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幼稚園教育と家庭教育を考える
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﹁生きる力﹂を育む教育

運動会が行われます︒今年は
台風も多く天候不良もあって︑

延期したところも多かった
かと思います︒周辺の小・
中学校でも運動会︑体育祭
が行われ︑この時期は街が

るように感じます︒
で初めて集団生活を経験し︑

一一

バイスをお願いします︒

なに注意を促しても︑言葉
だけで理解させることは限
界があります︒何より大切
なのは︑子ども自身が体験
を通して感じ︑学んでいく
ことなのです︒最初はでき
なくても︑危なげでも︑遅
くても︑下手でも︑大人が
焦ってはいけません︒子ど
も自身が諦めず真剣に取り
組む姿を︑暖かく見守りな
がら付き合ってあげましょ
う︒どうしてもという時だ
けは︑少しの手助けやアド

ことが︑豊かな感性を育み
ます︒子ども自身が体験し
感じとることが︑その子の
知識となり生活の知恵とな
ります︒大人にとっては︑
これまで人生で体験し︑当
たり前のように予測できる
ことも︑未経験の子どもに
とっては︑すべて未知の世
界︑初めての体験です︒ど
んなに丁寧に説明し︑どん

たり︑小動物に触れて﹁か
わいいね﹂と思ったりする

を見て﹁きれいだね﹂と思っ

感を通してごく普通に経験
することです︒きれいな花

●嗅いだり︑味わったり︑五

幼稚園にとって二学期は︑

子どもたちは皆︑幼稚園

運動会をはじめ︑遠足︑お
芋掘り︑発表会と様々な行
事が行われ︑一年のうちで
もっとも活気に満ちて︑賑
やかになる時期かもしれま
せん︒先ごろ行われた運動

日々の遊びを通して多くの
ことを学び︑成長していき
ます︒幼児期に体験を通し
て学んだことが︑その子の
人生に大きな影響を与える
と言っても過言ではありま
せん︒体験といっても特別
なことではありません︒何
気ない日常生活の中で見た
り︑聞いたり︑触れたり︑

にわかに活気づきます︒

導にあたってきた先生方は
じめ︑観る人すべてに感動
を与えてくれました︒年少
さんの可愛らしい姿は︑私
たちの気持ちをとても和ま
せてくれますし︑年長さん
は身体や動作も一回り大き
くたくましくなって︑真剣
なその表情も凛々しく︑
かっこよく見えました︒毎
年︑運動会を経験したこの
頃から︑子どもたちは心も
身体も一段とたくましくな

︾幼児期の体験の大切さ
●
松掛全埼玉私立幼稚園連合会

多くの幼稚園では︑二学
期が始まり間もなくすると

名誉会長平原隆秀

会での︑皆と一緒に競技や
演技に参加し︑真剣な眼差
しで取り組んでいる園児の
姿は︑家族はもちろん︑指

●●●●●●●●

ロ−

國凹皿園子育ての知恵⑲

野中仁一

こどもとの会話

﹁おかあさん︑きょうよ
うちえんでせんせいにほめ
られたよ﹂子どもが一生懸
命に話しかけています︒で

も母親の答えは﹁今火を
使っているから後にして

ね！﹂こどもに話しかけら
れたら耳を傾け聞いてあげ
て下さい︒こどもは一度断
られると次の話がなかなか
出来ません︒聞いてもらえ
た経験が多いほど︑子ども

は会話に自信を持ちます︒

聞いてもらえなかった時︑

いのでは．：の心配が最初に

自分のことばに自信を無く
し︑話しても聞いてくれな

なり

出てきて話が切り出せなく
なるのです︒今の社会では
会話能力が種々間われてい
ます︒この能力の低い人は
そのチャンスをこども時代
に与えてもらっていない事
が原因です︒自ら発する言
葉には能動的な頭脳が必要
になります︒この体験を多
く持つ事で大人になって自
由な会話が楽しめるように

ておきましょう︒﹂とあ

先にベッドを温めてあげ

ちゃんの気持ちになって︑

ましてしまいます︒赤

機会がありました︒欧州

め︑欧州へ長期出張する

作品がノミネートしたた

で︑イタリアの音楽祭に

ことでした︒本業の作曲

ちょうどそんな時期の

カーの近くにいたイタリ

と思っていると︑ベビー

ん︒内心﹁どうしよう．：﹂

き人の姿は見当たりませ

たが︑やはり親とおぼし

はたくさんの人がいまし

泣き始めました︒周囲に

の赤ちゃんが大きな声で

イブ

生まで︑計五人の子育て
りました︒そこで︑羽柴

は日本と比べて子育てに

声や言葉
中です︒この春先に末っ
秀吉のようにお尻でベッ

対する考え方が柔軟なの

私はいま︑上は中学三

子が卒園するまでのｎ年
ドを充分に温めてから長

てしまいました︒過去に

葉には常に何らかの感情

は︑人間の発する声や言

のうちに周囲の人々の心

読んだマニュアル本には

ちゃんの頭部を左胸に当

です︒

に感染していくというの

ア人女性が︑慣れた手つ

てて⁝﹂と普いてあった

か︑音楽祭が放映される

かかえながらイタリア語

はずですが︑そのイタリ

端に目覚めて大声で泣き

で子守歌らしき歌を口ず

考えてみれば︑それま

の人数に関係なく大変な

さみ始めたのです︒どう

ア人は反対向きに抱っこ

つける時に﹁どうして寝

での私は子どもを寝かし

て︑それが知らず知らず
演者やスタッフも決して

やらイタリアでは有名な

います︒

していたように記憶して

的な要素が込められてい

て悪戯を覚えた頃には

日も︑ふと見てみると︑

少なくありません︒その

歌のようで︑周囲にいた

﹁抱っこするときは心音

﹁子どもが悪いことをして

ベビーカーに乗せられた

何人かのイタリア人女性

が聞こえるように︑赤

びをもたらしてくれるも
も決して感情的にならず︑

一歳前後の赤ちゃんが︑

ないのかな？﹂﹁お父さん

きでベビーカーのベルト

のです︒⁝とカッコ良く
同じ目線になるように膝

スタジオ脇の通路でスヤ

も眠いよ：・頼むから起き

を外し︑赤ちゃんを抱き

書き出したいところです

をついて︑両手を優しく

帰国してから︑この日

ないでね！﹂などとネガ

テレビ局の舞台裏まで︑

が︑やっぱり実際のとこ

握りながら諭してあげま

達も一緒になって︑その

の出来事を知人の医師に

子ども連れで来ている出

ろは何かと大変なもので

スヤと眠っていました︒

話したところ︑人間が﹁も

出してしまうなんて日常

す︒笑

しょう︒﹂と育児書にあっ

子守歌を合唱し始めまし

茶飯事︒少し大きくなっ

今から十数年前のこと︑

た︒当事者の赤ちゃんか

ティブな言葉を口にして

ほんの数分前までカナダ

らい泣き﹂をするのは︑

人の出演者が抱っこして

らすれば︑母親でもない

たのを妻が実践し︑私の

いたので︑その子がカナ

目前で子どもに頭突きを
されて︑大事なメガネを

生した時は︑私も妻も︑

それは良い親になろうと

﹁どうせ今夜も寝付けな

いました︒しかし︑話を

うなものが放出され︑そ

いんでしよ？・・・いいよ！

聞いてからは︑セリフを
耳にする歌を聞かされて

れが周囲の人に感染する

今夜は一晩じっくり付き

泣いている人の横隔膜周

いるわけです︒ところが

ことで起きているのだと

辺から一種の放射線のよ
スタジオに入ってしまっ

赤ちゃんは︑何事もな

ともない言葉で︑初めて
たのか．：親の姿はありま

他人に抱かれ︑聞いたこ
育ては十人十色ですから︑

せん︒すると次の瞬間︑

合うよ！﹂とポジティブ

とは分かっていましたが︑

マニュアル通りに上手く

いう興味深い話を聞かさ

な内容に変えてみました︒

ダ人の赤ちゃんであるこ

漁ったものです︒ある本

いくはずなどないのです

かったかのように︑ふた

れました︒彼女が言うに

⁝今になって思えば︑子

に﹁ミルクを飲ませて眠

いきなり目が覚めたのか︑

たび安らかに眠りについ

壊されてしまいました︒

りについた赤ちゃんを︑

が︑当時は日々夫婦で悩

寝ていたはずのカナダ人

てのマニュアル本を読み

急に冷たいベッドにおろ

み︑落ち込んだものです︒

必死でした︒様々な子育

我が家に初めて長男が誕

じかそれ以上に幸せや喜

へ

重労働ですが︑苦労と同

年生から︑下は小学一年

間︑一人の保護者として
男をおろしたところ︑途

●

した︒子育ては︑子ども

IW

幼稚園に通い続けてきま

に

すとビックリして目を覚

一
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2002年4月より、NHKラジオ深夜便『童謡とその

−

時代』にレギュラー出演､その明快な解説が好評を博し、
現在は「海沼実の歌の世界j(NHK/奇数月第一木曜翌
朝1100〜生放送)を担当。

主な近著に「童謡心に残る歌とその時代』(NHK出
版)、 「まだまだ歌は上手くなるI〜Ⅲ』『正しい唱歌・
童謡のススメ』｢発声の達人｣(ノースランド出版)、 『海沼
実の歌の教科書j『海沼実のうたほん』(東京新聞出版)、

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

一人にされたくないから

泣いていたようです︒

お父さんやお母さんの

に﹁一晩くらい徹夜して

もちろん︑内心でも本当
もいいや！﹂と思いなが

心情は子どもに伝染しま

す︒それが放射線による

親が精神的にゆとりのあ

りませんが︑少なくとも

ものなのかどうかは分か

子ども︵この時は次男︶が︑

る状態だと︑子ども達の

心も落ち着くようです︒

お実践している子育ての

子だくさんの私が︑今な
様にチャレンジしてみま

ティブに！﹂に尽きます︒

奥義は﹁声や言葉をポジ
心の中を見透かした上で︑

どうやら子ども達は私の

したが︑結果は同じでした︒

長女や三男︑四男でも同

さないのです︒その後︑

全く目を覚まさず泣き出

た瞬間に泣き出していた

今まではベッドにおろし

すると︑どうでしょう︒

ら抱っこしてみたのです︒

へ

就園児教室を作りました︒

園児だけで週に数回通う未
現在は︑国が子育て新制度
預かり保育制度を活用して︑

になってから始めた長時間
両親が働いていれば満三歳
に達しない二歳児が︑保育
園児として毎日通園できる
その結果︑当園の教員は︑

体制を整えました︒

子どもを育休後は保育所に
託し︑二歳児になれば︑自
園で保育・教育を受けさせ
赤ちゃんの時から園開放

ながら働き続けています︒

日や親子教室に通い︑続い

一一ロ■■イ■■一一一一一一一一■■■ロー■■■P一一一一一一一一一1■■−q■■一一■■■，ー■■■ーー一一一ーロ■■Pーー一一一一一

て未就園児教室や満三歳児

教室を経て三年保育に正式

に入園するケースも普通に

なりました︒幼稚園は預か

り保育も充実し︑母親が働

しかないと思い込む必要は

くから子は保育所に︑託す
ありません︒

３歳からは︑その子の将

来を見据え︑いま何をさせ

るのが一番その子のために

緊密に連絡を取りながら︑

なるかを考え︑親御さんと

辛抱強く愛情込めて教育に

当たってくれるのが幼稚園

です︒子どもが人らしい人

一一一一＝ー一一一一一ー一ー一＝一一一−−1■■ーー一一一一一一●l■一一一一一＝一一一■ﾛ■一■■ウーーー

役目だと確信しています︒

て教育するのが︑幼稚園の

達を目指して親と手を携え

になるよう健やかな成長発

劃１１︲︲︲︲︼︲︲︲１１判︲へ−１﹃１１劃１１１１︲﹃﹃１１︲﹃Ｉ１１１ＮｌＩｌ１︵一ぺｌ１ｌｌＩ﹁１１１１割−１１１吋１１１１門ｌｌｌｌ﹃１１１﹃ｌｌ１ｌ可ＩｌｌＪｌｌｌペーー１１﹃ｌｌｌｌ﹃ｌｌｌｕ１ｌｌｌ﹃１１１１﹁１１１﹃ｌｕ

発足により︑利用者にとっ
ては従来の幼稚園・保育所
のほかにこども園という選
択肢が増えた感じになりま
当園では︑既に記年以上

した︒

前から︑未就園児教室を始
め︑幼稚園入園年齢に達し
ない幼児の受け入れを実践
で月に何回か登園する形の

してきました︒最初は親子
親子教室から始め︑次いで

一一一一一一一一一マーーーー■■■一一一一一一一一一■■■一一一一一一一一一一一−一一一一一一.■■‑−

四ご︽︑﹁
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州でCD化。

かびら幼稚園学苑長平山攝
かつては︑乳幼児を育て
には︑家庭に母親に代わっ

ながら母親が仕事を続ける
て家事・育児の大部分を引
き受けてくれる祖母の存在
が必要不可欠でした︒しか
しその後︑働く母親に対す
る子育て支援策が次々に打
ち出され︑保育所も今では
れています︒

村時間の保育を義務付けら
こども・子育て新制度の

灘
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幼稚園の役目

q■■−一一一一一一一一一一一一一・■■一一一一一一一一一一一一一一一一一一

『99％の人は歌が上手くなる』(実業之日本社)などがある。
一一一一一一一一一ー一一一一一一ーー一一一一一一一一一一一一一−一一一Ⅱ■■一一一一一一一一一■■

埼玉県私立幼稚園連合会特別講師。

ｒｒＦ

「みかんの花咲く丘｣｢里の秋」等の作曲者海沼實を祖
父に、また童謡歌手として−世を風廃した川田正子・
孝子姉妹を伯母に持つ音楽一家で育った。明治大学文
学部史学地理学科(日本史専攻)卒。同大学学長の木村
礎氏に師事して近世音楽史を研究。また桐朋学園大学
音楽学部デイプロマコースでは木村俊光氏に師事し、
声楽を専攻。 1997年度、2000年度、2005年度、及
び2010年度にはイタリア・ボローニャで開催のゼッ
キノドーロ国際児童音楽祭に作品がノミネートされ欧
一0■■一一一一一一一一−−1■■一一一一Q■■ー■■『一一一一一■■町一一一一一一一一

例副叩凶川副川Ｈ１個卜卜

幼稚園と子どもと親

嫌だったね︒﹂と子供の気

先ずは﹁それは辛かったね︒

動かし︑ポケットをふくら

分の力で何かを感じ︑心を

は何げない日常の中から自

そうなんだ︒この子たち

●

■4
伊藤友子

子育てと挨拶
やなぎ幼稚園

●●●●

●●■●

吉羽善江

幸せな人生を歩んでほし

子供たちには﹁夢を叶え︑

私は三人の子供がいます︒

われますが︑まさにその通

︲ｌノ

るようになりました︒言い

るので︑言い方に気を付け

園する幼稚園の送迎時に先

と思います︒子供たちが通

かし子育てで学ぶ事は多い

り︑ゆったりと動植物や自然と触れ合ったりすることをおすすめ

心を育んでいます︒休日には︑親子で一緒に近くの公園で遊んだ

一方で︑テレビやゲーム︑スマートフオンなどが︑子供たちの

します︒

身近にあふれています︒戸外で遊ぶことよりも︑家の中でテレビ

テレビやゲーム︑スマートフォンなどと長時間接することは︑

を見たり︑ゲームなどで遊んだりすることが多くなっています︒

子供の健やかな成長には︑いつも温かく支え︑見守ってくれる

家族や周囲の人々が欠かせません︒日頃から︑子供の話をじっく

り聞く︑スキンシップを楽しむなど︑子供が愛されていると実感

︵埼玉県教育局市町村支援部家庭地域連携課︶

Z016.11.1N0.82

子育て中の保 護 者 の 方刀 へ

〜 子 供 は 一 ﹁ 遊 び が 仕 事 ﹂で
で す〜

ノ﹁

育児﹂の両立を目指し毎日

ほしいこととして至活室他者との関係﹂興味・関心﹂について

りで︑私は子育てを通し
ようになりました︒子ども

頑張っています︒子育ては

方次第でこんなにも子ども

生方が﹁おはようございま

子供は︑遊びながらたくさんのことを学び︑成長し︑豊かな

の反応が違うものかと︑考

す﹂と子供や保護者ににっ
こりと声をかけてくれます︒

テレビやゲーム︑スマートフオンなどとの関わり方を振り返り︑

愛情を伝えると︑真っす

乗って行きます︒この姿か

子供も﹁おはようございま

ら﹁自分の心を開いて相手

ぐに受け止め返してくれる︒

際には︑子供とよく話し合い︑ルールを決め︑守る習慣をつける

子供の心と体の成長に影響を及ぼす心配があります︒使用する

いると︑感情は連鎖するん

子供のお手本となるよう心がけてみませんか︒

す︒お母さん行って来ます﹂

だなぁと思います︒

の胸を打ち﹂という挨拶の

私が笑っていると︑子ども

子育てから学ぶことはた

真髄が一番の学びだと思い

と挨拶をしてからバスに

くさんあります︒学びと反

ます︒この学びを子育てに

できるコミュニケーションを大切にしながら︑子供の成長を応援

また︑子供は親の姿を見て学ぶと言われています︒親自身が

省を繰り返し︑子どもと共

日々実践継続していきたい

ことが大切です︒

に成長できたらいいな︑と

していきましょう︒

思います︒

と思い

も笑う︒そういう姿を見て

えさせられます︒

に付けてほしいと考えています︒

体験を重ねながら︑﹁子育ての目安﹁３つのめばえ筐の内容を身

子供たちには︑温かな人間関係の中で︑遊びを通じた様々な

県教育委員会では︑子供たちに小学校入学までに身に付けて

の素直で嘘のない心は素晴

まとめた﹁子育ての目安﹁３つのめばえ筐を推進しています︒

◇文字や数量などの感覚を豊かにする

理想通りにいかない事もあ

◇好奇心や探究心をもっていろいろな
ものに関わる

らしく︑見ていて微笑まし

い﹂と願い﹁仕事・家事・

、

●P興味・関心雫

一一一一一一一

◇きまりや約束を守る

り︑努力だけではどうにも

◇人と関わる力を身に付ける

くも思います︒その素直さ

子供たちに身に付けてほしいこと〜

ならない事もあります︒し

擬躍,錨

で親の言ったことを受け取

日々いろいろな事を考える

﹁育児は育自﹂とよく言

■●●●

安行東光幼稚園

毎日が学びと気付き

’

﹃

■Ｐ

竹迫容子

ひとはみな

持ちを受け止めてあげるこ

ませていくんだな︒いつか

◇言葉で伝え合う

子育て了学んだこと
ポケットの中に
みほの幼稚園

みえないポケットに

とが大切と学び︑そう心が

◇健康で安全な生活をする
◇自分のことは自分でする
◇物を大切にする

〆

、◇自分の思いを表現する

■●●●

子育てで学んだこと
〜子供の安らげる場所〜
大山幼稚園

三年生の息子と年長の娘

●●●●

がおります︒息子が在園中︑

矢島和恵
﹁ただいま︒﹂夕方︑子供

園長先生が配って下さった

●●●●

ほっとします︒子供は外の

もあります︒息子も娘も︑

こどものころにみた

プリントの中の詩に心を揺

何か嫌なことがあるとぼ

空のひとひらを

世界で色々な経験をして成

ろつと話してくれます︒お

ハンカチのようにおり

となりました︒

友達のことを悪く言うのは

たたんで入れているん

さぶられ︑私の子育ての柱

いけないと思い︑私が﹁で

長していきます︒時には︑

もそれは悪気があったわけ
じゃなかろうか

けるようになりました︒何

それが自分の根っこと気づ

︵工藤直子﹃子どものころ

かあった時に︑子供が何で

き︑子ども時代を温かく思

相手の子を擁護すると子供

も話してくれるような存在

い返してくれますように⁝︒

にみた空は﹄抜粋︶

でありたいと思います︒い

そんな思いで〃子どもの時

す︒

つでも子供が安らげる場と

は不満顔︒何かの育児書で

じゃないんじゃない？﹂と

友達とうまくいかないこと

達が元気に帰って来ると

●

間″に伴走していきたいで

●P他者との関係●P

′

‐ ...』 ppb

‐．

‑‑‑‑.‑‑‑

、

●P生活●P

〆

●

なれるように︒

型唾

●

●●●●

私︑頑張ってますⅡ

●●●●

本名由香理

第二新座幼稚園

●ｇ●●

新しい環境の中で

●●●

●●●●

れの子なので︑三年保育を

長になりました︒三月生ま

三歳で入園した息子も年

ていることさえ難しかった

家では自由人︒椅子に座っ

育で幼稚園に入園しました︒

長男︑次男ともに四年保

ぬり終えたページに重ね透

書道用の半紙を持ち出し︑

やりたい様子︒動き出す︒

給食も残さず食べている︒

約束を守り行動できている︒

生のお話を聞く事ができる︒

ました︒席にじっと座り先

ら先生のお話を聞いて驚き

入園してしばらくしてか

たことがありました︒その

葉っぱを拾って見せてくれ

庭に落ちている黄色の

いました︒

たりして三歳の子になって

交わしたり︑一緒に庭に出

息子は新しい友達と言葉を

今︑振り返ってみると︑

い真剣な表情︒一生懸命競

われました︒家では見せな

り︑先日最後の運動会が行

した︒

て良かったと思える瞬間で

な事ですが幼稚園に入園し

ことをしている︒ちっぽけ

部屋に行くとみんなと同じ

つなぎ一緒に遊んであげた

公園ではお友達の妹の手を

今では家でも落ちつき︑

うれしいことや辛いことも

しかけてくれました︒

ね﹂と秋の気配を感じて話

飛んでるよ︒黄色くなった

息子が最近﹁桜の葉っぱが

は考えられないほどの成長

と一緒に喜ぶ姿・四年前で

技に取り組む姿・お友だち

訳であります︒

なりました︒

はいられない最高の一日に
だんだんと触れ合う時間

埼玉県では︑読書週間に向けて︑

平成邪年度に選ばれた作品をご紹介します︒

苦＝ー‐

みなさんに読んでいただきたい本を選びまし

どろきょうりゅう

︹出版社名︺世界文化社

︹著者名等︺中川ひろたか・鈴木翼／作市
市居
居み
み か／絵

︹内容︺きょうりゅう好きのてるくんが作った
どろだんごから︑どろきょうりゅうが生まれま
した︒どろきょうりゅうは︑毎日子どもたちと
楽しく遊んでいましたが︑夏のある日︑プール

に入ってしまいます．・・︒みんなをやさしい気持
ちにさせてくれる絵本です︒

おじよらぼん

︿問合せ先﹀埼玉県庁青少年課ａＯ
ａ４
Ｏ８
４８
︲︒８ ３０ ２９０４

︹内容︺道ばたにはえているハートのかたちの
はつば﹁かたばみ﹂︒かたばみのたねは︑まる
でロケット︒実にさわるとびゆんぴゅんたれが
とびだすよ！うえきばちのすみっこや︑コンク
リートのすきまにかくれているので︑おさんぽ
しながら見つけてね！

︹出版社名︺福音館書店

︹著者名等︺多田多恵子／ぷん広野多珂子／え

ハートのはっぱかたばみ

︹内容︺都会の小鳥がゆっくりみずあびする場
所を見つけるのはたいへん！雨あがりの朝︑
ちょうどよいみずたまりを見つけました︒けれ
どもみずたまりを見つけても︑ボールや子ども︑
犬がとび込んできて⁝ すてきなみずあび場は
見つかるかな？

︹出版社名︺あすなる書房

︹著者名
名等
等︺
︺マ
マリ
リサ
サビ
ピー
ーナ
ナ・
・ル
ルッ
ッ
ソソ
／／
作作
なな
かか
がが
．わちひろ／訳

ことりのみずあび

小さい声で︑みんな﹁あｌ﹂と声を出してみて！

と声に出すといろいろな﹁あＩ﹂があってたの
しいよ︒長くのばして言えるかな？大きい声や

たいたり︑のどに手をあてたりしながら﹁あＩ﹂

︹内容︺上を向いたり︑下を向いたり︑□をた

︹出版社名︺福音館書店

︹著者名等︺小野寺悦子／ぷん堀川理万子／え

あｌといってよあＩ

﹁おじよらぽんおじよらぽんねんねんねん﹂
というリズムのくりかえしがとても心地よく響
きます︒子どもが寝る前に読んでもらったら︑
きっとたのしい夢を見られるでしょう︒

る姿があたたかく描かれています︒

︹内容︺いろいろな動物の親子がよりそって眠

︹出版社名︺福音館書店

︹著者名等︺はせがわせつこ／文さ
さい
いと
とう
うと
とし
し ゆき／絵

た

⁝⁝
一瞬一瞬がたからもの

自分が気に入らない事があ
跨踏していたこともありま

の日︒ドキドキしながらお

我が子の初めての保育参観

小林沙苗

北本中央幼稚園

ると家でも外でもかんしゃ

した︒﹁三歳の子の育ちを

増田葉子

浦和のぞみ幼稚園

﹁ママーぬり絵ぜ−んぶ
くを起こしました︒食べ物

見ていくのよ﹂と言われて

●●●●

ぬっちゃって︑な−い・﹂
ませんでした︒私は﹁幼稚

も嫌いな物は絶対に口にし

●●●●

﹁じゃあ新しいの買わない

思いきって入園しました︒

かし太枠をなぞり出す︒自

まるで家とは別人のようで

息子にとって幼稚園はま

てきているようです︒幼稚

りと年長さんの自覚も湧い

も少なくなりますが一瞬一
子を見守っていきたいです︒

■一

が子の成長を蟻じ香とき
考える力は成長

松角幸子

幸手ひがし幼稚園

●■●●

とね︒﹂とはいえずすぐに
園大丈夫かな．：︒﹂と心配

入園前は我慢ができず︑

買ってもらえないことは日
でたまりませんでした︒

作のぬり絵帳の完成です︒

さに刺激の宝庫︒あらゆる

味わっています︒やがて︑

んでいる息子︒しかし﹁今﹂

どの様に考え順序立てひら
した︒

体験からヒントを得て考え

園生活で先生やお友達と接

新しい環境の中でも明るく

瞬を大切にこれからも我が

ないが自分の力で解決した

ひらめく︒そしてやってみ

しながら自分を出す場面︑

生活していくことでしょう︒

ぶりに親もハンカチなしで

る︒考えるとひらめきの種

我慢する場面を学んでいっ

友達もたくさん増えて︑

蒔きがどれだけできるのか

ているのだと感じています︒

そんな我が子も年長にな

めきに達したのかは解り得

化し続ける年長の息子︒

常の母とのやり取りから学

日々︑成長というより進

へ

を母もまた︑日々考えます︒

2．16．11．1N0.82
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定価(本体1,300円十税）

定価(本体800円十税）

定価(本体900円十税）

定価(本体1,500円十税）

定価(本体900円十税）

k・

今l季

おじよらぼん

お…'一
…
−姉萌一

−0口皿巳■

二迄りのみ司麓な

みかたばみ

」

』

へ

面
してしまう方もい

全埼玉私立幼稚園連合会ではシニアフォーラムを

らっしゃると思いま

開催しています。少子高齢化、核家族化、共働き

す。子どもが健やか

デー

親・子・孫がより一層良い関係が築けるように

、
ー

へ

家庭の増加など子育て環境は昔と今で￨随分変わり

に成長し幸せになっ

ました。孫ができておじいちゃん、おばあちゃん

てほしいという思い

になったと言っても、年齢も様々で今も現役で仕

は世代を超えた共通

事をされている方、趣味や仲間との交流に日々忙

の願いです。親と祖 父母が互いに相手を思いやり、

しくされている方も多くいらっしゃると思います。

子どもの成長を支えていってほしいと願います。

遠く離れて暮らす祖父母と会う機会は、盆暮れく

祖父母だからこそできる孫とのかかわり方もあり

らいしかないというご家庭もあるでしょう。それ

ます。様々な世代の人との交流は子どもの心を豊

でも、孫の誕生日や運動会などには遠くから駆け

かにし、祖父母の方にとっても、子どもたちから

つけてくれれば、子どもたちはもちろん親もうれ

いっぱい元気をもらえるはずです。今年度は下記

しいものです。

の4会場で開催します。保護者の皆さんも祖父母

初めて子育てに向き合うお母さんは不安でいっ
てしまうこともよくあることです。自分の子育て

が間違っているのではと悩み、体力的、精神的に
ぎりぎりのところで頑張っているお母さんも少な

−園催日

｜地̲区

︽室

ぱいです。子育てが思うように行かずイライラし

を誘って一緒に参加してみませんか。
場

11月7日(月）

埼北

久喜総合文化会館

11月24日(木）

児玉

本庄幼稚園

平成29年
1月26日(木）

武南

戸田市文化会館

2月8日(水）

東上

朝霞市コミュニティセンター

くありません。そんな時に、人生の先輩として、
子育て中のお母さんたちの頑張りを認め、支え励
ましてくれる祖父母の存在はありがたいものです。

孫育ては、娘夫婦、息子夫婦に任せて、いっさい
口出ししないという方もいれば、娘や嫁の子育て
へ

が頼りなくて、つい批判してしまったり、口を出
里

※開催時間はいずれの会場も9:30受付、 10:00〜12:00を
予定しています。

錘久一

6
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cP

見せるのですが、すぐにまた同じ注意をすると

いった繰り返しです。あと半年で小学校…と考え
ると心配でなりません。

優しい」と褒めていただいているのですが、とに

ささめ幼稚園小出麻責

⑲nSWeY
それが学習意欲にも繋がりますので、心配はご
小学校では「聞く力」が理解力の基盤になり、

もつともだと思います。しかし、冷静に考えてみ

けるように︑一つ一つの

共にどんどん成長してい

これからも︑子どもと

るのです︒

験していくたびに担任としても成長でき

そして忘れてはいけないのが︑この達
成感は担任も同じように感じていて︑経

切な栄養剤だと思っています︒

て味わう﹁達成感﹂が︑子ども達には大

くのですが︑その過程の中で行事を通し

せるようにきっかけを作り︑援助してい

たち担任はその可能性を少しでも引き出

子ども達には無限の可能性があり︑私

いきいきと自信を持ち成長していきます︒

めていただき︑達成感を味わうことで︑

保護者の方や周りの先生方にたくさん褒

そして本番当日今までの成果を発揮し︑

子育て相談Q&A

行事を楽しみながら取り

中力の差もそこに表れてきます。もしかすると、

せんね。ならば普段から、いろいろな出来事に目

お子さんはまだ、興味の範囲が狭いのかもしれま

一

チボールを取り入れてみましょう。絵本を用いる
を向けさせ｢なぜ､何のために｣など言葉のキャッ

のも効果的です。特に「何のために」というやり
とりは、とても重要なポイントで、その疑問が習

慣化してくると、やがて目の前の課題、活動の意

いことも︑一生懸命に練習したり︑

さんあります︒初めはうまくできな

幼碓園では初めて行うこともたく

ると私も楽しい気持ちになります︒

ます︒そんな子どもたちと一緒にい

場が楽しさでいっぱいになっていき

次々に楽しさなどの気持ちが周りの
友達に伝わっていき︑気付けばその

の話したことに別の子がまた反応し︑

人一人違う反応が返ってきて︑友達

応を見せてくれます︒子どもたち一

私が話したことに対しても様々な反

ます︒友達のことや︑遊びのこと︑

を持ち︑毎日︑幼稚園で過ごしてい

子どもたちはあらゆることに興味

姿を見ることがきます︒

緒に過ごす中で子どもたちの様々な

毎日︑担任として子どもたちと一

興味や関心の有無でその行動は大きく異なり、集

挑戦したりと頑張る姿を見ていると

ＩＩｌｌＩ１

魚

が︑その中で楽しいことをたくさん

幼稚園では様々なことを行います

して成長を感じることができます︒

す︒そのような子どもたちの姿を通

姿を見た時は︑私もうれしくなりま

て︑子どもたち自身から笑顔が見ら
れたり︑喜びや満足感を感じている

ことがあります︒頑張った成果が出

どもたちの頑張りに私も驚かされる

時間はかかるでしょうが、是非根気強く取り組ん

てほしいと思います︒

見つけて︑いろいろなことに挑戦し

ｖ罫

壷

（上垣まり）

でみて下さい。

一

@uestion
組んでいきたいと思いま

ある活動においては意欲的で周囲を引きつける力

子どもたちの様々な姿なみきの幼稚園熊谷さおり

△４口■■■

ずゞ

君

かの子の分までカバーしてあげたり

子をフォローしたり︑得意な子がほ

うことや︑苦手でなかなかできない

中で子ども達は︑クラスで協力し合

てくれる子も増えてきます︒そんな

長組になると弱音を吐かずに頑張っ

事や練習が苦手な子もいますが︑年

子ども達の中には︑そのような行

んで行えるように工夫します︒

習も︑子ども達が飽きたりせず楽し

夫しますし︑日々繰り返して行う練

興味を持ってくれるか導入部分も工

どうしたら子ども達がその行事に

います︒

本番と目まぐるしい日々を過ごして

があり︑担任はその準備から練習︑

幼稚園では季節ごとに様々な行事

ロと集中せず、うわの空で聞いていたり、空返事

というような︑お互いが支えあって
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手助けをする様子も認められています。子どもは、

子どもたちの力強さを感じます︒子

造f醍鐸

も日常です。叱ると、その時は反省した素振りを

乗り越えていく力を身につけていき

す︒

＝

かく落ち着きがなく、話をしていてもキョロキョ
ます︒

｢

があるようです。友達に対しても事態に即応した
一

−−−

のか、気持ちのコントロールカがついてきます。

一一−−−を=＝＝知一一P

−−−−一一一一一一ー−−−−−一

一一一一一一一

一一一ー−−

一一一一一ー−一一一一一一一一一一一ーー〜ー一一一一一一一一一ｰ一一二＝−■一＝
P一一一一司

の時から「元気が良くてムードメーカーになる。

｢達成感」

’

年長組に通園している男の子の母親です。年少

私の幼稚園日記

ましょう。お子さんはムードメーカーになる位、

義、目的が解ってきて、自分は今どうするべきな

一

ますか︑とお州きします︒ほと

お子さんに本を読んであげてい

んであげるね﹂と言ってお母さ

﹁今度はお母さんが好きな本を読

言われています︒ただ二冊目は

の状況で受け止めが異なるとも

でも︑お子さんにとってはその時

です︒お母さんにとって同じ本

また︑同じ本ばかりでも結柵

︑分間の本読みが︑子どもたち

数の多さにも驚き︑お帰り前の

現されていたのです︒私はその

も子どもらしい感情が素直に表

が入っていました︒どの子の文章

作文の中に︑卒園児記名中蝿名

あり︑妬名の優秀とされる子の

い作文でした︒一年生が三クラス

するとせっかく子どもが描い

と読み進めましょう︒これを

すが︑これはせずにあっさり

育的﹂と思っている方もいま

解できているかを聞くのが﹁教

・本読みの途中で︑子どもが理

きは︑

お子ざんに本を読んであげると

でいます﹂とおつしやり︑嬉し

4

お話が聞けない

3

192

計
合

｢その他」の内訳(のべ件数）

30

保護者自身に関すること

112

園・学校へ行きたがらない

2

幼稚園に関すること

9

子どもの健康に関すること

3

7

友だちに関すること

2

学習障害等

自閉症・チック・多動

27

親子の関わり方

相談機関等）

242

その他の内訳の合計

25

その他(親同士・習い事

23

子ども自身に関すること

反抗期

1

排泄

i

編集後記

ｎ月からシニアフォー

声かけをお願いします︒

おじいちゃん︑おばあ
ちゃん︑微笑ましくも
あります︒孫育ての手
がかりがつかめるシニ
アフォーラム︒楽しさ
も盛りだくさんです︒
祖父母の皆様にぜひお

園をさぼらせてしまった

ソードがあると思いま
す︒以前︑ご近所でお
世話になったお年寄り
が︑毎日お孫さんの手
をつないで園まで送り
迎えをしていました︒
その二人で歩く姿はと
ても微笑ましく︑今で
も記憶に残っています
が︑しばらくの間︑二
人で歩く姿を見かけな
くなりました︒後日︑
その方と話す機会があ
りお聞きしたところ︑
﹁娘に無断で孫を登園
させず家で遊ばせてい
たら︑大目玉をくらっ
てしまった﹂としきり
に反省していました︒
園から子どもが来てい
ないと連絡を受けたお
母さんはさぞかし心配
されたことでしょう︒
孫かわいさについ幼稚

で忘れられないエピ

ラムが始まります︒各
ご家庭でも︑お子さん
と祖父母とのかかわり

一−−

■
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瓶話相談の中で︑私は時々︑

くなります︒中には﹁字が読め
んが図書館とかで借りてきた本

います︒

ている世界をぶち壊してしま

さあ︑秋の夜長︑お子さんが

164

その他

一一一

るんだから︑﹁自分で読みなさ坐

ではなかろうかと思いました︒

の中に豊かな表現力を培ったの

眠りにつく前に︑ゆったりとし

︵次回は﹁ゲーム脳のこわき﹂

楽しさを十分に味わせましよう︒

がゲームの世界を知る前に本の
などその他諸々のいいことがた

にも強くなる︒

らつ子も︑あばれんぼうも︑そ

ことば(幼児語幼児音等）

ぐ

んどのお母さんは﹁はい︑読ん

と言っています﹂という方や︑﹁同

では幼児向けのいい本がたくさ

を読んであげましょう︒図書館

雌に出会ったときでも︑多様

た本の幸せタイムをお子さんと

と読んであげましょう︒

いいんです︒できればゆっくり

︒特に声色とかを出さなくても

んで﹂と言うのぱかりで何だか
ん並んでいます︒絵もいいし︑文

は︑やがて大きくなると

本を読んでもらって育った子

じ本ばかり持ってきて﹃これ読
おもしろくありません﹂と言わ
章もとても吟味されています︒

本離れが危倶されている今日︑

れる方もいます︒

本にまつわるこんなことがあ

な考えを巡らせ︑その困難を

︒想像力が鯉かになり︑生涯困

りました︒その昔︑私が幼稚園

克服することができる︒

﹁せんせいあのね⁝﹂

育てるには︑﹃自分で読みなき廷

の現場の先生だった頃︑毎日お

そこで私は﹁本嫌いな子どもに
と言うことですよ﹂と伝えてい

帰り前に本を読んでいました︒

共に過ごしましょう︒お子さん

ます︒本の而白さを伝えるには︑

どの子も本が大好きで︑いたず

・読解力がつき︑算数の文章題

一宇一字の拾い読みでは︑おもし

本を読んであげるのが一番です︒
ろさまでにはたどり藩きにくく︑

2

を予定しております︶

くさんあります︒それらは付録
で付いてくることで︑今子育て

れはそれは静かに聞いておりま
した︒その子たちが卒園して一

の世界に入り込んで︑幸せな豊

中のお母さんとお子さんが︑本

かえって本嫌いになってしまいま
す︒幼児期にお母さんの声で︵も

校に招かれる機会がありました︒

幼児教育センター

年生になったある日︑私は小学

aO48‑863‑7811

ちろんお父さんでも︶読んでもら

集団生活になじめない

安定という基地を作るために⁝︒

時
毎週月〜金曜日午前10時〜午後4時

えるのが︑幼児の心に響き︑心

3

いな︑と切に思っています︒心の

いじめるいじめられる

かな時間を過ごしていただきた

6

学校では︑絵や習字それに作文

友だちができない

が落ち着き︑親子共に本の世界

0

も展示されておりました︒﹁せん

偏食が目立つ

せい︑あのね・・・﹂で始まる可愛

1

わえるのです︒

落ち着きがない

にひたり︑至福のひとときが味

※複数項目にわた る相談のため、その他と
その他の内訳の 合計は合致しません。
一

夫婦・家庭に関すること
へ

2

親子で至福のひと時を

乱暴な行動が目立つ

7

本を読んであげましょう
元気がない

幼児教育センターだより
電話 相談件数(H28.4〜H28.9)
内容別件数(のべ件数）

