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降りしきる秋の落ち葉がはらはらと、雪のようにも、春の桜のようにも見えてきます。美しい秋です。穏やかな青空の下、
春までの不在を埋めるかのように、子どもたちはそれぞれのフィールドに飛び出し、その身体に新たな学びを浸透させてい
るようです。こうして集える喜びを感謝しつつ、今年の終わりはもうそこまで近づいています。
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横浜シュタイナー学園では 7 年生で始まる鉱物学の一環として『鉱物採集』の校外学習を行なっています。7 年生の
クラス担任と、採集に同行した保護者の感想をお届けします。

鉱物採集

鉱物採集で、毎年お世話になっている、ミネラルハン
ターの中川さんに連絡を差し上げたのは休校中の一学期
でした。先のことが見通せないなか、どのようなかたち
でできるかわかりませんでしたが、どうか、今年度も変
わらず、鉱物採集をお願いしたいですとお伝えしまし
た。中川さんは、快諾くださり、そこは一安心でした。
さて！日々の授業で、石、鉱物のことを、どう伝えて
いけるだろうかと思案の鉱物学エポックが始まりまし
た。しゃべりも動きもしない石に、子どもたちだが、ど
れだけ想いを馳せることができるのか、同時に、わたし
自身が、石を育んだ大地や地球を思っているかが問われ
ます。
エポックの第一回目は、学校にあったたくさんの石を
布でくるみ、その布の中に手を入れて、触って出会い、
自分の石と思ったものを掴む。絵を描く。観察するとこ
ろから始めました。そして、石の仲間分け。石の名前を
知って終わりにならないように、最初に掴んだ石と反対
の質を持っている石はどれか。自分の石に似た仲間を見
つけることができるか、そして、石や大地は何からでき
ているのだろうか、そのような問いかけから始めまし
た。
かつて、サンゴ礁だったところが隆起して・・・・と
山口県の秋芳洞と石灰岩に触れ、「ここで取れる梨がとて
も大きくて美味しいのですよ！」と脱線話をしたところ
に、なんと学園宛に秋吉台の梨が届くという幸運に恵ま

れ、子どもたちと一切れずついただきました。
子どもたちは（きれいだな）と眺めていただけの石
に、長い時間が流れていることを少しずつ感じたのでは
ないでしょうか。
鉱物採集予定日は、台風が近付いており、延期か開催
か危ぶまれました。中川さんの決行しましょうという英
断で、子どもたちは十日市場駅に、朝の 6:30 集合し甲
府へと向かいました。中川さんからは、まず最初に、石
は長い時間かかってできたものなので、取りすぎないよ
うに、必要なものだけを取る、ということを教えていた
だきました。
今日の目的地、採集場はむかしの貯鉱場跡です。甲府
からは、車で向かいます。山道で、車に酔ってしまう子
もいましたが、到着した途端、外の冷気と澄んだ空気に
洗われました。現地で、ギリシアの円形劇場のような形
をした ( これは子どもが言い表した表現で、なんともピ
ッタリ。) パンニング皿の使い方を聞き、早速、山肌か
ら削った土を、川の水にさらし、比重を利用しての石探
しが始まりました。水より重いものの中に、果たして金
があるのでしょうか！！？ とにかく、誰もが初めての
経験でした。「お、いいのがあったね！」という中川さ
んの一声がかかると、見つけた本人は、心の中でにんま
り。周囲の子どもたちは、( いいなー。負けないぞ。早
く見つけてやる！) と思ったのかは不明ですが、次々と
自分が持ったお皿をふるう手に力が入りました。冷たい
水にさらされ、途中で集中力を失いかけつつも、名ハン
ターの「おっ！これはすごいぞ」という声が耳に入る
と、また励まされ、パンニングに熱が入りました。最後
に、中川さんからお土産までいただき、嬉しさいっぱい
でした。
帰りの特急に乗ってしばらくして、「ドン！」という
音と共に、車両への衝撃を感じた子どもたち。鹿が衝突
したというアナウンスに、鹿がかわいそうだ、と気持ち
を寄せながらも車内でゲームをしたり、採集した石を眺
めながら帰りました。
（7 年生担任

西尾早知子）

3 年生では、「暮らしと仕事」の学びのひとつに田んぼを通した学
びがあります。例年とは異った授業進行となりましたが、無事に
稲刈りをすることができました。稲刈り後の経過も含めて、3 年
担任の末永恵美先生からの報告です。
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秋の田んぼと収穫

『鉱物採集』の一日を存分に楽しんだ後、子どもたちが書
いたという詩や絵を見せてもらった。ただの欠片に見えた石
たちには［生きている］表情が加わっていて、子どもたちが
そこに息づくものを感じたことに気づく。
教室では思春期を迎えかけた 7 年生が、河原での『鉱物採
集』という地味な作業に情熱を傾けることができるのかな、
と、出発前にすこし疑念ももっていたのだけれど、土を掘り
起こし、冷たい川の水の流れでさらさらすすぐと現れてくる
小さなこの星の欠片にすっかり魅了されていた子どもたち。
まるで宝探しに没頭するように。
ひとつぶの欠片の、その完璧な姿から、物質の組成の始ま
りを思い描く。反対に、悠久の時間をかけて重なり合う地の
底の壮大な営みを思い描く。それらはそのまま、私たちの
土、大地をかたちづくってきたこの星の営みでもある。彼ら
の学びは、この鉱物採集の小さな旅からやがては地球の成り
立ちへ、宇宙の拡がりへと広がっていく。
こんなふうに世界を知ることができたら、たのしいだろう
な。
（7 年生保護者

石倉義子）

横浜シュタイナー学園がお借りしている田んぼは、新
治の森にあります。にいはる里山交流センターから新治
小学校方向へ行き、鎌立谷戸の立て札のある道に入りま
す。左側は畑や田んぼ、右側は森と森の中に立つ民家の
ならぶ道をずっと行くと、金子さんの家があり、その駐
車場を通らせていただいて坂を降りると、田んぼがあり
ます。
今年は例年と違い、田植えの時期は休校でした。田ん
ぼのエポックは、今年はバケツ田んぼかもしれないと思
い、田植えではいつもお世話になっている、にいはる里
山交流センターの遠田さんに相談すると、田植えをする
ことを強くすすめてくださいました。そして悩む間もな
く、翌日は谷戸田の会の田植えの後、学園の田んぼでひ
とり田植えをしていました。
その後、年間を通して水のある不耕起栽培の田んぼの
稲はすくすくと育ち、9 月 30 日水曜日、通常通りの登校
と朝の会の後、3 年生の子どもたちは田んぼへ向かって
出発、森を通って稲刈りに行きました。お手伝いの保護
者、小野山さん、伊橋さん、福井さんとは現地集合しま
した。まず、お世話になった金子さんに、校庭の庭で作
った花束をプレゼントしてごあいさつをします。金子さ
んは、田んぼの水を稲刈りのために調整、畦道の草刈り
をしてくださり、いつも子どもたちを見守ってください
ました。ごあいさつのあとは、一株何茎あるか、穂の実
の数を調べます。細かいものを根気よく数えるのが大好
きな子どもたちが率先して数えました。そして、3 つの
グループに分かれ、鎌を使って稲を刈る、刈った稲を運
ぶ、運ばれた稲を束ねる、の作業を順番にまわして行き
ました。はじめはその作業の動きが全体としてうまくい
かず混乱していましたが、どうすればスムーズに動ける
か、どうすれば働きやすいか、ということを体を動かし
ながら体得していき、稲刈りの中盤では、「お見事！」と
田んぼの反対側でひざをぽんっと打ってしまうほどのチ
ームワークで、仕事をこなしていきました。

ところで、この田んぼの横はきれいな小川でめだかの
群れがたくさん泳ぎ、ザリガニがいます。稲にはバッタ
やカマキリ、クモがピタッとついていて、その上ではト
ンボがたくさん飛んでいました。生き物王国の田んぼで
は、子どもたちは夢中になって生き物を探し、見つけ、
つかまえ、観察します。すこしやわらいだ秋の日差しの
中で、田んぼのあぜ道をかけていく子どもたちを見ると
「幸せだなあ」と思います。そしてその感慨もつかの
間、水の抜けきらない泥の田んぼでの稲刈りのあとは、
泥をかけあうけんかも始まりました！最後に一人ずつ田
んぼの中を思い切って走り、稲刈りは無事終わりまし
た。そして金子さんからは花束のお礼に、とシソの実を
いただきました。学校に帰ってきてはざかけをするとき
も、その素晴らしいチームワークであっという間に美し
い稲の作品ができました。
その 2 週間後の 10 月 15 日木曜日、にいはる里山交
流センターで遠田さんの指導のもと、脱穀体験をしまし
た。お手伝いの保護者、小野山さん、福井さん、本橋さ
ん、志賀さん、渋川さん、そして手仕事の野村先生も一
緒です。6 つのグループに分かれて、まず千歯扱きをし
ます。鉄の扱き歯がついた道具を足で固定し、その歯の
間に稲を入れて上に引き、穂先からもみを落とします。
そのざくっという感触の気持ちよさに、子どもたちは楽
しく集中して仕事をしました。次に落としたもみと藁を
選別するため、風の力を利用した唐箕という道具を使い
ます。上から脱穀したもみを入れ、下ではぐるぐると手
で羽根車を回します。すると軽い藁くずは飛んで行き、
重い籾は下に落ちます。見て分かる仕組みの道具を、体
を使って動かすことのおもしろさに子どもたちは目を輝
かせます。集中してテキパキと仕事をするその姿は、さ
すが 3 年生！でも、あれ？仕事が終わる頃には、子ども
たちはいつの間にか藁屑が飛んでくる風の来る場所に立
ち、きゃははと笑いながら風に吹かれていましたよ。楽
しいね！その明るい顔と、仕事をやり遂げた充実感で、
とても気持ちのよい 1 日でした。帰りは雨が降る森の中
を、わいわい言いながら歩いて帰りました。それもま
た、よい思い出となりました。
子どもたちを助け、手伝い、見守ってくださったみな
さま、どうもありがとうございました。
(3 年生担任

末永恵美）

5 年生では、「山の学校」と呼ばれる、初めての宿泊を伴う体験授業が行われます。今年はコロナ渦の影響により、例年のようにい
かないこともたくさんあった状況の中、担任 2 周目となる横山義宏先生が、その様子を報告してくれました。
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愛川ふれあいの村 山の学校宿泊体験記

7 時半、全員集合し保護者に見送られ出発。和やかな雰囲
気の中、運転手さんの丁寧な運転もあって、車酔いすること
もなく無事 9 時過ぎに到着。
手続きを済ませ宮ケ瀬ダムまでハイキング。お日様が顔を
出しうれしい。細い道を歩いているとき、「小島家」の墓を
見つけた。半原に機械を導入した小島紋右衛門と関係がある
のかなという話がでた。その後しばらく歩き、宮ケ瀬ダムの
真下に着いた。事前に宮ケ瀬ダムについても学校で学びを済
ませてきたこどもたち。それぞれダムのイメージを持ってや
ってきた。「こんなに大きいと思っていなかった」と驚くこ
どもたちの声が。小規模の放流がなされ、水が霧状になり虹
ができていた。下からインクラインというケーブルカーに乗

コロナ禍の中、校外での宿泊体験。宿泊施設の感染予防対
策、移動の手段などでの安全面、クラスの保護者の方々の考
え、教員会など学内での理解。時間をかけて検討しなんとか
実施にたどり着けた。
例年この宿泊学習では郷土の学びとして和紙作りを行うの
だか、新型コロナウイルス対策での人数制限のため、残念な

る。乗り物に乗るのは旅のなかでは楽しい出来事。ダムの
30 度の急傾斜を上る。湖に出ると、なにやらスイスの音楽
のコンサート。少し見ていこうかと腰を下ろす。演奏が始ま
り、見ていたこどもたちは、音楽に合わせてスイスの国旗を
振ることに駆り出されるというハプニングも。これも旅の一
興なり。

がら予約がとれなかった。さてどうしたものか。せっかくこ
どもたちとともに過ごす機会ができたのだから実り多いもの
にできないだろうか。下見に行ったとき、町の入り口に「糸
の町半原」という大きな表記があったのを思い出した。なぜ
「糸の町」なのだろうか。現地の愛川繊維会館に問い合わせ、
「糸の町半原」について理解できるパンフレットを送っても
らうことにした。そして町の歴史を学んだ。農耕地に恵まれ
ない半原に新型機械を導入し撚糸業を発展させたことがわか
った。教材を作っているうちに、「うーん、この町の歴史は
面白い。こどもたちに深い体験を」と思い、歴史をまとめた
教材のほかに半原が糸の町となった物語を作って、劇を行う
ことを考えた。現地で劇の練習ができないかと、なんとか出
発前に台本を作成し配布することができた。配役を決め２度
読み合わせを行い出発の日を迎えた。
コロナ禍の中、制約はあるが、クラスで初めての宿泊体
験、時間を長く共有できる 2 日間に胸が高まった。
11 月 8 日（日）、曇り。午後は晴れてくるとのこと。十
日市場駅に集合。朝 7 時過ぎ、期待いっぱいのこどもたち
が集まってくる。引率の吉野先生も朝早くから元気な笑顔で
やってきてくださった。ふれあいの村に入村時の体温を報告
しなければならないので、こどもたちに体温を教えてもら
う。全員体温平熱。移動手段は公共交通機関をさけバス。保
護者の都坂さんのご協力で、バスをお借りすることができ
た。バスの運転手さんに「乗車前に検温をさせてください。
体温が高い人は乗車ができませんのでご理解ください」と言
われ緊張が走るが、全員検温をパスし無事乗車することがで
きた。

昼食をあいかわ公園の中の丘でとる。昼食後、芝の斜面を
滑る遊びに興じ始める。さーっと助走をつけ斜面をお尻で滑
るのである。結構なスピードがでて、そして長く滑れる。大
変楽しそうであった。自由な時間と良い空間があれば、こど
もは遊びを創造できるとつくづく思う。午後の予定もある
が、こういった創造的な時間は大切にしたいと少々長めに昼
休みならぬ昼遊びをとった。その後、公園の中にある工芸工
房村で撚糸業（ねんし業：糸をつくる仕事）に用いた実物の
大きさに近い水車の模型を見ることができた。学習した内容
について、現地で模型ではあるが実物に近いものを目にし
て、当時の様子を思い描くことで学びを深めることができ
た。そして帰路につく。が、中津川が流れるところにいるの
だから、やっぱり水にさわらないとなーと思い、途中川岸に
降りる。安全な場所を見つけ、まずわたしが水をさわる。そ
して、こどもたち。「うわー冷たい」との声。「足をつけても
いいよ」と声をかけた。川の水に足をひたして、冷たさを感
じるこどもたち。「気持ちいー」との声があがる。靴下をはい

た後、「なんだか足がポカポカする」「疲れがとれた」という
感想も。ここでも良い経験ができ、校外学習の良さをしみじ
みと感じる。

る。9 時半にはロッジを出る。職員が消毒作業に入るため、通
常よりも早く退出しなくてはならない。場所を会議室に移し、
劇の練習を続けた。
10 時半からは再びグラウンドで運動。昨日行ったタグとり
が気に入ったようで、タグとりを行うことにした。今日は単純
なタグとりに加えて、チームになってのタグとりを行った。鬼
ごっこのような運動は、方向転換、スピードの緩急があり、こ
どもの瞬発力、持久力、筋力などを養うことができるよい遊び
だ。本来こどもというものは、リズミカルに軽やかに走り回る
のが大好きである。その本質を理解して、授業を行えば、こど
もはどんどん伸びていく。芝の上を軽やかに走り回るこどもた
ち。自由だ。妖精たちが動き回っているようだ。サッカー場
が 4 面とれる広いグラウンド。使う場所はこどもたちに合わ
せて範囲を区切ったが、のびのびと走れる。お日様いっぱいの

ロッジにつき一休みした後は体育。芝のグラウンドは魅力的
だ。芝の状態は決して良いとは言えないが、芝の上で運動でき
るのは貴重な体験だ。ころんでもいたくないし、すりむかな
い。思いきり体を動かすことができた。タグラグビーの導入と
もなる「タグとり」をこのクラスのこどもたちは初めて体験し
た。しっぽ取りと似たようなゲームに興じた。5 時過ぎ、夕焼
けの中、暗くなるまでクラスのこどもたちみんなで体を動かせ
るなんてなんとも言えず幸せ。
運動後は入浴。当初感染予防対策でシャワーだけと聞いてい
たが、11 月に入り寒くなってきたので、お湯をはることにした
とのこと。暖かいお風呂にご満悦のこどもたち。
そして夕食。いつもはビュッフェ形式の夕食も今回は感染対
策のため配膳形式。わたしと吉野先生で盛り付けをおこなっ
た。こどもたちがかなり多くの量を食べるのにびっくりした。
盛り付けしていて、「もっと」「もうちょっと」との声がでる。
こんなにもって残さないかなと心配したが、全員完食。吉野先
生とも、こどもたちはよく食べると本当に驚いた。
さて夕食後は、半原の歴史劇の練習。半原の地で半原の劇を
行う。練習後、明日は、劇の練習を、せっかく半原にいるのだ
から屋内ではなく、半原を眺めることができる屋外でやりたい
との声がでる。
さて就寝時刻の 8 時 40 分。夜はどうなることやら。12 時
頃、話し声がする。声をかける。びっくりしたのは 3 時。声が
する。「目が覚めてしまった」と。そして 4 時 45 分。シーツを
たたんだこどもたちが部屋から出てくる。各部屋には時計があ
るので、時刻はわかっているはず。部屋全員のシーツをもった
こどもも現れる。普段から早起きをしているこどもはいるのは
知ってはいたが、それにしても早い、早すぎる。「起床時刻の
6 時までは静かにしていてね」と声をかける。が、こどもたち
は楽しいんだなあと体調も気になるが、内心嬉しくもあった。
夜が楽しくて寝坊することは宿泊学習ではよくあるが、このケ
ースは初めてでわたしもびっくり。
二日目の朝が始まる。今日も天気が良い。6 時過ぎ、散歩に
出かける。こどもたちは朝から元気だ。まわりの山々やふれあ
いの村のイチョウ並木の葉が色づき美しい。本当に来ることが
できてよかったと思いながら歩く。ロッジに戻り、朝食前に掃
除を終えた。朝食もよく食べるこどもたち。頼もしさを感じ

青空の下、広々した空間の中で風を感じて思いっきり走りまわ
れる幸せ。緑の上を走る喜びを一生持ち続けてほしいと願う。
11 時半、帰る時刻が迫ってくる。昼までのひと時。昨夜、
半原の劇を外でやってみたいという意見が出た。朝散歩をして
いる時、芝の小さな広場を通り、ここで劇をやってみたいとい
う声もあがり、昼までのひと時、その場所で半原撚糸業始まり
物語の劇の上演をすることにした。こどもたち自身で相談し
て、立ち位置などを決めていた。土手を降りて旅から帰ってき
た様子を表現するこども。水車や撚り機をつくった宮大工は薪
が積んである小屋の前に座り、こどもたち役は木の下で遊び、
村長は少し離れた石造りのキャンプファイヤー場で一人出番を
待っているなどアイデアが面白い。「先生はそこで見てくださ
い」と指示を受ける。そして、緑の舞台、それも前後左右かな
り広い舞台の上、お日様の光を浴びて劇が始まる。声が小さい
子もいるが、多くのこどもの声は屋外でもよく聞こえてくる。
こどもたちも気持ちよさそうだ。古代ギリシャの劇の様子が頭
に浮かぶ。感動的な情景が目の前で演じられた。
そのあとは急いで昼食をとり、ふれあいの村を後にした。
13 時にはバスのお迎え。昨日送ってくれた運転手さんの顔を
見て、わたしたちは昨日来て帰るのは今日なんだ、時間にして
は数十時間という短い間だったわけだが、そのわずか一日の間
になんと多くの楽しい体験がつまっていたのだろうかとその時
間の濃密さを思った。
一泊二日という短い旅であったが、このクラスでは初めての
宿泊学習。わたし自身もこどもたちと楽しい時間を過ごすこと
ができた。こどもたちは、よく体を動かし、よく笑い、学びも
深まり、この場所でしか得られないものをたくさん体験して帰
ることができたと思う。このコロナ禍でこれが実現できたこと
は本当にありがたいことと感じる。最後に引率の吉野先生始
め、ふれあいの村のスタッフの皆様、バスの運転手さん、そし
て気持ちよくこどもたちを送り出してくれた保護者の皆様、教
員の皆様など大勢の方々の理解と協力に感謝したい。
（5 年生担任 横山義宏）

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～

聖夜劇

2021 年度 新・転入 入学説明会 ( 二次 )
11 月 28 日 ( 土 ) [A] 14:00～15:00

霧が丘校舎

12 月 5 日 ( 土 ) [B] 14:00～15:00

十日市場校舎

日にち： 12 月 20 日 ( 日 )
時間： 12:30 開場

13:30 開演

会場： 緑公会堂

※2021 年度に入学をご希望の方は、A →B の順で両方の

観劇料： おとな 900 円

回に必ずご出席ください。

こども 600 円

＊お問い合わせ、お申し込みは、

※ 面接予定日は 2021 年 1 月 16 日 ( 土 )・17 日（日）

学園事務局までお願いします。

です。

完全予約制になります。
お申し込みの際は、ご来場になる方全員の氏名、
ご住所、連絡先電話番号をお知らせください。

8 年劇のお知らせ
今年の 8 年劇は、1/31（日）と 2/1（月）になります。
会場は、横浜市青葉公会堂です。
詳細や観覧のお申込方法は
決まり次第、学園 HP 等でご案内いたします。
皆様のご来場お待ちしております。

☆ 星の金貨より ☆
今年は『アドヴェントのつどい』がありませんが、星の金貨では
例年通り、クリスマスの素敵な品々をご用意しております。
平日の学園が開いているときでしたら、事務室にお声掛けくださ
い。
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・ろうそく消しなど揃
えております。
どうぞお立ち寄りください。

SNS はじめました！

お問い合わせ

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

hoshino.kinka7@gmail.com

しました。
FB
https://www.facebook.com/steineryokohama
Instagram
yokohamasteiner
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
～Newsletter 第 135 号～
2020 年 11 月 24 日発行

お問合せ、お申込み先
横浜シュタイナー学園事務局
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