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京田辺シュタイナー学校

2014生 刊蔓 大人の勉強会 講座年間予定表
2014/4/9罰 旺
講座名

日程

①②③④⑤⑥

シュタイナ■教育基礎講座
「子どもの力 学びの力」
倫 6D

言
記雨:C若林伸吉 6年生担任)
:② N⑥ 丼上りえ け 年生担任)

講師 :鈴木麻

K2013生再蔓 8毎 瑠ビ旦1玉)

G年生担任)

5月 16日
6月 20日

ー
**************

∞

10:OO‑1200

参加費
①一般 2000円 会員 1,OOO円
②N⑥ 5回
」般 lQ000円 会員 5α Ю 円
別途 材料費 200円 程度 (11/8)
持ち物 :②咄⑥クレ∃ン
(あ れ￨ざ ブロック・スティック両方)
定員 :(ⅨЮ 名 ②咄∽ 名

13:30‑15:30

0謝 司 :⊂ 燿X浙⊃Э

ノ
12:00

(日 )

(上 )

00

(日 )

(土 )
(土 )

⑥
14:30‑16:30
" 10CCト
全 8回
参加費
一般 10∝ Ю 円
会員 8000円
持ち物 上靴 (ス リッノ胸
1回 目…ブロッククレヨン

C土 )

躙 :1830〜 20:30
参加費 1回 あたり
一般 2,OOO円
会員 1,000円

お 申込

****************

お名前

講座名

*丸 をつけて下さしヽ ⇒

:(DttKX3 13:30‑1530

日
が可能です。申しと秋創祭 Cのみ または 全6回 と記入して<ださしヽ

シュタイナ■教育基礎湖ヨ

ご作所

GD

ωω

① ②

読書会『メルヘンの印
講師 :中 村真理子

4月 19日 GD
5月 17日 (上 )
7月 5日 GD
9月 13日 (土 )
11月 8日 (土 )
1月 17日 (土 )

① 4月 26日
② 7月 6日
③ 7月 26日
④ 9月 23日
⑤ lO月 26日
⑥ ll月 29日
⑦ 2月 7日
③ 3月 21日

誰
「 シュタイナー学校 8年 間の歩み
と体g溺 議自
倫 8回 )

艦
0謝聞

学年

(一 般・ 法人会員 e反 中

メールア ドレス
…

ホームページからが便利ですが、メール OFA× でも受け付けています。

*お申込￨よ
*お子様 (7勁 児含む)の 同席は出来ませ亀
*上履きをご持参下さしヽ

ben5cttα 遮Jp

)年

*学内の方は学年を記入下さしヽ

〒

瑯 金斜窓□

(

F∧ ×

0774‑34‑0131

〜2014年 度勉強会へのご案内〜
今年度も、京田辺シュタイナー学校の「 人人の勉強会 のご案内を致 します。
皆様のお越しをお待ちしております。
大人の勉強会ワ ーキングー同
￨

シュタイナ ー教育基礎講座

6回 )
壬)/②
老淋 イ
噺蓋 6年生 l旦イ

「 子 どもの力 学びの力」 後

講師 :①
〜⑥ 丼上りえ 0年 生lBIIn
子どもたちの日々￨よ 世界との出会い、自分との出銀 ヽに満あています。私たち￨よ そのような彼らの 1日 1日
をどのように見守ることができるので しょう。
「あたたかな家庭生活を上台として、充実 した学びを子ども
"に
たちの魂に届けたい。
移すことができるので しょう。そのことを私たちが自分自身に問い、
」その思いをどう 実行
ー
0ま
学びを深める
シュタイナ 教育は理念としてどこかにあるものではな <、 私たちの内に根付いて力を発揮 u部 杖
子どもたちを力強<支 えてゆきます。
第 1回で￨よ う
戦彗郵瞥a誕歌 権威についてなど、シュタイナー教育の基礎的な理論を紹介します。
第 2回 以降￨よ 体も いも沢山動かす 1、 2年 生の授業体験になります。授業を体験して頂きながら、全てがど
のようにつながり何を目指すのかということに触れていきます。また、人生の上台としての学び こついて考えて
ゆきます。
特に低学年のお子さんをお持ちの保護者のみなさんに受けていただきたい講座です。
講座「 シュタイナ ー学校 8年間の歩み〜各学年の成長 と岬

筐

8回 )

謂館雨:鋼 ソ瑯蘇 C2013生再蔓 8毎 瑠日旦1王 )
シュタイナー学校で実際に 8年 間の担任を務めること￨よ そのクラスを担任として受け持つと決意 した時点では
想像もつかなかつた程に深<、 試練の多い道のりで した。 しかし その一方で信 じられなしヽまどの喜びに満たさ
れた時間でもありまりL7才 から 14才 という子どもたちの黄金時代に寄り添い、共に歩むことができること
は何と幸せなことで しょう。
担任として子どもたちと過ごした時間がどのようなものだったのか、子どもたちはどのような成長の道をたどつ
ていつたのか、授業の体験を通 して、成長段階の学びを通 して、今年 1年 をかけて改めて出会いなお臥 皆様と
共に深めていきたいと思います。一人の担任の実践という形を通じ ccは ありますが、シュタイナー教育におけ
る 8年 間の歩みを少 しでも感 じていただければ幸いです。皆さまのご参加をお待ち しております。
読書会 『 メル ヘ ンの世界観』
講師 :中 村真理子 G年 生担任)
ヘ
2年 間読み続けてきた「メル ンの世界観」をあと 2回 で読み終えます。新 しい方にも参加し ⊂j員 けます。

当校を経済的に支えて頂ける方￨よ 防Zθ%当 にぜひご入会下さしヽ 随時ご入会できます。
会贄 ま学校運営のための寄付として大切に使わせていただきます。
ための夏の公開授業」等に会員価格で参加できます。
【
特典 1】 「鰯 能劉 晴離コ ¨
特典 2】
学校報「プラネッツ」を無料でお届けします。
【
会 費】お申込翌児 1日 から、2015年 3月 31日 までの月数×500円
【
4月 1日 〜3月 31日 までの期間で、Qm円 となります。
(例 )3月 15日 お申込みなら、
(詳 し<は お問い合わせ下さい)
反の会申込窓□ 壁10o・ l:Lね 」p FAXi 0774‑34‑0131
ホームベージ 師
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