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鮮やかに色づいた葉が枝を離れ、急速に色褪せてゆく外の世界。子どもたちの教室では色とりどりの窓辺飾りが
窓辺を彩ります。長くのびた夕闇の中を暖かなランタンを灯し、子どもたちが楽しみに集います。暗く冷たい冬
にこそ、人の手でこしらえたものの温もりがひときわ明るく感じられるような。学園の子どもたちはそんな日々
を過ごしています。
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Newsletter

古古（（いいににししええ））のの都都をを訪訪ねねてて

　日本の歴史に取り組み、飛鳥・奈良時代までの学びを進めてきた 6

年生。11～12 歳の彼らは、因果関係の理解の芽生えも手伝い、情景
や展開を思い浮かべながらいきいきと学びを受け取っていく。そして

秋も深まる 10月 31日、いよいよ奈良歴史旅行の幕開けです。
　およそひと月前にクラスの一人が怪我を負ったり、出発の前の週に
体調を崩す子がちらほら現れたり、直前に喉を痛めて欠席する子がい
たりする中、みんなで回復を祈り、全員参加を願ってきた 6年生た
ち。その願いがかなっただけでも、すでに奇跡といえることだとしみ

じみ感じました。

　初日は飛鳥に直行し、自転車で飛鳥の地を巡ります。「空気が美味し
い。」「この光景、すごくいい。」「ずっと見ていられる。」そんなつぶや
きが耳に届いてきます。かつて聖徳太子や蘇我氏の面々、天武天皇、
持統天皇たちも眺めただろう山々、この地で感じたであろう目に見え
ぬエネルギー、胸に抱いただろう大きな志、、、今を生きる子どもた
ちにも、何か感じるものがあったのではないでしょうか。それらは写

真や映像では決して伝わらないものだろうし、教えられるものでもな

い。記憶にすら残らないかもしれないけれど、その分深いところに沁

み入ったのではないでしょうか。肩を並べて山々や空を眺める彼らの
後ろ姿が眩しく感じられました。

　体の負担を考慮し初日のみ行動の範囲を調整することとなった 1名

の生徒も、一緒に石舞台古墳を訪れ、飛鳥寺で優しいお顔の飛鳥大仏
を仰ぎ見ることができたことも大きな喜びでした。

とりに心を奪われ足が止まります。少し離れて様子を伺う子もいれ
ば、物怖じすることなく近づいていって口元へどんぐりを差し出す
子もいて、それぞれのペースで鹿との距離を縮めていました。
　朝ごはんの後は、東大寺に出向きます。雨がパラパラと降る中、
京田辺シュタイナー学校の高等部教員の山岸先生がこの日の案内を
務めてくださいました。奈良が大好きでたまらず奈良に移住された
山岸先生の説明は、奈良愛に溢れていて、聞いているこちら側にも
自然と奈良への敬愛が湧いてきます。子どもたちもそんな先生のそ
ばで嬉しそうにうなずいたり、感心したりしながら、力強い仁王像
や大きく穏やかに佇む大仏様を見上げるのでした。
　楽しみにしていた若草山への登山は雨のため変更することになり
ましたが、嬉しい出来事もありました。実はプライベートで奈良を
訪れることにしていた吉野先生と若草山（三笠山）でお会いしまし
ょうと話していたのですが、雨でご一緒することは叶わなくなり残
念に思っていたのです。前の週の書道の時間に吉野先生から『阿倍
仲麻呂に関することに出会ったら教えてね。』という宿題をもらって
いた子どもたち。春日大社の若宮さんへと参る道すがら、阿倍仲麻
呂の歌碑に遭遇。「あっ！吉野先生からの宿題！こんなところで見つ
けた。」と喜んで『天の原　ふりさけ見れば　春日なる　みかさの山
に　いでし月かも』こどもたちと石碑の前で読んだ直後、なんと後
ろから吉野先生のお姿が現れました。子どもたちは目を丸くして思
わす歓声をあげたのでした。

　折しも、春日大社の若宮様の 20年に 1度の遷宮の儀式の真っ最
中。ちょうど『8日間初まいり』の間に一緒に訪れることができま
した。20年というくくりで考えると、次の遷宮は 2042年。こども
たちはちょうどその真ん中に個々の自我を確立させることになりま
す。今から 10年、こどもたちの体や魂にたくさんの栄養が注ぎ込
まれ、どんな『成人』に育つのだろうか、その後の 10年で世の中
に何を差し出すようになっているのだろうか、そんなことに思いを

馳せながら、儀式を見つめる子どもたちの背中を見つめるひと時と
なりました。

　子どもたちは、事前学習で仏教について学び、四天王や八部衆を
描いたり、寸劇で動きを模したりしたおかげもあって、訪れる場所
ごとに仏像を興味深く観察していて、感心させられました。私自身
が中学校の修学旅行で訪れた時、私は一体何を見て何を感じていた
のだろうと思い返すと恥ずかしくなります。

　気を取り直し、平城京跡地へ移動しその地を踏みしめます。平城
宮の門から大極殿までのその距離の長いこと！ここで鬼ごっこをし
たら楽しかろうと想像するも、始めたら最後、一生終わらないな、
と思って言葉を飲み込みました。子どもたちは思い思いに走ったり
歩いたりしながらかつての都の壮大さも感じることができたのでは

　翌日はあいにくの曇り空。初日の晩は案の定、嬉しくて楽しくてな
かなか寝なかった子どもたちですが、朝 6時の集合時間にはきっちり

顔を揃え、朝食前の散歩に出発です。宿を出てすぐに鹿の姿を発見す
ると、子鹿のように目を輝かせ、足取りも軽くなる子どもたち。鹿た
ちへのお土産である横浜産どんぐりをポケットに忍ばせ、春日大社の
第一鳥居をくぐります。お母さん鹿のお乳を求める子鹿や、追いかけ
る雄鹿を冷たくあしらう雌鹿、雌をめぐって頭を突き合わせ、激しく
戦う雄同士。子どもたちはすぐ眼の前で繰り広げられる鹿たちのやり



　3日目、宿を後にしてからの最初の予定は、今回の旅の計画をする
中で、私がどうしても外せないと半ば無理やり組み込んだ『にぎり墨
体験』です。1400年前、シルクロードの終着駅である大和の国にも
たらされた『墨』。この日本での墨づくりの始まりは、興福寺の敷地内
で、わたしたちが泊まったお宿、大佛館のちょうど目の前辺りだった
といいます。それから、今においても日本の墨の実に 95%以上がこ

こ奈良で作られているということ。子どもたちは真剣な眼差しで、現
在残る 8つの工房、10人の職人さんのうちの一人である、錦光園さん
の職人さんの話に聞き入り、「へぇ～。」「すごい！」と感嘆の声を漏ら
し続けます。

　そして、この時間にも参加してくれていた吉野先生。先生と職人
さんとの会話の中でわたしたち横浜シュタイナー学園の生徒たちが
使っている墨はここ錦光園で作られていたことが判明し、その偶然

にまたみんなで大喜びしたのでした。
　奈良の地で、育まれ継続している文化に触れ、現在の自分たちも
そのことに関わっているのだということを、子どもたちは再認識
し、どこか誇らしそうにも見えました。子ども時代のこのような体
験が彼らの中にしみ込んで、いつの日か未来に宝をつなぐ担い手の
一助となるといいなと感じました。
　そんな素晴らしい時間を過ごすも、最終日は、担任にとって最も
気を緩めることのできない日でもあります。本数の少ない奈良の公
共交通機関を使いつつ、無駄なくそつなく網羅したい。そのため何
度も確かめて予定を組むものの、タイムスケジュールが 1歩狂え

ば、帰りの新幹線に乗り遅れてしまいます。21名の羊、いや子ど
もたちを一同に動かすために、引率の先生方がひとりも逃さず後ろ
から追い立ててくれていることを信じて、前進します。唐招提寺や
法隆寺をめぐり、帰路につくまで、楽しげで朗らかな子どもたちに
笑顔を向けつつ（時にはひきつらせ）、心の中は緊張と安堵の連続
でした。

ないでしょうか。その広大な敷地を横切る近鉄電車を目にして、大喜
びで電車に手を振る無邪気な子どもたちの姿に目を細めつつ、歩みを
前に進めます。再現された遣唐使船に乗り込んだり、様々な展示物に
目を凝らしたり、たっぷり楽しんだ後は、再びバスで移動し、子ども
たちの待ちに待ったつかの間の自由行動です。お土産を手に宿に戻っ
た彼らはみんな満足そうで昼間の疲れはどこへやら。夕食後の夕べの
会では、実に嬉しそうに各自のお土産を披露してくれました。一つの
部屋に全員が集い、ぎっしり輪になって笑い合っている様子に、私は
子だくさんの母のような気持ちになって幸せな時間を過ごしました。

　「学校の授業で墨をすっているのは、日本でももうわずか。君
たちが使っている墨はもしかしたらこの私が作った物かもわから

んよ。」という話を聞いて、満面の笑みがこぼれました。墨づくり
の実践を眼の前で見せてもらい、いよいよひとりひとりこね上が
った墨を触らせてもらいます。そっと触って丸めてのばしてしっ

かり握って形づくります。「柔らか～い。」「もちもちしている」ど
の子もその感触に驚き、他の子が体験する間もじっとその様子を
見守り、一人ひとりに拍手を送ります。それぞれ自分で握った出
来立ての墨を桐の箱に入れてもらい、「一番のおみやげになっ
た！」と満足そうにしまっていました。最低 3ヶ月は決して蓋を
開けないこと（湿度が変化しヒビが入ってしまうそうです）、20
年、30年と時を経ることでよりよい墨になっていく、という話に
もワクワクが隠しきれない様子でした。

　この奈良歴史旅行で重要視すべきことは何だろう。私自身に幾度
となく問いかけたことです。学ぶことも大事でしょう。楽しむこと
も大切でしょう。あれも、これもと欲張りがちな私にとっては断念
せざるをえないこともたくさんありました。

　奈良の空気感にじかに触れて思ったのは、歴史は決して過去の出
来事だけではないということでした。この地に確かに息づいてい

た、歴史上の人物たちの感じたこと、考えたこと、そして成し得た
ことが、まだ維持されているという事実。大切なのは、それらをた
だ知って知識として蓄えるのではなく、過去から今にいたるまで流
れているそのエネルギーの継続を感じ、自分自身が生きていく中
で、種に水をやり続けるその力にしてほしい。子どもたちは、きっ
と意識を超えたところで、ちゃんと知っているだろうから、私はそ
れを彼らに必要な「今、ここ」を丁寧に用意していけばよいのでし
ょう。集大成は、私が与えるのではなく、彼らがこの先自ら手にし
ていくでしょうから。

　こうして、子どもたち 21人みんなが揃って笑顔で過ごし、無事
に帰って来られたことを何よりありがたく思います。支えてくれ
た、守ってくれたすべての存在とそのお力に感謝でいっぱいです。

（6年生担任　伊藤雅子）



横横浜浜シシュュタタイイナナーー学学園園でではは、、11 年年生生とと 22 年年生生ののととききだだけけにに行行うう祝祝祭祭ととししてて、、毎毎年年 1111 月月にに、、聖聖ママルルテティィンンをを称称ええるる「「ママルルテティィンン祭祭」」
のの時時間間をを、、日日もも暮暮れれたた夕夕方方、、一一度度下下校校ししたたああととにに再再びび登登校校しし行行っってていいまますす。。今今年年のの様様子子をを 22 年年生生担担任任のの島島田田頼頼子子先先生生がが寄寄せせててくくだだささ
いいままししたた。。
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♪暗い夜の道、ランタンの明かりが揺れるよ

赤、黄色、緑、青、色とりどりのランタン

　木々の葉が色づき、夜の時間が長くなってきた 11月の夕方、学園
の校庭にランタンの花びらが開きました。マルティン祭です。2年生
は 11日に、1年生は 18日に行いました。

　ランタンは、和紙を絵の具で染め、筒状に組み立てたものです。赤
と青、青と黄色、黄色と橙の３つの色の組み合わせから、子どもたち
が好きなものを選びました。赤に印象的な青い線が走っているもの、
２つの色が触れ合っているところは様々な紫が現れました。黄色に青
い水玉、大きなもの小さなもの、際に現れた緑と美しく織りなしてい
ます。橙と黄色の組み合わせは、明るく華やかな印象です。２年生の
子どもたちにとって、２度目のマルティン祭。今回は、和紙にミウラ
折を取り入れてみました。横線、左右の斜め線と、たくさんの山折り
谷折りを、子どもたちの小さな手で折りました。隣に座る友達と気持
ちと力を合わせ、お母さんの手もちょっぴり借りました。規則正しい
山折りと谷折り、ランタンに組み立ててみると、水彩の美しい色合い
が複雑な立体に変わりました。中に光が入ると、どんな表情を見せて
くれるのでしょう。２週間の間、子どもたちは教室の後ろに吊り下げ
られたランタンを見守りながら、とても楽しみに待ちました。

　11月のライゲンは、聖マルティンの物語です。冬が近い雪の降る
夜、馬に乗り町に帰ってきた騎士のマルティンは、町の入り口の門の
近くで、裸同然の貧しい男に遭遇します。馬から降りて近づいていく
と、その男は両手を差し出し、助けてほしいと懇願します。マルティ
ンは身につけていた赤いマントを、一瞬の迷いもなく持っていた剣で
二つに切り裂き、一つを貧しい男に渡します。その男は、実は神さま
であったのですが、人々のために一生をささげたマルティンの逸話の
一つのこの話を、子どもたちは交代でマルティン、貧しい男（神さ
ま）になり、歌い、動きます。

　だんだん夜が長くなり、寒い冬に向かうこの季節に、聖マルティン
のやさしさ温かさを思いながら行うライゲン。そして、暗やみと光を

体験するマルティン祭。当日の夕方、子どもたちは暗やみに包まれ
特別な場所となった霧が丘校舎に登校しました。お日さまの部屋で
静かにその時を待つ子どもたち。担任に迎えられて教室に入り、短
いお話の時間です。

「お日様に当たって、友だちの影法師が長く伸びていたよ。」
　「夕暮れの空に雲がぽこんぽこんと浮かんでいたよ。」

　ランタン一つの明かりだけの、いつもよりずっと暗い教室で、子
どもたちは下校して再登校するまでに見つけた美しいもののお話
を、次々に話してくれました。朝のお話の時間と比べて、ずっと小
さな声です。暗闇が生み出した静かな時間を壊してはいけないとで
もいうような様子でした。
　それから「トントン」とドアをたたく合図。子どもたちは緊張し
た表情で、自分のランタンを、磨いた木の枝で吊るし、気を付けて
階段を上ります。たくさんの人がいるとは感じられない静けさの
中、子どもたちはオイリュトミー室にゆっくり入り、マルティン祭
が始まりました。

　息遣いまで聞こえるような中、一つ一つのランタンに火が灯さ
れ、暗やみに柔らかい光が広がりました。子どもたちは火を灯した
ランタンを持ち、歌いながら階段を降り校庭へ向かいます。

ラランンタタンンのの花花びびらら開開くくよよ

　　　♪ランタンを持ってゆこう　わたしのランタン
　　　　空に星が光り　わたしも光る

　緊張した面持ちの子どもたち。まるで森で小人が歩いているよう
に、ゆっくり進みます。いつもの校庭がまるで姿を変えて、子ども
たちを迎えます。暗やみの中でほのかなランタンの明かりが美しく

揺れます。色とりどりの 15個のランタンの花が、開きました。

　教室に戻って、ランタンが順番に灯を落とすと、辺りはまた暗闇
に戻りました。聖マルティンを思いながらおうちの人と二つに分け
て食べたパン。マルティン祭の夕べに灯った明かりが、子どもたち
の心の中にとどまり、暗く寒い季節でも明るく温かく照らしてくれ
るでしょう。

（２年生担任　島田頼子）



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～～
ご支援ありがとうございます。

（順不同・敬称略）
よこはま夢ファンドを通してのご支援

津村哲
一般のご寄付

ライアーの会（ジョンビリング氏コンサート募金箱）
野球部保護者一同（霧が丘グラウンド清掃謝礼）

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: 045－922－3107
【会費・ご寄付等お振込先】
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☆星の金貨より☆
クリスマス関連の素敵な品々をご用意しております。
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、蜜蠟キャンド
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：　12月 12日
　　　3 学期：　1月 16日、1月 30日、2月 13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：1月 20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。

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
☆☆生生誕誕劇劇
時間：13:15 開場　13:45 開演
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
の観劇となります）
＊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。
申し込み締め切り：12月 10日（土）正午

88 年年生生劇劇「「夏夏のの夜夜のの夢夢」」上上演演ののおお知知ららせせ
日時：1月 13日（金） 13:00 開演　16:00 頃終演予定
　　　1月 14日（土） 12:00 開演　15:00 頃終演予定
対象年齢：小学校 5年生以上
会場：みどりアートパーク (緑区民文化センター )
入場料：無料
詳細・お申し込みは学園サイトよりお願いいたします。

学学期期祭祭（（旧旧名名称称 ::月月例例祭祭））のの一一般般公公開開
日にち：12月 16日（金）
時間：10:30 受付開始　11:10 開演　( 終演予定 12:50)
会場：緑公会堂（緑区総合庁舎内）
＊完全予約制となります。
　学園サイトよりお申し込みください。　
申し込み締め切り：12月 14日 (水 )




