司

：

●毎〃一

﹁生きる力﹂を育む教育

︾砂場遊びの質が︑

た︒もちろん︑年収がその
まま人間の価値を表すもの
ではありませんし︑あくま
でも平均値の話ですので︑
例外もあるでしょう︒しか
し︑幼少期の教育が人格の
根幹を形成し︑その後の学
校生活や社会生活のすべて
の場面で生かされることは
間違いありません︒

大きく左右する︑というこ
とが︑最近︑米国での数十
年に渡る追跡調査によって
明らかになったということ
です︒端的に言えば︑小学

です︒社会で生きる以上︑
他者とよりよい人間関係を
築きながら円滑に物事を進

ニケーション能力﹂だそう

日本経団連が企業を対象
に毎年行っている﹁採用選

校入学前にきちんとした教
育を受けた子どもと︑そう
でない子どもとでは︑大人

以来ずっと変わらず﹁コミュ

の第一位は︑調査を続けて

考する際︑特に重視した点﹂

になってからの平均年収等

めていく力は︑どんな仕事
においても欠かせない力だ
と言えるでしょ謡う︒そして︑

に大きな差がみられるとい
うのです︒

な知恵はすべて幼稚園の砂

ているのです︒﹁人生に必要

その素地は︑実は幼稚園で
の遊びの中で︑既に築かれ

この話を聞いて︑私はそ
れほど驚くことはありませ
んでした︒むしろ︑当たり
前のことのように感じまし

にはお礼を言う︑ 人 に 頼

とことわって 使い︑返すと

道具を借りる ときはきちん

ないい
に迷惑を掛けな
︑︑ 人 か ら

あるように︑ 砂 を か け て 人

場で学んだ﹂ と い う 言 葉 が

~

冒皿Ⅲ圃悴惜陀仰側圃幽

あいさつの力

石井幸男１

年中児のＡ男くんぽ毎

朝３保育室に行く前庭必ず︐

ま れ た ら 快 く 貸す︑トンネ
ルを完成させ る た め に は 役
割 を 分 担 し て 協力するなど︑
砂場遊びを始 めとする幼稚

す︒﹄と︑職員室の発露に

時期は﹁今日も籏張鞍ま

職員室の扉の所で﹃おば誤︾

園での遊びに は社会を生き

伝えてくれますや

てくれる質の高い教師がい

て初めて子ど もの成長につ
ながるのです︒

お子さんの 人 生 を 左 右 す

る 就 学 前 教 育 を ど こに託す

のかＩ︒単に 預 か り 時 間 だ

けではなく︑ そ の ﹁ 質 ﹂ を

見極めて真剣 に考える必要

があると思い ます︒

な力があるど思います︒

﹁あいさつ﹂には不思議で

庭が明るくなります︒

ちがいっぽいできるし︑象

挨拶ができる人は︑友だ

てきます︒

それはそっくり自分に返っ

が含まれて相手に伝わり︑

虚さ︑優しさ︑心配りなど

持ち︑尊敬する気持ち︑謙

した一言の中に︑感謝の気

﹁あいさつ﹂のちょっと︐︐

いました︒

と我が子にその都度教捷て

よちよち歩きの頃も﹁幼稚︲
園の先生よ︒ごあいさつ号

してくれます︒Ａ男く彫が

り︑会うたびに笑顔冠挨拶

でした︒結婚して地元に戻

気に挨拶ができるお子さん︑

お母さんも幼稚園の頃︑元；封司

思い起こせばＡ男ぐ庵のら

むご

の練習が行お燕ている這掴

挨拶していきますＰ運動篝︲︾・

うございますごど元気臓

る上での基礎． 基 本 が ぎ っ ち

り と 詰 ま っ て いるのです︒
しかし︑た だ 遊 ば せ て お
けぱよいとい う 単 純 な 話 で
はありません︒︒ 大 切 な こ と
適 切 な 指 導 の下で行う
ということで す︒子どもの
遊びにはトラブルがつきも

いのかなど︑︑ 優 し く 諭 し

どうすれば解 決できるのか︑
今後どのよう に行動すれば

のです︒その 時︑なぜトラ
ブ ル に な っ て しまったのか︑

、

↑将来の年収を左右する？
名誉会長平原隆秀

●
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先日︑ある大学の先生の
お話を聞く機会がありまし
た︒その先生のお話による
と︑小学校に入学する前の
教育の質がその子の人生を

松櫛全埼玉私立幼稚園連合会

き

は

よ

尾

錘

画Ｊ

渉

側

大人も子どもと一緒に
﹁幸せカルタ﹂を０１︒
が励まされることもしばしばです︒

変だけれど︑その合間にご自分の将

私はお母さんたちに﹁子育ては大

きっと幸せ﹂﹁よく考えたらこんなこ

お話をし︑それを私が受け止めその

じ経験したわ︒でも大丈夫よ︑時が

来や幸せになることも考えてね﹂と

とも幸せね﹂と言うカルタを大人も

私事で恐縮ですが昨年の８月に男

ママズトークは私自身が勉強する

経過すれば必ず終わるから﹂など同

言います︒間近にいるお母さんが︑

子どもも作ってみるのです︒私もそ

方の悩みを小さくしたり同席された

じ母親同士の励ましで元気になるこ
ともあります︒先輩お母さんの言葉

笑顔で幸せでいると子ども達は安心

の場で早速に作ってみました︒﹁あ：

の子と女の子の双子の孫が誕生しま
勿論︑私も子育ての経験者ですが︑

は心強いですね︒

して毎日を過ごすことができるので

ありがとう︑自分自身にありがとう﹂

時間でもあります︒

間近で子育てを見ていると本当に子

ですがお母さんたちの悩みは単純

す︒子どもは大人の話をよく聞いて︑

﹁い：い〜じゃない︑多少ハメをは

他のお母さんから﹁私も上の子で同

育てをしているお母さんたちは大変

に子どもだけのことではなく︑その

大人をよく見ていますから︒

した︒

ゆっくりお茶を飲むことも出来ない︑
しかも我が子の﹁命﹂を毎日守って

奥にある夫婦関係とか義父母との関

毎日毎日︑山のような家事をこなし︑

だなあ！と実感します︒

いるのですから大変なことです︒

係が根底にあって︑それが子育ての

ずしても﹂﹁う：噂はするよりされ

お母さんが少しでも体調を崩した

見付けてカルタにしてみませんか？
空が青いこと︑太陽の光が眩しい

不思議です︒あなたも身近な幸せを

﹁ん﹂まで作ってみました︒作って
いる時から﹁幸せ気分﹂になるから

るほうがいい﹂﹁え：笑顔なら天下
大変さを倍増していることもあるよ

いて差し上げるのは私だけではなく︑

先日︑一︲幸福学﹂を研究されてい

りしたら︑もうこの世の終わり！の

と言う内容で︑ある雑誌の対談をさ
せていただきました︒その時に﹁親
が自分の幸せを追求することが子ど
ものキャリアへの最高の指南にな

一品︑私の自慢﹂﹁お：お金は人の

うです︒勿論︑ママ友の関係も：・

る﹂というところで意見が一致し︑

る慶応義塾大学大学院教授の前野隆

ように歯車が狂ってしまう現状です︒

居合わせた他のお母さんたちもその
方にエールを送り︑それがきっかけ

私も大変心強く思いました︒

こと︑小さな白い花を道端で見つけ
た時︑大好きなゆで卵が可愛く見え

ために使わないとただの紙﹂以下

となって他のお母さんも本音の悩み

その際に家族で﹁幸せカルタ﹂を

た時︑スキップ出来なかった子が出
来た瞬間︑美味しく朝御飯が食べら
︽一

司先生と﹁子の幸せキャリアの近道﹂

お母さんたちは﹁こんなに頑張って
いるのに！私に優しい声を誰もかけ
てくれない︒もうギブアップ！﹂と
思いながら毎日毎日をイライラしな
がら奮闘されているのではないで

をお話されたりします︒

作ってカルタ取りする楽しさを教え
てくださいました︒﹁こうなったら

勇気を出してその心の奥の悩みを打
ち明けるお母さんの話に︑熱心に聞

しょうか︒

﹁今日︑思い切って話して良かっ
た！﹂というお悩みを吐露したお母
さんの笑顔に逆に聞いていた私たち

私は現在︑各幼稚園で﹁ママズ
トーク﹂をしています︒お母さんた
ちが思いっきり﹁イライラ状態﹂を

へ
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幅広く行っている。IMWvwpificekawamuracom/

進級当初︑とても大人し

を思い出しました︒

して受け持った幼稚園の頃

を目にし︑その子を担任と

ときわ輝いて見えた男の子

とができます︒その中でひ

ましく成長した姿を見るこ

数多くの卒園児たちのたく

来た朝︑１時間︑ひとりでお出かけ

顔を見た時︑ちょっぴり朝寝坊が出

がとう！と言われた時︑子どもの寝

ルが美味しく飲めた時︑夫からあり

れた時︑洗濯物が沢山干せた時︑ビー

子どもは幸せを感じる名人ですから︒

ん飛び出してくるかもしれません︒

なんてカルタが子ども達からどんど

お母さん︑怒る顔より笑顔が素敵！﹂

せ﹂を見付けていくこと︑感じてい

りますが︑お母さんを先頭にして﹁幸

子育てには沢山の大切なことがあ

これからも私は﹁子ども達をとりま

くことがどれほど子ども達に﹁大き
くて豊かな心﹂を育てるのかを私た
ち大人がもっと考えていくことを

実際にカルタを作られたお母さんの

ンス︶﹂をお伝えしてまいります︒

イキと素敵に輝けるヒント︵エッセ

く全ての大人たち＠．お父さんやお母

さん︑先生や祖父母の皆さんがイキ

﹁幸せカルタ﹂を家族で作ってみま
しょう︒﹁私の身近にこんな幸せが

が出来た時：．などなど︒

ちょっと見回しただけでも﹁幸せ
カルタ﹂になる﹁身近な幸せ﹂が沢
山あると思いませんか？その小さな

せの幅が広がり素敵なコミュニケー

しれません︒勿論︑おじいちゃまや
おばあちやまが加わったらもっと幸

さな幸せをキャッチ出来る人であっ
て欲しいと思います︒そしてそれを

も園の様子が分かり︑次第
くれるようになりました︒

に家での様子などを話して
そんな事を何度か繰り返
しているうちに心が開けて
きたのか︑園独自に行って
いる一日先生体験の行事に︑

お母さんが自ら参加をして
くれました︒また︑その日
の先生とお母さんが楽しそ
うに話す姿を見て︑男の子
も不安が消えたのか︑クラ
そっと声を掛けたり︑得意

スの中で困っている子に
な運動で率先してお手本を
するようになりました︒親

の健やかな成長﹄を一番の

然だと思います︒﹃子ども

子を知りたいと思う事は当

かな？﹂など︑幼稚園の様

のかな？﹂︑﹁何してきたの

園でお友だちと遊んでいる

た例だと思います︒﹁幼稚

と親の良い関係作りが築け

歩み寄り︑幼稚園と子ども

の判断ではなく︑お互いが

事や子どもからの情報だけ

今回のケースは︑心配な

います︒

へとつながっていったと思

結果として︑子どもの成長

支援のための取り組みが︑

いと思います︒

関係作りを目指していきた

長を見守っていけるような

ちろん︑卒園後も一緒に成

頼関係を築き︑在園中はも

ケーションをとりながら信

護者の方々ともコミュニ

目標に︑これから出会う保

ぞずｆＦｒをｆｆｆｆｒｒ

ションのきっかけになりますよね︒

安そうにしていた子でした︒

も首を振る程度︑いつも不
母親も同じように︑不安そ
うな表情を浮かべながらも
先生の手をわずらわせたく
ないという一身で︑必要以
上の会話は控える真面目な
方でした︒私からお迎えの
時に声を掛け︑園での様子
を伝えるなど︑積極的にコ
ミュニケーションをとるよ
うにしていくと︑お母さん

？？

子ども達に伝えてくださいね︒﹁お：

幸せをスルーしないでください︒小

感想です︒お母さんのお悩みやイラ
イラも少し減らすことができるかも

願っています︒

へ

あったのね︑気付かなかったわ﹂と

一

杉の子幼稚園飯島砂智江

われる運動会を見に行くと︑

いこの時期︑各小学校で行

さわやかな秋空が心地良

コミュニケーションの大切さ

体験と40年にわたるキャリアの積み重ねから、 「幼児期の教育と体罰
が人生の原点であることを実感。2007年4月、これまでの経験を社
会に還元することを目的として、オフイスカワムラを設立。子どもた
ちの｢豊かな感性･{鼠しい心｡考える力」を育む環境作りを運営理念
とし､現在､幼稚園･保育園の教職員セミナー､父母向けの講演、 ｢知
育情操教材あそび｣教材開発・インストラクター育成･教室運営等、

く︑控えめで︑声を掛けて

cF
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東京都出身。原宿東郷幼稚園教諭として6年間
勤務。NHK番組「お母さんといっしょ」のお
姉さんとしてレギュラー出演。その後、洗足
学園短期大学にて非常勤講師、英才教室に
どもの部屋j主任講師として、幼児教育に携
わる。また、一般企業において、人材教育の
責任者､社長室長、お客様相談室室長として
24年間にわたり従事。自らの育児･親の介護
幼稚園と子ども と親

力オル幼稚園

子育ての目安﹁３つのめばえ﹂を
もとにした子供との関わり②
〜絵本や物語を共に楽しむ〜

県教育委員会では︑幼児期に身に付けてほしいことを︑

子子
育育て
３つ
つの
のめ
め畔ばえ筐としてまとめ︑推進して
﹁
ての
の目
目安
安﹃３

恋もってb1ろいろ

汀■■■■■ⅡⅡ■Ⅱ日日●●●●

◇…や欽良などの嵯就在鐙か画轟

います︒

￥興味･I関心一

親としてのあるべき姿を求めて．．．

￥他密とのl掲係や

子育て７学んだこと
●●●●

浦和みずほ幼稚園

◇人と間りる力誓堅匠剣ける
◇騒銚で低え念う

子育てで私も成長

0F生活

●●●●

朝霞花の木幼稚園

◇晦僅犬切に寸名

子どもに学ぶ

の保護者を対象に行った︑

昨年︑埼玉県家庭教育振
興協議会が３歳以上の幼児

調査﹂によると︑﹁３つのめ

※﹁埼玉県乳幼児家庭教育

ばえ﹂を観点とした﹁子育
てで心がけていること﹂の

〜小浄佼入錘でに
子伽だちに畠に何けてほしいこと〜

◇駒翁の願い錘班する

︵埼玉県教育局市町村支援部家庭地域連携課︶

※詳しくは︑埼玉県家庭教育振興協議会ＨＰを御覧ください︒

心安らぐ︑かけがえのない時間となるでしょう︒

子供と共に絵本や物語の中の世界を旅して︑楽しさや嬉
しさ︑悲しみを共有する時間は︑保護者の方々にとっても︑

み聞かせる﹁本の時間﹂を設けてみてはいかがでしょうか︒

ご家庭で︑少しの時間でもよいので︑就寝前などに本を読

いことです︒子育て真っ只中の忙しい毎日と思いますが︑

本を読み聞かせてもらうことは︑いくつになっても楽し

本嫌いにしてしまうとも言われています︒

保護者としては︑子供が自分で読めるならば読ませた方
が良いと考えるでしょうし︑また︑子供が難しい本を読め
るようになることを成長と喜び︑難しい本を早くから与え
ることもあるかと思います︒しかしながら︑子供の成長に
そぐわない難しい本は︑ストレスを与え︑子供をかえって

考えられます︒

前述の調査の結果からは︑子供が３歳︑４歳︑５歳と大
きくなり︑そのうちに文字を読めるようになると︑読み聞
かせをすることが次第に少なくなっていくのではないかと

本に親しむ環境づくりに一役買うこととなります︒

近所の﹁読み間かせ会﹂に参加したりすることも︑子供が

や心を豊かにする︑貴重な時間となります︒
また︑親子で一緒に図書館に行って読む本を選んだり︑

児よりも５歳児の保護者の回答の割合が低くなっています︒
子供にとって一番素敵な本は︑お父さんやお母さんに読
んでもらう本です︒お父さんやお母さんのぬくもりを感じ
ながら︑優れた絵本に接し︑共感し合うひとときは︑感性

中で﹁家の人と一緒に絵本や物語を読むこと﹂について﹁た
いてい心がけている﹂と回答した割合が︑他の項目と比較し
て低くなっています︒あわせて︑３歳児よりも４歳児︑４歳

子配②自寝

君達へ
豊舂幼稚園

哩年になります︒仕事でい

宮ろ

◇宙砿いい杓

寺脇責浩

うとｕ年目とはかなりのベ

辰鰯罰禽

◇麺で塗Z姓淫ぎす為
◇色分の瞳と陣魁砂で可お

〜三人の子ども達が教えてくれたこと〜

平田紀子
●●●●

下の子も年中となりました︒

鈴木美幸
●●●●

我が家は︑中学から年長
小さい頃よりもそれぞれの

●●●●

までの三人の子を授かり賑

テランで︑その職に精通し

柾本さつき
私が何度もお母さんを諦
やかな毎日です︒それぞれ

ている存在であると思いま

駁･もの仁魔わる

◇癖心や駁

口●Ｇ●

めそうになりながら早十二

つとっても全く違っていた

個性が出てきて︑食べ方一

最初の子どもを授かって

年︒君達がいなければ︑思
親の思う様にはいきません︒

成長するにつれ当然ですが

上の子が小学生になり︑

い通りにならない毎日を継

てのことで︑兄弟がいても

す︒しかしながら子育てと

その環境下にいるのはその

り︑仲良くしたと思ったら

どものありのままを受けと

時その時であり常に新人で

ある日︑家庭教育で﹁子

め︑自信を持って進んでい

でこんなに大切なこととは

続することがこんなに大変

けるよう︑サポートしてい

す︒そして子育てに答えな

の歳その歳で親として初め

の考えを主張でき︑精神的

く事ではないかと思ってい

の育て方があると思います︒

どなく皿家庭あれば︑家庭

は日々子どもが成長し︑そ

なにも貴重なものとは知ら
な成長の証拠・﹂と聞きま

ます︒親として︑こうなっ

また育てたように子は育つ

二人に私が出来る事は︑子

なかったよ︒君達がいなけ
に一生懸命考え経験し︑失

した︒子どもは子どもなり

てほしいという思いから口

ケンカしていたり︑そんな

れば︑自分以外の誰かが認

敗しながら強く成長してい

を出してしまう事がありま

持った人間︒反抗期は自分

められることがこんなにも

ます︒ところが︑私は︑子

どもは親とは違う個性を

嬉しいこととは知らなかっ

どもを思うがゆえに︑つい

知らなかったよ︒君達がい

たよ︒君達がいなければ︑

なければ︑一分一秒がこん

子育ての答えは十年後に君

ともいわれます︒もう大き

ちと新人らしく真剣に向き

す︒そんな時﹁今の私はど

合っていき︑大人になるま

転ばぬ先の杖となってしま

らっていると感じています︒

達自身が教えてくれること

笑うと目が三日月になる笑

くなったから大丈夫ではな

君達が泣いてくれたから

でなく︑反抗期のように一

での限られた時間の今を大

くその歳その歳の子どもた

私は強くなれたし︑君達が

見不都合の様な成長も喜ん

顔が最高の娘と︑ちょっと

にとって︑親としてのある

切にしたいと思います︒私

り︑日々親も成長させても

笑ってくれたから私は勇気

でいける自分になりたいで

お茶目で甘えん坊の息子︒

うだったかな﹂と反省した

がわいたし︑君達が優しく

す︒子どもは私の器を広く

まだまだ未熟なママだけど︑

べき姿を求める旅はまだま

い喧嘩になります︒自分に

してくれたから私は自信を

してくれる先生です︒これ

これからも一緒に成長して

だ始まったばかりです︒

とって都合がよい成長だけ

持てた︒君達がいてくれる

からも子どもに教わりなが

いこうね︒

なんて知らなかったよ︒

から︑私︑まだまだお母さ

ら共に成長していきたいで

『3つ…え』

I

んを諦めないよ︒

す︒

へ
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のら︒●

みよしの幼稚園

紙飛行機

ごｉ■

ＯｇＱ●

ｊ

川ロアソカ幼稚園

笑顔あふれる幼稚園生活

わが子の成長潅懲じるとき
内牧幼稚園

小さな事でも大きな成長

＄●●●

１Ｇ割脚曹の子育て支援シーラ

ヲ
柳Ⅲ
川ララ
刃浄
窪劉
ムム
﹂ ﹂の開催について

祖父母に会うのは︑もっぱら子どもの誕生日や運動

祖父母と同居しているというご家庭は少なくなり︑

会などの行事の時に来てもらう︑夏休みや冬休みに

●②●︒

北本みなみ幼稚園

幼稚園で日々成長

遊びに行くというご家庭も多いと思います︒たまに

も体操着もピッタリになり︑

言う様になりました︒制服

大好きで︑自分の事を僕と

ます︒お友達と遊ぶことが

組になり皿月で６歳になり

らい幼げで︑いつもヒヤヒ

は年少なのでは﹂と思うく

に通っていましたが﹁息子

園しました︒入園前にプレ

私の息子は年中組から入

る次女を見て︑様々な交流

く飛ぶと︑得意気な顔をす

くれました︒飛行機が上手

味に飛ばし方の説明をして

来る？﹂と︑とても興奮気

﹁お母さん︑知ってる？出

を教えてもらったそうです︒

飛行機を折り︑持ち方など

おじいちゃんと一緒に︑紙

飛行機でした︒お友だちの

クから取り出したのは︑紙

た次女が︑得意気にリュッ

参観がありました︒帰宅し

９月の園行事に︑祖父母

ています︒

も笑顔で登園する事ができ

め︑諸先生方のおかげで娘

迎えて下さる園長先生を始

笑顔で元気良く挨拶して出

毎日欠かさず門の前に立ち︑

嫌の悪い日もありますが︑

き安心致しました︒時に機

生活にも慣れ︑お友達もで

と心配していましたが︑園

か︑お友達ができるのか等

当初は園生活になじめるの

で︑少々生意気な娘︒入園

体は小さいですが︑活発

さる先生︑そして共に励ま

なりましたが︑それは決し

の心の成長に驚き胸が熱く

るばかりでした︒そんな娘

いた娘の園生活を私は案じ

て﹂という言葉を口にして

るごとに﹁できない︑やっ

振り返れば入園当初︑事あ

ん坊で臆病な所のある娘︒

うになった言葉です︒甘え

年長の二女から聞かれるよ

﹁頑張る﹂﹁やってみる﹂

こそできる孫とのかかわり方もあるようです︒子ど

の存在はありがたいものです︒また︑祖父母だから

母さんたちの頑張りを認め︑励ましてくれる祖父母

たという話も聞いたことがあります︒子育て中のお

後は頑張りすぎてがつくり︒疲れて寝込んでしまっ

じいちゃん︑おばあちゃん︒でも︑孫たちが帰った

てくれ︑様々な体験をさせてあげようと張り切るお

佐山彰子

毎日給食をチェックしたり︑

を通して︑少しずつ成長し

練習をした日は︑覚えたて

し学び合うたくさんの大切

林みなみ

髪型まで気にする様になり

ていることを実感しました︒

のお遊戯の振り付けを一生

な仲間のおかげと感謝の気

田中さくら

ました︒幼稚園でのことも

我が家には︑次女を含め

懸命見せてくれる姿に︑こ

持ちでいっぱいです︒

阿曽千春

話してくれる様になりまし

３人の子どもがいます︒慌

なったのだなと成長を感じ︑

んなこともできるように

会えば︑可愛い孫のために色々な場所に連れて行っ

た︒私にとって︑毎日が成

ただしく過ぎていく時間の

●岳︒●

長を感じさせられる日々で

中で︑つい小さな成長を見

●●■●

す︒今の息子との時間は︑

強く支えてくれることを信

Ｕ●●●

とても貴重で大切なひと時

落としそうになります︒子

初めてがたくさんのこの

じ︑私は今日も園へと向か

はありません︒
一歩踏み出す勇気を持て

るよう慈しみ深く導いて下

幼稚園で過ごす豊かな毎
日がこれからの人生をも力

春日部

春日部市民文化会館

平成30年2月8日(木）

上尾

上尾市文化センター

ら時ま

磨鵠一弘一

︾ず

は会
Ⅱの
りれ

誰議

壼却
に９

毒受

︒付

０
１

０
０

１

２

を
０
０

予

定

し

共通の願いです︒家族
族が
が互
互い
いに相手を思いやり︑子

平成29年11月21日(火）

どもの成長をみんなで支えて

いってほしいと願います︒

様々な世代の人との交流は

の私たちも子どもたちからた

子どもの心を豊かにし︑大人

くさんの元気をもらえるはず

です︒現在のところ開催予定

は次のとおりです︒保護者の

皆さんも祖父母を誘って一緒

に参加してみませんか︒

会場

そんな息子も︑今は年長

本番が楽しみです︒

地区

ヤさせられていました︒

です︒﹁おとなになったら︑

どもと向き合える時間を大

一年︑日々成長していく娘

う娘を笑顔で送り出したい

もが幸せに育ってほしいという思いは世代を超えた

ママと結婚するからね﹂と

切にし︑各々の成長を見落

の姿を末永く見守っていき

てひとりで成し得ることで

言う息子のために︑私自身

とさないようにしていきた

少﹂田心い ますｃ

一

毒冨男雰一一
一
一一一二

もうすぐ初めての運動会︒

も親として成長していきた

●●︒⑧

一一一一屋

たいと思います︒

準誰か一

※※

︾

一
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いと思います︒
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開催日

Ｉ

＝

Z

r挑戦する力､生きる加‑教職臺鱒識‑ﾗﾑより‐
第39代WBA世界スーパーフェザー級スーパー王者
舞台俳優。歌手
第31回全埼玉私立幼稚園連合会教職員中央大会＆幼児

内山高志さん
山崎
薫さん

に入学しました。その後、大学に進みボクシング部に入り

教育フォーラムが、 8月22日にさいたま市の埼玉会館で
開催されました。当日は1,000余名の教職員の参加のもと

ますが、卒業後はボクシングを辞めて就職することを考え、
就職活動もして就職先も決まっていたそうです。もう卒業

盛大に行われました。幼児教育フォーラムでは、第一部で
2018年度から改訂される幼稚園教育要領のポイントにつ

を間近に控えた頃、全日本選手権大会、国体で優勝し、周
りの勧めもあってオリンピックを目指してボクシングを続

いて文部科学省初等中等教育局幼児教育課子育て支援指

ける決心をします。しかし、 日本代表として参加した海外

導官本田史子氏よりご講演いただきました。
第二部では、 「挑戦する力、生きる力」と題し、元ボク

での大会で結果を残すことができず、オリンピックの出場
資格は得ることができませんでした。その後、オリンピツ

シング第39代WBA世界スーパーフェザー級スーパー王者

クに出られなければボクシングを辞めると決めて、一旦ボ

の内山高志さんと舞台俳優で歌手の山崎薫さんとの対談が

クシングから離れてみたものの、先輩や後輩が一生懸命ボ

行われました。内山さんは一撃で相手を倒す驚異的なパン
チカと鍛え抜かれた鋼のボディでボクシング界に旋風を巻
き起こしました。そんな内山さんは、幼少期を春日部で過
ごし、野球、陸上、サッカーといろいろなスポーツにチャ

クシングに打ち込んでいる姿に刺激され、プロへの転向を
決めました。プロ転向後は、厳しい食生活管理のために野
菜ソムリエの資格を取り、興味を持ったことには積極的に
挑戦していったそうです。「一流になるためには」という

レンジしました。少年時代は、後から入ってきた人が自分
よりも上手くなって抜かされるとすぐにあきらめてしまう
性格だったそうです。
ただ、自分が一度決めたことは絶対に手を抜かずやり通
すことは昔からずっと守ってきたと話されていました。内

質問に、 「スポーツ選手に限らず、周りの人や、特に子ど
もが憧れを抱くような存在を心掛け、真筆に努力すること
が大切だと思う」という内山さんの言葉はとても説得力が
あるものでした。今回の対談で、あまり聞くことができな
い内山さんの幼少期からプロボクサーになるまでのお話や

山さんはサッカーに夢中だった中学2年の時、たまたまテ

試合でのエピソードも交えてたくさんの貴重なお話を聴く

レビで見た試合がきっかけでボクシングに興味を持ち、高

ことができました。対談後はロビーで撮影会も行われ、笑

校は友達の誘いもあって、ボクシングの強豪花咲徳栄高校

顔で気さくに写真撮影に応じていただきました。

e●e④●①C●●●e③●｡②●C●④G●｡■い､⑳⑨④⑦●●●●●●⑨①●●●●｡●①●の色●①①●①①●、、。、●●●●⑪の●●●●の●●●●の＠つ●●●●●●●ee●e●●●●

埼玉県では︑読書週間に向けて︑

平成鋤年度に選ばれた作品をご紹介します︒

種

みなさんに読んでいただきたい本を選びまし

かげはどこ

︹出版社名︺福音館書店

︹著者名等︺木坂涼／ぷん辻恵子／え

︹内容︺ぼくとかげはいつもいっしょ︒すべり

〆忌

二認

台の上では遠くに︑すべり台のしたではくつっま・

か？

識稗

き
水ろ
のな
上場
で所
はで
ゆ︑
らぼ
ゆく
らは︑
い︑
ろい
ぼ階
く段
ので
かは
げだ
をん
確だ
かん
め・ ・ ︒
る︒みんなも︑自分のかげを確かめてみません

ぺんぎんたいそう

︹出版社名︺福音館書店

︹著者名等︺齋藤槙／作

緋
排一︾

象分

対区

１２

4応募方法

価格￥800+税

価格¥900+税

匿率成釦年嵐刎謹篠捕画書を募集してぃ毒ず西
平成29年1月以降に刊行された図書
乳幼児、小学校低学年、小学校中学年、小学校高学年、
中学生、高校・青年向けの6区分

3応募期間

︹内容︺ペンギンの親子といっしょに体操しよ魅↓
う！息をすって〜︑はいて〜︒首をのばして〜︑施
ちぢめて〜︒腕をふって︑ぱたぱた︑ぱたぱた︒さ

価格¥900+税

娚唇パ湧搦騨譜鴇鰯蕊灘訟

本です︒

マルシャＩクの詩より

すずめくんどこでごはんたべるの？

︹著者名等︺たしろちさと／ぷん・えで錘

典

︹内容︺すずめくんは動物園で動物たちのごはえた

思版社名︺福音館書店どく

凱壺鐸蓉罷奉列祉唯鐘諏﹂諦轆帥全産諺娠率識弛︑︾韮

ライオンがねているすきにお肉を食べます︒動
物たちがいきいきと描かれた絵本です︒

みつけてくれる？

︹出版社名︺あかね書房

価格¥1,400+税

︹著者名等︺松田奈那子／作

ります︒けれど︑はなちやんは﹁まだおれえちゃ

︹内容︺今日はお母さんが赤ちゃんと一緒に
帰ってくる日︒はなちやんはおれえちゃんにな

とにしました：・・はなちゃんはお姉ちゃんにな

んじゃないもん﹂と︑ねこのクロとかくれるこ

れるのかな？

価格￥980+税

みんなにゴリラ

︹出版社名︺ポプラ社

︹著者名等︺高畠那生／作

︹内容︺﹁おかたづけしなさＩい﹂とおこってい
るママ︒ページをめくると・・・あれれ？ゴリラに

まで楽しめるしかけ絵本です︒

なっちゃった！パパも︑いぬのエルも︑みんな
ゴリラにへんしんしちゃうぞ 子どもから大人

−

︿問合せ先﹀埼玉県庁青少年課迂０４８︲８３０︲２９０４

傘、

両

平成30年3月9日(金)まで(当日消印有効）
詳しくは「埼玉県推奨図雪で検索してください。
※居住または在学・勤務している市町村、氏名、推奨する
本の題名や対象区分を明記の上、はがき、FAXまたは電
子メールで埼玉県青少年課までお送りください。

5

送付先
〒330−9301

さいたま市浦和区
高砂3−15−1
埼玉県庁青少年課あて
048−8 30−2904
電話番号048−8

048−830−4754
FAX番号048‑8
電子メールa2905‑01
a2905‑01@pref・saitama.!g.jp

Z◎37.11.1NO.85

︒■骨侭︲碑純甲公：

着替えて､食事をするまではスムーズなのですが、

しいと願うぱがりです。どうしたらよいでしょう
＝環

か。

曲伊

幼稚園の仕事を始めて十年が過
ぎ︑今年度は初めて担任外教諭にな
りました︒担任をしていた時の経験
や思いを大切にしながら︑フリーと
して子供たちと関わっています︒ク
ラスの先生と相談しながら︑目の離
せない子や心配な子を中心に接して
います︒また︑遊びに入れない子の
きっかけづくりや︑より楽しく遊べ
るような環境作りができるよう心が
いない子が集団になじめない時には︑

けています︒例えば日本語に慣れて
まずその子の好きな遊びを一緒に楽
しむようにすると︑徐々にコミュニ
ケーションが取れるようになり︑気
持ちが通じるようになりました︒遊
びを通して沢山の事を学んだり︑気

お子さんに行きたくない理由を尋ねて、先生に
相談を…

⑲nSWeY
病気など、特に体調が悪くない限りは、多少お
子さんがぐずつたりしても、幼稚園には連れてき

ばない﹂と頑なに言われ︑悩んでしまい
ました︒試行錯誤しながら色々な遊びに
誘っていくうちに初めての遊具に一緒に
泣いていましたが︑降園の時に﹁またやろ

挑戦する事になりました︒初めは怖くて
うね﹂とことばをかけると︑﹁さっき一
人でやってできるようになったよ﹂と教
てくれた事︑幼稚園が楽しい所と思って

えてくれました︒挑戦する気持ちを持っ
くれた事をとても嬉しく思いました︒
一人一人と遊び

﹁遊びは学び！﹂

を通して関わりを
深めていく事が大
切だと改めて感じ
ました︒これから
も子供たちが楽し
いと思う事を沢山

感しながら子どもの不安を取り除いていきます。

んと離れたくないといったことや、仲良しの友だ

の先生の協力を得て､絵本を読んだり、会話を楽

今までの教職員生活の中で︑クラ

ス担任の経験もありますが︑ここ数

年は︑対全園児という立場にいます︒

遊び方は同じメンバーが何日も続

き展開したり︑何人か入れ替わった

と様々ですが︑時に仲間に入れても

り︑その時々で別の遊びに移ったり

めた時は嬉しくなります︒

らって︑イメージを共有して遊び込
けれど︑研修で他園の
保育環境の工夫などを見
せていただくと︑自分の
固定観念や思い込みの強

︾
さを反省し︑同時に保育
の奥深さを感じて︑この

仕事の面白さや楽しさと
やりがいを感じたりもし

生達と日々の様子を話し

国司睦可個刈
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手
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と思います︒

らも学び︑専門性を高めていきたい

豊かに自己発揮できるよう︑これか

を工夫していきたいです︒幼児期を

して自ら考え行動できるような環境

に︑やりたいことを遊びの中で工夫

ら︒子どもがやってみたいと意欲的

ことで方向性を模索していきなが

合い︑各々の子を理解し︑学び合う

まずは、遠慮せず先生に相談していただけたら

痔

もっと︑担任や他の先

ます︒

不安がなくなれば、園生活を心待ちにしきっと楽

捌賜函ｒ尉蔽闘眠爵医院癖鮮ゞ・●

園全体の協力体制の中で子どもに寄り添って、共

一醒函︼角為魂卸

しんだり、一緒に過ごしたりするうちに子どもの

園Ⅱ現刈り剣１４

ちとけんかをした､といったことがほとんどです。
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気持ちも落ち着いてくるものです。幼稚園では、

I

登園して、保育室以外の別の場所で、担任以外
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おうか…、と思う日もあります。

持ちが繋がっていくのだと︑強く感

て欲しいと思います。行きたくない理由をまず、

ー

見つけていきたい

ましょう。行きたがらない理由としては、お母さ

！

一再
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じました︒また︑幼稚園に慣れてい
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いざ登園となると嫌がり始めます。休ませてしま

瓜

う。そして、担任に相談して原因を探ってもらい
−−−−−弓

しく登園する姿が見られるようになるでしょう。
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ない子と関わった時は︑﹁絶対に遊
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お母さんから子どもに尋ねてみてはいかがでしょ

西堀ひかわ幼稚園真取和歌子
保育者としての目標

どもが幼稚園に行きたがらなくなりました。朝、
直美

清泉幼稚園半澤

担任外保育者(フリー)として

@ue釧伽
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親としては､楽しいと思える園生活を送って欲

I

年中女児の母親です。進級から3カ月、急に子

諾
私
熟の鋤稚園日

園学校に行きたがらない

農業はとかく手間がかか
きます︒ですから菌は入って

ワーをくぐって日本に入って

いただきたいので︑嫌な役を

ではどのようにして食の

安全性を守ればいいのでしょ

ないよと︑ジャガイモの根元

みたら︑﹁夜盗虫﹂かもしれ

の畑のおじさんに相談をして

よっては作物までも育たなく

剤は草だけでなく︑種類に

いようにします︒でも除草

除草剤を使い︑草が生えな

す︒消毒とは菌を殺すもの

コールではないということで

ます︒消毒と食の安全はイ

ここでも一つ問題が出てき

用しています︒

毒はされていないのでよく利

安いし新鮮だし︑最後の消

す︒それから直売所です︒

いても︑そちらを求めていま

曲がっていても︑穴があいて

言うことを聞かない．カン

シャクなど

排泄について

その他

子どもの健康に関すること

その他(親同士・習い事

相談機関等）

※複数項目にわたる 相談のため、その他
136

その他の内訳の合計
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毎週月〜金曜日
午前10時〜午後4時

盆048‑863‑7811

なりますし︑特に年長児に

とっては︑入学に向けての準

備となります︒秋の草花を
敵ですね︒

見つけてお話がはずむって素

あっ︑そうそう︑その後

庭の茄子が回復しまして︑今

した︒

編集後記

この夏︑第的回全

遠足︑いも掘りなど

幼稚園でも︑運動会︑

たと思います︒秋は

を送った方も多かっ

レビの前で熱い声援

かかった試合に︑テ

埼玉県勢初の優勝が

破り優勝しました︒

広陵高校︵広島︶を

徳栄高校︵埼玉︶が

認日に行われ︑花咲

権大会決勝戦が８月

国高等学校野球選手

ーー−−−−一一一一一一一一一一一一一一一一

たくさんの行事が行

われます︒運動会で

一生懸命頑張る子ど

もたちの顔は︑とて

も輝いていました︒

一緒に心地よい時間

この秋︑お子さんと

を過ごしてみてはい

かがですか︒
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た結果でした︒

きません︒お店で売られてい

を掘って﹁夜盗虫﹂を探し︑
してしまいます︒そこで除草

です︒食物として私たちの

︵ここで言っている消毒は︑

歩かないと足腰も弱って

言葉(遅い．幼児音暴言）

■

■■

レース状になっているではあ

るサラダ類も食品衛生法に

りませんか︒葉の表裏をよ
に大きくなり︑作物の成長

ります︒草は二週間で立派

引き受けます︒

たらないのに︑穴は日に日に

見せてくれました︒体長
剤に強い﹁遺伝子組み変え﹂

腸の中に入り︑そこでせっせ

化学のものを指しており︑日

きます︒お子さん方はあと

じめられるなじめない）

＜

く見ても虫なるものが見当

三センチ位の黒っぽい芋虫︑

の種を作って大量生産をす

光消毒や熱湯消毒は含みま

がないからです︒耐性がなく

すぐに下痢をするのも免疫

５ヶ月で進級・入学を迎え

のものを選んでいます︒少々

昼間は土の中に居て︑夜にな

るようになりました︒雑草

てしまうのです︒腸の中の菌

と働いている菌をもやっつけ

せん︶

うか︒私はなるべく国内産

ると出てきて葉っぱを貧欲に

は非常に強い︑その雑草を

が少ないと︑免疫力がなく

︹歩きましょう︸

よく豆腐とかに﹁遺伝子

ますね︒そこでお勧めしたい

れています︒

食べるそうです︒その晩懐

殺すような薬を土に播き︑

日本人が他の国の人よりも

なります︒外国に旅行した

より︑全てしっかりと消毒さ

中電灯を灯してみると・・・い

いるのです︒

その薬よりも強い種を作って

を妨げます︒そこで一般には

る︑いる︑あっちにも︑こっ

組み変えの大豆は使っていま

なって様々な病気が発生して

幼稚園生活(いじめる．い

一

大きくなってきました︒近所

ちにも︑せっせと食べていま
とではありませんが︑このま

す⁝あまり気持ちの良いこ

きます︒ここまで読まれて︑

のがお子さんと一緒に自然を

せん﹂とかの表示がありま

いやーな気分になられたこと

感じながら︑﹁歩く﹂ことです︒

すよね︒表示のないものは
使っているのでしょう︒

でしょうね︒私もできること

筋状の葉っぱと茎だけになっ
てしまいますので︑意を決し

︵輸入食品︸

まだと我が家の花も野菜も

畑があります︒三本の茄子

て退治！毎夜別〜釦匹は取

我が家の庭の隅に小さな

﹇夜盗虫ヨトウムシ︸

とその他の内訳の 合計は合致しません。

を植えて大きくなり始めた

11

バス利用の方なら︑少し手前

5

なら︑こんなこと書きたくあ

17

海外からの食品はしっか

13

親子の関わり方

りました︒２週間位でいなく

幼稚園に関すること

頃︑体調をくずして手入れ

38

52

の停留所まで迎えにいくの

「その他」の内訳(のべ件数）

りません︑でも︑将来のある

110

りと消毒されて我が国に

7

なりました︒卵や幼虫の時

7

を怠ってしまいました︒体調

1

はどうでしょうか︒母さんに

3

子どもたちを育てておられ

ワ

入ってきます︒小麦粉・豆・

友だちに関して

に見つければ大事にはなら

2

とっては美容と健康のために

6

るお母さま方に知っておいて

自閉症多動･学習障害など

食事に関して

果物︑これらは消毒のシャ

19

ずに済んだものを手を抜い
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手間ひまかけると
「いいもの｣できる
気になる行動(赤ちゃん返
り・性器をさわるなど）

を見ると︑葉っぱに穴があき

夫婦家庭に関すること

保護者自身に関すること
へ
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