
今月号は 6 月 14 日（土）開催の学園祭＆オープンデイ特集です。横浜シュタイナー学園挙げての大きな
イベント。教員、生徒、保護者一丸となって楽しく取り組みました。
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＊学園祭＊
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十日市場校舎では⾼学年（７〜９年⽣）⽣徒による学園祭が
開かれました。企画からすべて⽣徒の手作りのイベントです。
「カフェ『メルシー』」は商品、メニュー表、エプロンまでも
がお手製。「縁日」は、ゲーム作りはもちろん、景品までとて
も丁寧に準備しました。昨年好評だった「ダンボールワール
ド」は「ダンボール迷路」へと進化し、2 階建ての迷路を攻略
すると、なんと⼒作のダンボールアートのお土産付きでした。
「劇と合唱の発表」は「劇：ルンペルシュティルツヘン」
合唱「Cume decore」「Tourdion」でした。

縁日：豆移し 縁日：ヨーヨー釣り 縁日：玉ころがし

劇：ルンペルシュティルツヘン

ダンボール迷路 カフェ
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＊オープンデイ＊

霧が丘校舎では教員、保護者によるオープンデイが開かれました。今年度の目玉は「教育展」。
雨が心配される中、200 名を超えるお客様で賑わいました。「おひさま Café」「手作り品販売」「宝ぶね」
「羊毛ワーク」「こどものへや」をご用意してお迎えしました。

中心の時間

「 あ あ 、本 当 にお うちが で き
物語の時間

「物語が開く世界への扉」

ここで育つ子どもたちからみえること

〜9 年間のあゆみ〜

こどものへや

音楽英語

羊毛ワーク
羊毛ネックレス・ストラップづくり

手作り品販売
近隣のシュタイナー幼稚園も出店してくれました。

専科の部屋「デモンストレーション」

シュタイナー学校の特色ある専科の授業。学年のテーマに沿った専科のつながりと展開を

専科教員によるデモンストレーションと展示で紹介しました。

エポックの部屋「トークステージ」

世界中のシュタイナー学校で毎日⾏われているエポック授業とは？

担任教員によるトークステージと展示で紹介しました。

講演



＊月例祭＊

4 年⽣：オイリュトミー ベートーヴェン小曲 他

1 年⽣：朝のリズムの時間から 2 年⽣：朝のリズムと英語の時間から

5 年⽣：地理の学びから
6 年⽣：口の体操 他

7 年⽣：器楽演奏 Mille Ducas Gall iard、
オイリュトミー シューベルト

8 年⽣：エポック授業より詩と歌

9 年⽣：手仕事の授業で作った浴衣・甚平を着て器楽演奏
What A Beautiful World、シチリアーナ

3 年⽣：音楽の時間から

横浜シュタイナー学園では、学期ごとに低学年から⾼学年までの児童、⽣徒が⼀同に会し、日ごろ積み
重ねてきた学びを披露しあう集いとして「⽉例祭」を⾏い、皆で子どもたちの成⻑を喜び、⾒守ってい
ます。⼀学期の⽉例祭は7⽉12日（土）、近隣の星槎学園の体育館をお借りして⾏われました。



横 浜 シュタイナー学 園

Newsletter 第 73 号

2014 年 7 ⽉ 18 日発⾏
編集： 広報の会
発⾏： NPO 法人 横浜シュタイナー学園
http://yokohama-ste iner.com
〒226-0016 横浜市緑区霧が丘 3 丁目 1-20
TEL/FAX 045-922-3107

※掲載内容の無断転載はお断りします。

星 の⾦ 貨
スクールショップ「星の⾦貨」は、
学園の各種イベントの際、
開店しています。
どうぞお⽴ち寄りください。

e-mail:hoshi-kinka@freeml.com
星の⾦貨ブログ
http://hosinokinka.blog100.fc2.com/

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.com

【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

インフォメーション

2015 年度⼊学説明会

日時：9 ⽉ 20 日(土)
[Ａ]14:00〜16:00

9 ⽉ 27 日(土)
[Ｂ]10:00〜12:30
[Ａ]14:00〜16:00

10 ⽉ 4 日(土)
[Ｂ]10:00〜12:30

場所：[Ａ]霧が丘校舎
[Ｂ]十日市場校舎

対象:⼊学を希望される保護者
参加費：無料
※できるだけご両親で参加される
ことをお勧めします。
内容：
[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」
※2015 年度に⼊学をご希望の⽅
は、Ａ,Ｂの順に両⽅の回に必ずご
出席下さい。両方の回に出席済の
方に願書(1,000 円)を配付します。

申込み：参加を希望される方は、お
名前、連絡先、参加希望日を
お書きの上、お申込み下さい。

＊大人を対象とした内容となりま
す。お子さまはお連れにならな
いようお願いいたします。

公 開 講 座
「親子サマースクール」
日にち： 8 ⽉ 3 日（日）
時間： 9：30〜12：40
［A コース：小 1 ・２年⽣対象］

文字の導⼊、手仕事
［B コース：小３・４年⽣対象］

フォルメン線描・オイリュトミー
参加費：3,000 円（会員 2,500 円）
場所： 霧が丘校舎
・該当学年のコースを受講下さい。

5 年⽣以上のご家庭はご相談くだ
さい

※授業を受けない兄弟の保育あり

公 開 講 座
「大人のための体験講座」

日にち：9⽉7日（日）
時間： 9：30〜12：40
［1年⽣コースA］

文字の導⼊・手仕事
［1年⽣コースB］

数との出会い・音楽
［7年⽣コース］

幾何学・オイリュトミー
［8年⽣コース］

歴史・劇遊び
参加費：3,000円
場所：［1年⽣コース］霧が丘校舎

［7・8年⽣コース］十日市場校舎
※保育あります。要事前予約

ご寄付ありがとうございます

（順不同･敬称略）
6/11〜7/18
学園祭寄付箱、星の⾦貨、タンテ･ボ
レ、宮田文子、倉 内美代子、どんぐ
りのおうち、加 藤洋 子、中 村綾 、聖
夜劇の会

☆皆様からの学 園へのご寄 付は大切
に使わせていただきます。ありがとう
ございました。

茶話会／校内⾒学会
学園の雰囲気を肌で感じていただける
この機会に、どうぞお訪ねください。
茶話会（水曜日）
日にち： 9 ⽉ 24 日・ 10 ⽉ 22 日
時間： 10：00〜12：00

校内⾒学会（⾦曜日）

日にち：9 ⽉ 5 日・ 10 ⽉ 31 日

時間：15:00〜16:00
参加費：無料
場所： 霧が丘校舎
学園にご興味・ご関心のある方はどな
たでもお越しください。お子様連れも
可です。
※お子様の上履きはご持参ください

子育てフェスタに参加します
＊子育てフェスタ
日にち： 7 ⽉ 27 日（日）
時間： 10：00〜15：30
場所：オリンピック記念センター
＊かながわ子育てフェスタ
日にち： 9 ⽉ 20 日（土）
時間： 11：00〜15：00
場所：かながわ県⺠センター


