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身身体体もも心心ももすすっっかかりり疲疲弊弊ししててししままいいそそううなな猛猛暑暑がが続続いいてていいまますす。。炎炎天天下下、、運運動動場場にに立立つつ子子どどももたたちちをを眺眺めめてていいたた、、ああるる昼昼下下がが
りり。。ささああっっとと台台地地をを吹吹きき抜抜けけててききたた一一陣陣のの風風にに、、一一瞬瞬ににししてて生生ききたた心心地地がが蘇蘇りりままししたた。。そそのの瞬瞬間間、、そそれれままででのの酷酷暑暑ももままるるででそそ
のの一一瞬瞬のの清清々々ししささののたためめににああっったたかかののよよううににもも思思ええ。。過過酷酷ななととききととはは実実はは、、ささささややかかななももののへへのの感感謝謝ににああららたためめてて気気づづくくこことと
ががででききるる大大事事なな機機会会ななののかかももししれれまませせんん。。
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Newsletter

鍛鍛金金実実習習

　9年生は、7月 27日から 4日間、シュタイナー学園
（藤野）の教室や道具をお借りして、藤野でも教えてい
る小林旬子先生のご指導の下、鍛金実習を行いまし
た。これは、美術の学びの一環です。
　毎年秋になると、十日市場校舎には、9年生の鍛金実
習の成果が飾られます。両手に入るような大きさで、
それぞれの生徒の思いが形づくられた美しい銅の器の
作品です。鍛金は、その言葉通り、ひたすら金属を打
ち続けます。私たちの実習では、平らで、冷たく、そ
して硬い銅板を、金槌で打ち続けました。その単純に
見える作業によって、硬い平板な金属が、ものの見事
に美しく温かな立体へと変わっていくのです。それは
金属のイメージを変えるものとなり、何とも不思議な
感覚でした。もちろんその工程には、銅板をバーナー
で真っ赤になるまで熱し、それから冷やすという作業
があります。希硫酸液につけると、銅板は鈍いピンク
色に変わり、それを打ち続けると再び輝き始めます。
また、叩いた一点が、器の外側と同時に内側にも点の
模様となって現れ出るのも興味深いことでした。
　初日、生徒たちの金槌の音はゆっくりで、まだ叩く
リズムが取りにくい様子でした。それもそのはず、金
槌を振りおろすその一点がとても難しいのです。丸み
を帯びた「当てがね」という道具の上に平らな銅板を
置いて打つのですが、始めは板が安定せず、打つ点を
とらえることは簡単ではありません。さらに曲線を作
り、丸みを帯びていくには、銅板と当てがねの隙間の
加減をみつつ打ちつけます。打ち方によっては、銅板
の一部だけが、伸びてしまいます。これらは理屈で考
えていても、なかなかコツがつかめないのですが、さ

すがに生徒たちは、早々と打点の感覚を体で得ていきま
した。そして、日に日に金槌の音が速くなり、男子の中
には、金槌をガンガンと打ちつけ、銅板を大胆に変形さ
せる生徒もでてきました。迷いがなくなり、思い切りが
よくなったようでした。先生は、思春期の彼らの力強さ
を感じ、思うようにさせてくださったようでもありまし
た。「職人だなぁ。」と私は思いながら見ていました。彼
らは言葉を発することもなく、自分の思い描く形に近づ
けるために、一心不乱に銅板に向き合っていました。特
に男子には職人魂（？）が輝いているように見えまし
た。
　9年生の感想には、「銅が、実はとても繊細な金属だ
と感じた。」「道具を大切に扱うのは、全て作品を美しく
制作するためだったとわかった。」「昔の人はこんな難し
いことをやったのかと思うとすごい。」というものがあ
りました。また、夢中で作業し早々と出来上がった人、
皆が早く終わるのを見て心配になった人、形が気に入ら
ないのか、やり直している人、思うようにいかずにいら
いらしつつも、最後には満足した、途中からリラックス
できた、楽しかったという感想がありました。限られた
時間内で、自分のイメージにいかに近づけるのか、意志
と根気が必要でした。そういった意味で出来上がった作
品には、皆それぞれの心の内の体験も含まれているでし
ょう。そして、生徒たちは、これまで考えていた硬いだ
けの金属のイメージとは異なる金属の柔軟さ、伸びた
り、縮むように硬く厚くなっていくさまに、大いに金属
の不思議を感じました。それは、人間を見る眼にも通じ
る体験となったのかもしれません。

（9年担任　小林裕子）



オイリュトミーは、シュタイナー教育の特徴的な教科です。シュタイナーによって創始された、こころとからだに調和をもたらす
動きの芸術と言われる活動です。オイリュトミークライトと呼んでいる専用のドレスを身にまとい、授業を受けます。毎年、新入
学の保護者は、子どもの学園での学びや活動に必要な準備を整えるために、限られた時間の中で、思いを込めてオイリュトミーク
ライト作りに取り組んでいます。毎年、講師をひきうけてくれている保護者から、講習・製作の様子の報告です。
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　新 1年生保護者は入学後、オイリュトミー専科の授
業で子どもたちの着るオイリュトミークライトを自分
たちで手作りします。
　毎年初めてのオイリュトミーの授業までに 4月の中
頃から全 3回に渡って講習を行うのですが、今年はコ
ロナでの休校があった為 7月 22日、29日、30日の
3日間の講習となりました。
　毎年この講習の挨拶の時、「講師お父さんなの！？」
という視線が少し痛いですが、私が担当となり早いも
ので、もう 4回目のオイリュトミークライト講習とな
りました。今年も、新２年生保護者による歓迎担当メ
ンバーの協力のもと、滞りなく全 3回を終えることが
出来ました。
　1 回目はオイリュトミー専科担当教員の猿谷先生よ
り、オイリュトミーとは？また、オイリュトミークラ
イトの重要性についてなどお話し頂き、続いて私の方
から製作過程の説明を軽くすませ、早速それぞれに配
られた布地に型紙を置いて、色鉛筆でトレースする作
業から入っていきます。
　2 回目以降は裁断したパーツに保護者の自宅から集
めたロックミシンを使って、断ち端が解けない様にす
る作業を進め、３回目までに全ての人がロックミシン
の工程が終わっている状態を目指します。（ロックミシ
ンの工程まで終われば、各自ミシンや手縫いなど自宅
で進めることが出来る為）
　私がオイリュトミークライト講習の担当になった経
緯は、私がアパレルの生産業に従事している事を知っ
た猿谷先生から、オイリュトミークライトを新しくし
たいので協力してくださいと声掛け頂いた事からでし
た。
　名称も当初はオイリュトミードレスと学園内では呼
ばれていましたが、3年生頃から男の子たちが「ドレ
スは女子の着るもの」と嫌悪感を抱き出す事もあっ
て、ドレスからクライト（服）に統一した呼び名に変
更になりました。そしてオイリュトミークライトの形
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についても、シルエットはAラインで体に沿ったも
の、衿が伸びず、アイロンもしやすい物にして欲しいと
言う事で型紙から担当させて頂きました。
　以前のオイリュトミークライトは、洋裁未経験者でも
出来るようにかなり考えられていて直線的に裁断したも
のを繋ぎ合わせたものでしたので、作りやすい反面、上
半身のシルエットが体に沿っていなかったり、アイロン
が掛けづらかったり、衿口が伸びやすかったりといった
難点もありました。そこを改良するにあたってシルエッ
トや仕様などをこだわった物とする場合、どうしても型
紙を使用し裁断した後、断ち端の処理が必要となって、
結果、本格的な洋裁工程となってしまいました。
　毎回、型紙・説明書と布地を渡した時、絶望的な顔を
されるお母さんもいますが、新入歓迎メンバーにサポー
トされながら、しっかり仕上がっていきます。そこは、
流石この学園に集まってきたお母さんたちだなと感じて
います。最初は「無理、無理」と言っていたお母さん
も 2人目で 2回目になると手馴れた手つきでミシンを
踏んでいたりもします。また、全て手縫いで仕上げてく
るお母さんもいて、あまりの丁寧さ、美しさにびっくり
する事もあります。今年は裁縫の得意なお父さんの参加
もありました。

　同じオイリュトミークライトであっても、それぞ
れの親の個性が表れた一着のクライトを、新１年生
の子どもたちは嬉しそうに袖を通し、初めてのオイ
リュトミーの授業を体験する姿は、私も子どもが１
年生のときに感じましたが、作ることの喜びを感じ
ることができる体験でした。
　また、入学してきた親子さんたちと、知り合える
機会にもなりますので、私も、毎年楽しみにしてい
る行事の一つです。

（６年保護者　松井敬一）



　8月 1日土曜日の昼下がり。霧が丘校舎から歩い
て 10分強のところにある霧が丘グラウンドに現役野
球部員 8名と 16名の先輩たちが夏の陽射しを浴びて
いました。長かった梅雨がようやく明けて空は気持ち
良く晴れていました。主審のマスクを被るのはすで
に 5年以上野球部にかかわり今は「監督兼コーチ」と
していつも親身に生徒たちにアドヴァイスをくださ
るOB部員のお父さん。なんでもこの日を楽しみにし
過ぎて前の晩はよく眠れなかったそうです。
　学校の用事を済ませてグラウンドに駆けつけた頃に
は、すでに試合は始まっていました。得点表に目を向
けると、OBチームがリードしていました。1塁側の
ベンチには、10名を超える先輩たちが思い思いのい
でたちでバットを振ったり、グラウンドの隅で肩慣ら
しのキャッチボールをしていたり、と和やかなムー
ド。顔ぶれを見ると、1期生からこの春卒業した 7期
生までほぼ全卒業クラスからそれぞれ数人ずつ来てく
れていました。なんと総勢 16名。
　ここで、野球部創部のエピソードを。
横浜シュタイナー学園に「中等部」にあたる 7∼9年
生のクラスが揃ったのは 7年前。1期生が 9年生にな
ったときです。1期生の時代、「部活動」はまだあり
ませんでした。1期生が 9年生の時に始めたのは今も
続く「学園祭」です。次の 2期生が 9年生になった
時に「放課後に部活動をしたい」という当時の 9年生
の要望と「中等部に部活を」と考えていた保護者の気
持ちとが合致し、部活動の試みが始まりました。開始
当初に生徒の希望と指導者の確保の両方が適ったとし
て、「料理部」「体操部」（以上 2つは現在休部中）「数
学部」「書道部」とともに「野球部」が創られまし
た。当時の野球部顧問教員は神田昌実先生でした。人
数が足りない、野球に必要な道具（ベース、ヘルメッ
トやキャッチャー防具）がない、ルールも練習方法も
よく分からないと、ないない尽くしだった頃に、「先

生、ベースがないし、キャッチャー用の防具もないで
す。どうやって練習するんですか？」と 9年生部員から
訊かれた神田先生は、「古い座布団や、防災用のヘルメッ
トで代用しなさい。」と冗談か本気かわからない発言で部
員を煙に巻きながらも、陰で保護者には「新設野球部が
道具を必要としています。どこかで譲ってもらえないで
しょうか？」と訊いて回りました。有り難いことに、ほ
どなくキャッチャー用防具一式 (今も現役 )を中古で譲
っていただき、生徒たちは座布団で身を守らなくても済
みました。今度は練習場の確保が問題となりました。野
球の練習はバットを振りまわす、硬い (と言っても軟球
です )ボールを投げる、打つ、といういわば公共の公園
では禁止されている行為をすることと同義です。公園の
管理事務所に「公園で野球の練習がどこまで可能か？」
と訊ねた所、思った通り、キャッチボールや素振りが限
界、とのことでした。彼らが思いっきりバットを振って
球を打てるグラウンド探しが始まります。ほとんど可能
性が見つからなかった中で、「ウチを使っていいよ。」と
快諾してくださったのは、以前よりお世話になっていた
若葉台のVOSC（若葉台スポーツ文化クラブ）の代表で
した。この方の計らいで、我が野球部は月に一度、ピッ
チャーマウンド、ベース付きの広い野球グラウンドで伸
び伸びと練習することが可能になりました。（数年前から
若葉台グラウンドに加えて、霧が丘グラウンドも週末に
利用できるようになりました。）
　こうなったら、平日金曜日放課後の練習は近くの公園
でしてもいい範囲のことを地道に行うことは「よし」と
しなければなりません。実際、彼らは本当に毎週１時間
強の平日練習をランニング、素振り、キャッチボール、
捕球練習、筋力トレーニングに使い、こつこつと力をつ
けていきました。

ゆっくりと成長の段階をたどるシュタイナー学園の子どもたち。７年生になると、待ちに待った放課後の部活動が始
まります。その中でも、ひときわの存在感を放つのが野球部でしょう。真夏のOB戦を機に、実は学園保護者にもあ
まり知られてはいない、その創設から現在に至るまでの数々のエピソードや活動に込めた想いを、現顧問である長井
麻美先生が語ってくれました。
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　スコアボードに目をやると、OBチームの得点がぐん
ぐん伸びていました。それでも、現役チームはあきらめ
ずに先輩たちの胸を借り、正々堂々と制限時間いっぱい
まで戦い抜きました。

　最後に。「野球」や「サッカー」のようなスポーツ
について、教育的には低学年向きではないと教員会
では考えているため、1～5年生の下級生は野球部の
活動を見学する機会を持たないように配慮し、保護
者にも協力をお願いしています。見学、観戦が許さ
れるのは、6年生になってからです。もちろん、7年
生になる前に野球に惹かれ、夢中になる子どもがい
るのは確かですし、先輩たちの立派な活躍を目にす
ることができないもどかしさを感じる家庭があるの
も事実です。しかし、6年間野球部の活動を見守って
きて思うのは、7～9年生だからこそ、「野球」とい
うスポーツの面白さ、難しさを味わうことができ、
部活動を通して一人ひとりが自己教育を行っていけ
るのだ、ということです。大好きなものだからこ
そ、急がず、十分に味わえる年齢まで待つというこ
とが、次の大きな成長へのステップに繋がるのでは
ないか、と考えています。
　夏の陽が傾きかけたころ、OBと現役との集合写真
を撮っていただきました。同窓会がまだない我が学
園では卒業生が集まる機会は、学園祭とこの野球部
OB戦しかありません。今後、ほかにも卒業生が帰っ
てくる場を増やしたいと願いつつも、このよき繋が
りをこれからも大事にしていきたいと思いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　

（野球部顧問教員　長井麻美）

　OBの勝利で試合が終わって、全員が円陣を組ん
で反省会をした際に、先輩のひとり 2代目部長から
「僕たちが勝ったけれど、これほど現役に点数を取ら
れたのは初めてだと思う。皆、よくやっていたし、
試合の中でもどんどんうまくなっていったのがすご
いと思う。」と褒め言葉をもらった現役チーム。その
言葉に甘えず、「目標は次のOB戦に勝つこと。」こ
の酷暑の中でも部長の声掛けに部員たちは集まり、
真っ黒になって自主練に励んでいます。
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　やっと迎えられた入学式。親子ともどもワクワクした気持ちで学園に向かいまし
た。２か月待ちましたが、両親で参加できる状態になり、家族で思い出深い時間を
過ごせたことを心から嬉しく思いました。
　例年より短縮した形での入学式、とのことでしたが、先生方はじめわたしたち保
護者が待ちに待った日は、みなさんの想いがあふれ、あたたかい空気を感じる時間
でした。まだクラスで顔を合わせるのは２回目の子どもたち。
　緊張しながらも、周りのお友達を気にしている姿がほほえましく、早く仲良くな
りたいという気持ちがあふれているように見えました。
　式が終わり、子どもたちの最初の授業は何をしているのかと気になりつつ、別室
で保護者同士も久しぶりの再会を喜び合いました。
　クラス写真の撮影の後、最後に保護者も加わって全員でパチリ。これから９年間
を共に過ごしていく仲間であり、家族なんだなと感じられました。
　入学式のために準備をして下さった先生方や保護者の方々に感謝の気持ちでいっ
ぱいです。

(新 1年保護者　今井麻記 )

前号にて、新入学の全家庭より、6月 7日に 2か月遅れで行われた入学式の感想を掲載しました。
その際に、編集側の不備により、一家庭分の掲載が漏れてしまいました。
お詫び申し上げますとともに、今号で改めて掲載させていただきます。



　この短い夏休み、そして霧が丘校舎で作業できる期間も限
られる、といういくつもの制約の中で、先生方、保護者も集
まり、運も味方にして、子どもたちの学びの場をリフレッシ
ュすることができました。力強く、期待以上の働きができま
した。
　15 周年工事は、もともと子どもたちの日々の学びに直結す
る工事をする計画で、この 2月から有志で計画し、スタート
しました。

十日市場校舎オイリュトミー室の整理棚の新作
水彩画などで使う画板の修理と新作
木馬（きうま）の修理と新作
竹ぽっくり掛台の新作

　半年程度かけてじっくりと思いながらも、準備をしていた
矢先のコロナ禍。見通しの効かない時間が過ぎ、夏休みこそ
どこかで、と再開しました。全部を期間中には終えられない
ため、新学期から使いたい木馬と画板の修理・新作をするこ
ととしました。
　購入資材の搬入から、工具の準備と加工の工夫では声かけ
に応じてくれた１、２年生の父母の方も参加してくださり、
常連の腕利きの保護者が技術を引っさげて集まりました。そ
していつもオープンデイなどでも集まってくれる、手仕事好
きの保護者の方々と先生方とが、作業に偏りの無いように臨
機応変な対応で、仕上げ磨き、塗装と流れるように進めてく
ださいました。

【【ボボラランンテティィアア工工事事】】
今年、開校 15周年を記念して、開校当初学園の名物と化していた「ボランティア工事」を復刻（？）させるべく昨
年度から準備してきました。春休みから・・と考えていたところ、このコロナ禍で時期が少しずれてしまいました
が、とにかく、体を動かし、心を動かしながら楽しく作業をしよう！と夏休みに立ち上がったメンバー、ボランティ
アの面々。その作業の様子をチーフ自ら振り返ります。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　実は予定通りにできたのは、目標数と形くらいで、描いていた
ものが材料上難しいことがわかったり、思いの外、時間や材料が
かかったりと、やってみて初めて判ることも多く、方法は常にど
こかを皆で考える、ということの繰り返しでした。
　でも、こういう時こそ、うまいアイデアが生まれるものです。
　木馬の壊れやすいハンドルの構造は、その場で「より強く加工
できて修復もできるハンドルは何か」と議論をして編み出しまし
たし、画版の磨きと塗装の工夫、レイアウト、分担もそうでし
た。
　子どもたちが日々画板の上で水彩画を塗りあげている様子を思
い浮かべながら、材料の角を取り、紙やすりで磨き上げて平らに
し、重ね塗りで仕上げます。長年使ったものも磨き直し、塗り直
し丁寧に新しくしてゆきました。
　翌週の追加工事もまたメンバーたちが集まってくれました。き
っとみんな「やり始めたことは最後まで」という強い思いからだ
っただろうなと。もう乗り出すと止まりません。
　ようやく木馬作業が完了、と思ったら、左右の向きが合ってい
ないもの、上下逆のものが、ちらほら（汗）。ですが、これも習
熟の機会。しっかり取り付けられたハンドルを再び外して、向き
を直して取り付け。実はこういったいろんな段階からの作業を考
えることが、きっと数年後に訪れる次回の修復工事の時に役立つ
経験になるなと、今思うことができます。
　木馬は構造を作ったところだったのですが、塗料のAUROを改
めて注文する必要がありそうで、完成は先送りになりそうでし
た。ちょっと残念な気分でした。そんな状況で最終日、学園が常
日頃お世話になっている大工さんに登場いただき、竹ぽっくり掛
台の制作に着手しました。
　実は事前の追加要望として「倉庫に眠る端材の利用」がありま
した。使えそうな材料を学園の倉庫からひっぱりだしていたら、
なんとそのAUROの残りが使える状態で保管されているのを見つ
けました。「無いから先送りかな、諦めるかな」と思いかけると
誰かがその状況を変える働きをする、という鮮やかな連携のうち
の一つです。

　働く手とつながる手。
　そしてそれらを使って学ぶ、子どもたちの手。

　こうやって学園が始まった時に最初に形を作って頂いたものを
引き継ぎ、新しい方々が、形を保ちその時々にできる仕事で新し
くしてゆく。常若（とこわか）の学園を私たちの働く手で渡して
ゆきたいものだと思った次第です。
　今後も木こりさんたちの働きにご期待ください。

（1・7年保護者　小山哲哉）



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）
平野春江、岡田純子、長井昭子、星の金貨

大大変変なな状状況況のの中中ででもも、、学学園園ににおお気気持持ちちをを寄寄せせててくくだだささりり、、
心心よよりり感感謝謝申申しし上上げげまますす。。

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 0130702
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※掲載内容の無断転載をお断りします

☆☆星星のの金金貨貨よよりり☆☆
スクールショップ星の金貨では、子ども用・大人用のマスク
を販売しています。生地は綿や麻の天然素材です。
神之木クリニック院長 山本忍先生の最新著書「クプとギプ
と上手にかぜをひく子①～痛くない未来の注射～」（コロナ
ウィルスを含む 27のウィルスへのインタビュー・ウィズコ
ロナ時代に贈る書）販売しています。
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。

22002211 年年度度入入学学説説明明会会
【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の順で両方の回に必ずご出席ください。
参加費は無料です。
9/ 9（水） 入学説明会A （20:00～21:00 オンライン）
9/12（土） 入学説明会A （14:00～16:00）
9/16（水） 入学説明会Ｂ （20:00～21:00 オンライン）
9/19（土） 入学説明会Ｂ （10:00～11:00）
　　　　　　入学説明会Ｂ （11:30～12:30）
9/20（日） 入学説明会A （14:00～16:00）
9/27（日） 入学説明会Ｂ （10:00～11:00）
　　　　　　入学説明会Ｂ （11:30～12:30）
＊満席の回もあります。詳細・最新情報は、
　事務局にお問い合わせいただくか、学園サイトを
　ご確認ください。

オンライン講演会「「豊豊かかにに育育つつ子子どどももたたちちのの話話」」
日時：9月 12日（土）　21:00～22:15
講師：神田昌実（2014年卒 2期生担任・現 6年生担任）
参加費：1000 円（税込）
＊ zoomを使用します。
＊お申し込みは「横浜シュタイナー学園ストア」からになり
ます。詳しくは学園サイトでご確認ください。

大大人人ののたためめののシシュュタタイイナナーー学学校校体体験験授授業業
9月 6日（日）
Ⓐ10:00～11:10　霧が丘校舎　　低学年「フォルメン」
Ⓑ13:00～14:10　十日市場校舎　高学年「物理」
＊参加費各回 2000 円（税込）　一日 3600 円（税込）

10月 18日（日）
Ⓐ10:00～12:10　霧が丘校舎　　低学年「かず」と「音楽」
Ⓑ13:45～15:55　十日市場校舎　高学年「物理」と「中国語」
*参加費各回 3000 円（税込）　一日 5000 円（税込）

☆お申し込みは、学園事務局までお願いします。

学学園園周周辺辺ぐぐるるっっとと探探訪訪会会
日にち：10月 17日（土）＊雨天時は翌日に延期
時間：8:45　霧が丘校舎集合
参加費：無料
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。
里山の広場で楽しくお弁当、
帰路は JR十日市場駅までご案内します。
＊お申し込みは、学園事務局までお願いします。




