧が丘 丁目
※掲載内容の無断転載はお断りします。
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