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どんぐり、ぎんなん、色鮮やかな桜の落ち葉。気づくと足元を眺めながら歩くことが多くなるこの季節。だれか
が拾ってくる秋の宝物で学園の玄関は彩られます。帽子をかぶったどんぐりを見つけると特別嬉しい気持ちにな
るのは、実は子どもだけでもないのかもしれません。
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Newsletter

33 年年生生のの稲稲刈刈りり体体験験

　低学年時代に別れを告げようとする 3年生では、1年間を
通して「原初の人間に与えられた、衣食住の課題」を体験す
る学びに取り組みます。
　日本人の「食」といえば、やはり米です。ぜひとも米作り
の体験をさせてやりたいものです。学園では、有難いこと
に、にいはる里山交流センター職員の遠田文恵さんに仲介し
て頂いた休耕田をお借りして、10年前から米作りを行ってい
ます。
　今年の 3年生も 6月に田植えを体験し、7月に田んぼの観
察を行いました。夏休み中にも一度集まり、短い期間しか咲
かない稲の花を見に行きました。
　それから 2か月。稲刈りは、10月 12日 (水 ) に行われま
した。目指す田んぼに着くと、辺りは 8月の風景とは一変し
ていました。田んぼの稲は、米粒をたっぷりつけた稲穂を重
たそうに揺らしていました。「わあ、田んぼがずいぶん変わっ
たねぇ。」「本当に（今、教室で歌っている稲刈り歌の歌詞通
りに）黄金色だねぇ。」子どもたちが歓声を上げました。
　身支度を整え、三つの班に分かれて作業を開始します。「刈
り手」は鋸鎌（のこぎりがま）で稲を刈り、「運び手」は、刈
られた稲穂を束にして集めているブルーシートの方へ運び、
「束ね手」は集まった稲をだいたい同じ太さにして麻ひもでし
っかり結びつける。また束ねて集まった束を保護者の車に積
みにいく仕事もありました。
　鎌を手に持ち、久しぶりに田んぼの中に入ります。ここの
田んぼは「不耕起栽培」といって一年中水を湛えている田ん
ぼです。水がはってあることと、代掻きをしないことで、泥
の中にある雑草の種が浮いてこないため、雑草抜きもほとん
ど不要の手間いらず田んぼです。もちろん、化学肥料や農薬
とは無縁なため、生き物が豊富に生息するビオトープのよう
な役割も果たしています。はじめは「わ、ザリガニがいた！」

「ヤゴもいるよ！」と生き物に目を奪われがちでしたが、次第
に皆、集中して慎重に刈っていきました。「刈り手」があぜ道
からだんだん遠くへ移動すると、「運び手」も泥の田んぼに足
を突っ込んで歩み寄り、稲束を受けとります。田植えの時も
そうでしたが、泥に足を浸けるのを嫌がるかと思いきや、子
どもたちは「気持ちいい～。」と泥の感触を楽しんでいまし
た。
　「束ね手」たちも要領よく、二人一組になってどんどん束
ねてくれました。ローテーションを替えるたびに皆、新たな
仕事に意欲的に取り組み、気が付くと 1時間半ほど、皆夢中
になって稲刈り作業に取り組んでいました。作業中、「早く食
べたいね。」と食いしん坊な発言も聞かれました。
　全身で稲刈りを体験した 3年生。これから「脱穀」「籾摺
り」「精米」と大変な作業を経ないと美味しいご飯にはありつ
けないことをまだ知らないのですが・・・。校庭に収穫した
稲束をはざかけしたときの満足げな顔が印象的でした。
　翌日、稲刈りをお休みした友達に報告しよう、と日記を書
いてみました。
　抜粋で、子どもの日記をご紹介します。どんなに楽しい 1
日だったかを感じていただけるはずです。

「いねかりの思い出」
　田んぼについて、いねを見ると、こがねいろに光って見え
ました。きれいだなぁ、と思いました。
　つぎに 3グループに分かれました。わたしは、まず、ほか
のグループがかったいねを、ひもでたばねるやく目でした。
さらといねをたばねていると、カマキリがひょこっとかおを
出しました。わたしたちは、あわてて、ひもをほどきまし
た。
　つぎは、いねをはこぶやく目でした。はこぶたびにシャラ
シャラと音がしました。たのしい音でした。
　いよいよまちにまったいねかりのばんになりました。のこ
ぎりがまというかまで、ドキドキしながらかっていきまし
た。さいしょは、ゆっくり、つぎはもうちょっとだけはやく
かりました。だんだんはやくかれるようになりました。クモ
のかぞくも出てきましたが、わたしを見るとにげてしまいま
した。
　ぜんぶかりおえた時、ひもでたばねたいねを見ると、思っ
てたより、いっぱいいっぱいありました。ほう作でした。は
やく食べてみたいと思いました。（中略）とびきりたのしい 1
日でした。

　（3年生担任　長井麻美）



　10月 4日、5日、5年生は愛川ふれあいの村まで、宿泊を
伴う課外活動である「山の学校」に出かけました。
　私が初めて「山の学校」の話をした 9月初旬。気の早い子
どもたちから、持ち物や集合時間のことなどの質問攻めにあ
い、みんなが「山の学校」を楽しみにしていたことがわかり
ました。けれど、その後も忍耐強く、キャンプファイアーで
歌うたくさんの歌を覚えながら 10月 4日まで待ちました。
　当日は快晴でほっとしましたが、車生活の子どもたちが、
どの程度山登りができるのか気になっていた上に、30℃近い
気温になり、暑さでばてないだろうかと私は少し心配になっ
ていました。子どもたちも少し緊張気味でしたが、バスに揺
られ始めると次第におしゃべりに夢中になっていきました。

と。子どもたちにとっては、景色の変化があまりなく、もし
かしたら先生が道を間違えているのかもしれないと思った子
がいたようでした。とはいえ、ヘビが出たと言っては止まっ
てみんなで見たりしながら、そのまま登り続けました。眼下
に街並みが小さく見える所に来ると、みんなで「ヤッホ
ー。」と叫んでいました。自然の中では、そんなふうに素直
に叫びたくなるものなんだなと思いました。頂上まで、「先
生は何度ももうすぐと言っている。」と言われながら、つい
に頂上に着きました。遠くには、高層ビルやみなとみらいが
霞すんで見えました。頂上でのお弁当は格別だったことでし
ょう。その後、子どもたちが、長い階段のあるやぐらを上が
っていくのを見て、案外体力があることがわかりました。
帰りは、何人もすべってころびながらも無事に下山すること
ができました。何だかんだと言いながらも、みんなの力で登
ることができたことは何より嬉しいことでした。
　下山後は、休む間もなく、野外炊事に取り掛かりました。
子どもたちは野菜を切り、お鍋に入れる水の量を気にしなが
ら協力して行いました。係の方から、火の起こし方を教えて
もらい、薪をくべたり動かしたり、じっと火を見たりしなが
ら待ちました。そして、とてもおいしいごはんとカレーがで
きました。みんなお代わりをして、おなべのカレーやご飯を
こそげ落として最後の一粒まで食べきりました。おいしいも
のを食べて元気を取り戻し、すすがついたお鍋をみんなで洗
い、後片付けもきちんと終わりました。
　それから、お父さんたちに準備をしてもらったキャンプ
ファイアーが始まりました。組んだ薪に火がともり、みんな
で歌をうたうと、真っ暗な闇の中で時々火の粉が舞いまし
た。「ほたるみたい。」と、火の粉を追う子どももいました。
火の神秘的な力は、子どもたちに何とも言えない感動を与え
たと思います。少し時間があったので、急遽ジェスチャー遊
びをしました。急に言ったのにすぐにできるところは、やっ
ぱりシュタイナー学校の子どもたちだなと思いました。お父
さんたちにもやっていただき感謝です。こうやって無事に初
日の予定を終えることができました。が、夜中 2時半こ
ろ、隣の男の子の部屋から何やら音がして行ってみると、眠
れない、寒い、外の明かりがまぶしい、鼻血が出る子もいま
した。毛布をあげたり、30分ほどばたばたしました。女子
の部屋からは、何の音もせずよく眠っているようでした。　
　　翌日、自然観察路を歩くとヒルがたくさん出てきまし
た。塩をかけまくる子どももいて、山の学校の思い出はヒ
ル、になるのかなぁと思いましたが、子どもたちが一番楽し
かったのは、バスの中でのみんなとのおしゃべりや野外炊事
だったそうです。みんなで協力して一つのことをなし終えた
という体験は、達成感だけでなく、子ども同士の関わりにお
いても、とてもよい何かをクラスに与えてくれたと思いま
す。

（5年生担任　小林裕子）

55 年年生生　　山山のの学学校校

横横浜浜シシュュタタイイナナーー学学園園でではは、、55 年年生生ににななるるとと、、初初めめててのの宿宿泊泊をを伴伴うう課課外外活活動動ががあありりまますす。。今今年年度度もも、、55 年年生生ククララススはは
期期待待をを胸胸いいっっぱぱいいにに、、愛愛川川ふふれれああいいのの村村へへ行行っっててききままししたた。。担担任任のの小小林林裕裕子子先先生生かかららのの報報告告でですす。。
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　そして、いよいよ山登りです。山ヒルが出るのを少し恐れ
ながら、各自、塩や塩水をもって出発しました。高取山の始
まりは少し急な斜面が続きます。しばらくすると「先生、も
うすぐ？」「もう着く？」という声が。「まだまだ半分も登っ
てないよ。」「え～。」私は内心、そんなに早く頂上に着くと
思っていたのかと逆に驚いていました。しまいには、「先
生、おんなじ所をぐるぐる回っているんじゃないですか。」



1122 年年一一貫貫ののシシュュタタイイナナーー教教育育ののカカリリキキュュララムムでではは、、99 年年生生かからら高高等等部部ととししててのの学学びびがが始始ままりりまますす。。芽芽生生ええ始始めめたた思思考考のの
力力でで、、目目にに見見ええなないい筋筋道道をを見見ええるるももののにに落落ととししてていいくく。。99 年年生生でで初初めめてて導導入入さされれるるココンンピピュューータターーのの授授業業ははままささににそそのの時時
期期のの子子どどももたたちちのの思思索索ににぴぴたたりりととははままるるよよううでですす。。
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　2013年度から始めた 9年生のコンピュータ・エポック
の学びは、今年度で 10回目となった。試行錯誤を繰り返
し、その年の 9年生クラス担任からアドバイスを受けなが
ら、ここ数年である程度満足できるスタイルが確立された
と思う。生徒からは口々に楽しかった！との感想をもらっ
たが、今回特に嬉しかったのは、「この学園で低学年のうち
にコンピュータに触れさせない理由がわかりました」とい
う声が数名の生徒から上がったことだ。
　10日間のエポックは、まず冒頭でコンピュータ開発の歴
史に触れた後、授業のメインテーマである加算器（2進法
で足し算を行う装置）の製作に取り組んでいく。
　最初は厚紙で作ったシーソーの組み合わせで回路を作
る。コンピュータには電気的なパルスが飛び交う人間の脳
のイメージが定着しているが、そのステレオタイプを覆す
ためだ。事実、実現可能なデジタルコンピュータの最初の
考案者とされる数学者バベッジが構想したのは、シュッシ
ュと蒸気を噴く蒸気機関で動く巨大な機械だった。
　この導入の後に、リレーと呼ばれる電磁スイッチに取り
組む。これを組み合わせて、加算器の原理を学びながら、
大きな装置を地道に組み上げていく。途中、コンピュータ
に動きを与えるクロック回路、メモリー回路、電信装置の
実験も行いつつ、最初は単純だった回路は徐々に複雑さを
極めていく。
　黒板に描かれた回路図を、スパゲッティーのように配線
が絡み合う装置に実体化していく作業は、思春期の彼らに
とって、抽象概念を生きた現実に結びつけていくための素
晴らしい訓練だ。男子も女子も、自分が行っている作業の
意味が理解できた喜びを、エポックノートの感想に記して
いた。

　繰り上がり計算ができる全加算器の配線作業では、あるチー
ムが悪戦苦闘していた。何度も配線を確かめ、つなぎ直し、つ
いには一から作り直して試すが、どうしてもうまく動作しな
い。後で調べてみたところ、原因は電池だった。1，2個のリレ
ーが動作しているときは問題ないのだが、リレーが一度に 4つ
動作する計算パターンがあり、そこで電池がギブアップしてい
たのだ。そんな失敗があっても、「それでも、今日は今まででい
ちばん楽しかった」との感想がノートに書かれる。彼らのマイ
ンドにジャストミートしているのだ。
　最終的に 3桁の 2進数を計算できる加算装置が完成し、スイ
ッチをパチパチ切り替えながら検証を行った。さらに、仕上げ
にシーケンサーというお手製の装置をつないで、さっきまで手
動で設定していた数字の組み合わせを自動で送り込むと、装置
は一気にコンピュータらしくなる。ひとりの生徒は、「仕組みを
理解できたぼくにとって楽しい〈おもちゃ〉になりつつある」
とノートに書いた。
　ここまで積み上げていけば、一気にコンピュータの仕組みは
理解可能だ。プログラムの意味、文字、映像、音などの情報が
どのように扱われているか、検索の仕組み、入出力装置の仕組
みを矢継ぎ早に解説した。そして最終日は、お待ちかねのイン
ターネットの学びだ。
　パケット通信の仕組み、ホームページ、電子メール、SNSを
含めた掲示板サービス、検索エンジンなどについて説明した
後、全員の机を丸く並べて座った。それぞれの机をドイツ、中
国、ベトナム、ロシア、ウクライナ等々の国と決めて、パケッ
ト情報に見立てたボールでキャッチボールをする。国境を越え
て、さまざまなメッセージが飛び交っていく。
　そう。インターネットの黎明期には、こんなふうにわくわく
しながら、世界が平等につながり、多様で民主的なネット社会
が到来する未来を皆が夢見たのだ。しかしやってきたネット社
会の現実は、確かに便利ではあるが、人々の偏見を強化し、操
作し、分断をもたらし、極端な富の偏在化を日々生み出しても
いる。
　わたしは生徒のエポックノートにつけたコメントの最後に、
次のような主旨を書いた。コンピュータ自体は考えたり感じた
りはしない。コンピュータの動きに意味を与えているのは、ど
こまでも人間の精神なのだ。
　だから、よりよいコンピュータ社会を築こうとするなら、ま
ず倫理と法という人間の営みの大地の上に立つことをわたした
ちは学び直す必要があるだろう。わたしたち自身も、ここでネ
ット社会と自分の生き方を見つめ直し、子どもたちの未来に何
ができるのかを考え、行動することが必要ではないだろうか。

（9年生コンピュータ・エポック担当　佐藤雅史）

1100 回回目目ののココンンピピュューータタ・・エエポポッッククをを終終ええてて
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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☆☆
今年も昨年に続き、『くるみのアドヴェントカレンダー手
作りキット』のご用意ができず、申し訳ございません。

11月中旬には、クリスマスの素敵な品々がお店に並び始
めます。
クリスマスティー、アドヴェントカレンダー、クリスマ
スカード、麦わら飾り、オーナメント、トランスパレン
トペーパー、ローズウィンドウペーパー、蜜蝋キャンド
ルなど揃えております。
どうぞお立ち寄りください。
お問い合わせ☆星の金貨
kinka.hoshino7@gmail.com

連連続続講講座座！！大大人人ののオオイイリリュュトトミミーー
講師：市川 聡子（オイリュトミー専科教員）
日程：2 学期　11月 14日、12月 12日（いずれも月曜
日）
時間：9:15～10:45
会場：霧が丘校舎　オイリュトミー室
参加費：1 回 1,500 円
　*NPO会員パスポートをお持ちの方は適用されます。
　* 参加費は当日お支払い下さい。

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：11月 12日（土）10:00～1 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。

聖聖夜夜劇劇
日にち：12月 17日（土）
☆☆楽楽園園劇劇
時間：11:30 開場　12:00 開演
対象年齢：小学 3年生以上
☆☆生生誕誕劇劇
時間：13:15 開場　13:45 開演
対象年齢：年長児以上

会場：緑公会堂
観劇料：おとな 900円　こども 600円
＊この料金で 2つの劇をご覧になれます。
（ただし年長児～小学 2年生までは生誕劇のみ
の観劇をなります）
＊お問い合わせ、お申し込みは、
学園事務局・学園サイトよりお願いします。
完全予約制になります。




