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Newsletter

農農業業実実習習をを終終ええてて

　9年生は 6月 30日から 7月 13日の期間に農業実習
を行いました。クラスの一人の生徒は自宅から農家に通
って実習をさせていただき、残りの六人は北海道の農場
で実習をさせていただきました。町田市・黒鉄の農家の
皆様と十勝・本別町のソフィア・ファーム・コミュニテ
ィのキャンベルこのみさんと旦那さんのベンさんに大変
お世話になりました。
　自宅から農家に通って農業実習をした子どもの言葉で
す。「私の祖父母の畑の二倍くらいの畑を鍬一本で耕し
ておられる。野菜が生き生きとしていてきれい。農家の
方も場の雰囲気も明るくてよかった。」、「日々食べてい
るものの有り難さを改めて感じました。また行かせてい
ただきたいです。」この生徒は自宅のコーポラティブハ
ウスの植栽作業のお手伝いもさせていただきました。
　北海道でお世話になったのはソフィア・ファーム・コ
ミュニティでした。名前のコミュニティには意味があり
ます。場長の采配のもとで人々がそれぞれの仕事を担う
といった場所ではなく、みんなが宇宙と自然に畏敬の念
を抱き、バイオダイナミック農法を実践し、人々の豊か
な生活を願いながら協働する場所です。
　行きは空路で羽田から釧路空港に移動し、高速バスに
揺られてソフィア・ファームのある本別町へ着きました
（6月 30日）。北海道に着くや否や牧場の発情期の牡牛
の群れの中に立った子どもたちは言いました。「牛たち
は生き生きとしていた。（発情期の）動物の恐ろしさを
目の当たりにした。」、「牛が人に寄ってくるのも珍し
い。ここの牛はすごいなと思いました。」

　 実習の様子は子どもたちが記した言葉を中心にご報
告したいと思います。（内容の多少の重複はどうぞお許
しください。）子どもたちにとって新たな学びとなり、
心に触れたのはファームが実践しているダイナミック農
法、そして農場を支えているCSA (Community‒
Supported Agriculture) の様子でした。7月 4日は帯
広市に出かけて会員さんのために出荷をしました。「人
と人とが協力しあい、その結果地球が豊かに健康になっ
ていく、そんな場所だと思う。」、「CSAの場に来る人は
みな明るく、なにか手をつないでいるようにチームワー
クがあってよい場でした。」、「働く人も野菜をいただく
人もこの農場をサポートし、地球を豊かにしていこうと
いう活動。どんどん地球の環境がよくなっていくといい
な。」、「やってきたお客さんたちは、やはりこの農家に
協力するために来ているのだなと感じました。」
　一日の活動は朝 5時 15分集合で始まり、朝の言葉を
言って搾乳担当のペアは道具や餌の準備をして山の牧場
へ、他の子どもは農作業へ、そして食事担当のペアは途
中で抜けて食事を作りました。朝五時半から二時間あま
り働いて朝食をいただき、昼食前まで三時間ほど活動
し、昼食後はお休みをしてまた三時間ほど活動をしまし
た。夕食後には農業の勉強会や星空観察をする日もあり
ました。



　農場では大きな農園での収穫や草取り、想像を絶す
る巨大なコンポスト作り、CSA準備、動物たちの餌づ
くり、とてつもない量の牧草の収穫、調剤（マリアト
ゥーン）の作製など毎日様々な仕事がありました。一
般の大規模農場とちがって人の手による様々な農作業
があるのが有機農法やバイオダイナミック農法の特徴
です。
　母牛と子牛がお別れをする日もありました。(7月 8
日 )「母牛をやっとのことで後戻りさせてたら、角が
私の服の中に入ってきて、そのまま道の端から端に飛
んだ。大変だったけど楽しかった。一生の思い出。」、
「母牛がずっと鳴いていた。牛にも感情があることを知
った。」
　晴れが三日続いた日をねらって牧草の収穫という大
仕事をしました。その夜は地元の天体専門家のガイド
のもと牧場に寝転がって星空観察をしました。（7月 9
日）「軽トラの干し草の山の上に寝そべったことが一番
印象に残った。」、「（牧草地を）走り回って死ぬほどき
つかった。今日もいい体験だった。」、「384個の干し
草ブロックを運んだ。今日も充実した一日でした。」、
「今日は他では絶対にできない体験をした。」、（7月
10日）「干し草ですり傷だらけの腕は働いた証拠。」、
「昼休みに干し草の上で寝た。母牛は目に涙を出してい
た。子牛も鳴いていた。」、「ヒョーロ・ハッヒ・ホ～！
など歌いながら帰った。すべてにおいて楽しくでき
た。」

　7月 13日、ファームとお別れする日となりました。朝
の搾乳も今日が最後です。「搾りたての牛乳をその場で飲
んだ。おいしかった～！」（男の子と女の子がひとつのカ
ップで飲み、傍にいた担任にもカップをすすめてくれまし
た）。「私が最も感じたのは、大人になっても夢を見続けて
頑張れるということだった。」、「あっという間の二週間で
した。」
　農場のベン・キャンベルさんは子どもたちに「わたしも
もう若くはない。ここを継いでくれないか。いろんなもの
が “ただ ”だよ。農場の好きな所に家を立てられるし。」
と声をかけていました。半分冗談で半分真剣な言葉だと思
いました。農場を去る車の中で担任はベンさんに言いまし
た。「今回の体験は子どもたちの人生全体にきっと影響す
ると思う。」
　自宅から農家に通った子ども、そして遠く北海道の地に
行って来た子どもたちは物理的な場所はちがっても「作物
を大事に育てることへの細やかな配慮」、「自分の 5倍も
10倍も大きい動物たちのお世話をし、体ごと接するこ
と」、「農業を通じて社会の人々とかかわること」、そして
「体じゅうで感じる自然と大地への感謝」をそれぞれの仕
方で体験し、学ぶことができたと思います。この機会を下
さった農家と農場の皆様に重ねて感謝申し上げます。どう
も有難うございました。

（9年担任　森田修）



【【55 年年生生　　山山のの学学校校】】
横浜シュタイナー学園では、5年生になると、「山の学校」と呼ばれる、初めての宿泊を伴う体験授業が行われます。
準備期間から当日までの道のりを、担任 2周目、山の学校 2度目となる神田昌実先生がたくさんの写真を添えて報告
します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　1日目の夕飯の野外炊事は 3グループに分かれてそれ
ぞれご飯もカレーも美味しくできました。それぞれのグ
ループで具の大きさやカレーのとろみが違ったことも面
白かったです。濃厚カレー、普通カレー、スープカレー
の 3種類を少しずつ味見しました。どれも美味しかった
です。
　夕べの会で 1日目の振り返りをし、歌を歌って就寝と
なりました。しかし、興奮しているのか子どもたちはな
かなか眠れない状態でした。この晩は一緒に行ってくれ
た長井先生が大活躍してくれて、いつのまにか寝てしま
い、一旦寝たら地震にも気づかない私の代わりに、何度
も子どもたちの部屋に注意に行ってくれたそうです。面
目ない。
　翌朝 6時、私は目覚まし時計代わりに笛を吹いて廊下
を歩きみんなを起こしました。しかし笛の音がしたとた
んに全員がドヤドヤ出て来た様子を見ると、子どもたち
はとっくに起きていたようです。「6時になるまでトイ
レ以外で部屋から出てはいけない。寝ている子を起こし
てもいけない。目が覚めても静かに布団の中にいるこ
と。」という決まりを一応守っていたのでしょう。どの
子の顔にも「やっと起きられる」という表情がありまし
た。

　横浜シュタイナー学園では、5年生で初めての宿泊体
験である「山の学校」に行きます。今年の山の学校の 2
泊 3日は以下のように計画しました。
7月 16日（火） 午前：高取山ハイキング　
　　　　　　　　 午後：野外炊事（ご飯とカレー作り）
7月 17日（水） 午前：カヤック体験　
　　　　　　　　 午後：宮ケ瀬ダム見学
　　　　　　　　　　 　あいかわ公園で遊ぶ
　　　　　　　　　　　 キャンプファイアー
7月 18日（木） 午前：紙漉き体験
　　　　　　　　　　　 あいかわ公園で遊ぶ　
　　　　　　　　 午後：帰路につく

　そして計画しながらどんどん心配になったのは、10
年前には登れた高取山を登る体力が今の私にあるのかと
いうことでした。10年の歳月は私の体重を大幅に増や
し、体力はずいぶん無くなっていました。「まずい！今
のままでは、子どもたちの引率どころか足手まといにな
ってしまう。山登りをしなきゃいけないわけではないけ
れど、頂上からの景色は抜群なので、やはりあれをみん
なに見せてあげたい。」と思い、新学期からは「山の学
校の体力作り」との理由で毎朝、萱場公園をリズムの時
間に走り始めました。また、私はジムにも通い、3か月
でどこまで体重を落とし、体力をつけることができるか
の挑戦を始めました。
　最初は 2周でゼエゼエ言っていた萱場公園のランニン
グも 7周走っても大丈夫になった 6月末、私の体重は 5
キロ減少していました。子どもたちも体力はついたはず
ですが、何と言っても私自身のための朝の運動でした。
　「山の学校」のしおりを作り、キャンプファイアーの
時に歌う歌や動きを練習し、4グループに分かれてグル
ープ名を決め（ベテルギウス、イーグルス、アルタイ

イル、ジュピター）、子どもたちの気もちは山の学校へと
どんどん高まって行きました。しかし、猛暑を見越して
計画したにもかかわらず、今年は梅雨明けが遅く、暑く
ない 7月中旬でした。そして毎日雨の中、やはり雨模様
で出発日を迎えました。結局、私の体力作りの一番の目
的であった山登りはできず、雨の日プランの木の柄のフ
ォーク作りに変更になりました。あの努力は何だったの
だろうと思いつつも、終わってみれば、その日に体力を
温存できたことで翌日以降の計画に余裕をもって取り組
めた恵みの雨だったのかもしれません。改めてすべては
成るようになっていると思いました。



　ベッドを整え、シーツと荷物を持って次のロッジに
移動する前の仮の場所に荷物を運び、ロッジの掃除を
して朝食に行きました。ふれあいの村の食堂での食事
はビュッフェ形式です。小食の子、驚くほど食べる子
など、子どもたちの学校ではわからなかった面を見ら
れたことが良かったです。食堂での食事は子どもたち
と色々なことを話しながらゆっくり食べられ、私には
とても幸せな時間でした。「先生、もう 1泊増やそう
よ。3泊欲しいよ。」という声を聞き、みんなが満足し
ている様子がわかりホッとしました。　
　2日目は雨が上がり、少し蒸し暑いながらも曇り空
でした。カンカン照りよりもカヤックには最適の天気
です。カヤックは 2・3人の子どもの他は教員たちも
初体験でしたが、きよかわアウトドアスポーツクラブ
の指導員の方の懇切丁寧なご指導の下、だれもが安心
して親水池に漕ぎ出しました。ライフジャケットを着
けているので転倒しても大丈夫とのことでしたが、鬼
ごっこであわてて逃げる際に一人の子がひっくり返っ
た以外は誰も転倒することはありませんでした。カヤ
ックは一人ひとりが自分のペースで水の上を滑ってい
くことができるので水上を散歩している気分になりま
す。他のシュタイナー学校ではカヤックでの川下りの
体験をしている学校もあります。これを機に川下りの
可能性も模索してみようと思いました。

　お弁当を食べ、遊覧船ミーヤ丸に乗船して宮ケ瀬湖
を横断しダムサイトへと移動しました。ダムサイトで
のメインは宮ケ瀬ダムの観光放流を見ることでした。
最初はチョロチョロと流れ始めた放流口からすぐにた
とえようもない量の水がゴウゴウと落ちはじめ、川は
渦巻き、ぶつかり、下流へと転げるように下っていき
ます。水しぶきが広がり、太陽の光と出会って虹が生
まれました。たった 6分間の迫力ある水の饗宴でし
た。

　ロッジに戻ると夕飯まで 1時間ほど時間がありまし
た。こういう空き時間を自由にすることもあります
が、ここで経験豊富な長井先生からとても良いアドバ
イスをもらいました。キャンプファイアーの時に各グ
ループが共通のテーマで寸劇を創って、火の周りで発
表するというものです。子どもたちには予期せぬ出来
事でしたが、「テーマは「夏」、発表時間は 3分、その
ための練習をこの時間でする。」と伝えるとみんなとて
も積極的に、嬉しそうに、各部屋に分かれて構想を練
り始めました。劇遊びを今まであまりやっていません
が、結構みんな劇が好きかも？と思わせてくれる手ご
たえを感じました。
　夕飯が済むと、2人のお父さんたちが組んでくれた
薪の山を目指してキャンプファイアー場に向かいまし
た。各グループからリーダーが出て用意した松明に火
をつけ、その松明で薪の山に点火しました。周囲は夕
方の薄日が差し、まだ明るい状態でしたが、キャンプ
ファイアーの幕が開けました。まずは歌を何曲か歌
い、その後に急きょ創作した劇の発表をしました。初
めての寸劇作りでしたがそれぞれのグループごとに工
夫を凝らし、テーマの「夏」から連想した縁日、蜃気
楼、かき氷屋、旅行などを取り上げてなかなか面白い
劇を創っていました。最優秀演技賞をもらった子もい
ました。これからが楽しみです。



　そしていよいよ横浜シュタイナー学園キャンプファイ
アー名物の賑やかな出し物が始まりました。しかし、私
がうろ覚えで子どもたちと練習していたものは、どうや
ら少し違っていたようで、家元である長井先生が首をか
しげました。そこで長井先生が引率してくれたことをこ
れ幸いに、正調○○○○音頭を伝授していただきまし
た。これは横浜シュタイナー学園の 5年生担任が毎年口
伝で伝授されるものです。6年生以降を無事にやってい
けるかどうかは、山の学校でこの芸をやれるかどうかに
かかっているとまことしやかに言われているものです。
それも楽しく終えることができたので 6年生以降を教え
ていく登竜門を通過でき一安心です。賑やかなものが終
わった後は、静かに、真面目に、5年生になってから朗
誦している各自の詩を順番に朗唱し、最後に「遠き山に
日は落ちて」を歌ってキャンプファイアーは幕を閉じま
した。
　この晩は皆疲れていたので、それほど夜回りをせずと
も就寝になりました。

　駅まで送ってくれる車の保護者が 1名到着し、ふれあ
いの村の駐車場で「さようなら」をしました。
　私は普段から、学校へ元気で来た子どもたちを、怪我
なく元気なままで家に帰すことが教師の第一の仕事だと
考えています。校外活動はなおさらです。安全第一、事
故も怪我もなく終わればそれで充分、そのうえ楽しけれ
ば大成功です。その意味では今回の山の学校は大成功だ
と満足しています。とても楽しく子どもたちとの 2泊 3
日を過ごすことができました。そしてその裏にはたくさ
んの保護者の協力が欠かせませんでした。この紙面を借
りて改めて保護者の皆さんにお礼申し上げます。お陰様
で思い出深い山の学校になりました。ありがとうござい
ました。
　次のクラス旅行は 6年生の奈良旅行です。歴史からの
学びを実際に目で見て現地をたくさん歩きます。またし
ても体力作りが必要そうです。頑張るぞ！

(5年担任　神田昌実 )

　最終日の朝、寝具の整え、荷造り、シーツまとめ、掃
除などを済ませ、大きな荷物を車に積みました。散歩を
しながら食堂に行き、最後の朝食でお腹をいっぱいにし
てから、紙漉き体験に出発しました。場所は昨日遊んだ
あいかわ公園の「工芸工房村」です。滞りなく作業は進
み、予定よりも早く全員の紙が出来上がりました。この
紙には後日、吉野先生の指導で文字が描かれる予定で
す。どんな作品になるかとても楽しみです。



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この機会に
どどううぞぞおお訪訪ねねくくだだささいい。。
校校内内見見学学会会
～教室など校舎内を教員・事務員がご案内します
日時 : 11月 4 日（月祝）
10:00～11:30
茶茶話話会会
～教員を交えてざっくばらんにお話ししましょう
日時 : 11月 4 日（月祝）
11:30～12:30
参加費 : 無料
場所 : 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。
事前に学園事務局までお申し込みください。
お子さまをお連れいただくことができますが、別室で
の保育（無料）をご利用いただきます。
※お子様の上履きはご持参ください。

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～

～～事事務務局局よよりり～～
夢ファンドを通してのご支援ありがとうございます。

大切に活用させていただきます。
（順不同・敬称略）

豊田茂芳、三角忠、千原遠見彦、千原由美子

心より感謝申し上げます。

学学園園周周辺辺ぐぐるるっっとと探探訪訪会会
学園を起点に、親子でゆっくり歩きながら、学園周辺の緑豊かな
教育環境を探訪します。
里山の古民家で楽しくお弁当をいただき、帰路は JR十日市場駅
までご案内します。
日時 ： 10月 19日（土）　8:45 霧が丘校舎集合
　　　　※雨天時　20日（日）に延期
お申込み、お問い合わせは、学園事務局までお願いします。

☆☆星星のの金金貨貨よよりり☆☆
イベントの時以外にも、平日のお買い物の際には、事務局に
お声かけください。
文具類、季節のポストカード、虹染め布、木工品、書籍、
ヴェレダ商品など取り揃えております。
どうぞお立ち寄りください。

お問い合わせのメールアドレスが変更になりました。
hoshino.kinka7@gmail.com

シシリリーーズズ建建築築講講座座
「「未未来来をを作作るる建建築築とと心心」」
講師 ： 岩橋亜希菜氏（シュタイナー建築家）
日にち ： 第 2回　11月 12日（火）
時間 ： 10:00 ～ 12:00
会場 ： 霧が丘校舎（おひさまの部屋）
参加費 ： 一般 2000 円 / NPO会員 1500 円

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】
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※掲載内容の無断転載をお断りします

88 年年生生劇劇
演目 ： W.シェイクスピア作「お気に召すまま」
日にち ： 11月 22日（金）、23日（土祝）
会場 ： 緑公会堂
詳細は、次号及び学園サイトで公開します。




