
 

 

 

 

  若葉がまぶしい桜並⽊を、1年⽣から 9年⽣までの⼦どもたちが、にぎやかに登校して来ます。今年、⼆校舎全ての教室に、9学年の⼦どもたちが揃いました。明るい春の陽ざしいっぱいの教室で、新学年の学びを始めた⼦どもたち。今年度もどうぞよろしくお願いいたします。  ⼊学式  ４⽉６⽇（土） 寒い冬が⻑く感じられ、やっと春の風と思ったら、あっという間に桜は散ってしまったこの春。⼊学式前⽇の予報は⾬マーク。⼼配したものの、当⽇は風が強かったですが、傘なしで式に向かうことができました。 ところが、うちの息⼦の⼼の天気は荒れ模様。朝のうちは、いたって穏やかに遊んでいたものの、いざ出発する時になると、「いやだ。おれは鯉のぼりをつくるから⾏かない」。え〜、そんな〜。「でもね、みんな待ってるから」とか「楽しいことの始まりね」などとなだめすかしても、何も聞き⼊れず、しまいには床の上に大の字になって大泣き。 それをなんとかおさめて出発。はい、もちろん⼊学式には遅刻でした。⽞関では⼼配した先⽣⽅に迎えられ、いそいそと3階の会場に。皆さんをお待たせしてしまったことに、深く⼀礼して⼊室しました。 深呼吸し、⼼を落ち着けて⾒回すと、⼩さな飾り付けひとつひとつに⼼が込められたお部屋の空間から特別な空気が伝わってきて、新しい1年⽣になる13⼈を⼼から迎えてくださっているのだなあと感じました。 

神⽥昌実先⽣と隅⽥先⽣のご挨拶があり、さあ、⼦どもたちと新しい先⽣とのご対⾯となりました。左⼿のドアがスッと開き、全員の視線がそこに集まります。そこには優しい笑みをたたえた太⽥初先⽣が⽴っていらっしゃいました。その瞬間、⼦どもたちひとりひとりが携えてきたドキドキやワクワクが、虹のかけ橋を渡って先⽣と結ばれたように感じました。太⽥先⽣にひとりずつ名前を呼ばれ、⼦どもたちはその虹の橋を渡っていったのです。 13の輝く⼼と26の澄んだ瞳を引き受けてくださった太⽥先⽣。ここに来てくださって、どうもありがとうございます。これから9年間、私たち保護者も、先⽣⽅と学園とともに歩んでゆきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 （１年⽣保護者 佐藤江利砂・キャサリーン）春祭り  4⽉８⽇（⽉） 良いお天気に恵まれた4⽉8⽇（⽉）、毎年恒例の春祭りが開かれました。その2⽇前の土曜⽇に⼊学式を終えたばかりの1年⽣にとっては初めての登校⽇です。 
 霧が丘校舎オイリュトミー室で⾏なわれた在校⽣との対⾯式の後、1年⽣と5年⽣は⼿をつないで校庭へ出てきました。 1年⽣は期待の中にもちょっと緊張気味の顔。⼀⽅、新⼊⽣を迎えひとつ学年が大きくなった上級⽣たちはすっかり頼もしいお兄さんお姉さんに⾒えました。 春の花で彩られた校庭で輪になって歌をうたい、1年⽣は5年⽣と⼀緒に花壇などに隠された⼩⿃やうさぎを探します。5年⽣に優しくリードしてもらい、徐々に1年⽣の緊張もほぐれて楽しそうな笑顔になりました。上級⽣たちは自分たちが⼿仕事の時間に準備した⼩⿃やうさぎがうまく⾒つかるか嬉しそうに⾒守ります。1年⽣はそれぞれが⾒つけた上級⽣からの⼿づくりのプレゼントを大切に持ち帰りました。 その後は保護者⼿づくりの⼩⿃パンをいただき、みんなで新たな春を迎えられた喜びを味わいました。 （2年⽣保護者 中島美穂）
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 ２０１３年度 教員・事務局 紹介 担任 9･10年⽣ ⻑井 ⿇美 8、9･10年⽣美術 8年⽣ 神⽥ 昌実 8、9･10年⽣⼿仕事 7年⽣ 横⼭ 義宏 6年⽣体育 6年⽣ ⿊沼 亜⽮ 5、6年⽣⼿仕事補助 5年⽣ 神⽥ ひとみ   4年⽣ 横地 紘⼦ ５年⽣オリンピック種目 3年⽣ 森⽥ 修 1年⽣英語、9･10年⽣気象学 2年⽣ ⼩林 裕⼦ 2年⽣英語 1年⽣ 太⽥ 初   専科 

 〜新任の教員紹介〜   新 1年⽣担任 太⽥ 初 （おおた うい） シュタイナー教育教員養成講座で事務をしながら第５期を修了。土曜クラスに携わる。好きなことは、ものづくり、読書。 
隅⽥ みどり 1、2、3、4、9･10年⽣、7年園芸 オイリュトミー 猿谷 利加 5、6、7、8年⽣ 柳本 瑞枝 5、6、7年⽣（9･１０年助⼿） ⼿仕事 三品 恭⼦ 1、2、3、4年⽣ 伏⾒ あかね 5、6、7、8、9･10年⽣ ⾳楽 原⼝ 理恵 1、2、3、4年⽣ 浜本 マヤ 7、8、9･10年⽣ 英語 内村 真澄 3、4、5、6年⽣ 花岡 風⼦ 1、2、3、4、5、6年⽣ 中国語 尹 琰（インエン） 7、8、9･10年⽣ 書道 吉野 庸⼦ 3、4、5、6年⽣ 体育 韓 朱仙（ハンチュソン） 5、6、7、8、9･10年⽣ 

⾳楽専科 原⼝ 理恵 （はらぐち りえ） ピアノ講師を経て⽇本アントロポゾフィー協会第３期教員養成修了（⽇本とドイツで学ぶ）。 アウディオペーデ修了。 趣味は、コンサートに⾏くこと、ぼーっとすること。  
助⼿等 事務局 ⼿仕事 野村 直代 4年⽣ ⼿仕事助⼿ 佐藤 雅史 事務局⻑ ⻘⽊ 蘭 5、6、7、8年⽣ 太⽥ ますみ 経理（⽉・⽔・⾦） オイリュトミー ピアノ 守⼭ 由美⼦ 5、6、7、8、9･10年⽣ 寺島 栄⼦ （隔週 ⽕曜）  ⼗⽇市場校舎の春休み⼯事の報告 春休みを利用して、９,５年⽣保護者の海⽼塚さん、７年⽣保護者の岩⽥さん が⼗⽇市場校舎に新しい棚とオイリュトミークライトかけ、霧が丘校舎の ぽっくり置き、庭仕事道具置きの棚を、休⽇返上で大改修してくださいました。 

 



 ♪教員リレーエッセイ 〜卒業⽣の⼿仕事補習〜 3⽉9⽇、3⼈の9年⽣が新しい道へと旅⽴って⾏った。「おめでとう！」と笑顔で送り出したが、あれっ？⼿仕事の課題をまだ完成させていない⼈がいるじゃありませんか！ 「そうだ、劇の⾐裳作りやジャグリングの自分用のお⼿⽟や⾰の室内履きを先に作っていて、やりかけだった靴下をまだ編み終えていなかった！」と焦った私。そこで春休みに⼊った3⽉11⽇に補習を⾏うことにした。 いそいそとやってきたのは学園で⼀番大きかった福地啓と2番目に大きかった宮崎照土。好きな席に座ったり床に座ったりしながら思春期の⻘年が大きな背中を丸めて編み物をする姿はなんとも微笑ましい。 この⽇は伏⾒先⽣が事務所で仕事をしていた。私が⼆⼈に、「今⽇は伏⾒先⽣のお誕⽣⽇だからあとで『おめでとう』って⾔ってあげてね。」と⾔うと照土が、「ああ、じゃあ僕は Birthday presentにダンスを⾒せるよ。」ということになり、急きょオイリュトミー室で私と伏⾒先⽣を観客に、照土は自分で振り付けを考えたダンスを⾒せてくれた。啓も突然のリクエストにも関わらずギターで１曲弾い

てくれた。（こんな素敵な15歳の男⼦ってそうたくさんはいないだろうなぁ。）とその場に居られたことをとても幸運に思った。 啓も照土もそんなに編み物が得意な⽣徒ではなかった。私は内⼼（11⽇だけでは終わらないだろうな。照土は2⽇か3⽇、啓は室内履きの仕上げもあるから3・4⽇はかかるかな。）と思っていた。しかし、⼆⼈とも説明をどんどん理解し、どんどん編みあげていった。編む速度も私とそれほど変わらなかった。 結局、照土は11⽇のうちに出来上がり、嬉しそうにそれを履いて午後から来た⻑井先⽣に⾒せていた。啓は11⽇だけでは終わらなかったが、両⾜のかかとから土踏まずにかけての減らし目を⾔われたとおりに宿題でやって来て、12⽇には仕上げまでを1時間半くらいで終えて帰って⾏った。 しばらくやっていなくても、⼦どもの成⻑と共に、⼿仕事の技術も上達するのだと改めて知った嬉しい補習だった。 （8年⽣担任・⼿仕事専科 神⽥昌実）  〜First World Language Teachers’ Conference for Foreign Languagesに参加して〜桜舞い散る⽇本を発ってウィーン経由でスイス、ドルナッハに⾏ってきました。第1回世界語学教員会議に参加するためです。ウィーンでは⼩雪がちらつき、スイスでも冷たい⾬という話を聞き、夜、駅から傘もレインコートもなしに15分歩くことを思うとぞっとしましたが、幸いバーゼルでは⾬は上がっていました。ドルナッハまでは、バーゼルから路⾯電⾞で15分ほどの距離。静かな夜の町――というより村といったほうがよい――に降り⽴ち、丘を登っていくとゲーテアヌムがあります。宿泊先はそのすぐ下にありました。 今回の会議は、世界中のシュタイナー学校で外国語を教えている教員が集まった初めての会議です。350⼈ほどの教員が、ヨーロッパだけでなく、遠く南⽶やオーストラリアからも参加していました。外国語はもちろん英語だけでなく、フランス語、スペイン語、ドイツ語、ロシア語そして⽇本語もあり、アメリカで⽇本語を教えている⽇本⼈の先⽣⽅も4⼈参加されていました（アジアでの教員会議が4⽉末から韓国であるためか、東アジアからの参加者は、私ともう⼀⼈、台湾の英語の先⽣だけでした）。朝8時半に、大ホールで全員による合唱（英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語の歌！）に始まり、外国語教育とシュタイナー教育に関する講演とワークショップが、午前と午後それぞれにあり、⼣⾷後も観劇やディスカッションなどがあって、朝8時半から夜10時までの充実した5⽇間でした。 今回の会議に参加して感じたことは、世界中のシュタイナー学校で外国語を教えている教員には共通の「使命」がある、ということです。それは、外国語という教科、なかでも世界の共通語（リンガ・フランカ）としての英語にお

いて最も顕著になっている、「コミュニケーションの道具としての⾔語能⼒の習得」を第⼀の目的とする⾔語教育の本流に対抗するということなのです。もちろん、その目的は外国語を学ぶうえで必須のものなので、語学教員たるもの皆当然、⽣徒がその⾔語を使えるようになることを目指して教えます。しかし、シュタイナー学校の外国語教育は、それを超えて、⾔語と⼈間との関係をより深く考えるものです。 この大きな、時にたいへん厳しい課題を背負う外国語教員は、「クラス担任と同じくらいに、またはそれ以上に強く、やさしく、ユーモアにあふれ、芸術的で、かつ⾏動的でなければならない」と、クリストフ・ヴィーヒェルト⽒は世界の外国語教員たちを激励されましたが、それはおそらくこれから100年の間に「進化」するであろう未来の外国語教員の姿であって、現在の外国語教員はそのような未来の姿を目指しながらも、理想に近づけない現実の自分と闘いながら、明るく楽しく⽇々の授業に邁進するのみなのです。 紙⾯に限りがありますので、詳しい報告はまた別の機会にできればと思います。とても楽しい5⽇間でした。新学期の準備を万全に整える余裕もなく、家のことは家⼈に任せてスイスまで⾏った価値は⼗⼆分にありました。おいしいベジタリアンの⾷事と午前・午後のおやつが味わえただけでも！  （英語専科教員 浜本マヤ） 



 

ＮＮＰＰＯＯ会会員員  募募集集  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 NPO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 10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 

イインンフフォォメメーーシショョンン22001133 年年度度ののおお知知ららせせ    5⽉18⽇（土）公開講座「4年⽣の動物学」         講師：ローター・シュタインマン⽒ 6⽉15⽇（土）オープンデイ＆⾼学年による⽂化祭 6⽉ 30⽇（⽇）公開講座「アントロポゾフィ医療の基礎」  講師：福元晃⽒  7⽉ 7⽇（⽇） 公開講座「1年⽣になるということ」  7⽉ 27⽇（土） 公開講座「親⼦体験講座」⼩学⽣低学年向け  9⽉ 8⽇（⽇） 公開講座「大⼈の体験講座」  9⽉ 21⽇（土） ⼊学説明会[Ａ]  9⽉ 28⽇（土） ⼊学説明会[Ｂ][Ａ]  10⽉ 5⽇（土） ⼊学説明会[Ｂ]  11⽉4⽇（⽉・振休） 公開講座「化学の講座」 講師⽚：⽚岡清⼦⽒  12⽉ 1⽇（⽇） アドヴェントの集い  12⽉ 7⽇（土） ⼆次⼊学説明会[Ａ]  12⽉ 14⽇（土） ⼆次⼊学説明会[Ｂ]  12⽉ 22⽇（⽇）or 23⽇(⽉・祝)  聖夜劇 2⽉中旬  公開講座「土のこと地球のことを考える」    講師：ぽっこわぱ耕⽂舎  建築講座 3回シリーズ 年間テーマ〜関係性〜 １、「形」7/10(⽔) ２、「⼈」10/31(⽊) ３、「⾊」１⽉頃  講師：岩橋亜希菜⽒  詳細は、今後のニューズレターやＨＰにてお知らせしていきます。 校校内内⾒⾒学学会会   学園では毎⽉ 1回、校舎をご覧いただく機会を設けております。 シュタイナー教育に関⼼をおもちの⽅、⼊学・転⼊を検討されている⽅に向けて、事務局⻑・保護者がご案内します。 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。 ⽇程：５⽉ 24⽇（⾦）、7⽉ 19⽇（⾦） 9⽉ 27⽇（⾦）、10⽉ 25⽇（⾦） 11⽉ 22⽇（⾦）、1⽉ 24⽇（⾦） 2⽉ 28⽇（⾦） 時間：午後 3時 30分~4時 30分 場所：霧が丘校舎  参加費：無料 なるべく事前にお申し込みください。（当⽇参加も歓迎です） 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。お待ちしています。 ※お⼦様の上履きはご持参ください 

星星 のの ⾦⾦ 貨貨  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、 e-mail: hoshi-kinka@freeml.com 星の⾦貨ブログ http://hosinokinka.blog100.fc2.com/  教教員員をを交交ええててのの茶茶話話会会ののおお知知ららせせ   シュタイナー学校のことを少しでも知っていただく機会になればと、今年度、定期的に茶話会を催します。 ⽇程：5⽉ 23⽇（⽊）、7⽉ 18⽇（⽊） 9⽉ 26⽇（⽊）、10⽉ 24⽇（⽊） 11⽉ 21⽇（⽊）、1⽉ 23⽇（⽊） 2⽉ 27⽇（⽊）、3⽉ 13⽇（⽊） 時間：午前 10時〜12時 場所：横浜シュタイナー学園 霧が丘校舎 参加費無料。なるべく事前にお申し込みください。（当⽇参加も歓迎です）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。お待ちしています。  
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