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Newsletter

ははかかりりああいい、、ううけけととめめああうう。。

　第 10期生は、2014年に 12名でスタートしました。その
うち 3分の 1に当たる 4人の子どもたちが転出し、転入生も
5名迎えました。卒業時は、3分の 2にあたる 8人と 2年生
で転入してきた生徒との 9人でした。思えば出入りの激しい
クラスだったと言えるかもしれません。
　卒業プロジェクトを終えて、ある先生が、「みんな人間に関
心があった、扱ったテーマは違えど、あれだけ人間について
触れるクラスも珍しかったのでは？」とおっしゃいました。
それを聞いて、わたしは、生徒たちの発表はみんな（もちろ
ん濃度の差はあるかと思います。）人間に関わっていたのかと
逆に気付かされました。それぞれが、「ひと」というものにつ
いて触れていました。
　お互いに関心を持つ、その子がそう振る舞うのは何故か、
推測、想像してみる、それは、九年間も共に暮らすうえで
は、自然とせざるを得ない、思わざるを得ないのでしょう。
「他人のことを考えなさい」とお題目として言われてではな
く、いやでも、腹が立っても、一緒にやらなくてはいけない
場面がある。作り上げていかないといけない場面がある。
一、二年ごとにクラスが替わるわけではなく、担任も代わら
ない、ああ、こういう人だと受け止めざるを得ない。それ
は、良くも悪くもです。卒業式で話したことと重なってしま
いますが、ある子が「忘れ物をした、なくした」と言ったら、
「え、よく探してみれば、あるんじゃない？」と言って一緒に
捜す。また、別の子だったら、その子の忘れ物はもう本当に
持って来ていないんだと思って、道具を貸してあげる。そう
して、怒る子がいるときには、そっとしておくか、「お水飲ん
だら？」と声を掛ける。また、別の子であれば、話を聞く。

これは、9年生だからではなく、どのクラスでも、その子
への距離の取り方、その子への応じ方があると思います。
教室のうちそとを問わず、活きたやりとりをして、積み上
げられた時間があります。
　そして、4年生後半からクラスの仲間が書いた日記を読
み合った一枚文集も、お互いの理解に一役買ったのではな
いかと思います。理解というと、簡単にまとめている感じ
もしてしまいますが。文集を家庭で読み終えると、「僕、
わたしから、お家の方から」と一言感想またはサインを頂
きました。8、9年になると、「みんなそれぞれで面白いで
す。」という感想が生徒自身からも寄せられるようになり、
（あいつらしいな。）という共感が示され、文体を楽しむよ
うになりました。克明に書き記す生徒、普段は二、三行の
短い日記でも書きたい時にはたっぷりと書く生徒、ユーモ
アが効いている生徒、心象風景を熱く語る生徒、それぞれ
でした。同じ授業を受けても、ノートの仕上がりはそれぞ
れで、一人ひとりが感じることが違うことも、日々体感し
ていた生徒たちです。改めて、教室では弟妹について困っ
たように話していても、日記ではとても心配して可愛がっ
ていることが伝わりました。生徒たちは、匿名の日記を読
んでも、誰が書いたのかをだいたい当てることができるで
しょう。あの子は、多分、～～に違いない、わからないけ
ど、こうだろう、と。日記は、教室では見えていなかった
情熱や秘めた想いなど、外に現れていた姿とはまた違う仲
間の姿を教えてくれました。
　経験や体験も踏まえて、お互いが衝突しない、（衝突自
体を否定しませんし、はっきりと伝え合うことも必要で
す。）やり過ごすことも術として身に付け、お互いの許容
範囲（それぞれの一尋を測り、あの子ならと推し量る）を
察しあうことを積み重ねた九年間は、知らない新しい環境
でも柔軟に発揮されるでしょう。経験を積み上げた生徒た
ちは、AI とも違った、活きたやりとりをして、判断を下
せるでしょう。そして、それぞれがその時の気持ちや考え
を表現する術を持っているのですから！堂々と、ときには
気乗りしない日があっても歩んでいってください。これか
らも、皆さんのことを応援し楽しみにしています。

（10期生担任　西尾早知子）



保倉環子
　二年生の時に転校してきたときは、公立の学校との
ギャップになかなか慣れることができず苦労しまし
た。9年間ずーっと同じ先生と友達と過ごすこと、ド
リルや教科書を使わずノートのみで勉強すること、す
べてが新しくて新鮮で、そして怖かったです。そもそ
も新しいところで自分の居場所や逃げ場が無くて本当
に不安でした。でも、この環境こそが私を成長させて
くれた大切な場所です。約 9年間本当に色々なこと
がありました。一日一日、一瞬一瞬が濃くて、その一
つ一つの出来事が本当に大切な出来事だったと思いま
す。この経験はこれからの人生を生きていく上で必ず
糧になると思うし、自信にもつながると思います。横
浜シュタイナー学園という場所で約 9年間過ごして
きて本当によかったです。

市村光輝
　正直、9年間をふり返っても七年生までの記憶が無く
て、七年生からはクラスがどんどんまとまっていって、
より学校が楽しく、より一日が短く感じるようになりま
した。学園祭や、八年生劇や、農業実習や、卒業プロジ
ェクトなど、今思うととても充実していて、とても楽し
い毎日だった気がします。

森レイラ　
　15年間という短い人生の半分以上をこの学校で過ごし
て、本当に濃い時間でした。
一年生を見ると、自分にもこんな時期があったのかと信
じられなくて、当たり前かもしれませんが、大きく変化
したと毎日感じます。
　９年間の中で九年生の 1年はクラスの仲が一層深まっ
てかけがえのない存在になり、色々経験して乗り越えた
９人は最高で最強です。長いようで短い９年間、クラス
のみんな、西尾先生、支えてくださった方々、本当にあ
りがとうございました。

坂田遼介
　まず私は、この９年間を横浜シュタイナー学園で過ご
せた事、そして担任の西尾先生に出会えた事が本当に幸
せだったと感じています。幼少期から腕白で、じっとし
ていられない性分だった僕をここまで育ててきて下さっ
た先生方にはもう感謝しかありません。後輩たちも本当
に良い子たちばっかりで、最後まで楽しい学校生活を送
る事ができました。今はただただ淋しくて、卒業したく
ない、という気持ちでいっぱいですが、自分に自信をつ
けてくれたこの学びを胸に、これからの人生を歩んでい
きたいと思います。
　９年間、本当にありがとうございました。

石倉櫂
　まだ 15年しか生きていない僕にとって、９年間毎日通
っていたこの学園はまるで第二の家のようです。そして
このように思えるのは、この学園では楽しく学べること
を重点的に考えてくれていて、そのおかげで学園に通う
毎日が楽しかったからではないかーと思います。知識を
詰め込むのが主流のこの時代に、とても素晴らしい教育
方針だと思います。９年間とても楽しかったです。

鈴木宗太
　こんなにも時間が早く過ぎていくものだとは思ってい
ませんでした。９年間の学園生活は楽しいことばかりで
はありませんでした。学校に行くのが嫌だと思う時期も
ありました。けれども今は卒業という言葉に涙が出そう
になっています。辛いことも嫌なことも全て含めて、僕
は本当にこの学園に９年間通う事ができて幸せでした。
この学園、そしてここで出会えたすべての人に感謝して
います。本当にありがとうございました。

和久井勘助　
　今、思い返すと本当に早い 9年間でした。もちろん小
さい頃は「学校に行きたくない！」と思ったこともあり
ます。その当時は９年生になるなんて、そして卒業する
なんて夢にも思いませんでした。
　高学年になると沢山の壁にぶつかりましたが、このク
ラスの皆で乗り越え、ここまで来れたことを大変嬉しく
思います。幸せな学校生活を支えて下さった先生方、保
護者の方々、そして後輩、９年間本当にありがとうござ
いました。

小山沙羅
　卒業を目前に私は、このクラスで良かったなと思いま
した。９年間をふり返って、本当に長いようで短かった
です。シュタイナー学園で、メディアについては辛いか
もしれないけど、それもよりも本当に仲のいい友達がで
きました。学校行事も思い返してみれば本当にいい体験
ができたと思います。９年間の中で一番楽しかったのは
９年生です。やることは沢山あったけど、とても充実し
た一年でした。支えてくださったみな様、横浜シュタイ
ナー学園、本当に感謝しています。ありがとうございま
した。

山本柊　
　私がここまでシュタイナー学校を辞めずにいられたの
は友達のおかげだと思います。
　正直、私はシュタイナー教育に全く向いていなかった
です。水彩やオイリュトミーは全く分からず、ものすご
く苦手で、授業は本当に苦手でした。企画も、楽しかっ
たのは学園祭くらいでした。でも、それでも卒業までい
れたのは本当に友達のお陰です。９年生の時に休学した
のですが、戻ってきた時、皆、優しく接してくれまし
た。もちろん休学する前も本当に優しくしてくれまし
た。私は迷惑しかかけられない人でしたが、そんな私に
優しくしてくれた友達の皆様、有難うございました。



「癒しについて」

3月 5日、9年生による卒業プロジェクト発表会が行われました。一人ひとりが、それぞれの興味や関心をもとにテーマを決め、何
か月もかけて調べ、有識者の話を聞いたり、体験したり、考察したことなどを 30分の発表にまとめました。どの発表も個性が光
り、伝えたい想いに溢れ、この教育で培われた大きな力を現わしているようでした。
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「植物と菌類の意外な関係」

「鉄道車両デザイン」「ファッションとケルト文様」

「アパレル産業の環境問題、労働問題」

「修験道
　～大峯山 1日体験修行を通して～」

「マジックの魅力と実演」

「星の王子さまを描く
　～サン＝テグジュペリと自分の絵について～」



　学園に関わる皆さまの愛情深い日々は本当に沙羅の力になりまし
た。ありがとうございました。

　入学してから、低学年ではあるあるの激しいことがあると「なん
か涙が出ちゃうんだもん」と、沙羅はよく泣いてしまっていたのを
思い出します。大丈夫かなとか思う時期も、信じ、待つことができ
たおかげか、高学年で沙羅らしい主張と行動を引き出していただき
ました。

　沙羅に育てられ、引っ張ってもらった私どもは「沙羅、ウチに生
まれてきてくれてありがとう」という気持ちでいっぱいです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（小山哲哉／由加理）

　長女の入学から数えると 14年！
　子どもたちを通じて出会うことができました素晴らしいコミニュ
ティとご縁に心から感謝致します。
　3人の子どもたちの成長を見ると、学園で先生やお友だちと過ごし
た日々が、財産！宝物！って思います。言葉にならないくらい感謝
の気持ちいっぱいです。

　本当に本当にありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市村学／ふみか）

　長いようであっという間の 9年間、沢山の事を体験、経験、学ば
せて頂きました。挙げればキリがないですが、自分たちの手で校舎
を創る事を通じて、沢山の方とのつながり、ジブンゴトに出来た事
が、大きかったです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（坂田辰男）

　「自由への教育」の底力！内在する力が最大限に開花した瞬間。
彼らがもたらす信頼、赦し、感謝、愛の光に満ちた世界を想い、感

無量。大河の一滴である光の子らに、寄り添い導き続けてくださっ
た皆様に心からの感謝と祝福を。　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（坂田美雪）

　最後の一年、最後の二週間、子どもの変化は目覚ましくて、彼ら
の内側にあるなにかが一気に開いていくようでした。
　よいことばかりではなかったと知っています。でも、蒔かれた種
はずーっと彼らの中にあって、この卒業に至る長い時間を過ごした
からこそ、今こうして花開いたのだと実感します。卒業に寄せる彼

らの言葉を聞きながら、その種は或いは［感謝の気持ち］だったの
かもしれないな、とふと思いました。

　大事な芽を彼らの中に育んでくれたみなさん、今までありがとう
ございました。

（ジャスティン・ラーソン／石倉義子）

　9年間、親子ともども支えていただき、心より感謝申し上げ
ます。

　一度しかない子ども時代、そのままを認め、温かく見守って
いただきながら、西尾先生やクラスメイトと過ごした時間は、
本当にかけがえのないものです。

　人が育つということのダイナミズムを肌で感じる、濃厚で豊
かな時間でした。

　大人としてはいつも、自分の立ち位置をバランスしながら、
そしてたくさんの出来事を自分の学びとするにはどうしたらよ
いのか日々問いを持つ、ということを、体験を通して学ばせて
いただいたと思います。

　これからの学園が、光溢れるものであるよう、お祈りしてお
ります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鈴木宗隆／しのぶ）

　「君はどこの幼稚園からきたの？」
　満面の笑みの隅田先生が声を掛けて下さったオープンディ、柊
は自ら靴をぬいで階段を上っていきました。
　アドヴェントの集いでは人見知りの柊が、森田クラスの家の前
で寒空の中長い時間森田先生とお話をしていました。
　柊にどこの学校に行きたいかたずねると、トマトを持ってくる
猫ちゃんの学校と答えました。（オープンディで見たセロ弾きのゴ
ーシュの劇にでてきた猫ちゃん）

　９年間は良い時も良くない時もありました。その９年間　西尾
先生、お友達、先生方、保護者の皆さんに支えて頂き、又、ゆっ
くりさんの柊にいつもご配慮頂き、心より感謝致しております。
有り難うございました。

　学園のこれからの発展が楽しみです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（山本浩正／史穂）

　８年間本当に、ありがとうございました。学園に入学させて頂
き、大変お世話になりました。
　長いようで…今になって考えてみますと短い時間でした。　そ
んな時間の中で親子共々、成長することができました。
　学園でしか味わえない様々な体験に…学園に関わる全ての方々
に…感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございまし

た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（保倉秀法／愛結）

　9年間。これは、短いとは言えないけれど、この時間がとても必
要だったのだと、今とても感じています。子どもたちは、等比直線
的ではなく、ある時期から急カーブを描きながら成長していくのを
感じました。その成長を西尾先生をはじめ学校の先生方や、クラス
の保護者みんなで見守り育てていけることは、幸せなことでした。
この幸せを子どもたちは糧として、もっともっと大きくなっていく
のだろうな、と眩しくみています。ありがとうございました！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（和久井健司／千世子）

　ネイティブ・アメリカンの言葉で「1人の子どもを育てるの
に、1つの村が必要である」という言葉がある。9年間を通して、
子どもたちが様々な価値観や生き方に触れ、本来の自分を生きる
道筋が、大切な子ども時代に育まれている事を心から願う。
　そして本当に守られた環境でこそトライ出来た「エージェンシ
ー」＝「主体的に問題を解決する姿勢」を持って、自分自身もま
た社会を構成する一員なのだという当事者意識で人生をこれから
歩んで行って欲しいと思う。
　9年間本当にありがとうございました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　（森多恵）

保保護護者者よよりり、、卒卒業業にに寄寄せせてて



33 月月 1188 日日（（土土））、、緑緑公公会会堂堂ににてて、、修修了了のの会会・・卒卒業業オオイイリリュュトトミミーー公公演演及及びび卒卒業業をを祝祝うう会会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、、11
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「「学学期期祭祭（（旧旧月月例例祭祭））」」をを行行っってておおりり、、33 学学期期末末のの会会をを「「修修了了のの会会」」とと呼呼んんででいいまますす。。
ここのの 11 年年間間のの学学びびをを終終ええたた 11 年年生生かからら 99 年年生生ままででのの全全児児童童・・生生徒徒のの伸伸びびややかかににままたた逞逞ししくく成成長長ししたた姿姿はは、、ここのの教教育育のの光光をを感感じじささせせるる
ももののととななりりままししたた。。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

～卒業を祝う会～
9年生　オイリュトミー卒業発表演目
EVOE

アッシジの聖フランチェスコの平和の祈り

モーツァルト「幻想曲ニ短調 K.397」

1年生　英語の授業から　　
　　　　I’m a little tea pot　　
　　　　Here we go Looby Loo 他

3年生　「早口ことばのうた」藤田圭雄　　
　
　　　　音読「百羽のつる」花岡大学

4年生　音楽　世界の歌　　
　　　　　　　Wenn ich ein Vöglein wär
　　　　　　　Buon giorno mia cara
　　　　　　　Nima Naja
　　　　　　　こきりこ節

5年生　英語の歌「The Orchestra」 6年生　英語　歌 物語「 Hazy Mountain」

7年生　オイリュトミー　
　　　　万葉集より「海神は」
　　　　C. ツェルニー「ハ短調エチュード」

8年生　中国語の歌　　　
　　　「卒業生に贈る言葉」
　　( スカボロー・フェアーのメロディーにのせて )

9年生　 手仕事　Y シャツのお披露目
　　　 　音楽　 ハワイの音楽「Pua Mana」

2年生　3月のリズムから　
　　　「水はうたいます」まど・みちお　
　　　「雪どけ」北原白秋

7～9年合同合奏
W.A.Mozart「Bona nox!」

A.Vivaldi「冬の花びら～ヴィヴァルディ『四季』冬より～」
Rolf Løvland「You raise me up」



YYSSGG メメーールルママガガジジンン配配信信中中
公開講座やイベント開催など、学園のさまざまなトピック
をメールでお知らせします。
ご希望の方は学園WEBサイトよりご登録ください。

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～～
＜よこはま夢ファンドを通してのご支援＞

菊池和雄
＜一般のご寄付＞

湯澤麻衣子、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: 045－922－3107
【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

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。
教室など校舎内を教員・事務員がご案内します。
日時：5月 12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。

☆☆星星のの金金貨貨よよりり☆☆
涼風書林やイザラ書房の本、アトリエルピナスの季節の
ポストカード、香りの優しいヴェレダ、美しいシルクや
コットンの布、可愛いフエルトのお人形、綺麗な石、手
触りの良い木工品など揃えております。
子どもたちが使用しているクレヨンや色鉛筆、エポック
ノートもございます。ほっとする小さなお店にどうぞお
立ち寄りください。
お問い合わせ☆星の金貨
kinka.hoshino7@gmail.com

22002244 年年度度入入学学・・転転入入説説明明会会
【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」
＊A→Bの順で両方の回に必ずご出席ください。
6/17(土 )　 入学説明会A （14:00∼16:00)
6/24(土 )　 入学説明会B （10:00∼12:30)
9/ 9(土 )　 入学説明会A （14:00∼16:00)
9/16(土 )　 入学説明会B （10:00∼12:30)
9/16(土 )　 入学説明会A （14:00∼16:00)
9/23(土 )　 入学説明会B （10:00∼12:30)
詳細は学園サイトにてお知らせします。 学学園園ぐぐるるっっとと探探訪訪会会

学園を起点に、親子でゆっくり歩きながら、学園周辺の緑豊
かな教育環境を探訪します。
里山の公園で楽しくお弁当をいただき、帰路は JR十日市場
駅までご案内します。
日時：5月 27日（土）　8:45 霧が丘校舎集合
　　　＊雨天時　28日（日）に延期
お申込み、お問い合わせは、学園事務局までお願いします。

連連続続講講座座 シシュュタタイイナナーー学学校校をを知知りりたたいい！！①①
「「親親子子体体験験　　オオイイリリュュトトミミーー」」
日時：5月 14日（日）　10:00～12:00
会場：霧が丘校舎
参加費：1500 円（一般）・1300 円（NPO会員）
定員：親子 10 組
対象年齢：年中～小学校 2年生まで
（それ以外のお子様はご参加できません）
連続講座の詳細につきましては、学園WEBサイトでお
知らせします。

22002233　　オオーーププンンデデイイ＆＆学学園園祭祭
6月 10日（土）
今年も予約制で行います。
日頃の教育や教室の様子、体験授業やワークショップなどを
ご体験・ご覧いただけます。
お申込みの詳細等は、学園サイトにてお知らせします。

学園WEBサイト




