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Newsletter

【【66 期期生生のの卒卒業業にに寄寄せせてて 】】

　今から 5年半ほど前のことです。歩道に紅葉した落ち葉が
舞う季節でした。わたしは夕方の少し薄暗くなった 4年生教
室にいました。児童用の椅子に座っていたのは、横地紘子先
生とわたしのふたり。そこでわたしは「横地クラスを引き継
ごうと思う」という主旨の言葉を伝えました。そのとたん、
横地先生の両目から大粒の涙がこぼれたことを、今もはっき
りと覚えています。
　冬が来て、春がやってきました。横地先生は 4年間ともに
過ごした子どもたちに別れを告げ、オランダへと旅立ちまし
た。そしてわたしは、1期生を巣立たせ、すぐに「横地クラ
スの子どもたち」と担任として対面することになったのでし
た。教師と子どもたち。どちらも急に訪れた新たな人間関係
の構築に葛藤することとなりました。
　担任交代を機に学園を去っていった子どももいました。逆
にこの時から転入してきた子どももいました。別れ、出逢
い、習慣の変化、心身の成長と発達の途上にあるという不安
定感。「担任交代最初の 1年」はまさに怒涛の日々だったとい
えましょう。5年生、6年生でも「別れ」がありました。
　6 期生は 12名で中学校生活を始めることになり、そのま
ま 12名で卒業を迎えました。振り返ってみると、この最後
の 3年間は筆舌に尽くしがたいほど密度の濃い日々だったと
思います。

　卒業式の 2日前、卒業にあたっての言葉を全員に書いても
らいました。ここからは、彼らの文章を読みながら、彼らと
共に過ごした 5年間を振り返ってみようと思います。

　” この学校に入学した時、これでぼくも授業が受けられる
と思い、なんだか少し大きくなった気がしました。ここで
は、どんなところにも色が使われていて、明るく楽しい授業

が受けられました。
　物作りや絵を描くことは小さい頃からよくやっていました
が、鬼ごっこなど他のクラスの友達と大勢でやる遊びはやった
ことがありませんでした。はじめはみんなと遊ぼうとはしませ
んでしたが、入ってみると楽しく、毎日入るようになりまし
た。授業では、先生の言葉より、黒板の絵を描くのが楽しく、
そのイメージが頭に残っています。学年が大きくなると、外で
は遊ばなくなり、みんなばらばらになってしまった時期もあり
ます。中学生になると、公立の別の学校に行く人もいたりし
て、このままでいいのか、焦るようになりました。この学校で
は友達も先生もそこまでかわりません。そんなわけで、知識を
求めていた所があります。しかし、この学校では、知識的なこ
とを教えるというより、授業を楽しくしようという感じでし
た。そのため、僕はさらに焦ってしまいました。しかし、勉強
は家でやるようにすればいいのかと気づいた時から、授業を楽
しむことが出来るようになりました。これからは、もっと楽し
めると思います。（阿部真治）”
　
　中学生になると、成長の過程としてより高度な知識を求める
傾向になります。彼はそういう気持ちを抱きながら学校に通っ
ていたのだということがよく分かりました。この学校で良いの
か？そんな焦りを持ちながら中学生時代、日々を過ごした生徒
がいたということを肝に銘じておく必要があると思いました。
一方で、シュタイナー教育の良さを実感したという文章を書い
た生徒もいます。

　” 僕がこの学校にやってきたのは、5年生の 2学期からでし
た。僕は、もとは公立の学校に通っていたので、この学校の教
育や特徴がよく感じられたのではないかと思います。この学校
は、自分の個性を生かせることが出来るので、僕はそのお陰
で、8年生劇や英語劇や卒業プロジェクト等で活躍することが
できました。他にも、修学旅行や農業実習等の楽しい体験もで
きて、良かったです。
　この学校に来たのは、本当に正しかったと思います。（荒木朗
惟）”

　彼は転入するにあたって「この学校に入るならば、テレビを
観ないように」という条件も素直に聞き入れ、実行しました。
最初の 1，2年間は生活や友達に馴染めず、ずいぶん苦労したよ
うです。しかし、この教育を「よきもの」として受け入れた結

～中面へつづく～



果、演劇発表や卒業プロジェクトで本人が満足できる成果を出
せたのだ、と感想を読んで改めて思います。
　もう一人、3年生から転入した生徒の感想です。

　” 僕は、小学 2年の時、公立の学校に通っていました。友達
は出来ましたが、授業に追いつけず、テストもあったので、自
分に合っていませんでした。小 3 でこの学校に入学しました。
教室に入った時、狭くて驚きました。でも、色が塗ってあっ
て、芸術的な空間だったので、居心地が良かったです。公立で
の休み時間は、男子はサッカーなどをしていたので、僕は女子
と遊ぶか、絵を描いていました。この学校に入ってから皆と氷
鬼をするようになり、すぐに仲良くなりました。
　8年生の頃は、オイリュトミーがつまらなく感じてしまった
りしましたが、9年生になって、この学校に通わせてもらえる
ありがたみを感じ、良い学校だったと思っています。
　迷惑をかけてしまう事の方が多かったですが、これから高校
で楽しく学べる為に、今まで学んだことを忘れずに頑張ってい
きます。（渡辺仁志）”

　点数評価をしない、ひとりひとりの良さを長い時間かけて育
むというシュタイナー教育の方針や、彩り豊かな校舎の空間が
いかに子どもの心を伸びやかにするかということを彼は証明し
てくれたように感じ、嬉しい気持ちで読みました。

　前述のように、6期生は転出入が多いクラスでした。去って
いく友達を見送りながら、こんなことを考え続けた生徒もいた
という事が分かります。

　” 今はまだ、卒業する、ということに実感はありません。で
すが、卒業プロジェクトや修了の会も終わり、どんどんこの学
園ですることが少なくなってきていることは少しずつ感じてい
ます。
　わたしは、1年生からこのクラスに通っている中で、何度も
転校したいと思いました。こう思った理由は近所の友達と遊ん
で、公立の学校だったらもっと友達がたくさんできるかなと考
えたり、勉強をもっとしたいと思ったりと、少し学園への反抗
だったのではないかと思います。（笑）
　しかし、8年生頃から、学園の友達とさらに仲良くなり、や
っぱり転校なんてしたくない、と思いが変わり、今ではバラバ
ラになるのがとってもさみしいです。
　さらに、高校受験をして、外部へ出始めかけている最近は、
やっぱりこの横浜シュタイナー学園へ入ってよかったな、と心
から思います。こう思えたのは、この学園の先生方、保護者の
皆様、生徒の皆さん、この学園へ入学させてくれた両親、そし
て、何よりクラスのみんなのおかげです。
　9年間、本当にありがとうございました。（西嶋李彩）

　転校、とまでいかなくてもシュタイナー教育の方針に子ども
心に疑問や不満を抱いたことがあると書いた生徒もいます。そ
して、彼は今どう考えているのかも書いていました。

　” 今までの 9年間、横浜シュタイナー学園で学ばせて頂き、
本当にありがとうございました。学園の先生方はいつでも子ど

もたちのことを考え、細かな色遣いにまで気を配ってくださいまし
た。そして、保護者の方々も、僕たち子どもが知らない所で一生懸
命、学園、子どもたちの為に働いてくださっていました。　そんな
学びの場で 9年も学ばせてもらえて、僕は本当に幸せです。なぜテ
レビを見てはいけないのか、などと考えた時期もありましたが、今
では、見なくて良かった、という思いの方が大きいです。　下級生
の頃に行った、体を使って何かをつくるということも、完成した時
の達成感から、自信に繋がっていきました。小さい頃から少しずつ
自信が付いていったと思うので、最後の卒業関連の発表では、全力
で発表することが出来ました。
　今までお世話になった先生方、保護者の皆様、本当にありがとう
ございました。（黒野優喜）”

　6 期生の特徴のひとつとして長年挙げられていたことに「男子、
女子の仲の悪さ」がありました。輪になって動こうとしても手を繋
がない、お互いを固有名詞で呼ばずに「男子」「女子」と呼び合う
など、学校生活に支障をきたす事態に、何度か話し合いを持ち解決
策を探った時期もありました。その時に子どもたちの口から出たの
は、「先生が女子を贔屓したから（男子の言い分）」「男子がいつも
悪いことばかりするから（女子の言い分）」ということでした。い
たずらややんちゃな事をする男子と冷ややかな目でそれを見ていた
女子、つい困ったことをする男子ばかりに目が行き、叱る教師、と
いう図式がこの独特なクラス内の雰囲気を作り上げたのではないか
と、今になって思います。そうして、高学年になった 8，9年生で
盛り沢山の行事を体験していく中で、徐々に雪解けの季節がやって
きたのでした。

　” わたしたちのクラスは、男女の仲がとても悪いと言われていま
した。そのせいで、先生方も困ったことが多々あると思います。ま
た授業中に一人で声を発するのが苦手な人が多かったため、休み時
間はとても賑やかなのですが、授業中は基本的に静かで、5年生か
ら、それまで担任だった横地先生に代わって担任になってくださっ
た長井先生は、このことにとても苦労していて、よく話し合いにな
ったりしました。他にもいろいろと大変なことがありました。
　こんなわたしたちを 9年間支えてくださった先生方、保護者の皆
様、本当にありがとうございました。（佐藤日南）”

　”9年間、この横浜シュタイナー学園で過ごしてきて、わたしは
沢山思い出をつくることが出来ました！
　クラスの皆と助け合いながら取り組む行事が多かったので、今で
は皆と仲良くなりました。（ケンカも沢山しましたが・・・）8年
生劇、英語劇、卒業プロジェクト・・・。様々な発表を成功させる
ことが出来たのは、先生方、保護者の皆様のおかげだと思っていま
す。
　長い間、本当にありがとうございました。（内山由依彩）”

　” 僕は、1年生の時からこの学校で学びました。そして、9年
間、この学校で学ぶことが出来て良かったなと思います。最後の年
は、一日一日が本当に濃くて、他の公立中学校では絶対にできない
ようなことを体験することが出来、そのことを嬉しく思います。途
中、辛いことや悲しいこともありましたが、その何倍も、何十倍も
楽しいことや嬉しいことがありました。
　今まで支え続けてくださった先生方、保護者の皆様、その他、お



世話になった方々、本当にありがとうございました。（鈴木道
人）”

” わたしは、この学校に 9年間通いました。そして今、思い
返してみると、自分はこの学校に入って色々なことを学ばせて
いただいたなとすごく思います。
　わたしたちのクラスは担任が一度代わり、授業の進め方が変
わったり、教え方が変わったりして少し大変な時期もありまし
た。そして、担任が代わった頃は、男子と女子の仲が悪く、全
然しゃべらなかったり、女子の間でもけんかが起きたり、クラ
スでイジメのようなことまで起きてしまいました。けれど、そ
んなわたしたちの担任を引き受けてくれて、今のわたしたちに
まで育ててくださった長井先生に本当に感謝します。ありがと
うございました。
　わたしたちは 12人でこの学校を卒業します。そして、この
12人になったのは、7年生になってからです。7年生になっ
てから、少しずつではありましたが、男子と女子の仲が良くな
り、心配していた 8年生劇も皆さんに褒めていただけるような
ものができました。そこまで出来たのも、担任である長井先生
や他の専科の先生方の力があってのことだとおもいます。そし
て、それを温かい目で見守ってくれた保護者のみなさんにもお
礼を申し上げます。ありがとうございました。
　この学校はわたしにとって、第 2のふるさとになりました。
もし何かの機会があれば、この学校に戻ってきたいと思いま
す。
　何度も何度も申し上げていますが、今までわたしたちを支え
てくださった、先生方、保護者の皆様、そして先輩、後輩のみ
んな、本当に、本当にありがとうございました。（加藤凜々
子）”

　こうして文章を読んでいると、この 5年間を子どもたちも大
変な思いで過ごしてきたのだな、と改めて思います。クラスの
仲の悪さについて何度か話し合ったとき、意外に低学年の頃を
あまり覚えていないという事実を知ったことがありました。も
ちろん、「忘れる」ことが大切な教育なので、低学年の日々を
逐一明瞭に覚えている必要はありませんが。その当時起こった
さまざまな事件や問題は、詳細はもう覚えていなくても、何か
しら彼らの心の中にしまいこまれて、無意識の層を作り上げて
いったはずです。そして、その層が、7から 9年生の猛烈に忙
しい学びの日々を過ごすための底力となったのでしょう。

　”長いようで短い 9年間でした。低学年の頃のことは、ほと
んど忘れてしまいました。覚えていることは、大人の学園説明
会（注：入学前の保護者会のことか？）のお預かりで、神田ひ
とみ先生となんでだかは忘れましたが、輪になっていたことで
す。この、なんか知らないけど、輪になる力（？）はなんだか
強いような気がします。立ち話するときも円になるし・・・。
やっぱりシュタイナーサークル恐るべしです。　覚えているこ
とその２は、隅田先生と校庭で花を摘んだり、三品先生とハン
カチうさぎを作ったりしたことですね。
　9年生になったとたん、時の流れの速度が変わりました。8
年生まではゆったり大河の如く流れていたのに、9年生になっ
たとたん、滝になって滝つぼにたたきつけられ、台風の後の激

流にのまれています。
　8年生までは絶対に平らで歩きやすい道がありましたが、9年生
になったら自分で明日の為に道を造るという事なのかな？（サポー
トもたくさんありましたが）この、平らで歩きやすい道は、裏で皆
さまが「縁の下の力持ち」をしていたのですね。ありがとうござい
ます。（大久保真奈）”

　思えば、どの子もみな個性的で（個性的でない子どもなんてこの
世にいませんが）それぞれの道をしっかりと歩んできたのだなと思
います。よく、「手のかかる子ほどかわいい」と言いますが、そん
な「かわいい」などと思える余裕もないほど、一人ひとり手がかか
り、独特な課題を携えていたように思います。そして、クラス共同
体としても。非力な自分を何度も思い知らされました。9年生の終
わりになってもこのクラスの良さを引き出せない自分のふがいなさ
を嘆きました。しかし、それは一種のエゴからきていたのではない
か・・・とようやく気付いた今日この頃です。担任として、教師と
して「こうあってほしい生徒」や「良いクラス」の像に彼らが当て
はまらないことへの焦りや苛立ちが、彼らを見る目を曇らせていた
のだと考え、残り少ない日々でしたが、できるだけ彼らのありよう
をあるがままに見る努力をすることにしました。その結果、相変わ
らず寡黙で無愛想なクラスのままでしたが、心の垣根が少し低くな
り、皆の笑顔が増えてきたように思えました。気持ちの持ちようで
子どもへの印象は必ず変わるのだ、と学びました。
　次のような感想を読ませてもらえるのも、長い時間をかけて一人
の子どもが成長した証だと、心から嬉しく思います。

　” この学校は生徒の上下関係があまりなく、自分は先輩や後輩の
方々ともずっと仲良くさせてもらいました。8年生劇、学園祭、英
語劇、卒業プロジェクト、卒業オイリュトミーなど、大きなイベン
トを終えた今、卒業を前にしてこの学校で過ごした 9年間を振り返
ってみると、学園のみんなとの楽しい思い出がいっぱいです。時に
はよくないこともし、嫌なこともありましたが、今はみんなと一緒
に過ごした時間のすべてが愛おしく思えます。
　やっぱり、卒業してクラスの仲間と別れるのは寂しいですが、同
時に高等部に行き、新しい環境の中で学べる事が楽しみです。
　こうして、自分が無事に卒業できることも、今まで育て、支えて
くださった皆様のおかげです。この場をお借りして感謝を述べたい
と思います。皆様、9年間本当にありがとうございました。（高橋
弘行）”

　この文章を 9年生に書いてもらったのは、3月 15日金曜日の最
後のエポックの時間でした。授業時間が過ぎると、次々と書き上が
った原稿が手渡され、わたしは事務室に戻りました。
　休み時間の中ごろに遅れて事務室まで届けられた原稿に目を通し
た時、わたしは「うぅぅぅ。」と言葉にならないうめき声を上げて
しまいました。

　” 僕は、1年生からこの学校にいました。しかし、父と母では意
見が真反対で、父は公立に行かせたくて、母はシュタイナー派でし
た。僕はシュタイナーがどういう学校か知らず、聞いたこともあり
ませんでした。なので、小学校の頃は父と母で毎日のように夫婦喧
嘩がありました。そのお陰で遅刻したりもしていました。他にも、
僕は、スポーツが好きで、サッカーを習いたいと思っていたのです



が、「シュタイナー」の母が習わせてくれず、幼稚園からのサ
ッカー選手になるという夢は小学生で消えました。結局、小６
の 10月くらいから習わせてくれたのですが、週 1回でした。
この頃、ある公園で上級生と一緒に野球をしたりしていまし
た。スポーツが好きだった僕は、野球とサッカーを両立させて
いました。中学になると、サッカーは週 5回になっていまし
た。サッカーを始める時、チェロも一緒に習うという条件だっ
たので、中学からはとても忙しくなっていきました。そして、
サッカークラブでは試合もあり、その連絡では、公立の人は、
ラインで皆に伝えられていたのに、僕は毎回電話をして聞いて
いました。しかし、試合の場合だと会場への行き方など、色々
と自分で調べていかなければならなかったので、僕も携帯が必
要になってきました。父はそれを賛成してくれました。母は反
対でした。僕はなぜ持ってはいけないのか、全く分かりません
でした。その理由を聞くと、「脳に悪い」と言われました。で
も僕は納得できませんでした。なぜなら、公立の人たちはスマ
ホを持ち歩いているのに、僕より頭がよく、サッカーもうまか
ったからでした。他にも、サッカークラブの人たちは皆で映画
を見にいっているのに、僕だけ行ってはいけませんでした。こ
こでやっと、「シュタイナーは公立と違って、電気の通ってい
る物は禁止なのだ」と分かり、スマホのことで母ととても言い
合いになりました。しかし、僕が問い詰めると「そのことはま
た考えて返事をする」と言って逃げられてしまいました。そし
て、後で返事が返ってきても前の言い合いの時とは全く意味の
違う事を言ってきて、めちゃくちゃ矛盾していて、僕は、何を
言っても返答が矛盾しているので意味がないと思い始めまし
た。しかも、母に言い勝っても、次に「学校」がいると思う
と、もう勝ち目はないと思いました。
　結局、シュタイナーはどういうことを「良し」とし、何がだ
めなのか分からないまま卒業することになり、高校で電子機器
をいじることになったら、今までの意味が分かりません。でも
いつか分かればいいと思います。（中根礼央）”

　わたしは、原稿用紙を渡したとき、生徒たちに「これは、皆
さんは読めないけれど、学園の全保護者と教員、それに学園を
支えてくださっている方々へ送る新聞に載せるものです。」と
伝えました。それを聞き、理解した上でこれを書いた彼の気持
ちを考えました。卒業にあたって今一番言いたい事を思う存分
に書きたかったのだと。しかし、「卒業にあたって」というい
わゆるめでたい記事として相応しいのだろうか、このまま載せ
るべきか否かがためらわれました。
　帰りの会が終わり、9年生教室のドアのところで一人一人と
握手しながら別れる際、彼が目の前に来ると「ねえ、あの文章
が載るの、大丈夫ですか。」と訊ねました。彼は少し間をおい
てから「はい。いいです。」と小さい声で答えましたが、その
言葉を耳ざといクラスの生徒たちが聞き、「え、なになに？ど
んなことを書いたの。」と興味を持ち始めました。ふと、クラ
スの仲間はこの文章をどう思うのか聞いてみたいと思ったわた
しは、一応本人の了解を得て皆の前で文章を読み上げました。
　読み終わったあと、一同は一瞬シーンと静まりました。次の
瞬間、「これじゃ・・。」とためらいがちな言葉が発せられるの
を遮るように「載せていいと思います。」と一人の男子生徒が
きっぱりと言いました。その言葉を皮切りに普段寡黙な生徒た

ちからポンポン意見が飛び出しました。「でも、この企画に合って
いないんじゃない？」「もうちょっと明るい話題の方が・・・。」
「気持ちはすごくよくわかるけど・・。」彼らも思いはわたしと同じ
でした。これまで苦しんでいたことを今、初めて文章にして表した
仲間の気持ちを尊重したいが、その一方で、卒業特集という明るい
内容が期待されているものに、この内容が相応しいのかどうか、と
いう懸念。しかし、会話の中で誰も彼の書いた内容そのものを否定
的には捉えず、敬意を払っている様子が窺われました。「この企画
に合っているかどうかというよりも、シュタイナー教育がどんな教
育なのか分からなかった生徒がいた、という事実をそのまま載せる
べきだ思う。」と最初に発言した男子生徒が付け加えると、そこか
ら雰囲気は一転しました。卒業特集だからと言って、事実を隠すの
はよくない。これもそのまま載せればよい。ということで皆の考え
は一致しました。
　これをきっかけにさらに「シュタイナー教育ってなんだった
の？」という話題で盛り上がりました。「この文章で言っているこ
と、すっごくわかる。わたしも、お稽古事の友達との付き合いで同
じことをいつも感じてたよ。本当に大変だった。」「そうそう、外の
世界に友達がいるとさぁ、すっごく違いが分かるよね。」「なんでテ
レビ見ちゃいけないの、とか。」「スマホや携帯のことも。」「俺、ス
マホは高校になっても持たない。」「あぁ、こういうこと、もっと話
したい。親とか、先生とかとちゃんと議論したいよね。」「うんう
ん」皆の顔が紅潮してきました。「じゃ、卒業お楽しみ会の時間を
討論会にしちゃう？」と悪乗りして訊いてみましたが、それはさす
がに却下されました。
　卒業式前の最後の平日、しかも下校後にこんなひと時が来るな
ど、わたしは予想もしていませんでした。時間にしてほんの 10分
ほどでしたが、夢にまで見た彼らとの活発なディスカッションが実
現した喜びをまさに担任最後の日に味わえたのでした。

　3月 17日日曜日。6期生 12 名は、堂々と胸を張ってこの小さ
く温かな学び舎を巣立っていきました。ここで過ごした日々を振り
返って語った一人一人の言葉には、感謝の言葉が込められていまし
た。あの文章を書いた男子生徒も晴れ晴れとした表情で「ありがと
うございました。」と述べました。　
　これから彼らが進む先にはまたそれぞれの課題が待ち受けている
でしょう。しかし、彼らはそれを乗り越えるための糧をきっと携え
ていくに違いありません。
　どのクラスにもそのクラスにしか与えられていない特別な課題が
あります。そのクラスにかかわったすべての大人にも。一周と半
分、担任の仕事を終えてみてそのことがよく分かりました。
　6 期生を迎え入れ、最初の 4年の間、心血注いで彼らを育ててく
ださった横地紘子先生、そして 9年間の間にこのクラスとかかわっ
てくださった先生方と保護者の皆さまに心よりの感謝を、巣立って
いった彼らに代わって申し上げます。
　ありがとうございました。

（6期生担任　長井麻美）



【【22001188 年年度度　　卒卒業業ププロロジジェェククトト発発表表会会】】
3月 2日、3日に、卒業プロジェクト発表が行われました。9年生の生徒一人ひとりが、自分の興味関心があるテーマを選び、約 1年
間かけて調べたり体験したりしたものをまとめ、教員や保護者、高学年生徒など、およそ 100名もの前で発表しました。発表の 20分
間やその後の質疑応答も、みんな堂々としたもの。子どもたちそれぞれの個性が光り、参観した大人たちを唸らせる内容でした。ここ
から巣立っていく子どもたちのこれからが楽しみです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「地球温暖化について」 「障がい者サッカー
　　～ブラインドサッカーを中心として～」

「飛行機の歴史と発展」

「目に見えない世界
　　～そこにいる存在とそれを巡る人間たち～」

「家をつくってみた ～いい家とは～」 「ファッションブランド」

「トゥシューズの魅力」 「人類と進化」 「高校入試ってなんだ？シュタイナーって
なんだ？」

「複合多面体」 「人物を描く
　　～その表情と感情・自然な笑顔を描く～」

「フルート
　　～その歴史と発音について～」



【【親親ととししてて成成長長ででききたたののかか？？】】

　私は、1期生の保護者として、そして、6期生の保護者として、この 14年間、横浜シュタイ
ナー学園と関わってきました。
　まずは、この 14年間、先生方をはじめ多くの方々に支えられ、娘たちのみならず、家族とも
ども、この学園で過ごせたことに感謝しております。
　大変お世話になり本当にありがとうございました。
　とても貴重な 14年間となりました。

　この 14年間を振り返ると、様々な記憶がよみがえってきます。
　当然、良い事だけではなくその逆もしかりです。
　何事にも裏表があるように、物事の本質には両極があり、そのバランスを保つことで初めて、
物事の本質を見る事ができるという事を自身の考え方の軸としている私にとって、この学園での
生活は、勉強の宝庫でした。
　残念ながら、正直私は未だに、シュタイナー教育を本質的に理解は出来ておりません。
　しかし、娘たちが成長した姿、また、生徒たちの成長した姿を見て、漠然と、言葉での表現は
できず心苦しいのですが、シュタイナー教育の本質、あり方が徐々に見えてきたように思いま
す。
　つまり、親としての私も、多少は成長できているのかな、と最近は思えるようになりました。

　この教育の素晴らしさは、関わる全ての人たちが成長できる、という事だと思います。
　逆の言い方をすれば、関わる全ての人たちの成長なくして、この教育の素晴らしさを理解でき
ない、という事です。
　子供たちの成長を願うのであれば、親も成長する努力をする。
　子供たちから学ぶことは、本当にたくさんあります。子供たちから学ばせてもらえている、と
いう謙虚さが、親には必要であり、そしてようやく、親として成長できるのではないかと思いま
す。

　今まで、様々な葛藤の中で学園を去る方がいたのは事実ですし、もしかすると、今現在、その
ような葛藤をいだいていらっしゃる方もいるかと思います。
　卒業生の親として一つアドバイス出来る事があるのであれば、一度はシュタイナー教育に光を
求めたのであれば、学園に通い続けることが、その光の本質に触れる唯一の道だと思います。近
道はないのです。
　そしてようやく、この教育の本質が見えてくるのではないかと思います。

　欲望や見栄やエゴ。
　この世の中には、体裁を求め、その体裁を取り繕ろう為に、様々な誘惑があるのは事実です。
体裁そのものを否定することはしませんが、この学園にとってどのような体裁が大切なのか、こ
れからこの学園を担っていかれる保護者の方々、先生方には、大いに考えていただき議論してい
ただきたいと思っております。
　一番大切なのは、子供たちの成長の為に、その体裁が必要なのかどうか。
　子供たちの成長無くして、親の成長もないのです。
　親の成長無くして、子供たちの成長もないのです。

　横浜シュタイナー学園の益々の繁栄を祈念しております。

(1,6 期生保護者　加藤貴久 )



【【22001188 年年度度　　修修了了のの会会＆＆卒卒業業オオイイリリュュトトミミーー公公演演】】
3月 14日（木）、都筑公会堂にて、修了の会・卒業オイリュトミー公演及び卒業を祝う会を行いました。横浜シュタイナー学園では、1
学期ごとに各学年の日ごろの学びを披露する会、「月例祭」を行っており、3学期末の会を「修了の会」と呼んでいます。この１年でよ
り大きく逞しく成長した１年生から９年生までの全児童、生徒が一堂に会した様子は、あたたかな日差しに膨らみはじめる桜の蕾のよう
でした。引き続き開催された卒業オイリュトミー公演は、この学園から旅立っていく９年生の美しく立派な姿に、皆釘付けとなり見入り
ました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1年生　英語の歌と詩「Down is the earth」 など 2年生　オイリュトミー
　　　　ウクライナ民話「てぶくろ」

3年生　エポック授業
　　　　「くらしと仕事」で学んだ仕事の紹介

4年生　歌と合奏
　　　　「オーケストラ」（ドイツ曲岡本敏作詞）

　　　　「Welsch Canon」（作者不明）

5年生　オイリュトミー
　　　　詩「ひとつの星」（宇部京子）
　　　 「ロンド」（ベートーベン）など

6年生　笛「鱒」（シューベルト）
　　　　中国語の歌「朋友」
　　　　詩「生きる」谷川俊太郎

7年生　オイリュトミー
　　　　棒を使って　曲（M. ケンプター）、
　　　　　　　　　　詩（J.W.v. ゲーテ）
　　　　バガテル二長調（ベートーベン）

8年生　歌「野ばら」（シューベルト）
　　　　ステップの動き　など

9年生　合奏「威風堂々」
　　　　合唱「You raise me up」

卒卒業業オオイイリリュュトトミミーー公公演演
「プレリュード　ト短調　op23‒5」（S. ラフマニノフ）
「無為の白日」（高村光太郎）
「ヴォカリーズ」（S. ラフマニノフ）
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☆☆星星のの金金貨貨よよりり☆☆
スクールショップ星の金貨は公開講座や各種催しの際はもちろん、平
日の学園の開いている時でしたら、どなたでもご利用いただけます。
お気軽にお立ち寄りください。事務室にお声掛けください。

お問い合わせ e‒mail:hoshi‒kinka@freeml.com

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

茶茶話話会会／／校校内内見見学学会会
学園の雰囲気を肌で感じていただける機会として、
茶話会・校内見学会を実施しております。

茶話会
～教員を交えてざっくばらんにお話ししましょう
10:00～12:00

校内見学会
～教室など校舎内を教員・事務員がご案内
13:30～15:00

日程の詳細は、4月中旬以降、学園WEBサイトを
ご覧ください。

イインンフフォォメメーーシショョンン
～詳細やお申込方法については学園サイトをご覧ください～

ごご支支援援あありりががととううごござざいいまますす。。
大切に活用させていただきます。

（順不同・敬称略）

◎ご寄付・・・野球部有志、古本売上、加藤洋子、
　　　　　　　 星の金貨

心より感謝申し上げます。

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。
会員は総会への参加の他、紀要冊子「野ばら」（年 1 回発行）
とニューズレターをお送りします。また、学園主催の各種催
しに会員価格で参加できます。
また、賛助会員も同時に募集しております。
＜入会申し込み＞
詳細は学園事務局までお問い合わせください。

22002200 年年度度入入学学説説明明会会
【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」
※A→Bの順で両方の回に必ずご出席ください。

6/22（土）入学説明会A
6/29（土）入学説明会B
9/14（土）入学説明会A
9/21（土）入学説明会B
9/22（日）入学説明会A
9/29（日）入学説明会B

詳細は学園WEBサイトをご覧ください。

YYSSGG メメーールルママガガジジンン配配信信中中
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。

【【自自由由へへのの曳曳航航（（ええいいここうう））】】
～～続続 ルルポポ シシュュタタイイナナーー学学校校のの 11 年年
2017年 4月～2018年 5月まで、学園ＷＥＢサイトで
連載してきた『自由への曳航』を書籍化しました。横浜
シュタイナー学園の ”今 ” と、学園を巣立って行った子
どもたちの姿も伝える続編です。
Ａ５版　172 ページ　1,000 円＋税
学園ＷＥＢサイトより、ご購入いただけます。


