
2学期に入り、遠足に行きます、と子どもたちに伝
えていた。その次には、川探険と伝え、「梅田川の
始まりを見よう、川のはじまりってどんなふうに
なっているだろうか。」「始まりは、（ふだんの森
の散歩や田んぼへの往復で馴染んでいた）にいはる
市民の森ではなく三保市民の森にあるようです。」
と話した。「滝がある。」「川がある。」「難し
い。わからない。」という答えに、「水がたくさん
湧き出しているのだろうか、小さな水たまりみたい
なものがあるのかな。」「始まりの川って大きいの
かな、小さいのかな。」とたずねてみた。川の始ま
りと問われると、子どもたちは鮮やかに描くことが
難しかったようだった。たしかに、わたし自身も見
ていなければ、考え込んでまうかもしれない。

 東洋英和女学院大学脇の砂利道を下り、鬱蒼とし
た緑の森に入る。足元はふかふかしていて、緑のど
んぐりが落ち初めていた。木々が茂っていて、蚊が
多い。起伏が激しく、森の入り口から尾根まで
は、5～10分もあれば登れてしまう。森の中には、小
川を予感させるような音も聞こえない。上り下りを
繰り返し、小さな橋で立ち止まる。橋と言っても、
人が谷に下らずに、向こう側に進むために渡された
ような小さな橋。橋の下には、水が流れているわけ
でもなく、水量が増えたら、森の下の方に川のよう
に流れていくのだろうということが想像できるくら
いの窪みである。地表をよくよく見ると、しみ出し
た水で土の色が濃くなっている。思わず手を伸ば
し、一口喉を潤したいという澄んだ水やこんこんと
湧く始まりではない。空から降った一滴がこの森に
落ち、見えない道を通って大地の中からしみてきた
のだろうという穏やかな地味な始まりだった。橋の
上から眺め、子どもたちは何を思っていたかはわか
らない。橋の下（1メートルもない）まで降りて、少
し湿ったやわらかい茶色の地表を確認して見る子ど
ももいた。森を抜け、コンクリート壁とフェンスで
仕切られた小さな川を辿り、念珠坂公園前、一本橋
めだか広場までと子どもたちも通ったこともある梅
田川沿の道を歩いた。

学園はミカエルの時期に入りました。それぞれの学年、遠足や作業、劇への取り組みなど、身体にも心にもより
深い学びに入っています。在園保護者のみで見守る報告会や発表も多いですが、温かな中で成長を喜び、日々の
学びをしっかりと感じる秋の日々が続きます。 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
＊４年生 大地の凸凹を辿る 川探険＊ 
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 2回目は、一本橋めだか広場から、梅田川、恩田
川、鶴見（谷本）川と合流するまでの川沿いを歩い
た。川幅が広がり、周辺の景色も一戸建て住宅、
畑、田んぼ、高層の集合住宅、工場へと変わってい
く。道も平坦なものになる。横浜という市街化が進
んだ地域を感じることのできる風景だった。子ども
によっては自転車などで通ったこともあり、「もう
この道を知っている︕」という子もいた。そんな感
想も予想され、普段とは違う新しい気持ちで川を眺
めることができるように、川の幅や流れや深さ、岸
の様子、見かけた生き物を書く表も作っていた。見
かけた鯉の数を合算している子もいた。子どもたち
は「疲れた、まだ（歩くの）ですか︖」と言いなが
ら歩き、お弁当を食べ終えるとすぐに遊び始め、
「おやつ（甘味）は別腹」を思い出すように、「遊
びは別腹、別の力」というほど元気になる。
　3回目は、さらに鶴見川の始まりを町田市の源流に
たずねたいと計画したが、秋の長雨で延期になって
いる。大地の凸凹を辿る川探険は、横浜、町田、川
崎と行政区分だと異なる地域から通う子どもたち
が、みんな鶴見川流域に住んでいるんだ、川で繋
がっているんだ︕と実感できる探険であってほし
い。この後、好天に恵まれますように。

 (4年生担任　西尾早知子）



おいしい空気、広々とした大空、緑豊かな
自然に囲まれ、近くには小川が流れている、
そんな環境の中にソフィア・ファームはあ
り、そこでの体験は生徒たちにとって貴重な
学びとなりました。  
ファームに到着すると、まず、ベン・キャ

ンベルさん、このみ・キャンベルさん、ボラ
ンティアの方々と一緒にオリエンテーション
を行いました。その時、生徒たちは、ソフィ
ア・ファームがバイオダイナミック農法で農
業を行っていること、バイトダイナミック農
法は、月や惑星など宇宙からのエネルギーを
大地にとりこむという考え方に基づいた農法
だということを聴きました。  
天の運行や大地にとって重要な節目である

秋分の日をはさんだ約十日間の滞在だったた
め、生徒たちは調剤作りや調剤の散布を体験
することができました。  
最初に行った作業は、新鮮な牛ふんをバケ

ツに集めることでした。牛の放牧地で、ベン
さんにどれが新鮮な牛ふんなのかを教えてい
ただいた後、生徒たちは二人組もしくは三人
組で、バケツとシャベルを手に放牧地をあち
らこちらと歩き回り、柔らかいふんを集めま
した。草を食べている牛のふんは緑がかって
います。

牛ふんに慣れない生徒たちは、初めは戸惑
い、中には気が進まない様子の生徒もいまし
た。ところが、集めた牛ふんを牛の爪に詰め
たり、再び牛ふん集めをしたりと、牛ふんに
関わる仕事を繰り返すうちに、全員が熱心に
作業を行えるようになりました。  
牛ふんは、バイオダイナミック農業にとっ

て最も重要である調剤作りに欠かせないもの
です。また、牛ふんと草を南道も重ねて作っ
た堆肥は、良く肥えた柔らかい土になりま
す。実際にその土を触り、ベンさん、このみ
さんの話を聴いた生徒たちは、土が農業にと
ってどんなに大切か、バイオダイナミック農
法によってつくられる土がどんなに豊かであ
るかを知りました。そのことから、生徒たち
は、牛ふんを大切なものと認識し始めたよう
です。  
調剤散布も素晴らしい体験でした。  
天から降って来た雨水は、宇宙のエネルギ

ーを含んでいます。その雨水を大きなワイン
だるに入れ、そこにマリアトゥーンと牛ふん
で作られた五百番の調剤を加えます。その液
体の中に腕を深く入れて、たるの縁の方から
大きくゆっくり水をかき回していきます。流
れができてきたら、だんだんと内側の水を回
すようにします。すると、美しい見事な螺旋
を描く渦ができます。その後、今度は逆方向
に渦を作らなければなりません。この時渦は
壊れますが、その瞬間に宇宙のエネルギーが
入り込むそうです。  
このようにして作られた調剤を、生徒たち

は、土地が元気になるようにと荒れ地に散布
しました。調剤に浸したクマ笹で空中に渦を
描くようにすると、水滴が辺りにキラキラと
散っていきます。散布を終えた後の辺りは、
心なしか輝いているように見えました。  
実習中野出来事は、その一つひとつが素晴

らしい体験でした。  
さらに交流の深まった宿舎での暮らし、木

の皮はぎ、真希割り、料理、収穫、堆肥作り
など、多くの心に残る貴重な体験がありまし
た。  
ファームでの実習を終えた生徒たちは、ひ

とまわり大きくなったように見えます。  
（9 年生担任  神田ひとみ）

＊9年生 農業実習報告 9月 19日〜29日 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



第三回ユネスコスクール神奈川県大会に参加して 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 平成 29年 9月 3日（日）に第３回ユネスコスク
ール神奈川県大会が湘南学園中学校高等学校で行わ
れた。（第 2回大会は昨年の８月末に当校で開催した。
報告書はユネスコスクール公式サイトに公開している： 
http://www.unesco-school.mext.go.jp/joe6iuo5g-
3147 ）本校からは 4名が参加した。全体の参加者
は湘南学園の卒業生や保護者も入れて約 70名だっ
た。 
 第３回の大会は「学校と地域をつなぐ ESD」と
いうタイトルでパネルディスカッションから始まっ
た。内容としては、高２研修旅行後（東北大震災
後）に「東北部」を作った卒業生（現大学１年
生）、「藤沢×東北被災地でつながろう 考えようサ
マープログラム 2016」に参加した生徒、「首都圏の
中高生が考える『鹿児島県鹿屋市が抱える 100の
課題』チャレンジ事業」(かのや 100チャレ)に参
加している生徒、熊本地震被災地視察に参加した生
徒、ポーランド・リトアニアツアーに参加した生徒
たちが壇上の椅子に座り、パネル発表をした。発表
後は参加者からの質問にしっかりと答えていた。そ
こでの印象は、「実体験を伴う課題ほど、中高生は
真剣に自分事として考えることができる」ことを実
感した。実体験から学び、課題を持ち帰り、それぞ
れが考え、行動する。知識重視ではなく、体験重視
型のシュタイナー教育ではすでに実践できているこ
とも確認できた。
その後、講演に移り、都留文科大学の佐藤隆先生

が「学ぶこと、わかること、生きること、今、新し
い教育を考える」ということをテーマに 1時間講演
した。内容は「わかること」を中心に、今の日本の
教育の課題と掛けて講演された。「わかること」と
いうのは「現実、現象、問題を解釈し説明できる」
ことを示す。日本人は世界基準のテストである
PISA、TIMSSで学力が高い。しかし、選択回答に
関しては高得点を取るが、自由記述、考えて自分の
意見を述べる問題に対して、無回答が世界と比べて
多かった。つまり、勉強はできるが、問題の本質を
理解していないという見解だった。 
例えば何かについて意見を述べる、説明すること

が日本の子どもは苦手である。じっくり一人で考え
たり、他人と考え合ったり、意見と討論をすること
が苦手である。今年９月に学内で行った校内研修で
韓先生がワークショップでおっしゃっていた「問
う」力がないことが浮き彫りになっていた。（2003
年 PISAより）佐藤先生は、この現状からの改善方
法として、フィンランドの事例を取り上げていた。
フィンランドは日本より学力が高く、国内総生産が
伸びている。その国の教育を見てみると、順位を付
けるテストをしない。つまり、学力競争が存在しな
い。フィンランドの学生たちは他人と比べることは
無意味と判断しており、それよりも、自分が生きる
ために、考え、自分を社会のどのようにプロデュー
スするかに力を入れている。

そのために、自分の中で考えるだけではなく、地域
の大人たちと話し合う機会をたくさん持っており、
それを踏まえた上で自分というものを構築していく
「わかること」の教育をフィンランドは確立・発展
させている。 
このことから、「わかること」の本当の意味の定

義は、「目の前にある現象や事実を、言語化して解
釈できる。」「目の前にある現象や事実に対して、意
見や立場が持てる」ということであることが明らか
になった。 
「目の前にある現象や事実に対して疑問が持てる

ということ」は「自分の問題や現実に対して、向き
合い主体にしていくこと」であり、そのためには
「そのこと(問題、課題)を一緒に考えてくれる人が
いるかいないかということが大事な要素である」と
いうことでこの講演は締めくくられた。 
その後、ユネスコスクールの活動をしている各校か
ら代表が 5分で学校の特徴を紹介し、そして、全員
参加型ワークショップでは、参加者が「大学との連
携」、「保護者との共同について」、「ESDを学校の
中でどう進めるのか」、「地域のユネスコ協会とユネ
スコスクールとの連携について」の各パートに分か
れて課題を議論し意見を分かち合うことができ、有
意義な会となった。
全体を通して、上記に述べてきたことに関して、

本校はすでに取り組んでおり、国から ESD重点校
に選ばれた理由がよくわかった。このユネスコスク
ールの活動を通して、シュタイナー教育の存在を多
くの人に知ってもらう機会になることを実感した。 
（ユネスコグループ／2年生保護者 都坂和真）

※「国連 SDGs（持続可能な開発目標）と学園」
最近、マスコミの報道で SDGsが話題に上ることが多

くなりました。2015年、国連は「我々の世界を変革す
る：持続可能な開発のための 2030アジェンダ」を採択
しました。この計画には、「貧困をなくす」「飢餓をなく
す」「すべての人に健康と福祉を」「質の高い教育をみん
なに」などの 17項目が掲げられており、この 17項目を
2030年までに達成しようという国際目標が
SDGs(Sustainable Development Goals)なんです。色
とりどりのロゴマークが作られているので、目にした方
も多いのでは。この目標は、各国政府、企業、NGOだけ
でなく、地域社会や個人の共通の倫理基準としての活用
が期待されています。もちろんユネスコスクールは重要
な担い手です。横浜シュタイナー学園は、良質な ESDの
教育実践とともに、ユネスコ本部の気候変動アクション
参加等を通じて SDGsに貢献しています。教員会や活動
グループ連絡会では、このことを意識した上で、SDGs
ロゴマークの積極的使用について話し合いました。学園
の印刷物などで目にしたら、このことを思い出して、ご
家庭にも広げてくださいね！

（ユネスコグループ／事務局：佐藤雅史）



星の金貨 
くるみのアドヴェントカレンダーキット
2017は、好評につき完売いたしまし
た。ありがとうございました。 
お申込みの皆様には、11/6頃発送させて
いただきます。 
12/3の「アドヴェントのつどい」では、
クリスマスプレゼントに喜ばれるお品物
をたくさんご用意して、皆様をお待ちし
ております。
どうぞお出かけください。

お問い合わせ 
e-mail:hoshi-kinka@freeml.com
ブログ
http://hosinokinka.blog100.fc2.com/

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

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.jp 

【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 

2018年度入学説明会（２次） 
１次募集は終了しました。 
日時： 11月 18日(土)[Ａ] 

12月 9日(土)[Ｂ] 
時間：[A] 14:00〜16:00 

[B] 10:00〜12:30
場所：[A] 霧が丘校舎 

[B]十日市場校舎
参加費：無料 
※2018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。
※A・B順に参加された方にのみ入学
願書(1,000円)で配付します。
※A･Bともご両親でのご参加が原則
となります。
※詳細はチラシ・学園WEBサイトを
ご確認の上事前にお申込ください。

◆YSGお知らせメール配信中

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WEBサイトよりご登
録ください。 

横浜シュタイナー学園
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※掲載内容の無断転載をお断りします

校内見学会 
ガイドツアー形式で学園内をご
案内します（正味 1 時間）  

日にち :11 月 17 日 (金 )  
2018 年 1 月 19 日（金）  
2018 年２月 16 日（金）  
時間 :15:30~ 
会場 :霧が丘校舎  
料金 :無料 (要予約 )  
お子様連れも可です。  
※お子様の上履きをご持参下さ
い。

多面的シュタイナー考察「医学」 
満席となりました。 
2018 年 1 月に延期となりまし
た、多面的シュタイナー考察
「医学」はお陰さまで満員御
礼、満席となりました。  

ご寄付ありがとうございます  
（順不同・敬称略）  
籠橋薫、十日市場校舎募金箱よ
り、星の金貨  
皆様からのご寄付は、大切に活用
させていただきます。  
心より感謝申し上げます。  

公開講座 建築講座 
「見ること、聞くこと、話すこと 
〜建築を通して」 

日にち : 
③2018 年 2 月 6 日 (火 )

時間  ：10:00〜12:00 
会場 :霧が丘校舎  
料金 :2,000 円／1 回  

(会員割引有 ) 
終了後お茶会もあります。ご参
加希望の方は、お飲み物をご持
参下さい。差入れも歓迎です。  
※詳細は学園 WEB サイトでご
確認の上、事前にお申込くださ
い。

～茶話会～ 
学園でお茶を飲みながら、教員・保
護者と、シュタイナー教育について
聞きたいことをざっくばらんに話し
ませんか？ 
日にち:2018年 1月 27日(水) 
時間:10：00~12：00 
会場:霧が丘校舎 
料金:無料(要予約)  
詳細は学園WEBサイトでご確認く
ださい 
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