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暗暗くく寒寒いい夜夜、、明明るるくく光光るる灯灯をを見見つつけけるるとと、、心心ががほほっっここりりとと温温かかくくななるるののははななぜぜででししょょうう。。夕夕闇闇ににちちららちちららとと揺揺れれるるラランンタタンンのの
灯灯りりとと歌歌声声。。ろろううそそくくのの灯灯をを消消ささなないいよよううにに、、大大事事にに大大事事にに歩歩をを進進めめるる小小ささなな子子どどももたたちちのの行行列列のの姿姿。。学学園園でではは、、11,,22 年年生生のの
子子どどももたたちちだだけけがが体体験験ででききるる、、光光のの体体験験のの一一つつ「「ママルルテティィンン祭祭」」がが終終わわりり、、夜夜のの闇闇はは一一層層深深くく、、静静けけささををととももななっってていいくくよようう
でですす。。
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奈奈良良歴歴史史旅旅行行

　「三日間、お天気に恵まれて、予定通りの新幹線に乗
りました。」という連絡を、帰りの新幹線車内から保護
者さんに依頼し、もうあとは帰るだけとほっとした気持
ちでいっぱいでした。

　下見で飛鳥を訪れた夏の暑い日、今回は 10名でしか
できないこと、10名だからこそ、体験できることはな
いかと思っていました。キトラ古墳で涼んでいる時に目
に飛び込んだ、体験プログラムのチラシ。富本銭づく
り、海獣葡萄鏡づくりは 10名！まででした。（勾玉づく
りなどは多くの人数でも体験できます。）クラスの仲間
は多いにこしたことはない、しかし、少ないからこそ体
験できることもあるんだ！と急に励まされたわたしは、
早速、どんなプログラムかを尋ねました。鋳造体験とあ
るが、本当に金属を固めるところからなのか、など。固
めて冷まし、やすりをかける体験だということを聞き、
これは是非！と思いました。日本最初の貨幣、富本銭、
まじない銭の詩を子どもにおくっていた年もあったから
です。さて、後はどう日程を組み立てるか。時代順に周
りたいと思っていたので、一日目を飛鳥に選びました。
朝早くに新横浜を発ち、自転車にも乗らずにまわって、
かつ体験プログラムが 40分から 1時間も！どれほど、
盛り込めるのか、子どもの集中力は続くのか、未知数で
した。

　当日、朝 7時前に、新横浜に集合した子どもたち。
新幹線内で「寝ても、良いですよ！」と体力温存を願っ
て言ったにもかかわらず、誰一人寝ません。トランプゲ
ームにおおいに盛り上がり、京田辺シュタイナー学校、
六年生の自己紹介のお手紙を熱心に読んだら、あっとい
う間に京都に着きました。

　高松塚古墳の副葬品として発見された鏡、海獣葡
萄鏡作りは、一日の最後、16時から、お願いしてい
ました。鏡は、水に姿を映したところから始まり、
ガラス製になったのは明治以降とも言われていま
す。多くは、呪術や祭事に使われるものだったので
しょう。わたし自身、歴史の中で、銅鏡を学び、何
か模様があったことは覚えていても、その模様の反
対側がどうなっているのかなど、気にも留めたこと
がありませんでした。国営飛鳥歴史公園では、一人
ひとりにカセットコンロとお鍋が用意され、子ども
たちはエプロンを身に付けました。配られた塊三個
は、銀色でキスチョコを平たくしたようなつるっと
した円形のものでした。それをお鍋にかけると、す
ぐ溶け出し、子ども達は片手鍋から型へと流し込み
ます。じきに固まり、型から外し、余分な金属片を



　二日目は、東大寺見学後、若草山に登り、お昼を頂
きました。昨日の飛鳥とはうってかわって、平城京の
都の大きさを感じてもらえればと、若草山から奈良の
街を見下ろしました。頂上にて、これから行く平城京
の大極殿の位置確認をして欲しかったのですが、さほ
ど見通しがきかず、わたしの拙い説明で、「あれだ！」
とわかってくれた子は、十人中一人でした。下山、唐
招提寺見学後、遣唐使船乗船。朱雀門と大極殿を歩
き、当時の人々が唐の長安にならい、都を作ろうとし
たその心意気、大きさを体感してくれたらと組んだコ
ースでした。子どもたちが楽しみにしていたのは、そ
の後の自由行動。家族へのお土産購入でした。

めていました。ところが、ほかの先生との打ち合わせ予
定だったところにたまたま西田さんが現れ、今年度はヴ
ァルドルフ 100周年行事により、秋休み期間中ではなく
登校日だと判明しました。まるで、贈り物のような、
100年の一度の計らいにより、六年生交流を最終日に足
すことになりました。交流を喜んでほしいと思っていた
わたしは、『えー』という反応には多少、落胆しまし
た。子どもの反応を真に受けるあたり、まだまだわたし
の鍛錬が必要です・・・。）
　西田クラスは秋祭りの太鼓の練習などがある中、時間
を作ってくださり、チーム分け、ルールなどいろいろと
準備してくれていました。最後には、もっとゲームの続
きをしたいという中、もう新幹線に乗る時刻が迫ってい
るからと、あわただしく「さようなら」をして帰りまし
た。

　さて、無事に帰宅した子どもの中には、親御さんへ
「ただいま！」より先に「ピカールある？」と尋ねた子
たちが何人かいたようです。ピカールは金属磨きの薬剤
ですが、当日の仕上げだけでは飽き足らず、帰宅しても
磨き、中には、お父さんがキリがないからとメッキ加工
を施してくださったご家庭もあったようです。まだまだ
進化し続ける海獣葡萄鏡でした。

（6年担任　西尾早知子）

　三日目、最後は、京田辺シュタイナー学校におじゃ
まし、西田先生と六年生 25 名の子どもたちと、二人
三脚、ボール氷鬼、ドッジボールと楽しみました。当
初、交流予定を告げると「えー。」と気の乗らない返事
でした。「それは、みんな法隆寺の後は、一刻も早くお
家の人に会いたい、横浜へ帰りたい！という気持ちか
ら、『えー』なの？」と尋ねました。すると、「初めて
会う人には気を使うから。」「なんて自己紹介しようか
考える。」などなど、全く交流が嫌なわけでもないとい
う「えー」だったようです。（わたしとしては、歴史旅
行が 10月末と決定して以来、京田辺シュタイナー学
校さんは秋休み期間中なので、交流は無理だろうと諦

ニッパーで切り取り、いよいよ鏡とするべく磨きの作
業開始です。配られたのは、サンドペーパーです。荒
いものと細かいもの用の二種。指導してくださる方か
らは、よく磨く面を見ながら、ちょうどいいところを
探ってくださいというような説明がありました。わた
し自身も体験したことのない作業を、子どもたちは果
敢に取り組みました。そうすると、だんだん、金属の
かたまりが磨かれ、自分の顔を映すようになるので
す！（随分、工程としては省いた説明です。）仕上げ
には、水に濡らしたペーパーを使いました。いった
い、どう出来上がるのか想像がつかない中、金属片が
光沢を持ってくるのです。出来上がった時の記念撮影
時の子どもたちの誇らしげな顔。いい笑顔でした。も
ちろん、時間制限もありますし、ちょうど良い頃合で
止めなければなりません。もっと、磨きたいという声
が聞かれ、どれだけきれいに磨かれていても、友だち
の出来具合も気になり、「あれぐらいに仕上げたい。」
と刺激されるようでした。用意された持ち帰りの袋に
丁寧に入れ、自分だけのお土産の出来上がりです。



【【緑緑区区制制 5500 周周年年記記念念事事業業　　緑緑区区民民ままつつりり 22001199 にに参参加加ししままししたた】】
10月 20日（日）に、四季の森公園で行われた、緑区民まつりに、お父さんたちが参加しました。ちからと知恵を合
わせた出店、その報告です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　緑区制 50周年記念事業　緑区民まつり 2019 に参
加しました。
　直前まで天候が心配されましたが、なんとか秋晴れ
となった 10月 20日（日）に行われた緑区民まつり
に参加してきました。今年はなんと！緑区制 50周年
記念事業という事で特別な区民まつりでした。今年
は、シュタイナー教育も、100周年！ということで、
いつも活躍している学園公開グループも多忙を極めて
いるなかで、お父さんチームに要請を頂き出店してき
ましたので報告します。

　今回の学園のブースでは、スクールショップの星の
金貨さんと一緒の出店の形として、木工ワークと焼き
菓子、ドリンク販売を行いました。
　木工ワークは、きこりお父さんチームがぶんぶんご
ま、ペンダント、つみきみがき、お箸つくりワークシ
ョップを行いました。特にお箸ワークショップは、手
作り品販売管理グループから箸袋を提供いただき、き
こりお父さんが作ったお箸とのコラボレーションして
出来たものです。
　焼き菓子は、カフェチームとのコラボレーション
で、スコーンおよびクッキーを用意いただきました。
　学園のブースは、星の金貨さんが店先を飾ってくれ
ているので、周りと比較してもとても雰囲気のよいブ
ースとなりました。

　木工ワークでは、ぶんぶんごまやお箸つくりワーク
ショップが子どもたちに人気で、きこりお父さんたち
の指導を受けながら、時に談笑を交えながら世界にひ
とつだけの手作りの品を満足げに作っていました。
　一方、食品を扱っているエリアは別のゾーンだった
こともあり、最初はなかなか焼き菓子とドリンクの販
売は伸び悩みました。そんな苦境のなか、星の金貨さ
んとも相談しながら、途中販売の机のレイアウトを見

直して、焼き菓子類を前に出したり、飲食スペースを
設けたりしたりしました。
　そんななか徐々に売れ行きも上がってきましたが、
販売時間が１５時までということであっと言う間に時
間が過ぎてしまい、このままでは大量に在庫が余って
しまうという状態でした。
　残り１時間を迫ったなかで、スコーンとクッキーの
セットを 1,000 円セットということで売ることにしま
した。これが、帰りにお土産に買って帰る方のニーズ
とうまくマッチして、飛ぶように売れて、結果的に用
意していた全ての焼き菓子を売り切ることができまし
た。

　今回たくさんのお父さんに当日駆けつけてもらいま
したが、その裏で子守チームを作ってこどもたちを四
季の森公園で預かるという試みも行いました。こちら
もお父さんたちと走り回って遊べたようで、お父さん
チームはヘトヘトでしたが、こどもたちはとても楽し
かったようです。

　今回いろいろ手探りで、学外のイベントに出店して
みましたが、反省点もたくさんありますが、学ぶこと
がたくさんありとても勉強になりました。特にカフェ
や手作り品など普段はお母さんが中心で行なっている
活動とお父さんチームのコラボができた事や、いらし
ていただいた沢山の方々にアドベントのチラシのお渡
しもできて、学園のアピールが出来て、良かったと思
います。
　今後も機会があればお父さんチームでの出店をして
いければと思っております。

（6、3年保護者　坂田辰男）



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～～
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）
一般ご寄付：保育グループ、十日市場校舎寄付箱、星の金貨

よこはま夢ファンドを通してのご支援：田中巌

心より感謝申し上げます。

☆☆星星のの金金貨貨よよりり☆☆
12月 1日の『アドヴェントのつどい』では、クリスマスの
お茶・アドヴェントカレンダー・ポストカード・麦わら飾り
・オーナメント・蜜蝋キャンドル・ろうそく消しなど、素敵
な品々をご用意してお待ちしております。
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

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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※掲載内容の無断転載をお断りします

おおややここででむむかかええるる　　アアドドヴヴェェンントトののつつどどいい
☆アドヴェントの始まりの日を、美しく飾られた学園でお
過ごしください☆
今年は、シュタイナー教育 100周年「世界がかわる学び」
ミニパネル展も同時開催いたします。
22001199 年年 1122 月月 11 日日（（日日））
霧が丘校舎　　　　10:00～15:00
十日市場校舎　　　12:00～15:30
入場無料
＊詳細は学園Webサイトでご確認ください。

SSNNSS 公公式式ホホーームムペペーージジははじじめめままししたた！！
横浜シュタイナー学園
Facebook 公式ページと Instagram公式アカウントを開
設しました。
FFBB
https://www.facebook.com/steineryokohama
IInnssttaaggrraamm
yokohamasteiner

ぜひ、フォロー、お友だちへのご紹介をお願い致します。

月月例例祭祭
低学年から高学年までの児童、生徒が一同に会し、日ごろ積
み重ねてきた学びを披露しあうこの集いは、学外の方々に学
園の今をお伝えする大変良い機会ではないかと考え、希望の
方に公開いたします。ご興味のある方は、この機会にぜひご
参加ください。
日にち：12月 14日 (土 )
時間：AM 11：00～13：40（開場 10：45)　
お申し込みは、学園事務局お願いします。

22001199　　緑緑・・芸芸術術祭祭
《《聖聖夜夜劇劇》》
日時：12月 22日（日）
「楽園劇」11：30 開場　12：00 開演 (上演時間約 45分 )　
「生誕劇」13：15 開場　13：45 開演 (上演時間約 90分 )　
会場：緑公会堂（緑区総合庁舎内）
観劇料：おとな 900円（高校生以上）
　　　　こども 600円（年長児～中学生）
＊対象年齢　「楽園劇」小学校 3年生以上
　　　　　　「生誕劇」年長児以上
＊対象年齢に達していないお子さんは入場できませんのでご
注意ください。
＊観劇ご希望の方は、学園事務局までお申し込みください。
観劇料は当日受付でお支払いください。




