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梅の花が咲き、河津桜がほころび始め、新しい春の訪れを感じます。昨春にやってきた 1 年生も今ではすっかり慣れた様子
で、毎朝玄関で迎える教師と握手の挨拶を済ませ、教室に駆け込んでいきます。そこで出会えるいつもの仲間。いつもの先
生。繰り返されるなんでもない毎日。そうした日々を穏やかに積み重ねられることこそ有難いことなんだと、大人として実感
するこのごろです。
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とうとう完成、僕らの家！
いざ、作業に入ると、私の予想以上によく協力して手
際よく進めていきました。毎回作業の前に唱える言葉に
よって、最後まで一体感をもって取り組めたような気が
します。子どもたちの力が集まることで硬くてごつごつ
した地面にも深い穴が掘られていき、大量の竹もどんど
ん割られていき、私の方が感心してしまうことも多々あ
りました。竹に打ち込まれるノミの音、威勢よくパッカ
ーンと響く子どもたちの声、それらはとても爽快で、彼

『先生、家づくりはまだですか？』『いつになったら
始められる？』毎年上級生が建てる家を見てきて、自
分たちの番を心待ちにしていた 3 年生の子どもたち。
降り続く雨を恨めしそうに眺めながら『2 階建てがいい
な。』『2 階から 3 階へ上れる階段も作ろう。』『床に寝
っ転がれるといいな。』と様々な願望も膨らんでいきま
した。私は自分の構想にあるシンプルなお家とのギャ
ップが大きくなっていくようで内心ハラハラしたもの
です。
お天気との兼ね合いで、竹の切り出しにもなかなか
行くことができませんでしたが、新治の森の愛護会の
方々のご協力のもと、秋も深まったある晴れた土曜
日、無事にみんなで竹を切り出すことができました。
多くのお父さん、お母さんたちのおかげで、竹は校庭
の隅に積み上げられ、地鎮祭も行われました。たくさ
んの海の幸、山の幸、里の幸をお供えして、神様にも
ご挨拶ができました。その時の希望に満ちた子どもた
ちの表情はまだ私の胸に残っています。

らの紅潮した頬とキラキラ輝くような瞳を目にして、こ
の作業によって成長期に伴う心の葛藤などまでもが内側
から支えられるように感じました。私は翌日の作業のシ
ミュレーションをする日々でいつも頭の中は大忙しでし
た。『先生、次は何をすればいいですか？』『手伝いが必
要なところはないですか？』という意欲ある子どもたち
が手持ちぶさたにならないように、一つ一つ着実に進め
ながらも、2 歩も 3 歩も先を見ていかなければなりませ
んでしたし、そのための準備にも多くの時間が必要でし
た。

そして、壁が出来、屋根によって一つの空間が生まれ
ると、子どもたちから静かな歓声が洩れました。覆いが
あることは安心感のみならず、内側にまっすぐに立つ強
さも与えてくれるのだと実感する体験で、たくさん隙間
があるものの、こんなに感覚的に違うものかと驚きさえ
ありました。それから一気に愛着がわいたようで、念願
の 2 階部分や登るための梯子づくりなどは、自分たち
でよく考えながら話し合って進める姿もなかなか頼もし
いものでした。そのころになると、自分たちのためだけ
ではなく、ここを訪れる人たちのことを考慮に入れて作
業していることもよく分かりました。『４、5 年生が乗
っても壊れないように 2 階の床の下にはもっとたくさ
ん支えの柱を入れなくちゃ。』『1 年生が登りやすい梯子
はどのくらいの幅かな。』『靴を脱いだらしまうところも
いるよね。』という声も聞こえてきて、端材を使って、
仲間と力を合わせ積極的に動く様子が印象的でした。
床を張り、全員が中に入って、代わるがわる 2 階に
も上り満足そうな子どもたちの姿を見て、このような体
験ができたことを私自身が本当に嬉しくありがたく感じ
ました。

その後、他のクラスの子が入ってくれるのを見て嬉し
そうにしている子どもたちは、ちょっぴり誇らしげでも
あります。そうかと思えば、ふと一人で 2 階にたたずん
で陽の光を浴びながら「本当にここは光と風の家だ」と
呟いて微笑む様子も目にします。
この体験が一人一人の奥深くに浸透し、この先生きて
ゆく力になりますように。将来彼らが困難にあった時
に、浸透して変容した力が彼らを支えてくれますよう
に。

はるかな昔 人々は
雨風しのぎ、眠るため
住まう住居を考えた
何より最初にしたことは
神様祀り 祈ること
大地の神に 風の神
天（あめ）の神様 お祀りし
それから仕事に取り掛かる
大地をならし 礎石据え
まっすぐ柱を立てたなら
屋根 壁作り仕上げよう
出来たお家のその中で
豊かな暮らしができるよう
僕らの心も育てよう

（3 年担任

この家には、入り口に米作りの際の藁で作ったしめ
縄が張られ、中には神棚が設置されています。神様、
天使さまが、ここに住む私たちと、訪れるすべての人
々に幸せをもたらしてくれますように、そして、誰も
がけがなどせずに心地よくすごしてくれますように、
と全員でお祈りして、家づくりが完了しました。
家の名前はたくさんの候補の中からふたつに絞られ
ました。ひとつは『光と風の家』もうひとつは『希望
の家』です。どちらもふさわしく思えてなかなか決め
られず、結局両方採用となりました。このあたり、担
任に似たのかしら、と思わず笑ってしまいました。光
と風がたっぷり入って心地よい 2 階は『光と風』、広々
としてくつろげる 1 階は『希望の家』だそうです。

伊藤雅子）

【9 年生中国語劇】
1 月 31 日（金）に、9 年生による中国語劇の発表がありました。初めての試みとなった中国語劇ですが、9 年生の中
国語を担当する中国語専科教員による、発表までの舞台裏の様子、思いのこもった報告です。
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九年生の中国語劇を終えて

よく晴れた 1 月 31 日に、十日市場校舎で午前と午
後 2 部上演で、9 年生は見事に「花木蘭」を題とした
中国語劇を終えることができました。たくさんの保護
者が駆けつけて下さり、温かい眼差しで子どもたちの
劇を見て下さったことに感謝致します。
実は 9 年生クラスを受け持ったのが昨年の 4 月でし
た。卒業まで 1 年しか残っていないので、中国語の授
業をどのように進めれば子どもたちにとって最善であ
るかとしばらく悩んでいました。何回かの授業を通し
て、気づいたことがあります。卒業まで、文法的な規
則をいくつか教え込むよりも、彼らに中国語に対する
自信をつけて、今後例えば中国語の授業がなくなって
も、自ら能動的に学び続けたいというきっかけを作っ
てあげたいと私は思いました。そこで、劇大好きな森
田クラスには、感情、動きが伴う劇がぴったりだと感
じました。いま振り返ってみると、とても無謀な考え
でした。
卒業に向けて、9 年生の 1 年間はたくさんの取り組
みが詰まっています。学園祭、2 週間の農業実習、1
週間の鍛金実習、100 周年のオイリュトミー公演、
11 月末の英語劇、もちろん卒業版画制作、卒業プロ
ジェクト、卒業オイリュトミー、卒業音楽合奏、合唱
など、盛沢山の状況の中で、さらに中国語劇を無理矢
理に入れるわけです。この間、9 年生の中で、ほとん
どの子どもたちが英語検定と漢字検定を受けることに
なっていました。でも中国語劇をぜひやらせて頂きた
いと強く担任の森田先生に願い、先生の賛同を得るこ
とができ、中国語劇をすることが決まりました。
学園では何年か前から毎年 9 年生の英語劇が恒例に
なってきましたが、実は 9 年生の中国語劇は今回が初
めてです。私にとっても初めての取り組みでした。題
材選びから考えて、クラスは 7 人しかいなくて、また
女子の人数が多いことから、女性が主人公のテーマが

良いかと思いました。私は授業の時、各クラスに関
して、共通の思いがあります。それは言葉だけ子ど
もたちに教えるのでなく、子どもたちに中国語の雰
囲気、質を感じてほしいと考えています。最も極め
られた中国語はやはり漢詩です。そこで頭に浮かん
できたのが「木蘭詩」という古詩でした。この詩は
「花木蘭」という女の子がテーマの詩です。かなり
長いですが、ひとつの詩を通して、「花木蘭」とい
う女の子のストーリーが凝縮されています。「花木
蘭」は紀元 5 世紀中国の南北朝時代にいた人物で
す。当時政権を握っていた北魏が「柔然」という北
の遊牧民族に攻められて、国を守るために、徴兵し
なければならなくなりました。花木蘭の家からも兵
士を 1 名出す必要があり、年老いた父のために、木
蘭は男装し、戦いに赴きました。木蘭は小さい時父
に武術を習って、戦場で大活躍したそうです。何と
なくこの劇は森田クラスに合っているように感じま
した。三国史から劇の題材を選ぶことも考えました
が、子供たちの意見を聞いたところで、「女子力」
の強いクラスなので、女の子たちは素早く決断を下
し、「花木蘭」に決まりました。

11 月 31 日の英語劇に集中できるように、本格的に中
国語劇に取り組み始めたのが 12 月からでした。学期末
で、短縮授業などもあり、中国語の授業数が少なかった
です。年明けの 9 年生の初めての中国語授業は、体調不
良で教師が不在の中で、劇に対して色々な提案が書かれ
た私の手紙に基づいて、自分たちで道具、衣装、音楽等
について話し合い、台本を見ながら立ち稽古をしまし
た。本番まで 2 週間しかない時、やっと私も復帰し、毎
日の放課後の 1、2 時間、3 回の中国語授業の時間、ま
た森田先生から貴重なエポックのお時間を 2 回頂き、英
語の渡辺先生から英語の授業を 2 コマ頂き、何とか周り
の先生方に支えられながら、本番まで道具作り、通し練
習を可能な限りしました。
森田クラスの子どもたちは皆が高い理想を持っていま
す。やるなら、最高峰を目指したい気持ちは今回の劇を
通して肌で感じることができました。準備期間が短いた
め、最初から子どもたちにセリフと演技に集中しよう
と、道具や衣装などをできるだけ新しく作らないで、あ
るものでやり繰りしようと伝えました。大道具作りは 3
日間の放課後しか使えない中で、子どもたちは立派な背
景図を 3 枚仕上げ、学園のストックの衣装を工夫し、ベ
ルトなどの小物を使って、中国の雰囲気を出すように頑
張りました。各係を作ったものの、すべての作業につい
て、7 人は協力して、お互いに助け合いながら進んでい
きました。長い時間を共に過ごしてきた彼らはよくお互
いの長所と短所を知っていて、補いあって、それぞれの
輝きを放ちながら、最高のものを共同に作っていくのが
彼らにとって、ごく普通で、当然のように見えました。
これは森田クラスの流儀でしょうか。彼らを眺めて、私
は明るい未来が見えてきたような気がしました。
衣装を着けて、本番のようにすべての道具の出し入れ
も含めた通し稽古は本番まで 8 回しました。最初の何回
かはセリフが入っていなくて、途中で止まってしまった

た場面がありましたが、毎回劇の後、全員で輪になっ
て座り、振り返りをしました。殆どの場合ですが、私
が何も指摘しなくても、子どもたちはすでに問題点に
気づき、改善策も一緒に出してくるのでした。回数を
重ねるごと、劇の質が変わっていきます。気づいた点
は次の時は必ず改善されていくのでした。本当に素晴
らしくて、彼らの成長を見てきたつもりなのに、目の
前の輝かしい彼らが不思議でたまりませんでした。
子どもたちにかなり負担をかけてしまったかと思っ
ていましたが、昨日（2 月 5 日）9 年生の中国語劇の
打ち上げパーティーに参加した時、みんなの満足げな
笑みで私を安心させてくれました。大変だったでしょ
うが、この経験はきっといつか彼らの力になるでしょ
う。その場で、私はこの劇に対する思いをみんなに打
ち明けました。ぜひこの 9 年の時間をかけて学んでき
た中国語を無駄にせず、自分たちは中国語に対して自
信があり、必要であれば、いつでもその力を発揮でき
るように思ってほしいのです。ぜひこの学園で親しみ
を感じ、身に付いた中国語力を携えて、広い世界で羽
ばたいてほしいと切に願っていることを伝えました。
いつかきっと彼らは中国語を学んでよかった、9 年生
の時、大変だったですが、「花木蘭」の劇に取り組ん
でよかったと思う日が来るでしょう。

（中国語専科教員

王淼）

【連続講座 ” 多面的シュタイナー考察 ” 開催報告】
2 月 2 日（日）に、学園内外より好評をいただいている連続講座、多面的シュタイナー考察を開催しました。
午前中に、アントロポゾフィ ― 看護師の鶴田史枝さんによる「シュタイナー医学のホームケア」講座、午後には、津田塾
大学名誉教授の丹羽敏雄先生による「黄道 12 星座入門」講座の 2 本立てとなりました。
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黄道 12 星座入門講座に参加して
2 月 2 日の午後は、理学博士で津田塾大学の名誉教
授でおられる、丹羽敏雄先生による惑星の講座が開か
れました。昨年に続き 2 回目となる今回は「黄道 12
星座入門」のお話でした。
午前中のホームケア講座同様に 40 名程のご参加が
あり、皆さん熱心に耳を傾けていらっしゃいました。
黄道というのは太陽が一年を通して動いていく天空
の道のことで、その領域に 12 の星座が帯をなして配
置されています。12 星座は馴染みのある誕生月の星座
たちです。
シュタイナーのことを学んでいると、教育、農業、
医療などジャンルは違ってもどこかに “ 星のはたらき
” というのが出てきます。
丹羽先生のお話ではアントロポゾフィー（人智学）
はアストロゾフィーとも言えるとのことで、シュタイ
ナーの思想の根幹をなしている大切な学びだと感じま
した。
しかしながら、星座といえば理科の時間に習った星
座表か星占い、くらいの認識の私などには少々難解に
思ってしまうところもありました。
頭に？？を持ちながらも、丹羽先生がご用意下さっ
た「12 星座の性質」という表を見ながらある 1 つの
星座（今回はおひつじ座でした）を例に講義を聞いて
いくと、その星と関連する地水火風の要素や音、動
き、鉱物の要素などがその星の性質を表しており、そ
れがその星座の人の性格や肉体にも影響を与えている
ということでした。

ちなみに現在は第五文化期で、2160 年あるうちの
3 分の 1 ほどきた所にあるそうです。ここからが中
盤、いよいよ第五文明期の本番が来るそうです。
遠大なスケールのお話ですが、確かにその中に自分
がいるのだと思うと、人間も自然や宇宙と切り離せな
い存在なのだと、改めて感じました。
そして、それらの星の作用を受けながら生きている
と思うと、自身の人生のとらえ方や、気になるあの人
のクセ … などなど、受け取り方や見方が変わり、少
し楽な気持ちになるかもしれないですよ、というアド
バイスも頂きました。
丹羽先生の知的で柔和なお姿の中に時々キリリと芯
の通った世界観を垣間見る事ができて、真の大人の姿
を学んだ思いの、貴重な時間でした。
入り口は少し難しく感じますが、原理原則が分かる
と解釈しやすくなるというお言葉があり、学びを深め
たらどんどん楽しくなるような気がします。
また次回もご講演頂ける事を願います。
（勉強会グループ
2,5 年保護者 小野山陽子）

インフォメーション

～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～

3 学期修了の会
ご希望の方に公開しています。

日にち ： 3 月 14 日（土）
時間 ： 12:00 開場
12:10 ～ 13:40
場所 ： 旭公会堂

＊参観は大人対象になります。
お子さんの参加はご遠慮ください。
ご希望の方は、学園事務局までお申し込みくださ
い。

～事務局より～
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：森一俊、
小林淳志、中島憲次
一般ご寄付：星の金貨
心より感謝申し上げます。

SNS はじめました！
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。
FB
https://www.facebook.com/steineryokohama
Instagram
yokohamasteiner

NPO 会員募集
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。

☆ 星の金貨より ☆
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、どなたでもお買い物いただけます。
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。
お問い合わせのメールアドレスが変更になりまし
た。
hoshino.kinka7@gmail.com

YSG メールマガジン配信中
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。

ぜひ、フォロー、お友だちへのご紹介をお願い致します。
横浜シュタイナー学園
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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：
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