
暑い夏がやって来ました。
7/21 の⽉例祭をもって、1 学期の学びを終えた⼦どもたち。楽しみな夏休みがはじまります。9 ⽉にはひとまわりもふたまわ
りも⼤きくなり、⽇焼けした顔と再会出来るでしょう。
今号は6 ⽉に⾏われたオープンデイと、学園祭の様⼦を中⼼にお伝えいたします。
＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

オープンデイ＆学園祭 開催 6 ⽉ 15 ⽇（⼟）

今年は恒例のオープンデイに合わせて、⾼学年による学園祭を催しました。

＜オープンデイ＞
霧が丘校舎をメイン会場に、学園の学びの様⼦を紹介す
る教育展⽰やカフェ、てづくり品販売、ワークショップ
を⾏いました。

教室ごとに低・中・
⾼学年に分かれて教
育の実践内容を、ま
た「9年間の学び」
の部屋では、ここで
の学びが教科を超え
学年を超えどのよう
に発展していくのか
をご紹介しました。低学年でのゆっくりとした学びが、
⾼学年になるにつれ、徐々に深く広がりのある内容につ
ながっていく様⼦がお伝えできたと思います。

保護者によるてづくり品販売やカフェ、ワークショップ
も⼤好評で、「楽しかった」「充実した１⽇だった」と
のお声をいただきました。

遠⽅からも多くのお
客様にお越しいただ
き、ありがとうござ
いました。

＜第 1回学園祭＞
⼗⽇市場校舎をメイン会場に、⾼学年（7〜9･10 年⽣）
による初めての学園祭が⾏われました。

8,9･10 年⽣によるカフェは⽣徒たち⼿作りのお菓⼦でお

もてなししました。

ＮＰＯ法⼈横浜シュタイナー学園

2013年 7月 24日発行

第 66663333号

【cafe】



7,8 年⽣による「ダンボールワールド」は、森や海をイ
メージした世界でクイズやミッション（？）に答えなが
ら進むアトラクションです。

「歌と器楽演奏」は 7〜9･10 年⽣により先⽣の指導のも
と⾏われました。

劇「セロ引きのゴーシュ」は 7,8 年⽣が台本から演出ま
で、限られた条件のもと、全て⾃分たちで考えました。

今回学園祭は⽣徒たちにとって初めての体験でしたが、
保護者の皆さんにも助けてもらいながら、短い時間、少
ない⼈数で⼀⽣懸命準備しました。⼀⼈ひとりが「来て
下さった⽅々にに楽しんでいってもらおう」というおも
てなしの気持ちでこの⽇に臨みました。

皆さん、楽しんでいただけたでしょうか？

9年⽬のオープンデイ・第1回学園祭を終えて

梅⾬真っただ中、紫陽花が瑞々しい6⽉15⽇、前の⽇までのぐずついた天気はどこへやら、朝から爽やかな晴天となりました。
開校9年⽬、今年のオープンデイは7,8,9･10年⽣の学園祭との合同開催、初めての試みに果たしてどのような⼀⽇になるだろ

うとドキドキしながらも、みな期待に胸を膨らませてこの⽇を迎えました。
学園祭では4学年がそれぞれ、“カフェ”“ダンボールワールド”“劇”の三つのグループに分かれて企画、準備、実施をし、また

歌・演奏の発表会もあり、⼦どもたちも⼤忙しの⼀⽇になりました。

オープンデイとしては教育展⽰を各学年ではなく、1年⽣、2,3年⽣、4,5,6年⽣、7,8,9･10年⽣の4教室に分け、さらに「9年
間の学び」の部屋を設けました。
シュタイナー教育では⾼等部も含め12年間を通してこどもの教育を⾏うのが理想ですが、横浜シュタイナー学園は⼩中⼀貫、9

年間の教育です。今回この展⽰を準備することを通して、教員たちも、思考の⼒が花開く⾼等部の学びへの⼟台作りの9年間とし
てこの横浜の教育の⼤きな意義を⾒いだすことができたのではないかと感じています。広報担当を中⼼に保護者の皆さんが⼒を
合わせて⽤意して下さった展⽰は圧巻。来年はさらに充実をして⾏く予定です。
また⼀昨年から実施してきた茶話会・校内⾒学会、アドヴェントの集いに参加して下さった⽅の中で再び学園に⾜を運んで下

さった⽅も多く、来場者298名、昨年度より約90名も多くの⽅が来校してくださいました。
保護者の皆さんの企画であるワーク、カフェ、販売もいつもながら好評でしたが、今年⽬⽴った感想は “⼦どもたちの真剣さ、

企画⼒が素晴しい” “実際に横浜のお⼦さんと接することができ、あんな⼦に育ってくれたらいいな” というものでした。
“せっかく⼀緒に作り上げてきたのだから⼤⼈と⼀緒に『締めくくりの会』（保護者教職員による終了時の集まり）を持ちたい”

と⾔ってくれた⼦どもたち。
そんな素敵な⼦どもたちが育っていることがこの学園の財産であると思います。
来年はどんな熱い“熱”が起こるのでしょう。今から楽しみです。

⼆つの校舎での催しの最中、在校⽣の⼩さい⼦どもたちは保護者の皆さんの別企画“遊ぼう会”で楽しい時をすごしました。これ
もオープンデイを⽀える⼤きな柱だと思います。
保護者のみなさんのご尽⼒に感謝致します。

⼿仕事専科・学園公開Ｇ担当 栁本瑞枝

【演奏発表会】

【ダンボールワールド】

【劇】



クラス便り
鎌⽴⾕⼾⽥での⽥植え（三年⽣）

6⽉13⽇（⽔）に3年⽣は新治市⺠の森の真ん中にあ
る鎌⽴⾕⼾(*)の⽥んぼで⽥植えをしました。その何⽇か
前、⾥⼭交流センターで預かっていただいていた苗を受
け取りに⾏きました。職員の皆さんが「ああ、シュタイ
ナーさんの分ね」と笑顔でおっしゃるのを聞いたり、苗
が⼊ったたらいに「シュタイナー分」と朱書きの紙が貼
ってあるのを⾒たりしました。「シュタイナー」という
⾔葉が地域の⼈たちの⽇常の中で響いているなあと嬉し
い気持ちになりました。
⽥んぼに着くとみんな裸⾜になり、ニコニコずぶずぶ

泥⼟の中に⾜を踏み⼊れました。泥のやわらかい感触を
⾜全体に感じながら、まずは⽣き物たちとご挨拶です。
メダカ、エビ、ザリガニ、モノアラ⾙、アメンボ、それ
にタイコウチまで。今では⽬にすることはなさそうな⽣
き物たちが、近所の森のそばにどっこい⽣きています。
⾥⼭交流センターに集っておられるボランティアの⽅々
には、このような⾃然を 守るために⾕⼾⽥の稲作りに取
り組まれている⽅もいらっしゃるそうです。

三年⽣の15⼈は⼒をあわせて楽しく⽥植えを終えまし
た。帰る途中、池ぶち広場でまたまたたくさんの⾍たち
と遊んで帰りました。学園から⼦どもたちが無理せず歩
いていけるところにこんな豊かな⾃然があることは⼤変
な 幸運だと思います。もしかすると学園の先⼈達が「新
治市⺠の森に歩いていけるところに校舎を探そうよ」と
はからって下さったのでしょうか。私たちはいろんなと
ころで普段お会いすることのない⼈々の⼼づかいに助け
られているのかもしれないなあと思いました。よく知り
ませんが、感謝、感謝です。

（*） ⾕⼾とは丘陵地が浸⾷されて形成された⾕状の地形です。
その⾥⼭の⾃然に囲まれた昔ながらの⽥んぼが⾕⼾⽥です。本
来は苗の栽培、⽥起こしや代掻き（⽥植えができるように泥を
すいて平坦にすること）から私たちは始めなければなりません
が、⾥⼭交流センターと⾕⼾⽥を守る会の皆さんのご厚意で、
⽥植えの段階から始めることができました。苗もたっぷり無償
でいただきました。これまた感謝、感謝です。

（3年⽣担任 森⽥修）

公開講座「アントロポゾフィー医学⼊⾨」

⼈体における対極性 硫⻩と⽔晶を観察することを通して
6 ⽉ 30 ⽇(⽇) 講師 福元晃先⽣

前半では、崩壊と鉱物化という死の要素を持つ頭部
（神経感覚系）と、成⻑と再⽣を続ける誕⽣の要素をも
つ四肢とお腹（四肢代謝系）という、まったく相反する
もので⼈間ができていることが⾮常に興味深く感じまし
た。それらのバランスをとるリズム系があるので、⼈間
が⼀つの⽣物でいられるということでした。この３つの
構造が、⾝体全体でもあるし、⾝体のある部分（お話で
は例は腸でした。）でもあるというのもすごく⾯⽩かっ
たです。（私に、予備知識がなかったからかもしれませ
んが。）
後半は、⽔晶（塩）と硫⻩（硫⻩）を実際に観察して

その特徴を調べました。

Ponderable(測定できる、たとえば、重い、直線）か
どうか（反対は Inponderable(感覚的なこと、たとえば、
におい、味、⾊））という、少し変わった尺度で、⽔晶
（塩）と硫⻩（硫⻩）を⽐較しました。その結果、⽔晶
（塩）は Ponderable な要素が多く、硫⻩（硫⻩）は
Inponderableな要素が多いことがわかりました。⾒⽅を
変えると、⽔晶（塩）は Inponderable なもの（感覚的
なもの）が内になく、硫⻩（硫⻩）は Inponderable な
もの（感覚的なもの）を内に持っているということです。
感覚的なものが内になくなると、それを意識に使えると
いうことでした。これは、植物の花（硫⻩）、葉っぱ
（⽔ 銀）、根（塩）や、⼈間の神経感覚系（塩）、リズ
ム系（⽔銀）、四肢代謝系（硫⻩）にも当てはまります。
時間的にみると、⾚ちゃんの時は体全体が硫⻩で、⻘年
で 3プロセス（硫⻩、⽔銀、塩）がバランスよく取り⼊
れられ、⽼年になると塩が多くなり、意識がいっぱいに
なります。
最後に紹介された、医学系のシュタイナーの書籍を読

んでみたくなりました。
（3年⽣保護者 加納健）

福元 晃 ⽒ プロフィール
1972年千葉県⽣まれ。⽇本医科⼤医学部卒。医学博⼠、
⽿⿐咽喉科専⾨医、
アレルギー専⾨医。東埼⽟総合病院の医⻑を経て、2009
年〜10年、ドイツ オイゲン・コリスコアカデミー留学。
帰国後横浜市都筑区中川で「なかがわ⽿⿐咽喉科」開院。
横浜シュタイナー学園校医。
http://www.nakagawajibika.com
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※掲載内容の無断転載はお断りします。

インフォメーションインフォメーション

2014 年度⼊学説明会

⼊学を検討されている保護者対象の説明会。
⽇時
9⽉ 21⽇（⼟） [Ａ] 14:00〜16:00 霧が丘校舎
9⽉ 28⽇（⼟） [Ｂ] 10:00〜12:30 ⼗⽇市場校舎

[Ａ] 14:00〜16:00 霧が丘校舎
10⽉ 5⽇（⼟） [Ｂ] 10:00〜12:30 ⼗⽇市場校舎

内容[Ａ] ｢シュタイナー教育とは｣｢教育内容について｣
[Ｂ] ｢保護者の学園への関わりについて｣

参加費 無料
保育 あり（別途保育料要）

※14 年度に⼊学をご希望の⽅は、Ａ,Ｂ両⽅の回に必ずご出席くだ
さい。できるだけご両親で参加されることをお勧めします。
[Ａ]→[Ｂ]の順に両⽅に参加された⽅に、[Ｂ]終了時に⼊学願書
（1,000 円）を配布します。
[Ｂ]終盤には在学保護者との茶話会。おいしいお茶とお菓⼦を⽤意
してお待ちしています。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
学園周辺散策デー

横浜随⼀の⾥⼭「新治（にいはる）市⺠の森」や学園周辺の⾃然を、
学園保護者がご案内します。夏休みの思い出に♪

⽇時： 8⽉ 3⽇（⼟）9：00〜12：00
集合： 横浜シュタイナー学園 霧が丘校舎
参加費：無料
持ち物：お弁当・⽔筒・登⼭仕様のおやつ・⾬具・ビニールシー
ト・⼦ども⽤着替え、帽⼦・⾍よけなど
ご注意：ベビーカーでの参加は出来ません。
お申し込み：参加者全員のお名前（お⼦さんは年齢も）をお知らせ
下さい・
⾬天中⽌の場合は当⽇ 6:00に電話またはメールでお知らせします
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
公開講座「流動化する社会の中のシュタイナー教育」

〜適応と⾃⽴、そして学ぶ⼒について考える〜
⽇時 9⽉ 1⽇（⽇）10:00〜12:00
場所 ⼗⽇市場校舎
講師 佐藤雅史（当学園事務局⻑）

⻑井⿇美（9･10 年⽣担任）
参加費 2,500 円（ＮＰＯ会員 2,000 円）

保育 なし

⼤⼈のための体験講座

学園の教師が授業を⾏います。お好きなコースを選ん
でお申し込みください。
⽇時：9⽉ 8⽇（⽇）9：30〜12：50
参加費：3,000 円（NPO会員 2,500 円）
霧が丘校舎：
Ａコース 1年⽣ ⽂字の導⼊・⼿仕事
Ｂコース 1年⽣ 数との出会い・オイリュトミー
⼗⽇市場校舎：
Ｃコース６年⽣ 植物学・オイリュトミー
Ｄコース７年⽣ 世界史・劇遊び

各コース、持ち物・服装等あります。詳細はＨＰ等で
ご確認下さい。
保育 あり（別途保育料要）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
⼤⼈のオイリュトミー（⼊⾨編）

初めての⽅もベテランの⽅も、いっしょに動きましょ
う！
⽇にち 9⽉ 13,27 ⽇、10⽉ 11,25 ⽇、11⽉ 8,22
⽇、12⽉ 6,13 ⽇（いずれも⾦曜⽇）
時間 10:00〜12:00
場所 原則として⼗⽇市場校舎（霧が丘校舎に変更に
なる場合あり）（9⽉ 13⽇は霧が丘校舎）
参加費 1回 2,200 円（ＮＰＯ会員は 2,000 円）
保育 なし
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
各講座、説明会は、⼤⼈の⽅対象です。お⼦さまはお
連れにならないようお願いいたします。

ＮＰＯ会員募集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ＮＰＯ会員に
なれます。総会や中間報告会へご参加いただけたり、
学園主催の各種催しに会員価格でご参加になれます。
また紀要冊⼦「野ばら」（年2回）とニューズレター
（年 10回）をお届けしています。会費：12,000 円
／年（分割払いも可）
今年度も是⾮ともご⽀援をお願いいたします。

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

【会費・ご寄付等お振込先】
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


