子どもの様子を撮り続けて
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いよいよ今年度も卒園、修了の時を迎えました。あっという間の３学期でしたが、締めくくりの
行事となった生活発表会ではどの子も自分らしさをステージ上で発表することができたと思って
います。幼児期の成長は本当にめざましく、できなかったことができるようになる喜びは自信に、
仲間と力を合わせて取り組む体験は思いやりの心や協調性を育んできたのではないでしょうか。
大切な幼児期を一緒に過ごした仲間たち、新しい春の訪れと共にやってくる新
しい環境の中でも自分を精一杯、発揮してほしいと願っています。
花のことは花に聞け

川村 弘子
私の実家は、父親が写真屋も兼業していたことから暗室があり、子どもの頃からカメラ・8 ミリ・
映写機・写真乾燥機などが身近に置かれていました。中学生くらいの時にはオリンパスペンという
小型カメラを、高校で写真部に入った時にはキャノン P というカメラを父から譲り受けて愛用し
ていました。被写体は子どもが多く、あどけない表情や予想されない動きがとても好きでした。将
来は写真関係の仕事をしてみたいという夢もあったのですが、現実的ではなく諦めました。
それから数十年、幼稚園で子ども達に囲まれて楽しく仕事を続けさせていただいていますが、
いつの頃からかデジカメで子ども達を撮影し、ホームページや通信に掲載したり、ビデオカメラで
撮影した映像を編集してライブラリーに掲載する作業もするようになりました。
かつて私がやって
みたかった仕事が、ここで実現できるなんて思ってもみなかったことです。ファインダーごしに子
ども達を見たり、編集作業をしながら繰り返し見ていると、その時
には気付かなかったことが発見できたり、その表情から子どもの気
持ちがより理解できたり、成長に驚かされることもあります。
今年は卒園記念品に一眼レフのデジカメを買っていただきまし
たが、実は高校時代に使っていたものと形状がよく似ており、うれ
しい限りでした。これからも子どもの生き生きとした表情や姿を撮
り続けながら、子ども達の成長を見守っていきたいと思います。
主
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虫のことは虫に聞け

後藤 勇
野村芳兵衛先生をご存じでしょうか。私の尊敬する教育者の一人です。著書もたくさんあります
し、岐阜聖徳学園大学短期大学部で教鞭をとり、長く幼児教育に関わっておられましたのでご存知
の方も多いことと思います。
先生の語録の中に「花のことは花に聞け、虫のことは虫に聞け」という有名な言葉があります。
含蓄の多い言葉ですが、さて物言わぬ花や虫にどうやって花や虫のことを聞けばいいのでしょう。
からからにかわいた鉢植えの花が「僕に水をください」と叫んでいます。でも忙しくしていると
その声は聞こえてきません。虫かごの虫の声は「どうか僕をここから出してください」と嘆願して
いるようにも聞こえます。
幼児を見ていると物言わぬ虫や魚・動植物に一生懸命語りかけているのを見かけることがありま
す。幼児にはきっと彼らの声が聞こえているのでしょう。
一心にそのことを思い対面していると物言わぬものの声が聞こえてくるようなそんな体験は誰も
がお持ちだと思います。それを同化ともいいます。
園

長

幼稚園で保育者の文章に目を通す機会があります。
それぞれに個性がにじみ出てそれはそれで楽
しいのですが、誰にも共通した表現があることに気付きました。それは「園児に寄り添う」という
表現です。これは単に体を寄り添うということではないでしょう。園児の心に寄り添い園児に同化
することだと理解しています。ここに両者の心が開放され、保育が成り立ちます。
「〜名人」といわれる人がいます。野菜作りの名人には野菜の声が聞こえているにちがいありま
せん。世のお母さん方は子どもを抱きな
がら、お乳を与えながら子どもと対話を
しています。子どもの声が聞こえている
のですね。まさに「子育て名人」です。
私はといえば、教育の世界に身を置き
40 数年、名人という領域には到底至り得
なかったばかりか、懺悔することのみが
去来する今日この頃です。
園長先生は畑づくりと「たかい、たかーい！」の名人です

任

ふぞくのげんきっこが集合！

「たのしかったぁ」
川口 貴恵子
「先生、わたし晴れ姿したい！晴れ姿ってどういうの？わたしに晴れ姿させて！」
「今度はこの
曲かけて、誕生会で踊りたいから！」など、子ども達のスイッチが突然入るのです。そんな時の私
の役割はただ見守るだけ、要求してくることに答えるだけです。自分達できゃあきゃあ言いながら
遊びを進めている姿はすごく輝いていて、観ているだけでおもしろくて幸せな気分にさせられるの
です。
子ども達は遊びたくって幼稚園にきている、私の予想したように動くものではなく、予想される
子どもの姿とか発達の流れとか言っている場合でもなく、そんなこ
とを考えなくても子ども達は既に遊びの中で全てを実行している
のです。子どもは子どもらしく、遊びの中で悩んだり考えたりする
喜びを味わっています。大人の都合なんて関係ないのです。
今年１年、子ども達から学ぶことがたくさんありました。ありが
とうの気持ちでいっぱいです。楽しい気持ちでいられるのは「いつ
も子どもの立場で考えていくこと」忘れずにいたいです。
さくら組担任

のりのりの晴れ姿を披露しました

子ども達のつぶやき
近藤 愛
あるバス当番の日「あい先生ってみか先生と家族？」とバスに乗車していた子に言われ
ました。そこで「そうだったら、どっちがお姉ちゃんだと思う？」と聞いてみると、
「みか先生！
背が大きいもん！」
「あい先生！だって髪の毛長いし！」と答えが返ってきました。子ども達なり
に 歳上 とはどこが 上（大きい・長い） なのか考えて、比べているんだなぁと微笑ましく思
っていました。すると、するどく一言「みか先生だよ！だってあい先生はまだまだ子どもだもん！」
もみじ組担任

と言う意見の子がいました。もみじ組のある女の子です。
１年間一緒に生活をしてきての答え…なんだか複雑な心境で
したが、よく「先生、一緒に遊ぼ！」と誘ってくれては、「先生
これやるよ！」と遊びを指示してくれる子だったので、先生とい
う枠に囚われず、 友だち という感覚でいてくれたのかなぁと
考えると、うれしくも思いました。
そんな子ども達も、いよいよ卒園の日を迎えることになりまし
た。卒園式での歌にあるように、幼稚園で過ごした大切な思い出
や、友だちを忘れないで、小学校でも元気に過ごしてほしいです。
先生達のチームワークも抜群！

みんなのおうち
こじか組担任 前川

佳美
10 月のある日のことです。小さな段ボールを折り曲げて遊んでいると三角形になりました。
「屋根みたいだね。
」この一言から大きな段ボールを使った家作りが始まりました。絵を描いたり
冷蔵庫やテレビを作ったり、みんなで作り上げてきたこの家は、こじか組にとって、なくてはなら
ないものとなりました。毎日使っているため修理が欠かせませんが、子ども達にとってはそれも遊
びの一つ、楽しみながら取り組んでいます。
この遊びの中で不思議に思うことがありました。それは、日常の生活において思いがぶつかり合
うことがあっても、家作りに関してはトラブルが起こらないことです。誰かが手を加えても文句が
出ることはなく、それどころかそこから遊びが広がっていきました。どうしてなのでしょう？
その疑問は、家の壁にいつの間にか書かれていた文字を見つけた
時に解決されました。
「みんなのおうち」子ども達の心にはそんな
思いがあったのですね。
段ボールが味わいのある大事な「みんなのおうち」になってき
た様子は、子ども達が友達と仲良くなり関係を深めていった様子
と重なって見えます。これからもいろいろなことを経験、吸収し
ながら、友達と一緒に園生活を楽しんでいってほしいです。
みんな一緒に

おいもをどうぞ

春の匂い
淺野 美香
今年の冬は予想以上に寒さが厳しかったように感じています。
就寝前にエアコン
のタイマー予約をし、起床後は電気を点けるよりも先にストーブを点ける日が続きました。最近で
はようやく暖かくなり、今年のお花見はどこへ行こうかと今から楽しみにしています。
季節の変わり目になるといつも思うのですが、
季節の匂いという
のがあるように思いませんか？夏には夏の匂い、秋には秋の匂い、
冬には冬の匂い、そして今は春の匂いを感じます。とある 春を感
じると思う匂いランキング で、1 位が 桜 2 位が 菜の花 ３
位が 梅 でした。私は陽だまりのような匂いがすると春を感じま
す。
桜が咲くまでにはまだ時間がかかりそうですが、もう少しした
ら陽だまりの匂いに桜の匂いが混ざり、
春ならではの優しい匂いが
食育指導にも取り組みました
きりん組担任

するのでしょうね。そしてその頃には、子ども達も春の匂いと共に新しい生活をスタートさせるの
でしょうね。
「待つことの大切さ」
きく組担任 國枝 哲子
入園した頃の子ども達は、不安でいっぱいで大きな声で泣いたり、泣くのを必死で我慢したり、
それぞれ多様な姿を見せていました。中には、なかなか保育者に心を開かない子もいました。保護
者の方々はとても心配されていたことでしょう。
しかし、どの子もそれぞれ、「生まれて初めて保護者の方と離れて生活する」という大きな壁を
自らの足で乗り越えていきました。その時期は一人ひとり違いました。つい最近、その時が来た子
もいます。時間はかかりましたが、乗り越えるためにその子にとってその時間が必要なものだった
のです。その陰には、保護者の方がわが子を信じ、小さな一歩一
歩の成長を温かく見守られる姿がありました。口には出されませ
んでしたが、きっと不安で悩まれたこともあったことと思います。
けれど、最後までその日を来ることを信じ、待たれました。
私はそのことこそが、子育てをしていく上で、どれほど難しく、
また大切であるかということを改めて学ばせていただきました。
「目の前の壁を必ず乗り越えられる」という子どもの力を信じ、
これからも子ども達と向き合っていきたいと思います。
年少さんが凛々しく見えました
コミュニケーション
大橋久美子
毎日元気に響く子ども達の声。
「おはよう。
」
「一緒に遊ぼう。」
「楽しい。
」などなどたくさんの言
葉が交わされます。入園当初、自分の思いを保育者や友だちにうまく伝えることができなくて戸惑
ったり、ケンカしたり、泣いたり・・・。子ども達は「私の思いに気づいて。」と聞いてくれるこ
とを待っていたり、
「何でわかってくれないの？」ともどかしさを感じたりしたこともあったでし
ょう。しかし、園で友だちと一緒に遊んだり行事に参加したりいろいろな経験を通して、少しずつ
自分の思いを言葉で伝える姿が見られるようになりました。待っているだけでなく、自分から周り
の人に関わりを求め行動する気持ちが感じられるようになりました。
伝え合うことには、自分の思いの中でも相手を思いやる気持ち
も含まれていると思います。自分のことを考えることが精一杯だ
った子ども達は、言葉を通して相手を思いやる気持ちや伝える楽
しさ、伝わった喜びなどたくさんの嬉しいを味わっています。
この気持ちをいつまでも忘れず、コミュニケーションを楽しん
でもらえたらと思います。
ゆり組担任

お年寄りとのふれあいの機会

私のエネルギー
野村 敦子
４月、大好きなお母さんから離れて、新しい世界に一歩踏み出した子ども達。それぞれに不安と
期待が入り混じった表情を浮かべていました。ひまわり組の生活が終わろうとしている今、１年を
振り返ると、いろいろなことが昨日のことのように思い出されます。子ども達にとって初めて経験
することも多く、一人ではできないこともたくさんありました。しかし、今はどうでしょう。制服
ひまわり組担任

の着脱、身の回りの整理整頓だけでなく、大好きな友達や遊びを見つけることもできるようになり
ました。自分一人で、できるようになることが増えていく度に、子どもの表情は活き活きとし、そ
してくしゃっとした満面の笑みを見せてくれます。
子ども達は自分を見てほしい、認めてほしいという気持ちを持っています。そんな思いを受け止
め一つ一つできるようになったこと、その子の姿を認め誉めるこ
とが心と体の成長に繋がるのだと思います。子どもといっしょに
遊んだり、活動する機会こそが私のエネルギーになっていたと実
感しています。子どもを抱きしめたり、優しく体に触れたりする
スキンシップは、大人の私にも安らぎを与えてくれるものでした。
元気いっぱい・笑顔いっぱいのひまわり組のみんな、これから
もいろいろなことに挑戦し、素敵なお兄さん・お姉さんになって
ください。そして人に温かい気持ちを分けてあげてくださいね！
大きなかめにみんなびっくり！

はじまり
辻 有紀
５月に２人だった子ども達も、今では 14 人。入園当初、どの子も「ママに会いたい。」と涙し
ていました。しかし、今では仲良しの友達とお互いの思いを伝えながら元気に遊ぶ姿が見られるよ
うになりました。
「明日は○○ちゃんとブランコするの！」
「広告で剣をいっぱい作りたい。
」といった希望を持っ
て登園する子ども達。
「一緒に遊ぼ！」と手を差し出す子、
「いいよ！」と嬉しそうにその手を握る
子。どの子もキラキラの笑顔が可愛らしいのです。その上、
「もうすぐ１つ大きくなるからお片づ
け頑張るよ！」「お昼寝はトントンしなくても寝れるよ。」といっ
た子どもの言葉から年少組への憧れや３歳のプライドが感じられ、
頼もしいなぁと感じています。
たんぽぽ組の子ども達にはまだ３年間の園生活があります。た
くさん遊んで、嬉しいことや楽しいこと、時には辛いことも経験
しながらいろんなことを学んでいってほしいなぁと思います。
子ども達がこれからどんなふうに成長していくのか楽しみですね。
たんぽぽ組担任

節分の日に鬼が怖くて泣いちゃった

植木鉢のチューリップ
脇田 成子
年中さんと年長さんが、昨年の秋に球根を植えた植木鉢が、幼稚園２階ホールのベランダに並ん
でいます。２月のある日、子ども達が呼ぶので植木鉢をのぞくと、緑の小さな芽が土の中から顔を
出していました。
「先生見て。チューリップの芽が出たよ。水あげているのに何も
出ないから、枯れたかと思った。早く花が咲かないかな。」と年
中さん。
「
「ぼくは植える時に赤い花の球根を選んだから、
赤い花が咲くよ。
卒園式までに咲くかな。
」と年長さん。どの子もにこにこしなが
ら、いつもより優しく水やりをしている様に見えました。
みんなで球根植えをしたよ
「○○ちゃんはお休みしているし、まだ芽が出ていないから、
事

務

水かけてあげよ。」と、友達の事を気にかける子ども達の姿を見て私の心の中も、ほっと暖かくな
った気がしました。
優しい気持ちが、きっと可愛い花を咲かせてくれると思います。これからもみんなが元気にがん
ばっている姿を応援しています。
送迎バス車内での園児の会話
ひよこバス運転手

篠田 五三郎

【その１】 入園間まもない 4 月の年少児
「ママがいい」
「ママがいい」とバスに乗ってから大きな声で泣き出す。「うちがいい」
「うちがい
い」とも言う。そうだな〜 お母さんは良いよな〜 家は良いよな〜。
年長、年中の先輩園児は、皆少し喧しいとは思っているみたいではあるが、隣の席の友達、前後
ろの友達らと、会話したり、ただ黙って乗っている。そのうちに「幼稚園は嫌い」「おうちに帰り
たい」
「おうちがいい」と泣き叫ぶ。そうだな〜 幼稚園嫌いは、少々問題であるがもう少し時間
が経てば、または慣れてくれば幼稚園の楽しさも分かってくるだろう。しかし、何時まで泣き続け
るのかな〜 涙はまだどれ位残っているのかな〜 まだ泣き止まないな〜 とその時、「すぐにも
どって！」ときた。エッ、この子３歳児にして凄い、将来国語博士かな…思わずハンドルを握りな
がら笑ってしまった。
【その２】 ある誕生会の日
「ぼく、きょうたんじょうかいだー」それはそれはおめでとう。
幾つになったの？「５さい」そうかそうか、
「ママ 31 さい」オイオイそれは、聞いていないよ。
「パパ 31 さい」へーそうなのか。
私も 63 歳の年なので、記憶力が悪く、どの子がそう言ったのかは本当
に忘れましたが、その日の送りで、このお母さんは 31 歳なんだーと妙
に感心しました。
親子遠足で滑り台にチャレンジ！

【その３】 白髪
「しのださんのかみ、しろい」一人が言うと、他の子も言ってくる。ヘェーそうかーと言うとまた
「しのださんのかみ、しろい」ときた。そこで私も言った、
「目が悪いのじゃない、目医者さんに
行ったら」と。そしたら皆で「しのださんのかみ、しろい」と合唱して返してきた。
先生から「お願いします」と言われたので、車内は何事もなかったように静まり、私も黙々とハン
ドルを握り発車した。
がん ば

顔晴れたね
山内 友美
音楽教室の発表会が 2 月末にありました。どの子も素晴らしい笑顔でした。グル
ープで弾くことの難しさ、一人で弾くことの難しさを味わいました。みんなと一緒に心を合わせて
弾くということは、お友達の弾く音を聞くということです。自分勝手に弾いていては合いません。
協調性が養われています。逆に一人で弾くには、自主性（自己主張？）がいります。オルガンの発
表ひとつにも協調性や自主性を学んでいます。
演奏する曲は、少しだけ頑張れる曲を選びます。
たくさん頑張らないと弾けないかっこいい曲や、
音楽教室講師

練習しないで済む簡単な曲も選びません。少し頑張る曲を相談しな
がら決めます。その曲を少しずつ頑張ってほしいと思います。
どんなことでも 難しからやめる のではなく 難しいけど頑張
る 子でいてください。真央ちゃんも金メダル目指して頑張りまし
た。頑張れる子って凄いですね。最近「顔晴れる」って言葉を頂き
ました。そこには笑顔があります。
ご卒園、ご進級おめでとうございます。 顔晴れたね
「継続は力なり」これからもがんばってね！

一年かけて
内舘 泉
今年度は大雪やインフルエンザの流行で、
例年よりハローイングリッシュの回数が少なくなって
しまいました。久しぶりにレッスンをする時は、「みんな前回やったことを覚えていてくれるか
な？」と少し心配になりますが、そんな不安を吹き飛ばしてくれるような元気いっぱいの笑顔でみ
んな教室に来てくれました。
そんなハローイングリッシュはキッズルームで行うことが多く、その時間、たんぽぽ組さんは教
室外の活動を余儀なくされます。
楽しく教室で遊んでいるのを中断して片付けを強要されるのです
から、当然たんぽぽ組さんはおもしろくありません。泣いた
り座り込んだりして、精一杯のストライキをする子も少なく
ありませんでした。そんな彼らとも徐々に信頼関係が生まれ、
今では英語の教材に興味を持ち「これは何？」ときいてくれ
るようになりました。
たんぽぽ組さんは、４月からは年少組の中で先輩のような
存在になりますね。私の顔をみたら、「泉先生だ！」と率先
して声をかけてくれることを期待しています。
英語教室講師

導をいただけるとありがたいと思います。
本当に皆様に助けられ支えられてこの１年間を過ごすことができました。心より感謝しています。
ありがとうございました。
体育教室や体操クラブを頑張った年長さんへ
体育教室講師

山下 晋

年長のみなさん、ご卒園おめでとうございます。
幼稚園から小学校にかけて、走ったり、とんだり、ボールを投げたり、自転車にのったり…、いろ
いろなことがうまくなるときです。
また、小学校では、もっと多くの運動や遊びを教えてもらえます。『１回やってみたけど、でき
ないからやめた…』ではなく、
『ちょっとむずかしいけど、がんばってみるぞ！』と何回もチャレ
ンジしてみてください。
体操クラブ講師 平野 朋枝
卒園おめでとうございます。
今年、卒園の皆さんが年中の時から体育教室を担当させていただきました。年中の初めは、あま
り元気に運動に取り組めなかった子もたくさんいましたが、続けていくうちに、体がしっかりして
きて、運動に対して「やろう」という気持ちが強くなりました。私が「用意」と言うと、真剣なま
なざしでスタートのポーズをとる姿はとても格好良く、また頼もしく感じられます。そんな皆さ
んと一緒に運動することができ、とても楽しい時間を過ごすことができました。
これからも、運動が好きで、たくさん外で遊んでほしいと願っています。

泉先生のリアクションが楽しいハローの時間

感

謝

坂
玲
４月より研修生という立場でこの附属幼稚園にお世話になってきました。この期間、園長先生を
はじめ川村先生には幼稚園のことについて本当にたくさんのことを教えていただきました。また、
その他の先生方にも保育の様子や子ども達への関わりの様子など勉強させていただき、たくさんの
学ぶ環境を与えていただけたことに感謝の気持ちでいっぱい
です。
この１年間の子ども達の成長を間近で感じることができた
ことは、本当に感激で３学期に行われた生活発表会の様子では
感動で目頭が熱くなりました。
附属幼稚園の子ども達、先生方、またそれに関わる人々と過
ごした１年は私にとって本当にかけがえのない期間だと実感
しています。この感謝の気持ちを忘れずにこれからを過ごして
いくことを心に誓い、これからもいろんなところで皆様のご指
事

あきら先生にプール指導をしてもらったね

務

グランドで走ったり、ホールでジャンプしたり、アリーナでは跳び箱やマット、平均台にも挑戦しました

げんきっこの最終号は、この一年間、子ども達に関
わってきた職員による寄せ書きを掲載させていただ
きました。言葉は言霊（ことだま）ともいますが、一
人ひとりの職員の思いや願いがいつの日か子ども達
の心にも伝わることを願っています。
一年間、至らないこともありましたが、保護者の皆
様にご理解、ご協力いただきながら無事に今年度が終
えられることを感謝いたします。
ありがとうございました。
平成 21 年度

附属幼稚園

職員一同

