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自翁たちできえた遊び1

「漁ごつこ」

‐種のままごと酬 私たちの場合、必す米ぬかとペットボトルを使

った。祖母が□んぼをじていたので毎年大量の米ぬかがでるぃ米ぬかを

水で溶くと独時の粘りがでて、それを団子にする ペットボト,明絆

劣を切り、逆さにはめてテエプでとめる そのパットボトルの中に米ぬ

かの団子を入れて、川の浅瀬に沈める       は お互いに誰か

に成りきつて行われ重                     !

)|にじかけたパットボトルには次の日にたしヽてい千囲劇 づてし`

る。運がよければ3、4四談 つていた。その魚を持って街のゴミ捨て

場に行く。そじて本を集めて家から持つてきたマップで新聞紙などを使

って火をつけ(そこでは火をつけてもいいことになつていた)魚を焼く。

す?と何かの役に成りきつているからままごと(ウツの 働 ヽ漁から

料理までの行為ほとつても現実的 (ホンの。

魚が取れなかつた時や川が冷たしヽ冬など|よ蛙や虫で代用吹 それを食

べる真1以をじ6勘旬亀
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遊びでのけんかは気にしすぎず ルールを教える

子供たちは2歳 ぐらいになると一人遊びでは物足りなくなり、誰かと関わり

合つて遊ぶことを好んできます。

いままではお母さんや身近な人たちと遊ぶことが多かつた子も、他の子どもの

行動に興味を持ってきます。 しかし子どもどうしで遊ぶときには トラブルが尽

きません。必ずと言つていいほど何かが起こります。子どもどうしのぶつかり

合いはほとんどお互いの自己主張からおこるトラブルですから、逆に成長とい

う意味では喜んでもいいことなのです。

子どもどうしはなるべく近い世代との付き合いをさせ、もまれる方が成長しま

す。大人のなかだけで育つと知らず知らずのうちに甘えささせ、わがままな子

になりがちです。

2才 の頃の子はまだ一人遊や、お母さんに遊ばされてることが多く、そのころか

ら他人を意識し始めます。しかしお互いコミュニケーションをとることができ

ないので 、一人で遊んでいることが多いのですが、少しずつ子どもどうし近寄

つて遊び始めたりします。それが伸良く遊んでいるときはお互い心地いいので

すが、相手の行動が気になったり、同じものがほしくなったりして、引つ張り

合っこをしたり、相手のものを取つたりと、取り合いが始まったりします。そ

して、ひと泣きしてまた自分を取り戻し、同じ遊びをしだしすと、また仲良く

遊び始めたりします。何ででしょう。子どもは年齢が低いほど、今されたその

行為だけ嫌なだけで、人間性まで考えはしないので、後腐れがあまりないので

す。すばらしいですね。

大人の役目はケンカの原因を見極め、人のものを引き取つたらいけないとか、

押したらいけないとかのルールを教えたり、 ト ラブルの処置の仕方を教えたり

することです。そのうち言葉のり理解力も高まってくれば、お互にルールを教

えてあげるだけで、すぐ仲直りができるようになります。

子どもは友だちと遊ぶことで社会性も身につけていきます。

3歳 ぐらいになると、創造力も豊かになり、ごっこ遊びもするようになります。

そのなかでルールややさしさなども覚えていきます。

ごつこ遊びは友だちどうしだけではなく、お家のなかでも親子でごつこ遊びを

して、想像力を膨らませてあげるのもいいですね。

そうくいっぱいごっこ遊びをさせて、子どもに創造力をいっぱい膨らまさせて

あげたいものです。

山本 直 幸
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にんじゃ

記者クラ7 た研&書 とし

菅 しぃ,ラ 7が 出来孝した。子供たちが考える忍者のイメージ勝、どん

どものなの角1、どんなことをしたいのお1聞いてみるこ,ち ゃれげら、しゅ叫

:十れ、醤のけ Ll、本のほ叫s再 昔やしき、主とがし、蓄覇とがし、墨通作 Li、

スパイゲーム.ビー玉、こ孝簿買むピ、けlろいうけ摺覧ができした。やユlた

いことがたくこれあるだけに、テーマをきめてやっていこうと思いきす。

4目 ZO回   島のこけしぃ樹艇け‖抽需割船けれけ↓1のでこせるの琴

この日け、工摺のイレイrL―ムを単誉だ っτ、語者になるためには、どん

む修 行 したらいいか ?排 れけていういうむ停希語を考えτttL】きした。

これらの修行場を、中回ク:fヤーできたら勝れこをあffて'0回 以上やって

のltたつわものもllきした。第れながい1っげむ語者になれるようこれからも

恩者の修行13つづくのでごぜる J

停行のあじは、し1ょうし1クラ7が 、うどれとだれこの店屋を開いてくれて、

｀`
排れどで、aべ たら、ち ょ―――――沈うきかったです 『ゴゴ

をの一、

との二、

との三、

その回、

おやしこのへいや崖品けどを

パランス良くわたるための修行。

いういうおこころをとぴこえる

修行。

わるものに排たてたきこあての

停行。

がltのほLl、本のぼLiけじを

かるがるの障れるようになる

修行。

すじやく、もくてものものを

じって、もじってくる修行。

幹 セ



小学生ホ曜日クラス ちょび

消 しゴム粘土工作

消しゴムと言うぐらいだから鉛筆で書しヽたものが消えるのだろうけど、これが

けつこうかわいい色の粘土がそろつてしヽる。だから工作意欲をそそる。その消

しゴム粘土工作キットには

粘土型があり、ミニチュアのしヽちごケーキ、ハンバーグ、プリン、車、飛行機

などなどがあり、その型にギュ !ギユ 1と粘上を詰め込みカパつとはすして、

いくつかのキットを作る。たとえばハンバーガーのパンの部合、次にパンに挟

めるハンメヾ―グ部分など、そのキットを組み合わせてカラフルな一つの作品に

仕上げる。だけど一つちよつと弱点があつた。キットどうしがくつつきにくか

ったのだ。

粘土を形成して、仕上げ容器に水を入れ、それを電子レンジで温めて、ゴムみ

たしヽに仕上げるのだが、出来上がつた消しゴム粘土を手に取つてみると、 一 見

くっつしヽてるように見えたいちごケーキのいちご郡劣がポロつと落ちたり、ハ

ンバーグがバラバラになつたりするのだ。それから2作 目は慎重に形成のとき

にギュつとしつかりとくつつけておく作業を行つたら、カンタンにポロポロ外

れることがなくなつた。

それからはかわいしヽので、何|□も何|□も作る子がいた。それでついに消しゴム

の材料がなくなつてしまつたが、まだ作りたいというので、今度は
“
ふわSわ

綱粘土
"を

出してあげ、それで粘土工作したのだつた。

ちなみに消しゴム粘土が本当に消えるか鉛筆で書しヽたものを消して実験して

みたらちゃんと消えたのだつた。よかつた、飾りだけの消しゴムじゃなかつた。

けっこう楽 しんでる トランプ遊び

工作もしヽろしヽろやつてし`るのだが、今までやつてしヽた遊びがひと段落したり、

所在無げにしてる子どもたちだつたり、遊びを一旦終えて本を読んでる子ども

たちがしヽたりしたら、その子たちをえつこが呼んで、部屋の片隅でトランプを

やってしヽることが最近ちよこちよこある。そこが意外に遊びのアオシスみたい

に、ひそかに盛り上がつてし`るのだ。

なんてことはなしヽのだが、7並 べやババ抜き、スピードなどのトランプ遊び

をやつているのだが、始めルールがわからなかつた子も、何回かやるうちにわ

かっておもしろくなつてきて、わ-1と は盛り上がらないものの、その空間だ

け 「ワハハ !」みたいに楽しげに遊んでいるのだ。

このトランプ熱、まだまだ続きそう。



月2クラス

新年度、新しいクラス、新しい友だちと変化の多い4月。月2ク ラスも多少の入れ
替わりはあるけど、元気に楽しく遊べればと思っています♪

この日の活動は、木工。パズルを作る。事前にお知らせしていたので、みんな自分
の結きたい絵が載つたものを持参してきていた。本を持つてきてなかった子も、プレ
イの本棚から描きたいものを選んだり、自分のイメージでォリジナルの絵を描く子
も 日●●と、その前に。いつものイメージカー ドも忘れずに。みんな、あっという間
に描き終わり、「パズルはどうするのぉ??」

今回は、時間内に仕上げることを目標にしていたので、板も枠も事前に切って準備。
されいに仕上がるようにカーボン紙を使って写す子と、直接描く子に分かれ、背景ま
で色が塗れるようにペンも多めに用意していた。みんな、描く絵を決めると集中して
描き始め、しばし静かな時間が流れる。が、しばらくすると 「この絵みてえ」と自分
の絵を見せ始めたり、人の絵を見に行つたりといつしか、美い声と話し声に包まれ、
プレイらしい工作の時間が進んでいた。

絵を描き終えた子から、今度は糸ノコを使ってのピース作りだ。プレイの子のほと
んどは糸ノョをよく使つているため、作業は早い。ただし今回は、糸ノコが可台しか
なかったので、みんな10回 切つたら次の友だちと交代というルールを決めて作業開
始。「ロコロ何回切ったっけ?」 「あと2回 で交代だよ」とみんなで声掛けしながら、
パズルを仕上げていく。交代した子はピースを紙やすりで削ってきれいにしたり、枠
をボンドで貼ったりしながら次の順番を待つていた。細かいピースを作りたい子は何
回も並びながら、ようやく出来上がり。

最後は、組み立てだ。実はこれが難関だったりする。ピースを細かく切りすぎてい
たり、色を塗っていないピースがあったり、全体が同じ色だったりすると作った本人
ですら作るのが難しい。頭をひねりながら組み立てていく。

ようやく出来上がると今度は友だちと交換して、何秒でできるかなど競い合つてい
た。

上手にできたパズル。家でも遊んでくれたらいいなぁ。パズルのピースはなくさな
いようにね。

まさし
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忍者クライ た秘&孝 とし

新 しいクラ7 al出来孝した。子供たちが考える層昔のイメージは、じれ
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いことがたくこれあるだltに、デーマをもめてやっていこうと思い孝す。

4月 2め 口  角氾けし掛鶴協でけ‖1け秘昔に勝けれけ'1のでこせるの著

この回は、二贈のイレイfL―ムを挙誉だ って、思者になるためにはsじ れ

な惨背したらいいか?みんどでいういうけ楼請語を考えて作し'きした。

これらの修行場をざ一回ク叫ヤーできにらけれこをあlfて 10回 以上や って

のltたつわものもllきした。31れながユlっげむ語者になれるようこれからも

忍者の修行けつづくのでこぜる J

修行のあじは、 Liょうと'クラ7が 、うこれとだんどの店屋を開11てくれτ、

み`たけで、食べたらⅢう ょ―――――おうきか ったです rrゴ

との一、

との二、

との三、

との四、

おやしこのへいや崖品けどを

Aラ ンス良くわたるための修行。

いういうけところをこぴこえる

修行。

わるものに碑たてた孝こあての

停行。

がltの仔Li、本のぼとlなどを

かるがるのぼれるようになる

修行。

すじやく、●くてこのものを

こって,も じってくる棒行。



自転車クラブ ちょび

山王公園で 「警 ・ドロ」
新ししヽクラブになつて始めてクラブの日、まだ自転車に慣れてしヽなしヽ子も多しヽので、比

較的走りやすくてちょつとだけ距離がある山王公園に出かけた。

出発が遅かつたこともあり、山王公園で|ましヽろんな遊びをする時間がなかつたので 、

「警 ドロ」だけをすることにした。公園が広かつたので 、敵を見つけにくく、捕まえる

のが難しかつた。なかなか勝負がつかす、時間がかかつて警察もドロボウも一回すつし

かしてなしヽのにtタイムアップとしヽう捕まえるのに時間に間に合わない勝負になつた。
もう少し逃げる範囲を狭めればよかつた。敵から逃げるのにも結構きつかつた。

今 回は雨
先日は雨が降つたので、プレイスクールの中で活動をした。自転車クラブは高学年としヽ

うこともあり、ちょつと難しい自転車修理の練習と工作をすることにした。

事果0う 層整霧塞重ご5舎 暑雪雪ご巳覆言紀炉壕字傘属寧宮ヱ事程思雪己紫法烹吊昼戸

ちょっと古いタイヤをつかつたけど、まだパンクの修理跡がないチュープを利用して、

それに穴をあけ修理をすることにした。

ます一人すつキリを束」し強制的にパンクさせ、そこからが1多理が始まるのだつた。

パンク部劣をサンドペーパーでこすり、修理用ボンドをつけパッチ帥多理ゴム)を 3長り付

けて、ハイ !出来上がり。なのだが、タイヤに空気を入れてみたら、貼つたゴムがパラ

っと晏」がれ、そこから空気がプシューと漏れてしヽる。すると仕力なしヽ、ハイ、やり直し

、になる子が半劣くらい。

時間がかかつたが、とにかくパンク修理はできたのだつた。ただ、タイヤチューブには

痛ましし暢 跡がしヽつばしヽ。子どもたちの修理技術はアップした?の だつた。

そのあとは簡単電磁石作りをした。長い釘に紙を巻き、エナメル線をコイルにして巻く

電磁石を作つた。これは比較的簡単に作れたが、長く電流を流してると、エナメル線が

過熱して、乾電池部分を押さえてる指が熱くなって 「アッチ に れ熱しヽ 1」と言つて手

を離してしまうぐらしヽ熟くなつたが、ビスや釘などの鉄がけつこう磁力でくつつくので

おもしろかつた。そのうち|□度も電磁石遊びをしてると、釘が磁力を浴びて、永久磁石

に変つていき、電池から線を離しても鉄がくつつくのだつた。

なつ"いネン
‐
rこ

弗

そのあと簡単モーター作りをしよう ということで、

単三電池に永久磁石を21□とりつけて、それに工すメ

ル線で回転コイルを作り、電池にうまく乗せて回るは

すだつたがコイルの作りが悪かつたのか、磁石との関

係に問題があるのかわからなしヽが、エナメルコイル

が回ることはなかつた。くやし―しヽ 1

もっと研究しなくては?と 思つていたら、子どもたち

はィララ、もう木で剣作りをしてしヽるではありませんか。それだけいろんなことに好青
bがあれば、まいしヽか、ということで無事雨の日の活動も終了したのだつた。
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イメージ角―ドコー十一

今回のイメージポイントけ

子どもたちのアイテ ィアが

いっげいの絵です。
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己終llらはらせ井うネの宝 スに界りて名めざすらん

先日、幼稚園の先生と一緒|こ丸太遊具 「ゴンタロー」|こ立てた竹|こ鯉のぼりが派いでいる。

青空|こそよそよと泳ぐ鯉たちは実|こ気持ちがよさそうだ。

端年の節旬|こ鯉のほりをかか|ずるという習わしは、江戸時代|こ始まったらしい。もともと

中国の故事|こある 「鯉の滝登り」は、黄河|こある急流 「竜門」をいろいろな魚が登ろうとし

たが最期まで登り切り、龍となつたのほ鯉だけだつたというあ話しで、ここから 「鯉の滝登

り」が立身出世の象徴となつていつたといわれている。だからして鯉のぼりなわけで、出世

魚だからといつて 「価のl■
~り

」でもな<、 ましてや風態が同じようだからといつて 「メザン

のぼり」では断じてしヽけないのである。

そんな鯉のほりの下で、今日も子どもたちははじけるような笑顔を見せて<れ ている。子

どもたちの笑顔ほいつもすてきだけれど、なぜか春ほとびつきりいい顔をしているよう区感

じてしまうのだ。ひとつ学年があがつた自信からだろうか。胸|こつけている名本しの色が変わつ

ただけなの|こ、中身までガラッと変わつてしまう子がいる。ある国突然[成 長してしまう…

子どもつてそんなものらしい。はたまたこれから始まる新しい一年への期待が笑顔を輝かせ

るのか。どんな新しいことと出会えるのか、どんなことを身区つけられるのかワクワクドキ

ドキなのだろう。大人のよう|こああまた忙しい一年が始まつてしまうなどとブルー|こなった

りはしない。どんな急流が待っていても全力で駆け登ってい<の だし、大人のよう|こ流れ区

身を任せてしまつたりしないのだ…子どもってそんなものらしい。

だからやつばり鯉のぼりなのだ。出世魚とはいつても鰤もしよせんは魚でしかない。登り

つめても社長や会長といつたところか。 (もちろんそれはそれでスゴイことなのですが…)

それに比べて、鯉ほ魚を飛び越えて籠|こなってしまうのだ。エジソンか山中教授か、はたま

たウルトラマンか仮面ライダー<ら いスゴイこと|こなってしまうのだ。これはもう子どもた

ちには鰤の照り焼きなどではな<、 鯉の洗いか甘露煮をガンガン食べさせて、籠を目指して

もらいたいではないか。

青空|こ派ぐ鯉のl■
‐
りを見上げる子どもたちが、みんな自分らしい籠|こなって<れ ればいい

なと笑顔を見ながら思っていたのだつた。あれつ?しかしみんなが籠を目指したら…いかん

いかん、せめて何人かは虎を目指してもらわな|すればなりません。鯉は六甲下ろしを登り切

り猛虎となりましたとさ。今年こそほ…

僚 都 ・雑倉」の森プレイスクール 福 山記)


