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新新ししいい変変化化のの波波がが容容赦赦ななくく押押しし寄寄せせてていいるる現現代代。。新新ししいいももののをを受受けけ入入れれるる時時ににはは、、多多くくのの不不安安ががつつきき纏纏ううももののでですす。。そそんんなな
時時、、学学園園のの子子どどももたたちちがが描描くくににじじみみ絵絵はは教教ええててくくれれまますす。。ひひととつつのの色色にに躊躊躇躇ななくく重重ねねるる筆筆とと、、そそここにに思思わわずず生生ままれれててくくるる新新たた
なな美美ししいい色色。。私私たたちちののここのの混混沌沌のの世世界界ににもも、、変変化化をを重重ねねるる中中ににききっっとと美美ししいい色色がが生生ままれれてていいるるははずず。。そそんんなな風風にに、、不不安安よよりりもも
期期待待をを胸胸にに新新ししいい色色をを重重ねねてていいききたたいいももののでですす。。
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Newsletter

「「ドドイイツツ研研修修旅旅行行報報告告」」

　学校法人シュタイナー学園を会場にして日本で初めて
のAWTC（アジアヴァルドルフ教育者会議）が開かれた
のは、2015年 5月のことでした。アジアの各国から、
またヨーロッパ、オセアニア、アメリカから多くの教育
者、保育者、講師が総勢 400人も集まり、アジアのシ
ュタイナー教育を充実したものにするための講演や学び
合いが繰り広げられました。この大会が終了した日、ド
イツから講師としてこの会に招かれていたあるドイツ人
講師が「2019年の 100年祭を世界中でどのように祝う
か、また、日本ではどうするのか、ぜひとも考えておい
てください。」と参加者に語りかけました。この呼びか
けを機に、わたしたちの内側には「100年祭」というキ
ーワードがしっかりと刻みこまれたのでした。
　横浜の教員会では早い段階から「100年祭には皆でド
イツに渡り、シュタイナー学校発祥の地で 100年を祝
おう、そして更なる前進に必要な英気を養ってこよう」
と話していて、2019年度の年間行事予定表を作る段階
で、9月にはドイツ研修旅行を組み込みました。
　今年４月にはインターネットで申し込み受付が始ま
り、各自長い講座リストから自分が受講したいワークシ
ョップやワーキンググループ、公演を選んで申し込みま
した。参加者は１ 1名（４月の申し込み時点では１ 2名
でしたが、直前に都合が悪くなり１名不参加となりまし
た）。学園教員ではないながらも、同僚同然の友人も２
名参加し、香港からは昨年退職された前英語専科教員の
浜本先生も参加することとなり、横浜からの参加者は総
勢１ 4名となりました。学内１００周年グループが立ち
上がり、教員の研修旅行にカンパを募ってくださったこ
とは有難く、頭が下がる思いでした。研修による休校中
に学童保育を開き、子どもたちを安全に預かってくださ
った学内保育グループのメンバーの方々にも感謝の気持
ちでいっぱいです。
　そんな嬉しい後押しを受け、教員たちはそれぞれ９月
上旬の、まだ夏の熱気がおさまらない日本から秋風の吹
くドイツへと旅立ちました。

　９月７日土曜日。コングレスが始まるのはこの日の夜
の基調講演からでしたが、シュツットガルトの町はいた
るところでWaldorf 100 のお祝いムードに満ちていま
した。主要駅前の広い道路に面した広場にも、町の中心
地にあるコンサートホール前にも、100周年のロゴをあ
しらったのぼりがいくつもはためいていました。そのコ
ンサートホール「リーダーハレ」では、朝からシュツッ
トガルト・ウーランツヘーエ校やそのほかのドイツのシ
ュタイナー学校、それにアフリカ (ナミビア )や日本 (
京田辺 )のシュタイナー学校の児童生徒の発表がみられ
る「大規模月例祭」が催されていました。一方、わたし
は横浜の同僚数名とシュツットガルトにもう一つあるク
レアヴァルト校で行われていた「もう一つの１００年
祭」を見学に行きました。ウーランツヘーエの丘とは反
対方向にある丘の、閑静な住宅街に建てられた学校で、
オープンデイのような子どもも大人も楽しめるイベント
を開催していました。小さい子どもたち向けの遊びコー
ナーには、「元祖？宝船」もあり、小さなブロンドの髪
をした男の子が自分の船を熱心に巻き取っていました。
(写真１ )

（写真 1　元祖宝船）



　さまざまな地域からの発表を見ているうちに夕方にな
り、そろそろ横浜メンバーが全員揃う時刻です。皆が合
流して一息ついた後、再びコンサートホール (大ホール
)に入り (写真２ )、コングレスの基調講演として、前自
由大学教育部門代表、クリストフ・ヴィーヒェルト氏の
お話を聞きました。久しぶりのドイツ語のシャワーにす
べては聞き取れず、大雑把な印象しか書けませんが、「現
代こそシュタイナー教育が必要とされているのだ」「愛が
子どもたちの健やかな成長に与える素晴らしい力を持
つ」というような内容を受け取りました。基調講演の後
はウーランツヘーエ校の高等部生による、オイリュトミ
ー発表会がありました。少し休憩してホールに入ると保
護者や家族が前の方の座席を占領していて熱気が立ち込
めていました。どの国もわが子の晴れ姿を見たい気持ち
は同じなのですね。
　さて、翌日日曜日から 3日間がコングレスの本番でし
た。“Am Anfang steht der Mensch” と掲げられたテー
マは、訳すと「はじめに人がありき」ということでしょ
うか。ヨハネの福音書の冒頭「はじめに言葉があった」
をもじったものだとおもいます。シュタイナー教育がこ
の世で始まって１００年。現代は機械化が進み、「AI が
人間の仕事にとって代わる」などと言われているが、そ
んな時代だからこそ、「真の人間育成」が大切なのではな
いか、やはり、人が中心なのだ。というような意味でつ
けられたのではないかと思います。

　８日日曜日の朝９時前に横浜のメンバーがそろって受
付を済ませると、朝の集いが開かれる大ホールへと向か
いました。ホールのロビーの壁になにやら世界地図が・
・・。何気なく近寄ってみると、アジアの日本列島が描
かれているあたりに貼ってある絵葉書を発見しました。
もっと近くによってよく見てみれば、なんとその葉書は
横浜シュタイナー学園から届いた 100周年記念葉書きで
した！( 写真 3)
　何度かに分けて世界中のシュタイナー学校に送った絵
葉書一枚一枚がこのように現地のシュタイナー学校の児
童や生徒たちの目に触れているのかと思うと、不思議な
気持ちになりました。
　教員はその後それぞれのグループに入ってドイツ語や
英語のシャワーを浴びながら 3日間の有意義な学びに浸
ることができました。

　時間を気にしながらクレアヴァルト校を出て、街中
のコンサートホールに急ぎました。午後にも京田辺高
等部生による「和太鼓」発表があると耳にしたからで
す。あまりに多くの観客がいて、ホール内に入るのに
一苦労しましたが、ちょうど京田辺の出番に間に合う
ように会場入りできました。
　息の合った和太鼓の躍動する立ち回りとリズム、腹
の底から発せられる掛け声、すべてがドイツの観客に
は珍しいようで、１５分強の演奏が終わると、万雷の
拍手がなかなか収まりませんでした。

（写真 2　リーダーハレの会場内）

　あるワーキンググループでは「ドイツやオランダのよ
うにシュタイナー教育の歴史が長い国ほど、教育の根底
にあるアントロポゾフィーを疎む傾向が表れてきた」と
いう問題が話題に上り、大変衝撃を受けました。100年
という時間は、人の意識に少しずつ怠惰なものを持ち込
む可能性も秘めていたのかもしれません。30年前ドイツ
のシュタイナー教育に憧れ、ドイツで学んだわたしも、
次の 100年は、日本のシュタイナー教育がどのように広
がり、深まるかに意識を注いでいかねばならないと感じ
ました。もちろん 100年先まで生きることはできません
が、自分が歩む時間の一歩一歩が、確実に「次の 100
年」への道をつくっていくのです。
　1 週間のドイツ滞在で得た収穫は抱えきれないほどあ
りました。この収穫をさらに未来への糧としていきたい
と思います。

（サポート教員　長井麻美）

（写真 3　ウーランツヘーエ校大ホール前　100 周年記念絵葉書）



【【シシュュタタイイナナーー教教育育 110000 周周年年 iinn SSHHIIBBUUYYAA　　報報告告】】
8月 16日（金）、17日（土）、18日（日）と、シュタイナー教育 100周年 in SHIBUYA ー世界がかわる学びー と題して、渋谷
区文化総合センター大和田にて、シュタイナー教育を見て、聞いて、体験できるイベントが開催されました。2年に及んだ準備期
間から当日まで携わり支えた保護者の報告です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　12年くらい昔、私がシュタイナー教育に出会ったば
かりの頃、「シュタイナー教育を知って、他人より偉く
なった気がしたらおしまいだ。それならば、学ばない方
がいいくらいだ。」というような言葉に出会いました。
まだ本当にシュタイナーに出会ったばかりで、「こんな
すごい教育法があるなんて！！」と、感動と感激に渦巻
いていた私にとっては衝撃的なメッセージでした。なぜ
なら、シュタイナー教育を知ろうとして学びだすと、難
しい話が沢山出てきて（笑）少しだけ賢くなったような
・・・そんな気分になりかけていたからです。さて今
回、様々なタイミングの中で、日本における【シュタイ
ナー教育 100周年のコアチーム】の一員として関わるこ
とになりました。私はまたしてもここに還ってきたと感
じます。「シュタイナー教育を知って、他人より偉くな
った気がしたらおしまいだ。それならば、学ばない方が
いいくらいだ。」と。

　シュタイナー教育 100周年・・・この 100周年と
は、ドイツ・シュトゥットガルトで最初のシュタイナー
学校が開校して 100周年ということです。（タバコ工場
で働く子どものためにシュタイナーが開校した云々…
はどうぞ、記念図録や書籍などでご確認ください。）
2019年というこの記念すべき年に、世界中のヴァルド
ルフ／シュタイナー学校が手をつなぎ、様々な共同プロ
ジェクトやイベントを開催していくWaldorf 100 が始
まりました。テーマは ”Learn to Change the World”：
「世界を変える学び」。日本シュタイナー学校協会が主催
となった、日本での 100周年展は【世界がかわる学び】
という風に、少しニュアンスを変えて発信することとな
りました。「この教育を学んだ子どもたちが増えていく
ことで、世界『が』変わるだろう！」という願いと確信
がここに込められています。ただ、このタイトル、実は

全然決まりませんでした。色んな方向から様々なものが
出ます。アカデミックなタイトルを好む人、ポップなテ
イストを好む人。教員と保護者、北海道～福岡までの様
々な地域性、とにかく考えることが大好きな集団なの
で、色々なことが決まらないのです。これは 2年弱費や
したプロジェクトに一貫して流れるものとなりました。
ただそれと同時に、「子どもたちにとって必要なことはな
んなのか？」「教育が担う役割はどんなものなのか？」と
いうような事に対しては、いつでも満場一致なのです。
協会に所属している 7校は決して同じ団体が運営してい
るものではありません。それなのに、核は同じ。よく考
えると不思議です。でもこれは世界に広がる 1000 校以
上のシュタイナー学校にもきっと同じことが言えるのだ
ろうなと思います。その想いを強めたのは、今回の 100
周年に合わせて作られたスペシャルムービー「Waldorf
100」。私たちはここで、まだ生まれていない未来の子ど
もたちも含めた子どもたちの為に人として希望を持って
生きられる環境を学校というカタチで作っている・・・
これが世界に 1000 以上ある。そして、この事実を一人
でも多くの人に知ってもらいたい！未来をつくる仲間づ
くりをしたい！そのアイコンとなるイベントが 8/16～
18 に渋谷で開催された 3日間の大きなイベントでした。
開場がまだ渋谷と決まっていない師走、世界的に有名な
河瀨直美監督が日本バージョンの記念動画を制作してく
れることが決まりました。ＬＩＮＥでのオンラインミー
ティングをした際、「特別な子の為ではなく、普遍的に誰
でも受けられるような教育になってほしい」とメッセー
ジをくださり、そこにいた 20人以上のコアスタッフ一同
がうなずいていました。そしてますます、多くの人に届
けたい！という想いが本格的になりました。

シシュュタタイイナナーー教教育育 110000 周周年年
「「世世界界ががかかわわるる学学びび」」ををつつくくりり終終わわっってて想想ううこことと



　渋谷での 3日間は、蓋を開ければのべ 1500 名程
の来場者があり大盛況。全国から集められた写真で
構成されたギャラリーで繰り広げられた現役教員に
よるギャラリートークはどの回も満員でした。ホー
ルでのスペシャル対談「河瀨直美×斎藤工　教育っ
て何だろう？」を始め、ＯＢ対談や大学教員による
講演会、シュタイナー学校教員による教育対談な
ど、どの回も熱を帯びていたと聞きます。また、分
科会のようにあちこちで行われた体験授業も、授業
を終えて部屋をでてくる方は皆、頬が高揚している
ような感じでした。いつも、そこに感動がある。と
うてい全部は会場でお伝えできなくとも、「こんな学
校に自分が行きたかった！」と強く感じて会場を後
にした方、きっと多かっただろうと思います。

　私たちコアスタッフは裏方中の裏方で、メインホ
ールを観るような余裕はありません。特に横浜チー
ムは会場の大部分を仕切っていたので、必死でし
た。そんな中、3日目に「高等部の子のオイリュトミ
ー発表のゲネだけでも、どうか観に行って欲し
い！」と当校の教員に強く推されました。横浜シュ
タイナー学園の最大の良さは教員と保護者が協働で
きること！だと思っているのですが、本当にお互い
支え合いやってきた教員からの熱いメッセージに思
わず「はい」と言って、発表を見に行きました。
100人近い高等部の子どもたちが繰り広げるオイリ
ュトミーからは、熱と温かさと勇敢さと色んなもの
が溢れていました。その中でも他者を感じながら
（彼らは狭い舞台を大人数で動くにも関わらずぶつか
らないのです）誰もが自分をしっかりと持っている
姿に、「こんな人間になるんだ」というメッセージが
私に降ってきました。彼らは決して力づくではな
く、愛というとちょっとベタかもしれませんが、で
もやっぱり自分も他者も愛して生きられる人となる
んだ、と感じました。彼らはおそらく日常の中で自
己教育を自然と行っているのだろうと思います。偉
そうではない彼らは、ただただ輝いていました。シ
ュタイナー教育を受けて育った人が、これからます
ます増えることを願ってやみません。そして一人で
も多くの人に、教育を考え、教育を選ぶきっかけと
なってもらえたとすれば、こんなに嬉しいことはあ
りません。
　最後に、共に 100周年コアチームに尽力した最高
の仲間たちへ、最大の感謝を！図録もグッズも書き
たいことは山のようにいっぱいありましたが・・・
残念ながらスペースがいっぱいいっぱい。

◆スペシャルムービー「Waldorf 100」　　
https://youtu.be/34jPYOqS0Q4
◆河瀨直美監督　100 周年記念映像「未来へ To the
future」　
https://youtu.be/sN49QFLw88o

（シュタイナー教育 100周年コアチーム　

7年保護者　藤好千晶）



　今年はシュタイナー学校がドイツで始まって 100年目の節
目の年であり、日本でシュタイナー学校が開校して 30年あま
り。ドイツでも 100周年のお祝いが開催されていた 9月 15
日、日本のシュタイナー教育でも歴史的な一日となりました。
東京賢治シュタイナー学校に日本全国 7校の保護者 149名が
集まり、保護者のための保護者によるカンファレンスが開催さ
れたのです！！テーマは「であおう！かたろう！つながろう！
私たち・子どもたちの未来にむかって」。全国レベルの学校を
超えた保護者の会は本当に初めて。日本シュタイナー学校協会
主催のもと、実際の企画運営は東京賢治シュタイナー学校の保
護者が一丸となり、本当にあたたかい場を準備してくれまし
た。

　オープニング、参加者全員が集まる「出会いの会」では、各
校ごとに開校以来の重要トピック５つを持ちよりました。保護
者の語る物語に、想いを共有したり、爆笑の渦が巻き起こった
り、会場が一体となりました。ホール全体に貼り巡らされた年
表には次々と、各校の歴史が貼り出されていき、会の終わりに
はホールいっぱいに日本のシュタイナー学校史が出来上がりま
した。「みんな溢れ出るように言葉が出て来て、どの学校の話
し手も誇りと自負を持って語っているようでした。同時に、学
校は違ってもそれぞれ向き合ってきたことは共通することもあ
ると感じました。実行委員長の森田さんが、今までバラバラの
遠い親戚が仲間になったようだと語っていて、私も同志がこん
なにいるんだと、とても励まされました。」と出会いの会に参
加した 5年保護者の伊藤梓さん。

　ランチをはさみ、午前が「来た道」を振り返る時間だとする
なら、午後は未来への力を培うようなひとときととなりまし
た。第 1分科会では「気質や家庭での工夫」「社会の中のシュ
タイナー学校」「運営・資金づくり」「学童」など、保護者とし
てそれぞれの興味や関心を語りあい深めました。続く分科会２
では絵画、彫塑、オイリュトミー、料理、音楽など芸術で心と
体を動かしました。その後の交流会では、校庭に保護者の大き
な大きな輪ができました。歌に、マイムマイムに、楽隊の演奏

【【保保護護者者カカンンフファァレレンンスス報報告告】】
日本シュタイナー学校協会主催、有志の保護者企画運営のもと、東京賢治シュタイナー学校で、全国のシュタイナー学校の保護
者が集い、カンファレンスが開かれました。そのときの模様を報告します。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

に（2、5年保護者の千代継さんもマンドリンで参加！）大人た
ちの朗らかな笑い声が、青い空に溶けていくようでした。夕飯
も囲みました。目を見張るほどのお料理の数々を担ってくれた
のは、ランチも提供してくれた賢治の料理チーム。地場の食材
をふんだんに使って調理してくれました。夜は 20人以上の宿
泊者で、さながら合宿のようだったとのことでした。

　翌日 16日の横浜ツアーも少しだけご報告しておくと、いず
みの学校、愛知、京田辺から合せて 12人の保護者が横浜の校
舎を見学し、スープとご飯のランチを喜んでいただけました。
この日だけでなく、カンファレンス前の 14日には福岡より 2
人が来校してくれていました。どなたも横浜の校舎に興味津
々。その美しさ、手入の良さに感激している様子がひしひしと
伝わりました。自分達にとってはすっかり当たり前になった校
舎も、同じシュタイナー学校の保護者にこんなに響くのだ、と
自分達の宝物を再確認できた機会でした。

　2017年の夏から準備を始めた、保護者カンファレンス。包
容力ととびきりのあったかさで、この場をホールドしてくれた
東京賢治シュタイナー学校の皆さんへの感謝は言葉に尽くせま
せん。また細部まで美しくて実用的なワークブックの作成に尽
力し、保護者の繋がりの寄付広告も提案してくれたいずみの学
校にも感謝を捧げたいです。振り返ると、全国の保護者が初め
て集まったこと以上に、保護者達が保護者同士でエンパワーし
あう集いとなったことが、なにより感動的で歴史的だったのだ
と思います。あの日感じたのは、学校を軽々超えた一体感と同
時に、保護者達の個人の煌めきでした。これからの 100年に向
けて、「世界が変わる」ために、子ども、教師だけでなく、私た
ち保護者は何を携えていきたいでしょう。それはここから一人
ひとりが向き合う問いなのでしょう。

　みんなでたくさん笑って、考えて、話をして、踊って、歌っ
て、食べて！！！！ゆめみたいな時間でした。
　今回参加した人も、しなかった人も、次回（？！）の保護者
カンファレンスでお会いできますように。そして、この話の続
きをいたしましょう。ではまた、数年後に！

（5年保護者　田幡美江子）



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
どうぞお訪ねください。
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）

高木（教員養成講座）、保育グループ、響きの森、星の金貨

心より感謝申し上げます。

22002200 年年度度入入学学説説明明会会　　二二次次募募集集
【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両方の回に必ずご出席ください。
11/17（日）14:00～16:00　入学説明会A
12/ 7（土）10:00～12:30　入学説明会B
詳細は学園WEBサイトをご覧ください。

☆☆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
お申し込みは学園事務局までお願いいたします。

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.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 013702
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TEL/FAX　045‒922‒3107

※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）
時間 ： 12:30 開場　13:00 開演
会場 ： 緑公会堂
対象 ： 小学 5年生以上
お申し込みは、学園事務局までお願いします。
詳細は、学園サイトをご覧ください。

おおややここででたたののししむむ　　アアドドヴヴェェンントトののつつどどいい
☆☆クリスマスを心待ちにする時期、美しく飾られた学園
をお楽しみください☆☆
入場無料
日日時時：：22001199 年年 1122 月月 11 日日（（日日））1100：：0000～～
会場：霧が丘校舎・十日市場校舎
＊詳細は学園Webサイトでご確認ください。




