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[ 園だより　２０１３年９月号 ] 第０００１8 号 

園だより
　お父さん、お母さん、子どもが作る泥団子を作ったことがありま

すか？

砂場の砂をそのまま握った泥団子。少し、触れると崩れます。泥団

子が崩れないように、砂をふるいにかけ、サラサラした

土を作り、少しずつ水を混ぜ、少しずつ土

をまぶす。何度もなんども

操り返す。出来るまで

何時間もかかります。

　幼い子は作っている

年長児の姿をじっと見て

いる。年長児は出来ると

誇らしげに年少児に渡す。そうやって人間との関係を育みます。水を知り、土

を知り、割合い等、体験を通して身につける。たった小さな泥団子であっても、

大人が気付けないほどのたくさんの経験が詰まっています。泥団子作りだけで

なく、子どもの姿一人ひとりを追っていくと、同じような場面に遭遇します。

　幼子は取り合いのケンカをしても、人を傷つけるような言葉で友どもを泣か

せることは決してしません。生まれて育んできた大切なことを気付かせる年齢は、

今だとは思いませんか。限られた時間、それを人として生きていく基盤となる気

持ちの動かせ方が出来る人になれるように使っていきたい。きっと、いつか子ど

も達を守ってくれるに違いないと私は思っています。

　大人はつい目の前にあるものに目を奪われ気をとられがちです。しかし、大切な

のは今、目に見えないものです。今は目に見えないが、歳月をかけて目に見えるも

のになる。その時どんなに後悔しても元に戻すことは出来ない。私達は今、目に見え

ない事に心をくだき、保護者の方々と一緒に幸せを呼び込めるように培っていきたい

と考えています。

おじいちゃん、おばあちゃんとのふれあい会のご案内
 平成２５年 ９月１３日（金）10：15 ～11：15  

自由参加となっておりますので、おじいちゃん、おばあちゃん、是非子ども達と一緒に遊んでください。

子ども達にとって、様々な年代の方と触れ合う事が大切な経験になります。みんなで待っています！

＜場所＞●くまぐみ—保育室　●ぞうぐみ—保育室、きりんぐみ—遊戯室　●ほし、つき、ゆきぐみ—園庭

●玄関にある掲示ボードに、お知らせ、注意事項を掲載していますので、必ずご覧ください。ご不明な点がござい

ましたら、事務室へお気軽にお問合せ下さい。

●８月いっぱいでプール遊びは終わりますが、まだまだ暑い日もありますので、水遊びをする時もあります。引

き続き、タオル1枚と多めの着替えをロッカーにご準備お願い致します。また、熱中症にも十分お気をつけ下さい。

●手足の爪は短く切っておいて下さい。

●９/２～９/１３四国学院大学社会福祉学科学生 2 名が保育実習にこられます。

●運動会

　日時：１０月１９日（土）午前中

１３日（金）おじいちゃん、おばあちゃんとのふれあい会

２０日（金）誕生会　　　　　　　２７日（金）避難訓練

２７日（金）保育雑費引落し ● 9 月の布団乾燥の日…１２日（木）、２７日（金）
〒761-8012　高松市香西本町 17-1

電話 : 087-813-3258 ／ FAX : 087-813-3259

社会福祉法人　守里会　初音保育所

　大人はこれほど夢中になることがあるのであろうか。

大人はこれほど熱中することがあるのであろうか。

　学生、大人に「夢中、熱中することがありますか。」と問いかけると、

「あります。」と言うであろう。ゲームに夢中になっている自分自身を振

り返り、又は子育てをしている自分を見つめて…でも、子どもの夢中、

熱中とは、どこか異なると思いませんか。それは、キラキラする目と

の出会いである。 「瞳」が違うと思う。幼子の年齢差があろ

うとも同じ瞳のように思う。

　いつまでも幼子のような眼差し

で、夢中、熱中することができる

大人になって欲しいと思う。もし、実現

できれば、清々しい大人になってくれるのではないか。

自分の力があるにもかかわらず社会の中で活かすことのできない人

がいる。その様な姿を見て、そう思うのは私だけでしょうか。

　夢中、熱中の源が、その時々の自分の生活の基盤であれば、自分の姿は他人から見

ればキラキラ輝いて見えるに違いない。他者が見て、嫌々ながらさせられていると

捉えられることはない。それは、幼子に係わる人皆がその姿を見ると微笑ましい気

持ち・まばゆい気持ちが湧いてくる、そんな感情と同じなのではないか。

　少し運動場が狭くなりましたが、夢中、熱中してもらいたくて川を作りました。

メダカ、おたまじゃくし、ふな、 ゲンゴロウ等、生物が生きる、そんな自然が身

近にあったならば幼子の成長を助長するのではないか、と願ってのことです。自

然の不思議さ、自然の力、誰に対しても差別しない力・・・等の中で、夢中、

熱中できる幼児に出会いたいと思っています。

　自然の中にある砂場と、子どもに喜んでもらいたくて人間が造った大型遊具

との違いをいつも考えさせられます。大型遊具は年齢、経験、技能等がバランス

よく身についていなければ使いこなすことも出来ないし、楽しむこともできない。いわゆる

遊具を使いこなせる力が必要です。そして使いこなしてしまえば、色あせたものになります。造られた遊具

は、それ以下にもならないが、以上にもなりません。

なぜならば、子どもが気持ちのおもむくままに使おうとしても、大人は幼子にケガをさせまいと大人社会の中でのルール

を子どもに押し付けるからです。ルールを破ることによって育む探究心、冒険心、苦い経験を知らぬ間に幼児から奪い去

ります。それに対して、自然の中にある砂場は、一歳児は一歳児として自然に応えてくれる。五歳児は五歳児として応え

てくれる。即ち、自然は相手が望むように応えてくれる。決して、今のあなたの力では無理ですよとは言わない。しかし、

よく見てみると、幼児に応じつつ、少しずつ形を変え、探究

心を揺さぶり、挫折感を味わわせ、好奇心を抱かす。ある時

は沿い、ある時は突き放す、しかも大人の危険信号を鳴らさ

せない。幼児にとって、これほど好ましい環境はない。それ

ゆえ、幼児にとっていつまでも魅力ある環境となる。

その積み重ねによる目に見える結果は大人

が真似しても真似できないものとして大

人の目に触れる。大人には出来ないこと

も出来るようになる。そう思う時、改め

て自然が私達に与えてくれるものは、人間

が作ったものより人を育てる力があると感

じる。その力を十分使っていき、幼子を成長

させたい。

お願い

１０月行事の

９月行事

【ご確認】

お知らせ

お知らせ



[ クラスだより　２０１３年９月号 ] 第０００１8 号 

[ 2013 年 9 月号 ] ０歳児

くまぐみ【9月】

夏まつりを終えて

お知らせ

　いつも遊んでいるくまぐみにある

ビニールシートで大きなトンネルを

作ってみました。お部屋の中で散ら

ばって思い思いに遊んでいた子ども

達の目線が一斉にトンネルに集ま

り、みんなトンネルの周りにやって

きました。ビニールシートの高さに

合わせて歩いている子、ハイハイで

トンネルをくぐり、すべり台を見つ

けるとつかまり立ちをして、やったぞ！という表情をする子、どの子もいつもとは違っ

た空間を不思議そうにキョロキョロ見渡しながら遊んでいました。ビニールシート一

つで遊び方が変わる。環境を少しだ

け変えることにより子ども達は、そ

の環境の変化に対応していく…こう

やって日々、子ども達も遊びの中で

成長していくのですね。

　同じものであっても形を変えると

幼児は、保育士が思っている以上に

遊びに取り入れてくれる。これほど

私達が考えることの楽しさを味わえ

る出会いは大人の世界にはない。幼

子が、私達の感謝する心を育ててくれている。

　昔、どこかで聞いたことがある。「背負った子供に育てられる」ひょっとすると子供

達に私達が育てられているのかも知れません。

　造形に裸、マッチしないですよね。

実は、「服が汚れてはいけない…」

「だめだよ」等、“いけない”という言

葉を保育士が、ついつい言ってしまう

のではないだろうかと自分自身に自信

がなく、それであれば裸で取り組もう

と考え行いました。

　７月に行う夏まつり準備では思いも

しないことを、少し遅れての夏まつり

だからこそ思いつきました。私達の期

待通り裸になって心の赴くままに取り組めました。

　来年はもう少し早い時期に夕方行ってみてはどうか…。また、地域の人達や専門学

校の生徒さんにも手伝ってもらって、子供達と夢を膨らませてみてはどうかと今年の

夏まつりの準備をしながら来年の夏まつりへと思いをめぐらす。夏まつりを通して、

今年、来年と２年間の喜びを保育士は味わっています。（夏まつり準備８月２日）

保育参観　９月１７日（火）１０：００～１２：００

　　※お子様のお家での姿とはまた一味違った姿をご覧いただければと思います。

　　　是非、ご参加ください。

夏祭りでの輪なげでは、あえてルールは設けませんでした。私達の意図としては「やり

たい子が好きなスタイルで自由に投げてもらう」でした。当日、お家の人と一緒の子ど

も達は、普段は人懐っこく話しかけてくれる子も、はじめはなんだか照れくさそうにやっ

てきます。

一人が始めると、それを見た周りの子、仲良しの子がやってきて思い思いに投げ始めま

した。みんな思い思いです。とっても面白がって何回も何回もやる子、まだ照れくささ

がぬけず、何回かするとお母さんのもとへ戻る子。他のお友達に気づいて変わってあげ

る子、小さい子が来たら優しくゆずってあげる子、９本の棒全部入れる！と自分でルー

ルを設ける子。本当に様々で見ているこちらも楽しませてもらいました。

クラスでの反省の時に、ルールを設けた方がよかったか（例えば一人何回までとか、何

個入ったら賞品がもらえるなど）考えましたが、 賞品をもらったらそれで満足してし

まってもう来てくれなかったんじゃないか、何回までと決めるとゆずり合う姿は見られ

なかったのではないかという意見から、今回の“ルールを設けない”輪なげでよかった

んだと思う事ができました。



[ クラスだより　２０１３年９月号 ] 第０００１8 号 

[ 2013 年 9 月号 ] 1 歳児

ぞうぐみ【9月】

夏まつりを終えて

　幼子の心を捕えるシールを使って、

一人ひとりの幼児を捉えていこうと考

えました。

　いつもと違った環境を用意し、いつ

もと違った遊びを用意し、保育士が用

意した環境にどう関わっていくのか…

きっと、○○ちゃんは一番に手を出すだ

ろうな、○○ちゃんと○○ちゃんは取り

あいっこのケンカをするかもしれない、

きっと…きっと……と、一人ひとりの幼子の顔が浮かんでくる。

　机の周りに多くの椅子、シールと画用紙、そんな限られた環境に幼子は戸惑うこと

なく一斉に手を伸ばす。でも、よく見てみると一人ひとり、幼子の行動は異なる。私

達が想像した通りに行動する。予想もしない行動をする。1 時間前後の活動でしたが、

育っていること、今後育って欲しいことが見えてきたように思いました。

　幼子の興味を一斉保育に取り入れ、さらに一斉保育が次の興味をいだかせる活動に

なるようにしていきたいと思います。

夏祭りに参加していただき、ありがとうございました。普段とは違った浴衣や甚平姿の

子ども達、とてもかわいかったです！！

さて、ぞうぐみは金魚すくいをしました。

当日は、たくさんのお友達が遊びにきてくれ大盛況！その中でもぞう組のお友達は、普

段水遊びで使用しているプールにたくさんの金魚がいることに大興奮！中には、自分も

一緒に泳ごうとプールに入ろうとする姿も見られました。

ポイに見立てたうちわを使って、上手にすくいます。最初は全くすくえなかった子ども

も、お兄ちゃん、お姉ちゃんの姿をみながら、何度も挑戦するうちに一匹、二匹とすく

えるようになり満足顔！たくさんの魚をすくい上げ、誇らしそうにする姿をたくさん見

ることができ、担任一同とても嬉しく思いました。

＊＊＊＊＊　保育士のつぶやき　＊＊＊＊＊

保護者の方、写真の中の作品を見てどう思いますか？

一人ひとり赴くままに作ったはずなのに、どこか似ていると思いませんか？誰がどの幼

子を見て同じように貼ったか分からないが、とにかく周りの友達の影響を受けています。

たとえ、１才の幼子であっても意識せず影響されていく。良い影響であれば影響して欲

しい。でも、あまり影響して欲しくないことも影響されるのではないかと思うと、少な

くとも幼子の成長を見守る一人の大人として責任を感じ、心が引き締まります。もし、

悪い影響を受けそうになった時、気付き良い影響の方に導く、そんな一人の大人になっ

て欲しい。その為にも今は周りに影響されず、上手下手、形が形になってなくても自分

らしさを打ち出せる、そんな集団にしていきたいと出来た作品を見て思いました。



[ クラスだより　２０１３年９月号 ] 第０００１8 号 

[ 2013 年 9 月号 ] ２歳児

きりんぐみ【9月】

夏まつりを終えて

九月生まれのお友だち

きりんぐみの粘土遊びの時間は、い

つもとは違う子ども達の表情が見ら

れる特別な時間でもあります。

子ども達は“こうして、こうして・・・”

と自分の作りたいものをゆっくり時

間をかけて作り上げていきます。粘

土の形は自由自在に変えられるので、

子ども達の想像力も無限に広がります。

子ども達が作っている作品を見て、私達は

何を作っているのかとても気になります

が、「これはなに？」と聞くことをためらっ

てしまうくらいの真剣な眼差しです。自分

が頭の中に浮かべたものを形にして表現で

きることは、子ども達にとって大きな喜び

なのでしょう。

きりんぐみでは食事やおやつの時、お手伝いとして、フォークやお箸を子ども達が配り

ます。はじめは、ただ言われて配っているようすでしたが…日がすぎるごとに子ども達

から“お手伝いしたい”と言う気持ちが出てきました。

お手伝いしたいからと、自分から進んでトイレや手洗いに行く姿もよく目にするように

なしました。自分のものだけで

なくお友達のものも配れるよう

になり成長を感じます。

また、配ってもらった子ども達

は自然と「ありがとう」と言っ

ている姿も…。配ってもらった

子もにこにこ、配ってあげた子

も、にこにこいつも美味しく楽

しく食べています。

５日：筒井　虹心ちゃん（つつい　にこ）

２３日：岡田　歩夢くん（おかだ　あゆむ）

先日は初音保育所の夏祭りにお越しいただきましてありがとうございました。きりんぐ

みはくじ引きを出店させていただきました。

くじ引きの本体や看板に色々な大きさ、形の貝殻をあしらい、ブルーシートを敷いて海

を表現し、夏らしく涼しいイメージに仕上げました。

また、最近のお祭りで見かけることが少なくなった千本ひき（ヒモの先に当たりがくく

りつけてあって、たばねられたヒモをひっぱって景品をねらう昔ながらのくじ引き）を

イメージして作り、それを子ども達に親しんでもらいたいという思いを込めて・・・。

子ども達はどのヒモにしようか、どの景品があたるのか、真剣な眼差しで見ていました。

選んだヒモをおそるおそる、豪快に、ゆっくりと・・・色々な引っぱり方をしている子

ども達。途中でヒモが絡まってしまうハプニングもありましたが、景品を手にした子ど

も達の笑顔を見ることができたので、その経験が何よりもの収穫となりました。

来年の夏祭りも乞うご期待！



[ クラスだより　２０１３年９月号 ] 第０００１8 号 

[ 2013 年 9 月号 ] 3 歳児

ほしぐみ【9月】

夏まつりを終えて

九月生まれのお友だち

　写真と保育士の思いを読んで久しぶりに思い出したことがある。

幼稚園の教論として勤務していた時の事、御両親、祖父母に大切に育てら

れていた女の子がいた。悪いことをしてはいけない。人として大切にすべ

きことは等を生活の中で教えられて４才になるまで育てられていた。私の

知っている限り、女の子は悪いことをしたり、友達を仲間外れにした姿を

見たことはない。もちろん私の見ていない所でもしていない。

14 ～ 15 人の 4 才児の子供達が集まって、びっくり人形をつくるべく円

陣をくみ、作り始めた。女の子は「よせて」と声をかけた。

でも友達は一生懸命作っている為か、聞こえても聞こえないふりをしてい

るのか、誰一人入れてあげるべく間を開けない。「よせてと言っても、よ

せてくれないのはいけない」「よせてと言っているのに聞こえんの」「よせ

てよ」と仲間に入れてくれない友達に対して、ありとあらゆる方法を使っ

て言い続けた。1 時間以上費やしても円陣の周りをまわりつづけても仲間として受け入れてもらえなかった。

　他のある女の子が「私もよせて」と円陣の外に座り手を伸ばしながら声をかけた。取りにくそうだが材料を取っている。

円陣の外にいるがびっくり人形を作るのに夢中で、自分の座っている場所に対して無頓着である。決して円陣の中に入ろう

とはしない。又、円陣の中に入れてもらえない不満を口にしない。円陣の外であっても、「びっくり人形」を作っている仲間

である。時間が過ぎていく中で、次々とびっくり人形が出来、見せ合いっこしている。その中に女の子もいた。出来た時に

は入れて欲しいと言わないにもかかわらず円陣の中の一人になっていた。作っている間に誰一人気付くことなく、自然に円

陣が大きくなり円陣の中の一人になっていた。あまりにも対照的な２人の子供の姿を見て、教えられることがありすぎて、

私が感じたことを第３者に正確に伝えることは出来ないと思った。

　教師として、クラス全員の課題を捉え、どのように取り組めば子供達にとって良いのか考えさせられる。教師として、「よ

せて」と言っている子供を支援し、仲間に入れることは、いともたやすく出来る。

でも、それでは解決したことにはならない。今、仲間に入れて満足させたのでは教

師として失格のような気がした。女の子にとって仲間にとって、社会の中での一員

として何をどう育てるべきか、じっくり考えて行動をとるべきであるとの思いを止

めることは出来なかった。（４歳児５月）

　幼稚園は、14 時降園する。送り迎えは保護者によって行ってくれる。14 時に

解散しても園庭で子供達は遊ぶ。

解散後、ブランコで遊ぶ子供も少なくない。2 個のブランコを気長く並んで待ち、

約束の回数だけ乗ると次に並んでいる子供にブランコを渡す。その日も、いつもの

通り数えては次の友達に渡していた。男の子が約束の数だけ乗り、当然次の友達に

渡してあげるものだと思っていた。その男の子は「あの木にタッチして来る」と提

案をし、並びの順番を変えようとした。男の子は走る力には自信があり、又、すぐ

乗れると考えたのであろう。並んでいる子供達は誰一人として異議を申し立てる子

供はいなかった。並んでいる子供達は、合図に従って一斉に走った。女の子も走っ

たが、順番は提案した男の子が一番。女の子は最後に近かった。せっかく自分の番

が来てもルールを変えられ自分にとって不利になったことに気付かなかった。

それを見ていたおじいちゃんは、カンカンに怒り「もう迎えには行かん」とおっ

しゃった。（女の子のお母さんから聞く）

　数日経った日、京都で店を開いている父親が久しぶりに迎えに来た。話をしたそうだったので「時間があれば京都の店の

こと、話していただけませんか」と声を掛けた。そのきっかけを心よく受けてくれ、様々な話をしてくれた。でも本当は気

にかかっている娘の事を話したい。私も本当は店のことを知りたいのではなく、女の子に対してつけるべく力について話し

たい。立場こそ異なるが同じことが気にかかる者同士、話は自然に女の子のことになった。私が保護者に伝えたいこと、保

護者が私に伝えたいこと、ある場面では遠慮がちに、ある場面では本音を出し合った。

話し終わった時、父親が言った言葉が 20 年以上過ぎたが鮮明に残っている。「この幼稚園を選んで良かった。先生が気にか

けて下さっている以上、娘の事に関して何も不安に思うことはない。」

「私の家族みんな学校の先生で正しいことはひとつ、解答用紙に書く正解しかないから」と笑っておっしゃった言葉である。

　2 学期の中頃になる時には、女の子は仲間ができ、友達との係わりは深まっていった。仲間に入れなくても気にしない。

女の子が持っている力、どのような子供であっても仲間に入れてあげる、そんな無理をしない自然体が、クラスの中に浸透

した時、女の子はクラスの人気者になっていた。男の子も乱暴なルール変えもしなくなり、私のクラスは私にとって自慢の

クラスになった。そんな気持ちになれるのも自分とは異なる考えの保護者がじっと耳を傾けて聴いて下さったおかげである。

保護者に対して感謝する気持はいつまでも褪せることはない。一人の子が育って周りの友達を変える。周りの友達が一人の

子を育てる。そんな関係が成り立てば子供は望んでいる様に育っていく。今を解決したり、つくろったり、課題にすべき視

点を見逃したりしたのでは、子供は育たない。湧き水のように絶えることのないような関係になるよう努力すれば、必ず、

素晴らしい大人に成長し、私の前に立ってくれる、そう思った教員生活が私の中にある。

　今でも私の自慢は、保護者の方に背中から声をかけられたり、大人に成長した子供達から「先生」と呼んでくれることである。

こんな嬉しさを初音の保育士にも味わわせてやりたいと思っている。おじいちゃんは孫が笑顔で幼稚園生活を楽しんでいる

事を知った時、登降時には、また来てくれるようになりました。

　座りこんで泣いているこの 2 人…。

なんで泣いているのでしょう？そこにはこんなストー

リーがありました。ほしぐみではおもちゃの取り合いな

ど喧嘩は日常茶飯事、毎日キーキー声や泣き声が飛び交っ

ています。そんな中の一場面です。

　この日もケンカが始まりました。青いフラフープを取

り合っている模様です。

「こっちの青のフラフープの方が大きくてかっこいいん

じゃない？」と差し出してみても二人とも聞いてくれま

せん。一度決めたら最後まで曲げないこの心。

大人の私たちにこそ必要なものだと思いませんか？少な

くとも私はそう感じ、子どもから教わりました。話が脱

線してしまいましたが、その後の二人はというと、想像

できるかもしれませんが、一人が戦いに勝ち、負けた方

は泣き崩れました。

敗れ泣いている子に（優しい先生ならなぐさめて一緒に

遊んで気を紛らわそうとするのでしょうかね…）私は男

の世界を生きてきたので「取られて悔しいなら、自分で

取りかえしてきな！」と声をかけました。そこに、友達

の泣き声を聞きつけて現れたのは子どもパトロール。青

いフラフープを持った子を探しています。発見！ピーポーピーポーとハンドルを握ってその子の所に駆けつけます。「泣いているから返

してあげなさい！」口調も警察官になりきっていました（笑）こんな光景を見ると仲間意識が強くなってきたんだなぁと感じます。する

と、友達に助けられて、勇気が出たのか涙を拭いて立ち上がりその子の所へ向かって走って行きました。そして、見事勝ち取ったのです。

嬉しさのあまり保育者にハイタッチを求める子ども、

何とも誇らしげな姿！

子どもは喧嘩をしていく中で相手の気持ちや痛みを

知り、思いやりの心が育っていくのだと思います。

この後二人はしばらくして仲良くフラフープで遊ん

でいました。大人はこれほどすぐ仲良くなれるのか

な？何度もこの様な経験を繰り返すと大人になって

も喧嘩をした時、仲良くなれる方法を簡単に見つけ

てくれるのではないか。兄弟喧嘩をして育った子供

は喧嘩が上手ですよね。

待ちに待った夏祭り。前日から子ども達も自分のうちわを作り、「明日、夏祭り～！」とウキウキ気分。

当日、玄関へ入るとヨーヨーや金魚すくいの出店、浴衣を着た先生のお出迎え。いつもと違う保育所の雰囲気に驚き、お母さんの

手を引っぱりながら「帰ろう・・・」と言い出す子も。しかし、開始１０分後には廊下がいっぱいになるほどの人達が来てくれました！

ほしぐみは、的当て担当でした。何回も来てくれる子もいれば、一度やったら楽しくて３０分以上もひたすらボールを投げている

子も。中には楽しすぎて家でも同じ的当てを作って遊んでいますという子もいます。出店やマジックショー、盆踊りなどなど、本

当に縁日のような雰囲気で良かったと思います。

今回の夏祭りを通して色々な改善点が見つかりました。また、来年に活かしていきたいです。

　２日：橋本　莉久斗くん（はしもと　りくと）　　　　　　３日：岡本　亜武ちゃん（おかもと　あむ）

１１日：藤原　悠生くん（ふじわら　ゆうせい）　　　　　２４日：大濱　瑠聖くん（おおはま　りゅうせい）



[ クラスだより　２０１３年９月号 ] 第０００１8 号 

[ 2013 年 9 月号 ] ４歳児

つきぐみ【9月】

夏まつりを終えて

九月生まれのお友だち

　園庭が開放となり、子ども達は

真っ先に山や川、トンネルを使って

夢中で遊んでいます。友達と誘い合

いながら橋に座り、川や景色を楽し

んだりトンネルの中に入って泥だん

ごを作ったり、山をかけ登ったり下

りたり…。

　私はいつも子ども達の姿を見て、

何か子ども達の知らない一面や感動

や発見がないか探しています。ふと、山を見てみると一人の男の子が山を登ろうとしま

すが、斜面が急で土が落ちてくるのでなかな

か登れず…。それを見た友達が黙って手をさ

しのべ、手を繋ぎながら一緒に山を登ってい

る姿がありました。手というのは時には武器

となり相手を傷つけ、時には優しく相手を思

いやり助けることができます。

気持ちを相手に伝えることは難しいですが、

それができるのは手なのです。温かさや思い

やりが手から手へ伝わっていく、人の手のあ

りがたさや大切さに気付くことができました。

　手にも言葉と同じ魔法の力があるのですね。

　非常階段の近くに数枚の板があります。数枚

の板をテラスに並べ、プールが終わるとそれを

通路にして使っているのですが、この日は子ど

も達が板を持って遊び始めました。

ある男の子はテラスに斜めに置き、シーソーに

して遊んでいます。すると「したいしたい」と

何人も集

まってき

ました。

もう一人の男の子は板の端を持ちながら園庭を歩き

だした。すると、それを見ていた子が板を持ってい

る友だちの真似をし、みんなで板をずるずると引っ

張った。小さな道が・・・。

「うわー！！道がいっぱいできとる！！」

一つだけの道が、つながってたくさんの道が出来上

がります。子ども達自身のひらめきで遊びを見つけ

て、世界がどんどん広がっていきました。

保育者がそこに物を置き、そっと見守るだけで、子

ども達にとって素晴らしい経験と出会えると気付か

されました。

１２日：岡田　夢月ちゃん（おかだ　ゆづき）

２０日：藤川　愛梨ちゃん（ふじかわ　あいり）

２５日：野口　侑聖くん（のぐち　ゆうと）

先日行われた夏祭り。お忙しい中、たくさんの方にお越しいただき感謝の気持ちでいっ

ぱいです。昨年は子ども達によるステージでの出し物がありました。今年は子ども達の

出し物はせず、緊張や不安な気持ちになることもなく、おうちの方と一緒に心から楽し

んでもらえるようにしました。

今回はお客さんとして参加した子ども達ですが、来年は年長さんを中心に子ども達の出

店もできたらと思います。（それに向けて、）次は１０月に運動会があります。今度は観

に来てくれた人に感動してもらえるよう、昨年より一味違った成長した姿をみせられる

よう日々の保育に努めていこうと思います。



[ クラスだより　２０１３年９月号 ] 第０００１8 号 

[ 2013 年 9 月号 ] 5 歳児

ゆきぐみ【9月】

夏まつりを終えて

　みんなで流しそうめんをした時のこと。

御家族であれば、幼子が楽しめるように

考え、環境を整えたであろう。

しかし、集団は違う。我を通す、考えて

行動する、ゆずる、考えても行動に移せ

ない、無頓着等…

　一人ひとり違った性格をもっている人

達の集まりが社会である。その社会を嘆

いても、社会を変えようとしても、変え

ることが出来ない。小さな保育所であっ

ても大人社会のような社会が存在している。社会の中で生きていくには、社会の中で自

分の存在意義を自他共に感じながら生きていくしかない。今は一番にそうめんを取れて

もいつかそうめんが取れない時もある。その事を思いながら一番先にそうめんを取る（も

ちろん幼子にそんな感情が湧くはずがない。周りの関係者が大切にすべき感情である。）

一番早くそうめんが取れなくても、食べるにはどうすれば良いのか、体で覚える。様々

な感情を抱きながらたくましく育って欲し

いと思う。

　今のクラスの状況は、そうめん流しの中

で垣間見た通りである。先に取れる位置に

いる幼児は、取れない友達がいること、取

れない幼児には自分が取れてない事を伝え

られる等を通して、自分の行動がどのよう

に周りの人に影響しているか知る力を培っ

ていきたい。そうめん流しを楽しんでいる

姿を微笑ましく見つめながら心の内は幼子

に対し、育てていくべき視点が見えてきた。

ゆっくりじっくり取り組んでいきたい。

　最後に私は、たくさんそうめんを食べた

幼児より、一生懸命考えながら、そうめん

を食べた幼児の方がいろんなことを経験し

てくれたように思った。

今年の夏祭りのヨーヨーつりは、ヨーヨーをつる楽しさも味わってもらおうと、全年齢

バザー券一枚に対し、こよりを一本お渡ししました。

当日券が売れる程、大盛況となったヨーヨーつりですが、一方で混雑しすぎて一人ひと

りがゆっくりつる時間があまり持てなかったのではないかと思っています。

幼子の楽しそうな姿を思い浮かべるたびに、もう一度させてあげたいと思う日々です。

来年はヨーヨーのつり場を２カ所に分けるなどして、一人ひとりがもっと楽しめる時間

を増やしてあげたいと考えています。

逅里苑のおじいちゃん、おばあちゃんが遊びに来

てくれた時のこと。

楽しかった時間が終わり、お別れの時にはおじい

ちゃん、おばあちゃんの手をひいて一緒に歩いた

り、車椅子を押してあげたり、玄関までお見送り

しました。いつもは元気で走っている子ども達も、

この時だけはおじいちゃん、おばあちゃんに合わ

せてゆっくり歩いていました。また、おじいちゃん、

おばあちゃんも何も言わず嬉しそうに子ども達と歩

いていました。

もしかしたら、もっとゆっくり歩いてほしかったの

かもしれない、逆にもっと速く歩いてほしかったの

かもしれないのに。

お互いがお互いのことを想い合うことで言葉はなく

ても素敵な瞬間が生まれていました。

今回の出会い

を通して、子ども達は無意識かもしれませんが優し

さや思いやりを経験しました。

たとえ、年は離れていても互いを想い合うことで伝

わるものがある。

それを小さいながら、できた子ども達は素晴らしい

ですね。


