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ククリリススママススをを迎迎ええるる声声高高なな音音楽楽ややままぶぶししいいツツリリーーののデデココレレーーシショョンンにに、、師師走走のの慌慌たただだししささもも加加わわりり、、街街はは喧喧騒騒にに包包ままれれてていいまま
すす。。そそんんなな街街のの空空気気ととはは対対照照的的にに、、学学園園でではは静静かかにに「「アアドドヴヴェェンントト」」のの 44 週週間間をを迎迎ええままししたた。。毎毎週週月月曜曜日日ににはは子子どどももたたちちはは
一一堂堂にに集集ままりり、、美美ししいい『『贈贈りり物物』』ととししてて演演奏奏さされれるるヴヴァァイイオオリリンンややフフルルーートトのの音音にに耳耳をを傾傾けけままししたた。。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Newsletter

８８年年生生劇劇をを終終ええてて

　2019年 11月 22日、23日、8年生は演劇「お気に
召すまま」（シェイクスピア作）の公演を無事終了し
た。生徒たちの感想は、やり切った、まだやれるような
気がするというものが多かった。私は、結果はどうあ
れ、一人ひとりが自分の心の動きや様々な感情を味わい
つつも演技をやり抜くこと、また、緊張の中でも全力を
尽くす体験をしてほしかった。その意味でも、皆本当に
よく頑張った。皆の感想にすっきりとしたものが感じら
れて、私もほっとしている。思春期のこの時期に演劇を
やるのは、そう容易くはないと思うが、やはりこの学び
は、個人のみならずクラスにも大きな意味をもたらす。
実際、比較的仲がよい私のクラスでも、みんながまとま
ったという感想があった。
　思い起こせば、私の初めてのクラス劇は１年生の時
で、子どもたちは私が作った短いお話の王様や魔女にな
った。あぁ、こんなに喜んでくれるんだと思ったことを
今でもよく覚えている。それから８年生になった彼ら
は、妖精は嫌だ、人間をやりたいと望んだ。ファンタジ
ーを好むと思っていた私は、正直驚きつつ、私の知らな
いうちに成長しているのだと気づかされた。だが、私は
こっそり？（作品名はださずに）演目を決める時に、妖
精がでてくる「真夏の世の夢」を入れてみた、が、みご
とに却下された。
　9月になり、本格的に音楽練習、大道具、衣装制作と
同時に進んでいるはずだったのだが、「これでは間に合
わないよ。」と専科の先生方から言われ、私は胃の痛い

思いをした。今思えば、皆でうまく話し合ってやれると
思いこんでいた私が悪かった。具体的に実行できずに立
ち往生していたようだった。それから、私の羊飼いの仕
事が始まったが、皆、やり始めると協力して早く進ん
だ。
　劇練習は、生徒たちのアイデア、彼らに触発された私
の考え、また長井先生、伏見先生、三品先生からもご意
見を頂きつつ、直前まで改善していった。もちろん、始
めは棒立ちで、一歩踏み出すことさえ難しいものだ。そ
の上恋したことがない？という彼らが、個性あふれる人
物たちをどのように理解し表現するのか、どう教えたら
よいのか頭を悩ますこともあった。けれど、彼らは、人
の意見を受け入れてどんどん変わっていった。彼らの内
面はわからないが、人の意見を聞いて実行してみるとい
う姿勢はとてもよかったと思う。
　直前の１週間、私はドキドキさせられた。足をくじい
た人、本番前日に喉が痛く微熱のあった人、他にも困っ
た出来事が、、、、。私は、すんなりとはさせてもらえ
ないんだなぁと思いつつも、先生方が動いてくださっ
た。皆が心残りなく演技できるようにと。おかげで、喉
が痛かった子もこれまでになく大きな声で演技できた。
　8年生劇は、照明の二村さん始め、多くの方々のご協
力や応援なくしてはできないと強く実感している。生徒
たちは、皆さんからのたくさんのお褒めの言葉を頂いて
幸せである。それらが、彼らの力となっていくだろう。
皆様のお心づかいに感謝致します。ありがとうございま
した。

（8年担任　小林裕子）



【【アアドドヴヴェェンントトののつつどどいい】】
12月 1日（日）に、アドヴェントのつどいを開催しました。お天気にも恵まれ、たくさんの方に来校していただきました。アド
ヴェントの始まりの日、厳かに、そしてあたたかに設えられた校内では、高学年生徒による発表をはじめとして、人形劇やワーク
ショップなども行ないました。そのなかのひとつ、ろうそくづくり「そうそくの森」の報告です。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

アアドドヴヴェェンントトをを迎迎ええるる～～ろろううそそくくのの森森かからら～～

　12月初めの月曜日、横浜シュタイナー学園では静か
に厳かに「アドヴェント」の時期を迎えます。空気が一
層冷たくなり夕闇が次第に深く濃くなるこの時期に、や
がて生まれてくるだろう暖かな光をしっかりと内に受け
とめるために、子どもも大人も静かに自分と向かい合う
ように過ごします。そんなアドヴェントの静かなお祝い
をいろんな方々と共有したい～という願いを込めて、毎
年「アドヴェントのつどい」を一般公開し、お客様をお
迎えしています。

　この慌ただしい日常の中で、静けさや闇を実感する、
っていったいどんなことだろう？いったいどんな風に？
と思われるかもしれません。この「アドヴェントのつど
い」の催しのひとつである「ろうそくの森」にはその秘
密が隠されているかもしれません。

　～そこは、光の届かない奥深い森の中。薄明りの中に
まるく並んだ切り株が浮かびます。その森を訪れる人は
静かに、森に棲む人の声に耳を傾けます。その声はとて
もちいさいのです。さらに耳を澄ますと、ちいさな星の
音が聴こえてきます。その音に導かれて、ゆっくりと切
り株に近づくと、そこにはとろとろに溶けた森の恵みの
蜜蝋が。蜜蝋の中にそれぞれ手に持った糸をゆっくり垂
らし、引き上げます。ひと株終わったら、隣の切り株
へ。ゆっくりとまた糸を垂れ、ゆっくりと引き上げる。
引き上げる度、徐々に蝋をまとっていく一本の糸を眺め
ながら、いつしか皆無心になって歩んでいきます。指先
から垂れた一本の糸がやがて立派なろうそくになる頃、
森に別れを告げる時がきます。森の恵みから戴いたろう
そくを手に、みな明るい外の世界へと戻ってゆくので
す。～
　

　もちろんすべては、丁寧に準備をこらした世界でのでき
ごとです。このろうそくの森の設えは、今年も多くの人た
ちの様々な手が寄せられてできあがりました。森に敷きつ
められた落ち葉は、8年生が何週間も前から園芸授業で拾
い集め、からからに乾かしてくれました。学園にやってく
るちいさな子たちは、その彩りに惹かれて玄関前の桜の葉
を加えてくれました。明るい黄色の銀杏の葉を道すがら集
めてくれた教師もいます。踏みしめれば、かさかさと素敵
な音がします。もう少し大きな子たちは蜜蝋割りを手伝っ
てくれました。大人たちはその落ち葉を敷き詰め、蜜蝋を
溶かし、切り株を新たに整えて、やっとその日を迎えまし
た。そして催しの最中には、美しい森の人がとろとろの蝋
を絶えることなく温め続け、暗闇の中の子どもたちを見守
り、物語の世界へ誘ってくれる大人たちがいました。

　森を出た子どもたちの会話を、教師の一人がふと耳にし
て嬉しそうに教えてくれました。
　「あのね、あれは魔法の切り株なんだよ・・・」
　不思議だけれど、子どもたちは知っていました。森に棲
む人は「魔法」の一言を口にしなかったはずなのに。
　喜びをもって、丹念に準備の手を重ねられたその空間で
は、その喜びは魔法となって伝わっていたのかもしれませ
ん。そうして、訪れた子どもたちがきちんとその声を聴く
ことができるということに、また喜びを感じます。子ども
たちがその純粋な感性を損なうことなく、心の声を聴き、
ありのままに育くまれていけるような世界。それは、喧騒
に満ちたこの現代では、まず大人が意識しなければ保つこ
とが難しくなってきているように感じます。

　森を出た子どもたちはみな嬉しそうに、満ち足りた顔を
しています。魔法の切り株に揺れる蜜蝋に何度も何度も糸
を垂らしてこしらえたろうそく。このろうそくの灯りは子
どもたちにどんな魔法を見せてくれるのでしょう。そこか
ら育まれる物語をわたしも楽しみにしたいと思っていま
す。

(6年生保護者　石倉義子 )



【【22 学学期期月月例例祭祭】】
12月 14日（土）に、青葉公会堂にて、2学期月例祭が行なわれました。学園では、各学期の終わりに、全校児童・
生徒が一堂に会し、その学期に行われた学びの一部を披露する学習発表会を催しています。その会を月例祭と呼んで
います。今年は、シュタイナー学校設立 100 周年となる記念の年ということもあり、月例祭終了後には、教員たちに
よるオイリュトミー発表もありました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

11 年年生生　　担担任任にによよるるリリズズムム

専専科科音音楽楽「「渡渡りり鳥鳥」」

22 年年生生　　中中国国語語　　

歌歌「「唐唐老老鴨鴨子子 (( アアヒヒルルのの歌歌））」」

宋宋詩詩「「山山村村」」民民謡謡「「太太湖湖船船」」太太極極拳拳

　　　　　　 オオイイリリュュトトミミーー

言言葉葉「「天天使使がが御御子子をを連連れれててくくるる」」

音音楽楽「「ああままきき喜喜びび」」(( ドドイイツツ古古曲曲））

33 年年生生　　専専科科音音楽楽　　

歌歌ののリリズズムムとと拍拍子子

44 年年生生　　手手仕仕事事作作品品のの発発表表、、

郷郷土土学学のの学学びびかからら

55 年年生生　　オオイイリリュュトトミミーー

言言葉葉「「馬馬ででかかけけれればば」」

　　　　（（みみずずかかみみかかずずよよ））

音音楽楽　　RRoonnddoo aa ccaapprriicccciioo

　　　　（（ベベーートトーーヴヴェェンン））

66 年年生生　　器器楽楽演演奏奏

「「ココララーールル」」(( テテレレママンン））

「「ササリリーーガガーーデデンン」」

（（アアイイルルラランンドド民民謡謡））

77 年年生生　　ジジャャググリリンンググ発発表表 88 年年生生　　オオイイリリュュトトミミーー

ハハレレルルヤヤ　　(( ククッッククスス））

即即興興曲曲作作品品 oopp..993355

（（シシュューーベベルルトト））

77，，88，，99 年年生生　　器器楽楽演演奏奏

NNooeell NNeeuuvveelleett

(( フフラランンススののキキャャロロルル））

99 年年生生　　

詩詩「「テティィンンタタンン寺寺よよりり数数ママイイルル上上流流

ににてて詠詠めめるる詩詩」」(( ワワーーズズワワーースス））

歌歌とと踊踊りり「「ソソーーラランン節節」」

66，，77，，88，，99 年年生生　　合合唱唱　　　　

PPaanniiss AAnnggeelliiccuuss(( フフラランンクク））

55～～99 年年生生　　合合唱唱

OOnnee LLiittttllee CCaannddllee((RRuussttyy VVaaiill))

教教員員　　オオイイリリュュトトミミーー　　　　

小小フフーーガガハハ長長調調 BBMMWW995522 (( ババッッハハ）） ・ ココリリンントトのの信信徒徒へへのの手手紙紙第第 1133 章章

ワワルルツツ　　作作品品 3399－－44　　　　(( ブブララーームムスス）） ・・ ワワルルツツ　　作作品品 3399－－1155　　　　(( ブブララーームムスス））



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。

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、校内見学
会を実施しております。
教室など校舎内を教員・事務員がご案内します。
日時：1月 10日（金）　15:30～1 時間半ほど
会場：霧が丘校舎
参加無料（要予約）
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。
※お子様の上履きをご持参ください。

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～～
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）
よこはま夢ファンドを通してのご支援：西田洋平、

隅田都保美、高田八千代
一般ご寄付：星の金貨

心心よよりり感感謝謝申申しし上上げげまますす。。

☆☆星星のの金金貨貨よよりり☆☆
今年も、スクールショップ星の金貨をご利用いただきまして、
ありがとうございました。
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、どなたでもお買い物いただけます。
お気軽にお立ち寄りください。
どうぞ、良きクリスマスとお正月をお過ごしください。

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

連連続続講講座座 多多面面的的シシュュタタイイナナーー考考察察
シシュュタタイイナナーー医医学学ののホホーームムケケアア
講師：鶴田史枝（看護師）
日にち：2020年 2月 2日（日）
時間：10:00～12:00

黄黄道道 1122 星星座座入入門門
講師：丹羽敏雄（理学博士・津田塾大学名誉教授）
日にち：2020年 2月 2日（日）
時間：13:30～15:30

いづれも
会場：十日市場校舎
参加費：一般 2,000 円（NPO会員 1,500 円）
お申し込みは学園事務局までお願いします。
詳細は学園WEBサイトをご覧ください。

22002200 年年度度入入学学説説明明会会 (( 三三次次 ))
1月 25日 (土 ) [A] 14:00～16:00　霧が丘校舎
2月 1日 (土 ) [B] 10:00～12:30　十日市場校舎
※2020 年度に入学をご希望の方は、A →Bの順で両方の回
に必ずご出席ください。
※ 面接予定日は 2020年 2月 23日 (日 ) です。




