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地地面面ににはは霜霜がが降降りり、、朝朝のの空空気気がが鼻鼻をを抜抜けけるるととききににはは、、以以前前よよりりもも冷冷たたいい空空気気がが入入っってていいるるとと感感じじるるよよううににななりりままししたた。。冬冬本本番番
でですす。。子子どどももたたちちはは月月例例祭祭をを終終ええ、、いいよよいいよよ第第 44 アアドドベベンントト、、ククリリススママススをを迎迎ええまますす。。りりんんごごろろううそそくくののああのの柔柔ららかかなな炎炎がが、、
冬冬のの寒寒ささににほほののかかなな彩彩りりをを添添ええててくくれれまますす。。みみななささんん、、よよいい冬冬休休みみををおお過過ごごししくくだだささいい。。
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Newsletter

　　ここのの「「身身」」をを通通ししてて学学ぶぶ、、88 年年生生劇劇をを終終ええてて　　

　4月に、1期生長井クラスが取り組んだ「テンペスト」を、
10期生西尾クラスもやると決め、ようやく台本を渡すことがで
きたのは、学園祭も終えた 6月下旬でした。
　夏休み前に配役を決め、セリフ覚えが夏休みの宿題となりま
した。夏休み明け、蓋を開けると、セリフが入っている子は少
なく、9、10月と過ぎ、11月 2日のゲネプロも、生徒一人ひ
とりのセリフの入り具合にはばらつきがあり、なんとか形とし
て通せたという感じでした。
　8年生劇があり、題材を決めるよ！と生徒たちに作品候補を
示した際、「シェイクスピアは嫌だ」といった反発の声もなく、
(ついに自分たちの番がまわってきた、劇をやるんだ )という静
かな受け入れ、肯定感のある人たちでした。あからさまな反感
はありませんでした。しかし、セリフが体に入りきらないじれ
ったさを覚える時間が続きました。
　目の前には、自分の役の心情理解に苦労する生徒、どこで自
分がセリフを言うのか、きっかけを掴むのに苦労する生徒。当
たり前のことですが、進捗もさまざまでした。「セリフを○○
までに入れてくること、練習の時は、台本を持たないこと」と
いった具体的指示 ( 助言 ) を、既に 8年生劇の経験者である
7、9年担任に言ってもらうことも度々でした。
　東京賢治シュタイナー学校さんの 8年生劇を鑑賞させて頂
き、改めて、生徒たちは、真剣に取り組むことがどれだけ人の
心に響くか、受け取ったと思います。
　13、14歳というもっとも体を動かすのが重い時期、また、
自分が他人にどう映っているのか、最大関心事項でもある時期、
「恥ずかしい」を乗り越えてやらなければいけない課題がある。
好きな子だけが取り組む演劇部ではなく、授業の課題として演
劇があることの意味を生徒たちの姿を通して考えさせられまし
た。動かないといけない、口を開けてしゃべらくてはいけな

い、でないと伝わらない。なんとなく繰り返しただけでは済ま
ない、暗記して心情を理解して言わなくてはいけない、自分が
絵姿を持って話さないといけない、なんて辛い課題でしょう。
そして、乗ってしまえば！乗ることさえできれば、なんて楽し
い課題でしょう。時代は、デジタルへと向かうなか、この身を
通してしか表現できない、アナログの極みでもあるような「演
劇」は、ルドルフ・シュタイナーが普段、教師にも求めている
ことを子どもにも同様に求めているのだと気付かされ、恐い思
いもしました。
　我がクラスの 8年生は、寝付くのに苦労し寝不足で当日を迎
えた子、直前まで月例祭の感覚でいて、埋まる客席を見て焦っ
た子、さまざまでした。1日目の朝、ふとしたすきに、ホワイ
エで「だるまさんが転んだ」を全員でしていて、余裕を見せて
くれました。本番は、客席から笑いがあがり、それを受けて、
場面が進行していく。お客さんのみなさんとの呼吸を十分に味
わいました。体調が思わしくない子もいましたが、誰もが、そ
れまでの練習で見せた以上の輝きを放っていました。終演後、
ロビーで、お客さんからかけて頂く一声一声が本当に嬉しかっ
たようで、劇を終えた教室でかけてもらった言葉を伝えてくれ
ました。アンケートも、じっくり読みました。自分がこの身を
通して表現したことを受け止めてもらえて、本当に幸せな二日
間だったと思います。
　普段の授業で関わる先生方だけでなく、会場取りから始まっ
た保護者の方の働き、照明さんや差し入れして下さった卒業生
のみなさんのお陰で「テンペスト」の幕が降りました。2日目
の最後でチェロのコマが外れてしまい、最後の合奏が始まるま
での 5分弱を、ともにしていただいたことも感謝します。

　辛い境遇におかれ、失ったものがあっても、自分は胸に何を
抱いて歩んでいくのかを、シェイクスピアは問いかけてくれま
した。登場人物が嵐に遭い難破した孤島で、身を処した在り方
の違いを、生徒たちが、この先思い出すときがありますよう
に。
　孤島で「ないもの」ではなく、「あるもの」に目を向けるこ
と、孤島で助けてくれる存在に出会い、復讐に専念しきれず、
「わたしの過去や気持ち」を脇において、他者の幸せのために、
何かをする。それが、自分の本意ではなくとも、現実を受け入
れるときが訪れると思います。それは、最終的に「わたし」の
ためにもなっていることでしょう。「テンペスト」という作品
を、遺してくれたシェイクスピアにも敬意を表します。

（8年生担任　西尾早知子）



農農業業実実習習報報告告

　11月 15日～26日、11泊 12日の日程で 9年生は農業実習を
行いました。
　コロナ禍の中、長期の宿泊実習を行えるのか慎重に検討し実習
先を探していましたが、難航していました。夏休み明けに決まり
かけていた実習先を断念し、今年はもう宿泊の実習は諦めようか
・・・と思っていた矢先、ひょんなつながりで偶然知ったのが
「コスモイン有機園」でした。当たって砕けろだと思って電話をか
けてみると、「どうぞ、いらっしゃい～。」というありがたいお返
事。声の主は、有機園を切り盛りされている早苗さんでした。
　「コスモイン有機園」は、小豆島の北側にある農業体験型民宿
で、オーナーは今川二郎さん早苗さんのご夫妻。WWOOF（ウー
フ）という援農制度で、いつもウーファーを受け入れています。
私たちの滞在中も、ウーファーの方にとてもお世話になりまし
た。突然の問い合わせ電話には明るい声で快諾してくださった早
苗さんですが、長期滞在の団体客を受け入れるのは初めてだった
のだそうです。この実習を実現させるために協力者の方々を募っ
てくださり、12日間、早苗さんを中心に、ウーファーの方、協力
者の方々が連携をとって私たちの実習を支えてくださいました。

横横浜浜シシュュタタイイナナーー学学園園でではは、、99 年年生生のの学学びびののひひととつつにに、、宿宿泊泊をを伴伴っったた長長期期のの「「農農業業実実習習」」ががあありりまますす。。変変化化すするる社社会会状状況況のの中中でですすがが、、今今
年年もも農農業業実実習習をを実実施施すするるここととががででききままししたた。。担担任任のの太太田田初初先先生生かかららのの報報告告でですす。。
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た。次から次へやることがありましたが、６人は楽しそうに協
力して働いていました。夜は夜更かしする余裕もなく、心地よ
い疲れとともにぐっすりと眠りました。早寝早起きの（久しぶ
りの⁈）規則正しい生活の気持ちよさを、生徒たちも身をもっ
て感じたようでした。

　有機園の広い畑には、水菜・レタス・ルッコラ・白菜をはじ
めとするたくさんの種類の葉物、ニンジン・大根・うり・しし
とう・蕎麦などの実の物、いろんな種類の果樹…と数えきれ
ない種類の作物が育っています。私たちも、収穫、草取り、畝
づくり、移植、種まきと、様々な仕事をお手伝いしました。ま
た、有機園では二匹の山羊を飼っていて、育ちすぎた作物や抜
いた雑草、生活の生ごみは、山羊の餌になります。山羊が食べ
なかったものは堆肥置き場に移し、精米するときに出る米ぬか
をかけて、踏んで堆肥を作ります。お風呂を焚いて出た灰は畑
の肥料に。有機園での生活ではすべて何かの役に立ち、ほとん
どゴミが出ないのです。ものを循環させていく、昔ながらの生
活はなんと合理的なのだろうと感じました。実習中には、林業
や畜産業の現場を見学する機会にも恵まれました。同じように
ものを生産する仕事とはいえ、「産業」になると、「経済価値」
という観点が生まれ、また違う在り方になるのだということも
生徒たちは知ることができました。
　帰る日が近づくと、皆口々に「帰りたくないなぁ」と言って
いました。全員がこのような良い時間を過ごせたのは、この実
習が何より人の温かさに支えられていたからだと思います。好
奇心にあふれ、人のために尽くすことがそのバイタリティーの
源になっているような早苗さんの周りには、人が喜ぶことをし
たいという人たちが自然と集まり、その善い循環の中に加えて
いただいたことは、生徒たちにとって心安らぐ体験だったのだ
ろうと思います。生徒たちの柔らかい表情から、机の上の勉強
だけでは味わうことのできない、教育の原点のようなものをこ
こで教えられた気がしました。
　9年間の最後に全員でこのような時間を持つことができ、よ
かったと思っています。

（9年生担任　太田初）

　実習中は、朝 6時に起床し、掃除と調理の班に分かれて作業を
して朝食。そのあと午前の作業にかかります。お昼が近づくと調
理班は準備へ。昼食を食べて、午後の作業をし、調理班と薪でお
風呂を沸かす薪焚き班に分かれて作業。夕食を食べたりお風呂に
入ったりしていると、あっという間に一日が終わっていきまし



1122 月月 1166 日日（（木木））、、鶴鶴見見区区民民文文化化セセンンタターーににてて、、二二学学期期月月例例祭祭をを行行いいままししたた。。横横浜浜シシュュタタイイナナーー学学園園でではは、、学学期期ごごととにに各各学学年年のの日日ごごろろ
のの学学びびをを披披露露すするる会会をを行行っってておおりり、、そそのの会会をを「「月月例例祭祭」」とと呼呼んんででいいまますす。。どどのの学学年年もも豊豊かかなな学学びびをを体体とと心心いいっっぱぱいいにに染染みみ込込まませせててししっっ
かかりりとと舞舞台台にに立立つつそそのの姿姿にに、、大大ききなな成成長長をを感感じじるる時時間間ととななりりままししたた。。
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1年生　数のエポックから 3年生　オイリュトミー　　
　　　　メヌエット イ短調 ヘンデル作曲　
　　　　私たちは探す ルッチ・ビットリッヒ作曲

4年生　朝の時間より
　　　　詩「ぼくは川」朗誦
　　　 リズムの動き

5年生　音楽「こきりこ節」 6年生　オイリュトミー
　 バガテル へ長調 作品３３ −３ ベートーベン作曲

　　　 ピアノソナタ イ長調 作品３３１より 第三楽章
トルコマーチ イ短調 モーツアルト作曲
棒練習

7年生　ジャグリング . 8年生　オイリュトミー　
「泉」作曲ブルグミュラー

棒の練習 他

9年生　農業実習報告
　　　 歌　Moon River

2年生　数のリズムから　
中国語「冬の風物詩」



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～～
ご寄付ありがとうございます。

（順不同・敬称略）
足立久美子、安食美和、8年生劇寄付箱（観覧の皆様より）、

花岡風子、星の金貨
学園にお気持ちを寄せてくださり、心より感謝申し上げます。

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☆☆
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の人数制限があり、皆様にお会いできる機
会が少なくなりました。
少人数でしたら、平日の学園が開いている時間に、どうぞお立ち寄
りください。
12/29～1/3 はお休みです。
温かく静かなクリスマスとお正月をお迎えくださいますように…。

お問い合わせ☆星の金貨
kinka.hoshino7@gmail.com

～～音音とといいっっししょょにに体体をを動動かかすす～～
「「大大人人ののオオイイリリュュトトミミーー」」
日にち：3 学期　1月 17日・2月 7日　（いずれも月曜日）
時間：　9:15 ～ 10:45
会場：霧が丘校舎
参加費：1 回 1500 円
お申込みは、開催日 1 週間前までに事務局までお願いします。

シシリリーーズズ建建築築講講座座
「「宗宗教教建建築築とと人人間間ににつついいてて」」
日にち：第 3回「精神」 1月 18日（火）
時間：10:00 ～ 12:00
会場：霧が丘校舎（おひさまの部屋）
お申込締切：1月 11日（月）16時
なお、2021年 12月 29日 (水 )～2022年 1月 3日 (月 )
の間は、受付業務をお休みとさせていただきます。
キャンセルについて
毎回、大変人気の講座となっておりますが、キャンセル料
はいただいておりません。
ご都合によりキャンセルされる場合は、必ずご連絡くださ
い。
また、当日ご連絡のないまま 30分以上遅れられた場合は、
お待ちの方へお席をお譲りさせていただきます。

多多面面的的シシュュタタイイナナーー考考察察 1188
アアンントトロロポポゾゾフフィィーー看看護護
自分を癒す、家族を癒す～おうちケア～
講師：鶴田史枝
日時：2月 13日（日）
　　　10:00～12:00
多多面面的的シシュュタタイイナナーー考考察察 1199
惑惑星星ⅣⅣ
占星術の基礎を学ぶ～十二星座の意味～
講師：丹羽敏雄
日時：2月 13日（日）
　　　13:30～15:30
両講座ともに、
会場：十日市場校舎　＆　オンライン（zoom使用）
定員：会場 20名　オンライン 70名
参加費：会場参加 2500 円・オンライン 2000 円
　　　　NPO会員の方はパスポートが適用されます。
オンライン受付窓口は Peatix からのお申し込みとなります。
詳細は、学園サイトをご覧ください。

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。
日時：1月 21日（金）15:30～1 時間半ほど
会場：霧が丘校舎
参加無料（要予約）
お子様連れ可です。
＊お子様の上履きをご持参ください。
お申込み、お問い合わせは、学園事務局までお願いします。




