
NPO法人横浜シュタイナー学園

2020 年 12 月 24 日発行

第 136 号

ききっっとと誰誰ももががどどここかかでで不不自自由由をを感感じじたたででああろろううここのの一一年年。。ああららたためめてて、、私私たたちちそそれれぞぞれれがが、、真真にに自自由由にに生生ききるるここととのの意意味味をを
問問いい直直さされれたたよよううなな気気ががししてていいまますす。。そそのの答答をを自自分分ののううちちにに見見つつけけらられれたた人人もも、、いいままだだ探探しし続続けけてていいるる人人ももいいるるででししょょうう。。
行行くく先先がが見見ええなないいととししててもも、、そそのの先先ににほほんんのの小小ささなな灯灯をを見見つつけけるるここととががででききたたなならら、、そそのの方方向向をを見見つつめめてていいここううででははあありりまま
せせんんかか。。人人はは必必ずずややそそのの眼眼差差ししのの向向かかうう方方へへとと流流れれゆゆくくももののだだかからら。。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

Newsletter

『『オオーーババーーウウーーフファァーーのの聖聖夜夜劇劇』』

この劇の由来
　私たちは横浜でかれこれ 28年ほど「キリスト生誕劇」
を上演しています。
　この劇は 14～15 世紀からヨーロッパ中部の民衆の間に
語り継がれてきた伝承劇で、多くのシュタイナー学校や幼
稚園、人智学関係の病院や共同体で毎年演じられている三
つの劇の内の一つです。三つの劇とは、「楽園追放劇」「キ
リスト生誕劇」「三賢王劇」のことを言います。元々はキ
リスト生誕劇と三賢王劇は一つの劇だったらしいのです
が、シュタイナーが 2つの劇に分けたそうです。
　どの劇もたくさんの歌が挿入されている音楽劇です。同
じ歌詞に何種類かの作曲がされており、古いものはルネッ
サンス時代からのものだそうです。私たちが使っている曲
は、何十年か前にアントロポゾーフの音楽家によって作ら
れたものです。
　アドヴェントに入ってからクリスマスまでの間は、アダ
ムとエヴァが楽園から追放される「楽園追放劇」とキリス
トの誕生を祝いに羊飼いたちが訪れる「キリスト生誕劇」
が上演されます。そして年が明けた１月６日の顕現祭に東
方の三人の賢者（王様）がキリストに贈り物を持って来る
「三賢王劇」が上演されます。
　これらの劇は、ルドルフ・シュタイナーが「私の愛する
教師であり、父親のような友人」と述べているカール・ユ
リウス・シュレーアーが著した『ハンガリーにおけるドイ
ツ聖夜劇』という小冊子に収められていたものです。
　シュレーアーは、オーバーウーファー（ハンガリー西
部）という村で上演され続けていたこれらの劇に大きな文
化的 ･宗教的価値を認めていました。そして熱き思いを込
めてシュタイナーにこれらの劇のことを語りました。シュ
タイナーもその価値を認め、シュレーアーの後を引き継い
で失われていた台詞や場面を補ったり、言葉づかいを統一

したりしてこの劇をより良いものにするために 30年も
の時間を費やしました。この版が初めて上演されたの
は 1910年ベルリンにおいてでした。それ以来今に至る
までシュタイナー学校や人智学関係の病院等の施設で上
演されるようになったのです。
　
日本語訳出版までの経緯
　この台本を日本語に翻訳し、ぜひ日本でも上演しよう
と、私が土曜クラスで教えていたころの同僚であった隅
田みどり先生と森尾朋子先生が台本の翻訳に取り掛かっ
たのが 30年程前のことです。しかしその作業は難航し
ます。原版のドイツ語は、ドイツ人が「これはドイツ語
ではない！」と言うような文語調で書かれたオーストリ
アの一地方の方言だった上、韻を踏んだ詩歌のようなも
のだったからです。現代のわれわれにはつじつまが合わ
ないような表現も多々ありました。しかしその地方出身
の女性との偶然の出会いがあり、翻訳作業を大いに助け
てもらえたことなど、この劇が日本で上演されることが
必然であるかのような流れの中で、やっと「キリスト生
誕劇」は日本語になりました。そして子どもたちへの贈
り物として、教師や父母の有志により毎年上演されてき
ました。
　残りの二つの台本もこつこつと訳され、2001年、ド
ルナッハから版権を得て三つの台本が一冊になった『古
い民俗伝承による聖夜劇オーバーウーファーの聖夜劇』
が出版されました。

横浜での取り組み
　私たちは今まで「キリスト生誕劇」の他に「楽園追放
劇」も数回上演したことがあります。そして 2015年
1月には学園や土曜クラスの保護者の皆さんの協力を得
て「三賢王劇」も初めて上演することができました。
　いつか三部作全部を上演できたらと思っていますが、
ヨーロッパのシュタイナー学校でもなかなか毎年全部を
上演することは難しいそうです。学校の忙しいスケジュ
ールの合間に準備や練習をするのは教師たちにとって並
大抵のことではありません。それで年々全ての聖夜劇を
行えるところが減ってきていました。しかし、世界を揺



この劇が子どもたちへの贈り物である理由
　ところで、キリスト教の国とはいえない日本で、演じ
手もクリスチャンというわけではなく、お客さんもほと
んどが普通（？）の日本人であるのに、何故私たちはこ
うも熱心に聖夜劇を続けていこうと思うのでしょう。そ
れは、この劇の中に人類が気づくべき普遍的真理がある
と思えるからです。
　シュタイナー学校はキリスト教の学校と思われること
がよくありますが、人智学の思想の根底にあるのは、キ
リスト教ではなく普遍的キリスト観です。これはカトリ
ックやプロテスタント、またはその他の宗派の違いを超
越したものです。と言うよりもむしろ、全ての宗教を超
越したものと言えるでしょう。
　「神が海だとすればその海水の一滴が全ての人の内に
ある。私たちは自らそれに気づき、自らの内に神を生か
さなければいけない。そしてそういう者が人類の中に増
えることによって、社会は理想のものへと少しずつ近づ
いて行く。」これが、人智学の根幹だと私は理解していま
す。人智学は社会運動なのです。　
　また、最近もう一つ、人間の誕生についての真理がこ
の劇の中で示されていることを知りました。シュタイナ
ー教育を知っている人にとっては当然のことなのです
が、人間は物質界とだけでなく霊界ともつながっている
ということです。　　
　人間は、両親の素質を遺伝的にもらって肉体的に誕生
しますが、物質的な誕生以外に霊界から地上界に生まれ
てくるという霊的な誕生も同時に行われます。大きな世
界と自分はつながっていて、神や天使が自分を見守って
くれているということを子どもたちは無意識に心の深い
ところで受け取ることでしょう。大いなるものと自分は
つながっているという信頼は子どもたちを内側から強め
ます。後に困難に出合った時、この信頼はそれを乗り越
える勇気として「生きる力」となります。それ故この劇
は、愛する子どもたちが逞しく生き、幸せな人生を歩ん
でいってほしいと願っている私たち大人からの贈り物に
なるのです。

この劇の力
　照明が消されて客席が静まり、役者たちが静かに入場
します。子どもたちはキョロキョロと役者たちを目で追
います。客席が一気に別の世界に変わります。
　星の歌い手はいろいろなものたちに丁寧な挨拶を繰り
返します。他の役者たちも深々と頭を下げます。お手軽
な娯楽に慣らされてしまっている私たちには、この長い
挨拶が不自然なものに思えます。しかし、想像してみて
ください。何の娯楽もなく、毎日日々の糧を得るために
汗水たらして働いていた昔の人々にとっては、芝居の始
まりに時間をかけて役者の挨拶を聞くということは、日
常とは違う異空間に招き入れられる心ときめく瞬間だっ
たに違いありません。ゆっくり進んでほしい時間だった
のです。
　そのあと人々は、天使の厳かな語りかけに襟を正し、

を揺るがした 2001年 9月 11日のアメリカ同時多発テ
ロ事件は、そんな流れに変化を与えました。「人類の進
むべき方向を見失ってはいけない、眠っていてはいけ
ない」という戒めや、「これでもかと襲いかかる悪の力
に屈せず、正しい道を進んで行くことができるよう
に」という祈りを込めて、たくさんのシュタイナー学
校で三つの聖夜劇が上演されたそうです。
　そして今年は、それこそ全世界を揺るがし、無関係
な者などどこにもいない状態になった新型コロナウィ
ルスが人類を襲いました。解決の糸口もまだ見つかっ
ていません。しかも隣人同士がお互いを勇気づけたい
と思っても人と人とが近づいてはいけない、触れ合っ
てはいけないという、人間を孤立させバラバラにしよ
うとしている何者かがいるような世界情勢が続いてい
ます。
　今年の聖夜劇の上演について話し合った時、教員会
はこのような今だからこそ「聖夜劇」を上演しようじ
ゃないかと言う意見ですぐに一致しました。公会堂か
らの要望に応えつつ人が集まれる体制を考えました。
ずっと続けてきた歌いながら客席を回る演出も変更し
ました。聖夜劇係の保護者の皆さんも大きな力を注い
でくれました。ずっと聖夜劇を支え続けてきてくれた
学外の友人たちもすぐに役者や照明係を引き受けてく
れました。そのようなたくさんの方々の協力のもとで
今年の聖夜劇は上演できました。人類をバラバラにす
る力とは正反対の力の働きがあったからこそなので
す。
　日本では全日制の学校のうちのいくつかが聖夜劇を
上演していますが、横浜のように教員・保護者・学外
の友人が協力して作っているところは他にはありませ
ん。これは横浜独自の特徴であり、このことを私たち
は誇りに思っています。そして 3年ほど前からは、横
浜シュタイナー学園を卒業した 1期生と２期生の有志
が照明係を手伝ってくれるようになりました。さらに
今後、卒業生たちが役者として加わってくれたらどん
なに素晴らしいかと私は個人的に期待しています。



マリアとヨゼフの困難な旅に憐れみを感じ、貧しくても
元気で陽気な羊飼いたちのやり取りに声をだして笑っ
て、最後は敬虔で満ち足りた心持ちになったことでしょ
う。
　情報でも楽しみでも何でも一瞬で終わってしまい、次
から次へと新しいものが与えられる時代に生きている私
たちですが、この劇を二度三度と観るうちに、毎回温か
いものを受け取り、「来年もぜひ観たい！」という気持
ちになります。そしてその季節が再び巡って来ると「今
年もこの季節がやってきた」という期待と安心感を得る
ようになります。毎年同じことを体験する 1年間のリズ
ムは喜びと共に人間を健康にするのです。
　また、昨今の演劇では照明や音響が目や耳を覆いたく
なるほど強いものが多いですが、この劇では台詞や歌は
すべて生の声であり、照明係は暗い夜を演出するために
美しく優しい青色を追求しています。そのため、観客は
静けさを保って耳を澄ましたり、目を凝らしたりする必
要があります。それらの感覚を研ぎ澄ますことも私たち
にとっては日常ではあまりない新鮮な体験のはずです。
　喜び、期待、ドキドキ感、安心、満足、美しさ、笑
い、畏敬の念、健康など、この劇はたくさんの力を私た
ちに与えてくれます。
　　
劇からの発見
　横浜では、役者は一回役をもらったら、その役を三回
は続けるということが暗黙の了解になっています。毎年
自分の役や他の役の台詞の中に新たな意味を見出すのが
常です。そしてその一つ一つが、決して二千年前の過去
の出来事のみを語っているのではないということに気が
つきます。
　今年、二番目の宿屋を担ってくれた仲間は役作りをす
る上で、この通称「悪い宿屋」はどういう人物なのだろ
うと私に聞いてくれました。そこでこの「悪い宿屋」に
ついて改めて考える機会を得ました。この宿屋の中にあ
る「自分の生活を豊かにしたい」気持ちは誰の中にもあ
ることです。「人を蔑む気持ち」も良くないとわかって
いても持ってしまうことはあります。彼はいいお客が来
たと思いこんで媚びへつらって戸口へ出て来ました。し
かしそこには、金にならなそうな貧しい身なりの夫婦が
立っていました。自分の媚びた姿を一瞬でもヨゼフに見
られたことを彼は悔しく思ったかもしれません。だから
余計辛辣な言葉を二人に浴びせたのではないか、と私は
解釈しました。それを見事に演じてくれた「悪い宿屋」
さんに感動しました。そして、この「悪い宿屋」も私た
ちの中に確かに存在していると思いました。
　一方、埃の積もった厚い毛皮を着こみ腰が曲がって耳
も遠い、少々呆けかけてもいるような老羊飼いのクリス
プスが登場するとなぜか会場の雰囲気が和みます。彼は
みんなに「われらのクリスプスー！」と愛されていま
す。「子どものようにならなければ神の国に入ることは
できない」と聖書にあります。クリスプスは子どものよ
うに無欲で偏見がなく、たいして役には立たないけれ

ど、実は一番神に近い場所にいるのではないでしょう
か。生産性を重視する社会では、クリスプスのような人
はお荷物かもしれません。しかしこういう弱い人たちの
背後に神を見ようとすることが、今の私たちには必要な
ことなのではないかと思うのです。
　また、羊飼いたちが訪ねて来たときにヨゼフは尋ねま
す、「そんなに急いでどこへ行こうというのです？いった
いあなた方のうちの、どなたが先へ進もうとしているの
ですか？」と。何年か前にこの台詞を聞いた時、私の脳
裏に浮かんだのは、「この素朴で仲の良い三人の羊飼いた
ちも、ずっと一緒の心ではいられないのかもしれない。
物語には出てこないけれど、これからこの三人は同じ方
向には進めないのかもしれない。」ということでした。そ
れは、「たとえキリスト（本物の愛）に出会うことができ
たとしても、自らの内にそれを宿し続けるには、各自が
そのための努力をし続けなければいけない。」ということ
かもしれません。このことは私に不安と恐れを抱かせる
一方、迷いながら間違いながらも前へ進んで行こうとす
る一人ひとりの未完全な人間への愛おしさを感じさせま
す。自分もその愛すべき進みゆく人間の一人なのだと。

終わりに
　昔はこの劇の役者に選ばれた者は言葉や行いを慎み、
争いごとなどはせずに心の平安を保って生活を律したそ
うです。今の私たちにそれがどのくらいできたかは何と
も言えませんが、聖夜劇のチラシの最後に毎年載せてい
る以下の言葉を、クリスマスの期間が終わる 12番目の日
１月 6日まで唱えてみようと思います。　　　　　　　
　　　　　　　

キリストが 1000 回ベツレヘムで生まれても　
あなたの中に生まれないなら　

あなたはいまだ永遠に失ったままであろう
アンゲルス・シレジウス

2020年　聖夜　
（6年生担任　神田昌実）

＊この記事は３年前に新入生保護者向けに書いたものに
手を加えて書き直しました。



12月 11日に、9年生による英語劇の発表がありました。授業での進め方から本番の発表に至るまでの過程や様子
を、英語専科の渡辺未穂子先生が報告してくれました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

99 年年生生　　英英語語劇劇　　‘‘AA CChhrriissttmmaass CCaarrooll‘‘

　二学期も終わりに近づいた 12月 11日に、９年生
は英語劇を上演しました。
　今年の演目はチャールズ・ディケンズの「クリスマ
スキャロル」（原題 “A Christmas Carol”）です。２
年前の９年生も演じた題材です。
　夏に向かっている一学期から、お話を読み始めまし
た。季節感がずれていることは否めませんでしたが、
大作なので十分時間をとって読み進めることにしまし
た。そしてすぐに、内容の面白さから、生徒たちは続
きが知りたい、読み進みたいという気持ちになってい
ったようでした。
　「読み進める」といっても最初から本を読むわけで
はなく、一つの場面を７つほどの段階をふんで取り組
みます。
　第１に生徒は、教師が英語で場面毎に演じながら語
るのを、「聞く・見る」ことからはじめます。
　第２に、生徒が、理解した内容を日本語で言いま
す。
　第３に、教師がテキストを読みます。生徒は最初に
聞き取れなかったことや、確認したいことに注目しな
がら聞きます。
　第４に、生徒がテキストを読みます。
　第５に、会話文のところだけを取り上げて、５分ほ
どで暗記をし、すぐに寸劇をします。「演じる」こと
で読むだけではわからない、行間の雰囲気に気付くこ
とができるからです。そしてなにより生き生きとした
会話を物語の人物になりきって演じることができるか
らです。
　第６に、宿題として、その日のテキストを書き写し
てきます。
　最後に、次の授業日で前回の内容を英語で質疑応答
します。
　この一連の流れを繰り返しながら、読み進めまし
た。お話を短くするために原文からどうしても削らな

ければならない場面がありましたが、大まかな話の流
れ、人物の性格はとらえることができました。
　台本をもらい、役が決まったのは秋休み前でした。
役が多かったため、自分がやりたい役を最初に決めた
あとは、第２第３のかけもちをする役を、パズルのピ
ースをはめるようにみんなで協力しながら話し合って
決めました。8年生劇を経て、部活や学園祭で最上級
生として活動を引っ張ってきた経験を活かし、９年生
ならではの全体のために考えて動ける強さを垣間見る
ことができました。
　休み明けからさっそく立稽古です。やる気十分、頑
張り屋のみんなは目標の３週間弱で台詞や動きを覚え
ました。家で何回も何回もそらんじて少しずつ覚えて
いったそうです。台本なしで、衣装をつけて練習をす
るようになると熱も一層高まり、動きや雰囲気が決ま
っていきました。
　ここで劇に新しいものが生まれ始めました。それは
「表現」です。各人物ならではの「話し方」「間」が生
まれ、自然と役者たちが表現し始めたのです。短い一
言でも幾通りもの表現になりえます。“Is it?” と言う場
合でも語尾を上げたり、下げたり、アクセントの位置
を変えたり、単語と単語の間に「間」を入れたりする
のです。連続４回 “Good afternoon!” といって訪問者
を追い出す台詞を全部異なる雰囲気で表現した場面
は、観客の皆さんにも喜んでいただきました。
　少し「クリスマスキャロル」の内容もご紹介しま
す。そもそもこのお話を選んだのは、外国語の学習で
大切な、他の文化を知ることができるということがあ
ります。それから、作品を通して様々な考え方に触れ
ることができる、魅力的な表現がたくさんある、とい
うことなどがあげられます。
　今年はとくに以下のような箇所に心がとまりまし
た。

IItt iiss aa ffaaiirr,, eevveenn‒‒hhaannddeedd,, nnoobbllee aaddjjuussttmmeenntt ooff
tthhiinnggss,, tthhaatt wwhhiillee tthheerree iiss iinnffeeccttiioonn iinn ddiisseeaassee aanndd
ssoorrrrooww,, tthheerree iiss nnootthhiinngg iinn tthhee wwoorrlldd ssoo iirrrreessiissttiibbllyy
ccoonnttaaggiioouuss aass llaauugghhtteerr aanndd ggoooodd‒‒hhuummoouurr..

「ものごとは公平、公正で、立派に調和がとれているも
ので、病気や悲しみは伝染するが、その一方で笑いや
喜びもとても移りやすく自然と人に伝染しているもの
だ。」



　このあと、けちで気難しい主人公スクルージの甥のフレ
ッドの家で開かれている食事会で「ハハハハハ！スクルー
ジおじさんはクリスマスなんてくだらない、って言うんだ
よ。誘ってもみんなと食事もしない人はお金があったって
価値なんてわからないだろうさ」という場面が続きます。
　練習中に “Ha, ha! Ha, ha, ha! He said that
Christmas was a humbug!” と言う場面は、笑いが止まら
なくなり、それが伝染して次の台詞を言う人までお腹を抱
えて笑っていました。それも毎回！
　本番ではみな役になりきって、心から怒ったり、驚いた
り、悲しみ、笑いました。今まで授業では見せたことのな
い気持ちのこもった表現に心から感動しました。劇という
形でしか引き出せないものを見せてもらったと思います。
　二回の公演を終えて、生徒たちは劇本番が楽しかった、
最後だと思っておもいっきり演技をしていたら台詞がとん
でしまった。などいろいろな感想がありました。
　最後に担任の小林先生、当時の寝間着やろうそく台を貸
してくださった猿谷先生、ご協力アドバイス等くださった
教員の皆さま、台詞と奮闘する生徒を温かく支えてくださ
った保護者の皆さまに心からお礼を申し上げます。
　みなさまの年末、年始が笑いと喜びに満ち溢れたものと
なりますように・・・。

（英語専科　渡辺未穂子）

４４年年生生　　横横浜浜をを巡巡るる旅旅をを終終ええてて

4年生では郷土学の学びがあります。学園の周辺のこ
とから学びを始め、少しずつ範囲を広げていきます。
11月 20日に、その学びの集大成として、4年生は横
浜見学に出かけました。その様子を 4年生担任の伊藤
雅子先生と同行した保護者が寄稿します。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

　4年生は 2学期、横浜について学んできました。そ
して、秋深まり銀杏の並木が黄金色に輝く 11月 20
日、その集大成としてみんなで横浜の街へ繰り出しま
した。かつて、半農半漁の小さな村だった横浜の海岸
に、外国の船がやってきて、どんどん街並みや暮らし
が変わってゆく有様を当時の横浜の人々はどう感じて
いたのだろう。今の横浜の街から子どもたちはそれを
どこまで受け取れるだろう。4年生たちが、驚きやワ
クワク感と共に受けとってきた学びが、今回の街歩き
でより深い体験になることを願って事前に何度も足を
運びました。子どもたちの体力や時間配分を考え、練
りに練ったコースでしたが、子どもたちはしおり片手
に興味深くメモをとったり、じっと立ち止まって眺め
たりしていて、その表情を見るとさっさと切り上げる
のもためらわれ、結局移動はいつも急ぎ足となりまし
た。日本初の鉄道、ガス灯、馬車、一つひとつに感嘆
の声を上げ、目を輝かせる子どもたちでしたが、そん
な中でもキングの塔と呼ばれる県庁の屋上まで駆け上
がった後の彼らの姿は私の胸を打つものでした。息を
きらして、声をあげ、海の方へ走り、柵から身を乗り
出して目の前の大きく立派な船に食い入るようにして
見ている彼らの後ろ姿に、かつての横浜村の子どもた
ちが見えたような気がしたのです。横浜の発展は、外
国人がもたらしたのではなく、こうした魂の動き、驚
きや喜びの賜物であったのだということを実感した瞬
間でした。外国の人々は日本人のためでなく、自分た
ちのためにこの地に降り立ったはず。そして、横浜の
人たちはまっすぐな心と好奇心で異質なものを受け入
れ、融合させ、新たなものを創り出してきました。そ
の意志の力こそがこの地を造ってきたのでしょう。

（次のページにつづく）



　また、横浜は関東大震災や横浜大空襲など、大きな失望
や苦しみを体験していますが、そのことを次に活かしてさ
らなる進化へとつなげてきたことが日本大通りや山下公園
にみてとれ、感慨深いものがありました。
　今回の旅を振り返り、子どもたちはいきいきとした感想
を書いてくれました。わたしはそれを読んで、これは過去
を学んだのではなくて、未来への種まきであったことを感
じました。
　吉田新田をつくった勘兵衛さん、石鹸をつくった磯衛門
さんはきっと彼らの心の中に生き続けることでしょう。
　横浜のシンボルともいえる、ジャックの塔、クィーンの
塔、キングの塔。『その 3つを同時に見ながら願い事をす
ると叶う』と言われています。子どもたちは象の鼻桟橋で
手を合わせ、いったい何を祈ったのでしょう。その祈りは
みんなの未来の宝かもしれないと思うと、その子どもたち
の姿に手を合わせたい気持ちになりました。

　今年、当たり前の日常が当たり前でなくなる経験をした
私たち。しかし、どんな時でも希望の光を感じさせてくれ
る子どもたちに感謝です。

（4年生担任　伊藤雅子）

横浜見学～横浜のはってんをたどる旅～に同行して

　4年生の郷土学のしめくくり、横浜見学に同行させて
いただいた。
　先生の手で描かれた地図入りの栞に、子どもたちは思
いおもいの色をのせて、嬉しそうに持っている。
　その地図を頼りに桜木町駅を出発し、目的の場所を一
つひとつ確認しながら歩いた。
　この日の先生とのお約束、「かんべえさん よこはま あ
りがとう」の頭文字をとった 13個が、栞のはじめの頁
に書かれている。
　「かんしゃして出発！」「ベストをつくす 」から始ま
って、最後は「うちに帰るまで安全に」。
　どれも伊藤先生らしく、愛情たっぷりで微笑ましい内
容ばかり。
　お約束の一つ、先生のお話をしっかり聞けるよう、必
死で先生に付いて行く男の子たちとは反対に、「今どこ？
全然わからない！」、「疲れた～あとどのくらいです
か？」と女の子たちはマイペースに歩を進めた。
　そんな女の子たちが遅れを取らないように、いつも最
後尾を一緒に歩いた。
　9 歳の危機真っ只中の 4年生も、皆まだまだ可愛くて
無邪気だ。
　途中一休みした公園で、お母さんたちからの差し入れ
のおやつを食べて元気を取り戻し、手仕事の授業で完成
させたばかりの帽子を被って、笑顔の子どもたち。その
後はまた楽しく歩き出した。
　9 時過ぎに駅を出発して、15時に帰路につくまで、立
ち寄った場所は 22箇所。
　古く美しい建物が幾つも残っている横浜の街並み。横
浜の歴史に馴染みの薄かった私は、初めて訪れた場所が
いくつもあった。　
　先生が何度も下見を重ねて決められたという旅のルー
トは、学びの中にお楽しみありの、充実した内容だっ
た。　
　誰かが忘れても良いようにと、大きい敷物を持ってき
て、それが重くて疲れてしまう子、家族のお土産にした
いと、おやつのクッキーを大切に持って帰る子…いつも
周りを気にかけている子どもたち（りんじんにはいりょ
する、もお約束の一つでした）。
　伊藤先生の日々の働きかけが、一人ひとりの個性を輝
かせているのを感じ、そのあたたかさに感謝の気持ちで
いっぱいになった。
　たくさん歩いてクタクタになったが、子どもたちから
不思議とたくさんのエネルギーをもらったようで、帰り
は充実した気持ちだった。
　クラスの様子と子どもたちの成長を垣間見ることがで
きて、まだ幼く可愛い子どもたちと一緒に過ごした一日
は、私にとっても大切な思い出となった。
　いつか息子が大きくなったら、また同じルートを一緒
に歩きたい、そんな旅だった。

（4年生保護者　橋本直子）

　11月 20日。お天気の心配などするまでもない、18人
の元気な笑顔と伊藤先生のお日さまのような笑顔を携え
て、ぎゅっと凝縮された時間の中、横浜の港街を巡りまし
た。　
　個性豊かで、好奇心旺盛な 18人は、見るもの聞くもの
すべてに引き込まれるように、何か見えない栄養をごくご
く飲んでいるかのような集中力で、訪れる場所、一つひと
つのものを、それぞれの中でいきいきと息づいた学びに照
らし合わせて、再び驚きと喜びを得ているようでした。そ
のまっすぐで喜び溢れる表情は、神聖ささえ感じました。
この学びの凄さ、素晴らしさを、目の当たりにした瞬間で
した。
　秋の陽に輝く黄色く色づいた日本大通りのイチョウ並木
は息を飲むほど美しく、手仕事の授業で編み上げた帽子を
かぶり、軽やかな足取りでまっすぐに歩く子どもたちの後
ろ姿は、どこまでも広がる自由な未来を映しているようで
した。

（4年生保護者　高旗晶子）



【【22 学学期期月月例例祭祭】】
12月 19日（土）に、都筑公会堂にて、2学期月例祭を行いました。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。昨年度の 2学期以来、実に 1年ぶりの、児童・生徒も、教員も保護者も、待ちに待った月例祭となりました。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

11 年年生生　　ラライイゲゲンン「「聖聖夜夜ももののががたたりり」」 22 年年生生　　エエポポッッククののリリズズムム部部分分　　
　　　　　　　　中中国国語語

33 年年生生　　音音楽楽　　笛笛のの合合奏奏
　　　　　　 「「虹虹のの橋橋カカンンタターータタ」」

44 年年生生　　手手仕仕事事　　帽帽子子のの披披露露　　
　　　　　　　　英英語語 MMyy PPaaddddlleess
　　　　　　　　LLaanndd ooff tthhee ssiillvveerr BBiirrcchh

55 年年生生　　オオイイリリュュトトミミーー　　
JJ..SS.. ババッッハハ　　「「暁暁のの星星はは美美ししききかかなな」」
FF.. ヘヘンンデデルル　　ココレレンンテテ　　ホホ短短調調

66 年年生生　　英英語語　　EEvveenniinngg RRiissee

77 年年生生　　ジジャャググリリンンググ 88 年年生生　　オオイイリリュュトトミミーー
シシュューーベベルルトト　　即即興興曲曲　　作作品品 114433

99 年年生生　　体体育育　　ママッットト運運動動、、中中国国武武術術

77..88..99 年年生生合合同同合合奏奏 ジジョョンン・・ララタターー作作曲曲 ととももししびびののキキャャロロルル



SSNNSS 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。

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～

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】
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☆星の金貨より☆
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。
コロナ禍でイベントなど中止になり、皆様にお会いできる機会が減り
ましたが、平日にお立ち寄りくださる方もいらっしゃいました。
大人用・子ども用の手作り布マスクが人気です。
書籍もご利用いただいています。
平日の学園が開いている時間でしたら、どうぞお立ち寄りください。
12/26～1/4 はお休みです。
どうぞ良きクリスマスとお正月をお迎えください。
お問い合わせ☆星の金貨
hoshino.kinka7@gmail.com

８８年年生生劇劇　　
エエーーリリヒヒ・・ケケスストトナナーー作作　　「「飛飛ぶぶ教教室室」」
日時：２０２１年１月３１日（日）・２月１日（月）
両日とも　１３：００開演　１３：３０開場
会場：青葉公会堂　（市が尾駅下車徒歩１０分）
対象：小学６年生以上　

観劇される方は、お申し込みが必要です。
観劇のお申込みは
事務局まで観劇される方の全員のお名前・ご連絡先を
お知らせ下さい。

詳細は学園サイトをご確認ください。
皆様のご来場をお待ちしております。

～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）
横地優代、森田里乃、星の金貨
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。。

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
2月 7日（日）
第 13回　介護　高齢者ケアを考える
講師：鶴田史枝
時間：10:00～12:00
第 14 回　惑星Ⅲ　ホロスコープを読むことの意味
講師：丹羽敏雄
時間：13:30～15:30

2月 13日（土）
第 15回　宗教Ⅳ　天使の働きについて

―ミカエルの時代を生きるー
講師：輿石祥三
時間：13:00～15:00

会場：十日市場校舎＆オンライン
各参加費：会場参加 2500 円・オンライン参加 2000 円
お申込み：横浜シュタイナー学園オンラインストア
　　　　　https://ysg‒online.store.jp/
詳細は、学園サイトをご覧ください。




