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﹁生きる力﹂を育む幼稚園教育
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名誉会長平原隆秀

うです︒

幼稚園に初めてわが子を
通わせるお母さん方の中に
は︑毎朝︑元気に登園する
わが子の姿にほっとする反
面︑しばらくは寂しい思い
をされた方もいらっしゃる
ことでしょう︒生まれてか
ら今日までは︑どこに行く
にも一緒で︑わが子の日々
の成長を間近で見守ること
ができました︒それが︑幼
稚園に通うようになると︑
子どもと離れて過ごす時間
がとても寂しく思われ︑幼
稚園でどうしているか心配
になるのは無理もないこと
です︒

幼稚園は︑それまで育っ
てきた環境も個性も違う子

どもたちが集団生活を営む
場です︒家では︑好きなと
きに好きなだけ自分のおも
ちゃで遊ぶことができたの
に︑幼稚園では他の子が同
じものを欲しがったりする
こともあり︑家にいるとき
のような自分中心の行動が
通用しない現実と向き合う
こともあります︒

そんなときに︑様々な経
験を重ね今日まで成長して
きた私たち大人であれば︑
﹁どうぞ﹂と譲り︑他のも
のを探したりすることでト
ラブルを避けるすべを知っ
ています︒しかし︑子ども
たちはまだ幼く︑こうした
人とのかかわりで︑折り合
いをつけるすべを持ち合わ
せていません︒

入園して間もない時期の
年少さんでは︑トラブルが
多く見受けられ︑先生はそ
の対応に奔走することもよ
くあります︒

けんかやいざこざが起き
ると先生は︑まずは落ち着
かせて仲裁に入ったり︑相
手の気持ちを伝えたりしま
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幼稚園と協力して
楽しい子育て
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入園︑進級から三か月︒
子どもたちは幼稚園の生活
にもずいぶん慣れてきたよ
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ください︒

子育てを前向きに楽しんで

ひ︑幼稚園と協力しながら︑

であり︑家庭教育は︑すべ
ての教育の出発点です︒ぜ

それを繰り返すことで気持
ちを抑えることができるよ
うになります︒家庭は︑子
どもの健やかな育ちの基盤

の気持ちを伝えるようにし︑

﹁けんかをする子は悪い
子﹂と頭ごなしに叱るので
はなく︑その子なりの主張
や気持ちを受け止め︑相手

なのです︒

幼児期における道徳性の発
達に重要な意味を持つ経験

まりなどを知る機会になり︑

幼児なりに善悪や社会のき

方法を学びます︒
けんか一つとってみても︑

んかをしないで仲良く遊ぶ

す︒そんなことと併せて友
だちと遊ぶ楽しさ嬉しさを
味わったりするうちに︑け

一

國凹皿函子育ての知恵⑳

好きこそものの⁝

谷島正敏

﹁好きこそ物の上手なれ﹂

とは︑人は好きなものに対

しては熱心に取り組むので︑

たりするということわざ︒

上手になったり得意になっ

しば感じます︒

幼稚園で子どもたちを見
ておりますと︑このことわ
ざの持つ真理の深さをしば

幼稚園には新幹線や乗り
物などいろいろな図鑑があ
ります︒一人であるいは友
だちとグループで食い入る
ように見たり語り合ったり
しています︒割って入って
話を聞いていると︑実に詳

しいのです︒新幹線など一

部を見ただけで名前を言い
当てたり︑仕組みのことも
よく知っています︒その情
報の吸収力にはただただ麓

乗り物のこと︑動物や虫

かされるばかりです︒

のこと︑食べ物やスポーツ︑

きなこと﹂﹁好きなもの﹂と

どんなことでもよい︒﹁好

その子の﹁好きなこと﹂﹁好

幼児期に出会う︒子どもた
ちは一人一人︑能力や個性
に違いがあります︒その子

きなもの﹂を見つけ︑その

個性や能力を伸ばす環境・

支援ができたらお子さんの
中に︑大きな可能性が広が

るのではないかと思います︒

﹁まだ〜できない﹂ の心配事は

ボタン留めがうまくでき

かる︑洋服やお弁当袋の

靴の脱ぎ履きに時間がか

母さんの心配でしょう︒

のは︑多くは年少児のお

留め外しに手間取るとい

穴がきちきちの大きさで

せんか︒ボタンの場合︑

が大変だったりしていま

なくなっていて脱ぎ履き

たり︑足とサイズが合わ

では結べないひも靴だっ

ことをおうちで放置して

にくわえたまま立ち歩く

いますが︑歯ブラシを口

磨きをさせる園が増えて

たとえば︑昼食後に歯

とです︒

となって進めるというこ

獲得は園と家庭とが両輪

ビスに張り切るお父さん

休日だからと︑家庭サー

けたいものです︒たまの

なりすぎないよう気をつ

帰宅や就寝の時間が遅く

末の家族イベントなども︑

大人の配慮が必要で︑週

には生活リズムに対する

の話を聞けるようになっ

どういう段階を経て︑人

人は成長発達過程の︑

います︒

象を持っているからだと思

と聞けていないという印

わが子に親の話もきちん

心配になるのは︑普段から︑

子育てを振 り返る良 いチャンス

私は長年にわたって私
ない︑トイレをぎりぎり

うことはないですか︒ト

子どものヤル気を

立幼稚園で〃保育実習″
る︑などの生活習慣系の

まで我慢するので失敗す
心配は︑時間が解決する

イレに行くのを億劫がっ

険だということを家庭で

万一︑転んだら非常に危

いませんか︒その状況で

いえます︒

お母さんの大切な役目と

を適度に抑えることも︑

どもと︑聞くのが苦手な

初から人の話を聞ける子

ていくのでしょう？最

そがない環境づくり

こでの経験から思うのは︑

を続けてきましたが︑そ
親が視点を変えたり対応

たり︑最後で間に合わな

子どもがいるわけではあ

かったりするのは︑サス

習慣的に遅寝遅起きに

ものがほとんどですし︑

も徹底してください︒

りません︒どの子も最初は︑

先生方も手を貸し︑少し

ペンダー付きのズボンや︑

人が話していようがいまい

よって︑子育ての不安や
ずつ練習させていきます

リズムを整えるには︑早

なっている子どもの生活

を変えたりすることに
心配が解消されることが

学年が上がるほど夜更

が︑自分が話したいとき

かしをして朝起きられな

に勝手に話します︒大人

いているせいではないで

く寝かしつけようとする

の希望どおり静かに話を

ぴちぴちのスパッツを履

い子が増えてきます︒朝

より︑毎朝︑望ましい時

から必要以上に気を操ま

すか︒

刻に無理にでも起こし続

ないことです︒でも気を
配ってほしいことが二つ

は︑体の動きも緩慢で︑

どもの﹁上手にできない

一つ目は︑そうした子

きる状況にあるかどうか︑

が気の毒です︒独りでで

状況﹂にあるのでは本人

あっても︑﹁やりにくい

抜いた子は︑血糖値が上

ません︒寝坊して朝食を

登園後の活動に身が入り

れます︒

ける方が︑効果が早く表

聞いていてはくれません︒

子どもに﹁やる気﹂が

からあくびをしている子

たとえば﹁身の回りの
ことがまだ独りでできな
あります︒

よくあるということです︒

くて﹂﹁園生活にまだ慣れ

理由﹂は︑子どもが﹁上

なくて毎朝泣いてしまっ
て﹂﹁お友だちとの物の貸

手にできない状況に置か

手が出てしまって﹂﹁人の

チェックをしてほしいと

かという視点で︑一度

れているから﹂ではない

確認しましょう︒

おうちで実際にやらせて

友だちと衝突することが

やすく︑些細なことでお

がらないのでイライラし

小学生ママでも心配

人の話が聞けるかは

自分の話をきちんと聞い

ますが最も重要なのは︑

はいくつかの条件があり

聞く態度が身につくに

なくて﹂﹁朝寝坊で﹂﹁すぐ

し借りがまだうまくでき

話を聞くのが苦手で﹂﹁運

小学生のお母さん方にも

幼稚園児はもとより︑

を十分に持てた子が︑人

いてもらえたという実感

積み重ねることです︒聞

てもらったという経験を

動が苦手で﹂：・こんなふ

多い心配は﹁先生の言う

んいます︒

かかとの部分が軟らかす

あります︒

朝から元気に体が動き︑

の話も聞けるようになる

園と家庭の両輪で

活動に集中できるという

ことをきちんと聞けてい

のです︒

いうことです︒

のが子どもにとって一番

るかしら﹂ということです︒

うに心配事から話を始め

気を配ってほしいこと

良いことです︒そのため

生活習慣の確立を
ぎて足を入れるとつぶれ

の二つ目は︑生活習慣の

たとえば︑靴の場合︑

身の回りのことが独り

てしまったり︑まだ独り

へ

るお母さんが毎年たくさ

で上手にできないという

へ
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園．小学校の保護者や保育者に向けて講演活動も多数。著
『
『

『

は若い保育者のバイブルとして好評発売中。

ている方あなたはお子さ

話を聞くのが苦手と思っ

さて︑うちの子は人の

を上の空で聞き流してい

中で︑子どもの語りかけ

さんとのおしゃべりに夢

でしょうか︒ほかのお母

わが身を振り返り︑子ど

んの話をよく聞いてあげ
たとえば︑降園時︑圃

もの目を見てしっかり話

ないでしょうか︒まずは

庭や園バスの停留所でお

子どもへの心配事は︑

子どもからのサインでも

を聞いてあげてください︒

今日私と○○ちゃんが

子どもも変わる︒

心配事は︑これまでの

あります︒親が変われば

﹁ぼく︑先生に褒められ

子育てを微調整する良い

ね﹂とか﹁今日鉄棒の前

たんだよ﹂という報告に︑

機会と思って︑前向きに

︽串二︾﹃外ｌｌＩＩＩ鄙

考えられるといいですね︒

２︐０１日部

北越谷幼稚園副園長佐藤広規

﹁なんとか食べて欲しい﹂と

も一つかと思います︒一方で

もたちの食事を見守ること

になる﹂と︑おおらかに子ど

子でした︒

子のお母さんもお悩みの様

でも好き嫌いが多く︑その

はなかったのですが︑食べ物

い子がいました︒アレルギー

んの偏食でお悩みの方は︑少

な一歩﹂になります︒お子さ

のニンジンであっても﹁大き

スプーン−杯の牛乳︑一切れ

子どもにとっては︑たとえ

も大喜びの〃成功体験″でした︒

以前︑牛乳が全く飲めな

育など︑様々な取組があるの

その時の担任が﹁なめるだ

﹁そのうち食べられるよう

ですが︑子どもたちの成長

いう思いで︑日々工夫を凝ら

園給食を開始して以来︑﹁ご

ー

ー−−−

当園では平成型年度に自

してお弁当を作り︑食卓で

として捉えてみてはいかがで

を実感頂けるのは園として

はんを食べる量が増えました﹂

かできたので﹁よくがんばっ

戦ケをほめて認める﹁チャンス﹂｜

近年は朝食の欠食やアレ

の事例をご紹介したいと思

しょうか︒

し見方を変えて︑小さな〃挑
ルギーの対応など︑食を取り

たね！﹂と褒めると︑その子
の好き嫌いについては︑程度

スプーン−杯︑２杯と増えて

しました︒それから少しずつ

はとてもうれしそうな顔を
の差こそあれお悩みのご家

飲めるようになったのです︒

いき︑ついには珈叩の牛乳が
か︒

庭も多いのではないでしょう

のうち﹁偏食﹂つまり食べ物

います︒

けでいいからやってごらん﹂

をきっかけに食べられました﹂

﹁苦手だったニンジンが給食

など︑保護者の皆様より嬉
うになりました︒その裏では︑

しいお声を多く頂戴するよ
子どもたちが思わず食べた
栄養士の日々の努力︑園内栽

くなるような献立を考える
培や収穫体験等を通じた食

巻く問題も多くあります︒こ

と声をかけたところ︑なんと

その子はもちろん︑お母さん
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しっかり耳を傾けている

回りができたんだよ−﹂

子さんを出迎えた時︑

一

﹁ねえねえ︑お母さん︑

ていますか︒

へ

も食べるまでの我慢比べ．．と

一

いうご家庭の方向けに︑一つ

『

も嬉しい限りです︒

偏食はほめるチャンス

「

書.監修書に『まるわかり幼稚園ライフー子育て･子育ち・
先生．お友達・ママ友のこと』(ポット出版)、 『ママ友おつ
きあいマナードリル1（主婦の友社)など。最新刊『保護者
の心をつかむ保育コミュニケーション力j(チャイルド本社）
一

一
一
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巻頭特集監修者、文芸社えほん大賞
選考委員、公益財団法人東京都私学
財団評議員を務める。私立幼稚園で
ヘハ匡壱邦屋澪'十ァおり、幼稚園保育
『

出版社・新聞社勤務、月刊I幼稚園
ママ1 （朝日新聞社出版局）編集長を
経て、1998年に独立。現在､月刊『あ
んふあん』（サンケイリビング新聞社）
「
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幼稚園と子どもと親
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という事を基本とし︑子ど

﹁子どもは子どもらしく﹂

このような症状があったら熱中症を疑いましょう

暑さが原因で起きる様々な障害が熱
中症です︒めまい︑筋肉痛︑吐き気な
どがある時は熱中症の疑いがあります
また︑ひどい時は意識障害を引き起こ
すこともあり︑その時は命に関わるた
め素早い対処が必要です︒熱中症をよく知り︑予防す
ることで暑い夏を乗り切りましょう︒
真夏日︑熱帯夜など特に温度が高い日は熱中症にか
かりやすく要注意です︒７月︑８月だけでなく︑まだ
暑さに慣れていない５月︑６月でも急に気温が上がる
日や残暑が厳しい９月以降も注意が必要です︒

春山幼稚園

あさか台幼稚園

齋藤詩都

黎明幼稚園

武笠三津子

を奪ってはならないと考え

見せてくれる︒そんなかけ

いつでもその興味に触れさ

ます︒日陰などでこまめに休息を取り︑水分をこまめに

特に乳幼児は自分で身体の不調を伝
えることができないため︑保護者が注
意して見守ることが大切です︒できれ
ば︑お子さん専用の水筒を用意してどのくらい水分を
とっているか︑具合が悪い様子はないかなど気をつけ
ましょう︒幼児は体温調節機能が十分発達していない
ため︑大人と比べて汗をかきにくく身体に熱をためや
すい︒また︑暑い日には︑地面に近いほど気温が高く
なるため︑幼児は大人以上に暑い環境にさらされてい

かしい﹂と思ったら︑涼しいところに避難し︑医療機関

取って︑熱中症にかからないよう注意しましょう︒溶

で検索してみてください︒

に相談しましょう︒詳しくは﹁環境省熱中症予防﹂
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﹁あと何年こうやって

もの無限の可能性をどれだ

●めまい・失神︑筋肉痛・筋肉の硬直︑手足の運動障害

きしめる︒言葉はなくても

ています︒

をしていくうえで自信がつ

0

巧竺

抱っこできるだろう﹂もう

けサポートできるかを考え

熱中症予防と対処法

﹁お姉さんになる﹂三歳
年長になった息子は︑さす

ています︒

ｊわが家の子育て

の女の子にとっては魅力的

がに人前での抱っこに恥ず

子どもは様々な事に興味

子どもの目と芽

一人娘の母です︒我が家

な言葉でもありますが︑現

かしさを覚えるようですが︑

を持ちますが︑その興味は

熱中症にかからないためには︑水分をこまめに取る︒
できる限り暑さを避ける︒この二つのことが大切です︒
熱中症を予防するために次のことを心がけましょう︒

心に沢山の愛情を

では︑朝食の時間を特に大
在年中の長女は︑入園当初

家ではまだまだ甘えん坊で

いつも突然で無限です︒そ

息子は気付いていて︑いつ

●

切にしています︒朝御飯を
それに囚われていつも我慢

す︒我が家で最も大切にし

の興味に対し︑親自身が﹁く

お姉さんを押し付けない事

もの無邪気で元気な笑顔を

●

しっかり摂ることはもちろ
をしているようでした︒そ

ている事︑それは沢山の愛

熱中症の予防法

親子で奮闘中！

んですが︑夕食は私と娘で
こで︑娘の感情の波をよく

情を注いだスキンシップで

だらない﹂や﹁興味がない﹂

大切な時間

済ませることが多いため︑

観察して︑お姉さんになり

という大人の都合で子ども

伊藤忠道

娘がお父さんと一緒に過ご
たいとき︑赤ちゃんでいた

す︒いつもと違ってなんだ

達の興味の目︑可能性の芽

浅間台幼稚園

す大切な時間だからです︒

か元気がない︒そんな時は

で自然と成長していたよう

内田正美

鋤分程度の短い時間ですが
いとき︑どちらでいても受

そっと寄り添いぎゅっと抱

いるとほっこりします︒き

です︒幼稚園で様々な経験

レビをつけない﹂が我が家

の芽を摘んでしまわないよ

せる事ができるように準備

うにする事であると思いま

をしておく事︑その可能性
これから少しずつ親離れ

す︒﹁親﹂という漢字の成

です︒

していく息子にとって︑友

がえのない瞬間は私の宝物

だちは大切な存在です︒そ

き︑家庭以外での自分の居

来月にはもう一人赤ちゃ

り立ちをよく考え︑子ども

場所をみつけられたことも

んが誕生します︒お腹に話

の目と芽を大切にしたいと

のルールです︒忙しい時間

あいさつ︑お片付け︑脱

んな友だちに思いやりの心

思っています︒

ですが︑家族みんなが笑顔

いだ靴は揃える︑など身に

しかける娘達の表情は︑ま

の先生方に囲まれながら︑

をもって︑大好きな幼稚園

大きいと思います︒

つけてほしいことはたくさ

私も子どもたちに負けない

元気いっぱい遊んで欲しい

ぎれもなくお姉さんです︒
よう﹁お母さん﹂修行中で

んありますが︑家族で楽し

になる大好きな時間です︒

私ども親にできる事は︑

に限らず︑﹁食事の時はテ

ちんと向き合いたいので朝

●

く過ごせる環境をつくるこ
とも大切にしています︒

と思います︒

二

●

す！

l／

●頭痛・気分の不快︑倦怠感・虚脱感
●吐き気・嘔吐︑大量の発汗・高体温
●意識障害・けいれん

娘は︑幼稚園での出来事を
落ち着きを取り戻しました︒

け入れるようにしたところ

漁

そんな二人の会話を聞いて

』

楽しそうに話します︒私も

､

●日傘・帽子の着用で直射日光を遮る
●半袖︑開襟などの涼しい服装
●水分をこまめにとる
●日陰を利用する
●こまめに休憩をとる

！
へ

I

●
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幼稚園に通わせて
●●●●

初めて歩いた自分の世界
足立みどり幼稚園

■●●●

和田真由美

●●●●

大関知佐

子育て中の保護者の方へ

〜家庭で役立つ子供のほめ方・しかり方

県教育委員会では︑﹁子

え﹄﹂を小学校入学までに

育ての目安﹃３つのめば

ます︒

身に付けてほしいことと
してまとめ︑推進してい

ある内容は大事だけれど︑

保護者から﹁子育ての
目安﹃３つのめばえ﹂に

子供に身に付けさせるの

は難しくて︑ついつい怒っちゃう﹂﹁イヤイヤばかりで︑どう
したらいいのかしら﹂という声が聞こえてきます︒ほめたり︑

園ある？やったぁ﹂という

月曜日の朝︑﹁今日幼稚

●●●●

本庄幼稚園

元怖がりさんと
元人見知り君の今

１口
府金美可

かけがえのない時間
厚徳幼稚園

●●●●

在年長の三人の子供を幼稚

しかったり︑なだめたり︑根比べ︑知恵比べ⁝なかなか苦労

イレ︒お友達と一緒だから

ちろんまだまだ不安や心配
ばかりですが︑参観日や発
表会・運動会での声や姿に
先生方のご指導の下でこん
なにも真剣に物事に取り組

ことのバランスが大切です︒

しかるときはしっかりしかり︑ほめるべきときはしっかり
ほめる︒一つしかったら︑三つほめる︒ほめることとしかる

う気持ちをもつことができます︒

なんだ﹂という思いや︑﹁ありのままの自分でいいんだ﹂とい

ル﹂を作り︑それを教えておくことが大切です︒周囲の大人
からほめられることで︑子供は﹁自分はかけがえのない存在

家庭では︑しつけに一貫性をもたせるために︑﹁我が家のルー

のアドバイスです︒

﹁ほめること﹂﹁しかること﹂は︑よいことなのか︑いけな
いことなのかを子供に気付かせながら︑よい行為は習慣づけ
られるように︑いけない行為は繰り返さないようにするため

基本的な考え方とポイント

容をご紹介します︒

今回は︑家庭で役立つ子供のほめ方やしかり方に関する内

も多いのではないでしょうか︒

今年入園した長男︒﹁お家

◇文字や錘…鯉塗
豊かにする

もいいけどね︑幼稚園はす

中興蝶･関心甲？

娘を通して

斎藤憲治
●●ＯＢ

園に通わせて︑八年目にな

私は小六︑小二そして現

なり幼稚園で過ごす最後の

ります︒子供が成長するに

双子の娘と息子も年長に
年になりました︒ずっと一

にかかわる

しらいろ毎

潅趣輻

◇自分

増子幼稚園

●●●●

幼稚園に通わせて日々の

緒にいた二人が初めて一人

成長を感じる毎日です︒
﹁ただいま﹂と私が帰って

妊娠中や︑生まれたばかり

来るなり﹁今日ね︑あのね

ごく楽しい﹂と年長の長女︒

の妹︑弟を連れて︑大雪や

つれ︑直接子供のために何

急に涙があふれてきたり︑

台風の中︑幼稚園までの道

か入園後間もなく自分から

で踏み出した小さな世界︒

顔を見にお互いの部屋を行

のりはとても長く︑大変だ

するようになりました︒も

⁝﹂﹁今日のお休みはね﹂と

言い聞かせても練習して

心から安堵する瞬間です︒

ケーションがとれているの
き来することもありました︒

なと思うときもありました︒

ごす機会が減ってきます︒

だなと嬉しく安心します︒

初めて過ごす別々の世界に

毎日送り迎えをし︑お弁

かをしたり︑共に時間を過

季節の歌︑いろいろな手遊
一生懸命だったと思います︒

当を作ったり︑行事のお手

園当初は︑緊張の毎日で︑

びも披露してくれます︒先

そして今︑初めて同じク

伝いをしたり︑共に時間を

別々のクラスで始まった入

生の真似がとても上手です︒

ラスになった二人は︑お互

過ごせることを今ではとて

いろいろな話をします︒先

そんな姿を見ていると心が

いの存在を身近に感じなが

もなかなかできなかったご

和みます︒戸外遊びにとり

らもそれぞれの世界を持っ

挨拶や道での左右確認︑ト

で子供は元気いっぱいⅡ

わけ力を入れている園なの

生や友達と良いコミュニ

･潅…る

︵埼玉県教育局市町村支援部家庭地域連携課︶

○心に舞えかけるようにしかりましょう

もありがたく思います︒

亭主活

しかった後にも︑子供が﹁自分は大事に思われている﹂と
感じられることが大切です︒時にはぎゅっと抱きしめながら︑
大事に思っている気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか︒

Oしかり方に一貫性をもってしかりましょう

激してしまいます︒

O膜った行動についてしかりましょう

て楽しくたくましく園生活

:講蕊溌蕊篭

しかり方のポイント

めるようになったのかと感
この幼稚園生活が親子の固

Oタイミングを逃さないでしかりましょう

代々受け継がれている泥団

翠鯖謡舗晶てほしいこと〜

鱒

子供が大きくなった時︑
一人一人に向き合って下

集団生活の第一歩︒大人

Z016．7.10N0．81

子宵ての目安『3つのめばえ』

お友運におもちゃを貸してあげ
られてえらかったね．
やさしいお兄ちゃんになって､お
母さんとってもうれしいな．

を送っています︒

い絆に繋がるのかな︑繋が

えてみることもお勧めしま魂子侯のやる気
アップにつながりますh

子づくり︒兄も泥団子づく

さった先生方とたくさんの

になるまでには決して﹁楽

I（対）メッセージを伝えてみませんか？
子供をほめるときに、『あなたががんばって

りの名人でした︒年少の妹
も名人になりつつあります︒

子供の成長はうれしいこ

ればいいなと思っています︒

なることを感じます︒

出来た︑の今が成長の礎に

初めて出会った︑経験した︑

しい﹂だけではないけれど︑

お友達のお陰で一人一人の世

とですが︑時に寂しくもあり︑

界を築くことができました︒

このかけがえのない時間を

を浴び︑子供たちを自由に︑

幼稚園で学んだ力は︑これ

幼稚園で意図的に太陽の光

てくれることに感謝してお

伸びやかに戸外遊びをさせ

大切にしていきたいです︒

し

◇好奇心や…って

楽しく遊んだおもちゃを片づけない
と、おもちゃも慾しがるよ．
それじゃ、お母さんと一輪に「お片
づけ鼓争』をしてみようね。

悪

ことなると信じています︒

いる姿を見て、弘《】）はとてもうれしかっ
たよ』というように、ほめる傭の気持ちを伝

◆

から二人の生きる力の根っ

ほめ方のポイント

」
ノ

ります︒幼稚園ってすごいな︒

O子供の自信や喜びにつながるように
ほめましょう
O心をこめてほめましょう
O努力している姿やその過程をぼめまLよう
O具体的侭．積棲的にほめ寒しよう
̲Q具体的侭．積棲的にほめ室しよう

一

平
￨平成2S年度

、

轡

■

詞

二一壱

催
開催につい函

壷

今年度も埼玉県内21会場で子育てフォーラムを開催します。子育てに不安や悩みを抱え、自信をなくしているお母さ

んも多いと思います。ぜひ一度この子育てフォーラムに参加してみてください。気持ちをリセットして、子育てを楽しむ
ヒントをもらえることでしょう。すでに実施された地区もありますが、どちらの会場でも参加は自由にできます。

へ

催

日

地

区

会

場

6月10日(金）

武

蔵

鴻巣市文化センター(クレアこうのす）

6月14日(火）

児

玉

本庄市市民活動交流センター

6月16日(木）

大

里

熊谷文化創造館さくらめいと

6月17日(金）

中

部

桶川市民ホール

6月22日（水）

埼

北

久喜総合文化会館

7月5日(火）

東

部

春日部市民文化会館

7月5日(火）

西入

間

坂戸市勝呂公民館

8月31日(水）

川

□

川口総合文化センター(リリア）

9月7日(水）

大宮（岩槻）

岩槻本丸公民館

9月12日(月）

武

南

蕨市民会館

9月12日(月）

秩

父

秩父市福祉女性会館

9月13日(火）

東入間(三芳）

三芳町文化会館(コピスみよし）

9月15日(木）

東南（八潮）

八潮市民文化会館(八潮メセナ）

9月15日(木）

比

東松山市民文化センター

企

10月18日(火）

東南（越谷）

越谷コミュニティセンター

10月26日(水）

西武(飯能･日高）

飯能市市民会館

11月9日(水）

川

越

川越南文化会館(ジヨイフル）

11月9日(水）

上

尾

上尾市コミュニティセンター

へ

11月16日(水）

中

区

さいたま市産業文化センター

11月17日(木）

東

上

朝霞市民会館(ゆめばれす）

11月22日(火）

浦

和

プラザイースト

央

※開催時間は、ほとんどの会場で9；30受付、 10'00〜12:00を予定しています。

〃

に参DI

一一一一

開

1者感恩戎

園長先生や色々な人の子育て体験を

聞くことができました。みなさん悩みな
がらも子育てに一生懸命過ごした時間
はあっという間であり、今となっては、
良い思い出になっているという言葉に

すごく励まされました。これからも楽し
く子育てしたいと思います。

「子育ては思い通りに行かなくて当
たり前。誰かの子育て論を聞いてその

通りにしても、子どもが違うのだから
うまく行かなくて当たり前」という言
葉を聞いて、心が軽くなりました。こ
れからは、自分や子どもに活かせる方
法を模索していきたいと思います。

子育ての中で叱ることは良いけれど、

言い方を少し変えるだけで子どもの感
じ方が全く違ってくることに気付きま
した。早速実行してみようと思います。
今までは上から目線で言っていました

届
G＝

篭

が、これからは子どもと同じ目線で伝
えていこうと思います。

「反抗は自立の現われ｣｢怒ることを

やめるのは難しいけど、褒めることを
増やすのは簡単」という言葉に、はっ
とさせられました。今回フォーラムに
参加して良かったです。これからは、
子育て中の大変さも楽しんでいこうと
思います。
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私の幼稚園日言8

I

年少男児の母親です。4月から入園し、3ヶ月

私が大切にしてもらいたいもの

I

が過ぎ、園生活にも慣れ、楽しく通園しておりま

｜

’

１１

@uestiOn

ました．それと共に︑園生活全体で

達同士の信頼関係が出来上がってき

ることで︑回を重ねるたびに子ども

ませんでした︒楽しい時間を共有す

ことが難しく︑なかなか上手くいき

は声をかけたり︑譲り合ったりする

わりの時間を増やしました︒はじめ

クラスレク等を行い︑クラスでのかか

かわりが少ないことが寂しかったので︑

新年度が始まり︑クラス内でのか

かけを作っています︒

るものなので︑私はいつも少しのきっ

ものではなく︑自然と心から出てく

思いやりの気持ちは教えて身につく

れは︑相手を思いやる気持ちです︒

にしてもらいたいものがあります︒そ

私は︑日頃から子どもたちに大切

ほしいと思うのですが･･･。

も友達を気に掛けたり︑声をかけたり︑

へ

⑬nSWer
〜けんかを通して学ぶ〜

入園当初お母様方は、我が子が園でどのように

過ごしているのか不安でいっぱいだったと思いま

す。顔に傷を作って帰ってきたら心配になります
よね。

なくなり、近所に子ども

少子化が進み兄弟が少
がいなくなった近年、た

心を持てるよう今の思いやりの気持ちを

持ち︑この感覚を忘れずに自ら思いやる

今はきっかけからできた思いやりの気

がら遊びを繰り広げています︒

今では子ども達同士で解決し︑話をしな

子育て相談Q&A
大切にしていってもらいたいです︒

は自己主張が強く自己中心です。物の取り合いに
葉でうまく伝えられないため、叩いたり噛みつい

たり､ひっかいたり様々な行動をしてしまいます。

そしてお互いの言い分をゆっくり聞き、思いを受
す｡大きな怪我にならない範囲で見守っています。

たかをいっしょに考えます。こうした経験をする
け止め、善悪をしっかり伝え、どうすれば良かっ

ことで、やって良いこと悪いこと、言葉で伝えな

ければいけないこと、傷つけられた痛み、相手を

たくさんのことを学びます。社会性、道徳性を身

のです。保護者の皆様、どうぞ大らかな気持ちで

につけていくのです。けんかをすることも大切な

子ども達の園生活を見守っていただけたらと思い

ます。

（金久保仁子）

＝

難しいことも多く︑とても奥が深い︒

これが今まで取り組んできたことで

私が感じ︑学んだ﹁保育﹂の素晴ら

しさというものです︒今年は年少組

の担任をさせていただいております︒

年少組と言えば幼稚園生活では何を

するのも初めての子どもたちですか

ら最初は上手くいかなくても︑思う

ようにならないことも当たり前︒悪

そんな中で︑なかなか椅子に座ろ

戦苦闘の日々が続きます︒

うとせず話を聞かないから﹁座りな

しに叱ることも出来ると思います︒

さい！話を聞きなさい！﹂と頭ごな

に心が通っている保育とは言えない

しかし︑それでは子どもたちとの間

と思っています︒子どもたちと常に

いきたいと思っています︒

工夫を決して怠らない保育を続けて

ミュニケーションを高め︑心を通わ
せ︑明るく︑楽しく︑さらに努力や

どもたちと同じように寄り添い︑コ

いただいている保護者の皆様にも子

となるよう︑大切なお子様を預けて

戦していく子どもたちの成長の一助

また︑これからあらゆることに挑

ています︒

でも豊かにしてくれるものだと思っ

は︑子どもたちだけでなく私の心ま

合う保育を実践したいと取り組んで
います︒心の通い合う保育というの

日々の成長を感じるような心の通い

とが増えてくることで子どもたちの

ＤＩＩ畠ＫＫ３ｐＦ目ⅢＦ島ＦｋＦ盾■■■■■・ＢＲＢ閉Ｌｒ■ＩｉｉＩ︐ｑ︲吟．︲ＦＩＬ巳トトｒ咽．咳︐Ｉ皆ｉｏ？惨トド．

でも安心してください。先生はしっかり見ていま

保育には楽しい︑面白い︑嬉しい

なると自分のものにしたいという強い思いを、言

ことが沢山ある︒しかしその反面︑

めて経験します。三歳児

同じ目線で接し︑一つ一つ出来るこ

10N0．81

親としてはけんかをせずにみんなで仲良く遊んで

りました︒時々トラブルも起きますが︑

7

んかになり、頬にひっかき傷を作ってきました。
助けたりする姿が見られるようにな

一

傷つけてしまった心の痛み､気持ちを抑えること、
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と遊ぶことを幼稚園で初
清浄院幼稚園青木薫

私の保育

したが、先日お友だちとおもちゃの取り合いでけ
田中奈津美
照蓮院さくら幼稚園
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くさんの同年代の子ども

ロ

︲ｒ叩川ⅡＬⅡ１１昨卜

乱暴な行動が目立つ

偏食が目立つ

友だちができない

て︒春ちゃんは年中組に
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その他の内訳の合計

その他の内訳の合計は合致しません。

さて︑ここで子育てが楽

くことでしょう︒

になる言葉︵態度︶を考えて

みましょう︒

と喜びます︒

がら︒

サークルの先生のゆった
りとした言葉︑Ｄさんの穏
やかな笑顔を思い浮かべな

cP

2016．7.10N0.81

小さな子育てサークルで
の話です︒

となったことでしょう︒そ
して︑長女は親のいないと
ころで次女に仕返しをする
かもしれません︒怒鳴り声
をあげた私は︑﹁あ−あ︑ま
た怒鳴っちゃった﹂と子ども

なったから︑夏ちゃんに代
わってあげられるのではな
いかな−って︑先生は思っ
ているんだけど：．どう？﹂

３歳と４歳の子が遊んで

と︑ゆっくり口調で尋ねま

相手をわかってあげます︒

まず︑子どもの気持ちを
受け止めます︒そして﹁そ
う︑座りたかったのね﹂と

ん！春ちゃん︑お姉さん

ん︑いいよ﹂とあっさり譲
歩︒﹁ありがとう︑春ちゃ

その他(親同士・習い事

いました︒おやつになり︑
ます︒椅子はいろいろあり︑

手を洗ってテーブルに向い

一緒にお迎えにきているＤ

以上につれない顔︒そして

椅子にさっと座りました︒

さんのことを想います︒Ｄ
さんは男の子が３人もいる
のに︑いつも穏やか︑子ど
もたちも聞き分けがいいの

です︒それができた折には︑

その上で︑子どもが命令さ
れたから承知するのではな
くて︑子どもが自分で考え
て︑気持ちの良い答えが出
せるように導いてあげるの

途中で水筒を取りに皆が座
になったね﹂と先生は大喜
びで春ちゃんの頭を撫でま

に：・私は；・と自己嫌悪︒こ

自閉症・チック・多動
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相談機関等）

席を離れました︒水筒を

んな状況が目に浮かびます︒

友だちに関すること

﹁お母さんはうれしいよ﹂

した︒

ている保護者の皆様に知っ

この情景を見た私は︑
ジャーナルを見てくださっ

ると思います︒

このようなことが日常に
なりますと︑子育てがとて
も楽しくて︑楽になってく

排泄

持って春ちゃんが再びその
椅子に座ろうとしたら︑３
歳の夏ちゃんが先に座って
いました︒夏ちゃんは回転
椅子に座りたかったので素
モをしました︒

す︒美味しいのでしょう︑

お芋の山がみるみる小さく
なっていきました︒どの顔

おやつの場面にもどりま
す︒今日のおやつは里芋を
茄でたもの︒芋の真ん中を
押さえれば︑クルッと皮の
中から芋が飛び出してきま

たらどうなるでしょう︒長

も満足げ︒春ちゃんは夏

もしも子育て中の私があ
の場にいて︑それぞれ長女

女に向かって︑﹁何言ってん

ちゃんに皮のむき方を教え
ていて︑お姉ちゃんの誇り

子ども自身に関すること

ちゃんが４歳になったら︑

反抗期

︵４歳︶次女︵３歳︶だとし

のよ◎あんたはお姉ちゃん

子どもの健康に関すること

が表情に出ています︒夏

親子の関わり方

少し回転できる椅子が人気
で︑４歳の春ちゃんがその
した︒すると春ちゃんは﹁う

1 1

学習障害等

じゃないの︒﹃小さい子には
やさしく﹄でしょう！代わっ

幼児教育センター

ていただきたくて︑頭にメ

その他

きっと︑３歳の子どもに席
を談ったり︑芋の皮のむき
方を教える子へと育ってい

BO48−863‑7811

早い行動を取ったのです︒

お話が聞けない

副−９７

毎週月〜金曜日午前10時〜午後4時

春ちゃんが﹁私がさっき

ことば(幼児語幼児音等）

てあげなさい！﹂と大声で
言ったかもしれません︒言

幼稚園に関すること

座っていたのに︑夏ちゃん
が座っちゃった！﹂と先生
に訴えました︒先生は﹁あ
らら︑そうよね︑さっきこ
こに春ちゃんが座っていた
よね﹂と少し困って二人を
見ました︒春ちゃんは怒っ
た顔︑夏ちゃんは涼しい顔

集団生活になじめない

イ︵オモシロクナイノ・・・︶﹂

園・学校へ行きたがらない

をしています︒

いじめるいじめられる

われた長女は不承不承﹁ハー

保護者自身に関すること

先生は春ちゃんに向かっ
て﹁夏ちゃんはあの椅子に
すごく座りたかったんだっ

｢その他」の内訳(のべ件数）

−お母さんの言葉で子どもは伸びる−
落ち着きがない

田一佃一５｜調一杷一馴調

※複数項目にわたる相談のため、その他と
へ

夫婦・家庭に関すること
一

計
合

子育てが楽になる言葉
元気がない

４−㈹−４ ２６−脚−８５５｜認到

内容別件数(のべ件数）

ー̲
−

幼児教育センターだより

’
電 謝目談件数(H27.4 H28. 3）

熊本地震義援金募金活動ご協力のお礼とご報告について

−

の皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
かねて県内の幼稚園等に義援金の募金活動のご協力をお願い申し上げましたところ､6月10日までに6,904.558円と、
大変多くの義援金が寄せられました。お寄せいただきました義援金は、その全額を全日本私立幼稚園連合会に送金させ

2016年4月14日以降に発生した、熊本県を震源とする地震により被災された皆さま、ご家族、ならびにご関係者

礼を申し上げます。被災された皆様が、安心して暮らせる日々を一日も早く取り戻すことができますよう心からお祈り
申し上げます。

ていただきました。ここに、義援金の募金活動へご協力いただきました多くの皆様の温かいご厚情とご協力に心よりお
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