


夏休み　キャンプに出かけるその前に
いよいよ子どもたちお待ちかねの夏休みかやってきた。そしてもうす＜プレイスクールのサマー

キャンプもやってくる。今回はキ辛ンプに参加してくれる子どもたち、そして保護者の万々にぜ
ひとも知って乱＼てほしい「キャンプの心得」なのであります0これを読んでプレイスクールの

キャンプを思いっきり楽しもう。
これ碑の7　テントに散らばるシャツパンツ

キャンプでは自分のことは自分でしなければならない0ここにはあ母さん乱いないから、自分
で着替えして汚れた服は袋に入れて自分でリュックにしまうべし0ところが数人で暮らすテント
の中には自分の荷物ではないものもあった。するわけで＼数日もするとテントの中はくちゃくちゃ、

リュックの□からは長ズボンがはあだし＼散乱する寝袋の下からは片方だけのクツした、汚れた
Tシャツ、かぐわしい香りのする下着が発掘される始末0最悪なのは濡れたままの着替えの放置！

この時期のこれは生ごみまたはクサヤに匹敵する発酵物となることを肝に銘じるべし。
虫　けは　アースドやをいのき　ゴゴッゴーッ／

普段はあまりさわることのない虫よけスプレ恥を持った子どもたちがすること。その－、やた
らと体に振りかける。ほとんど5分あきに＼乱、シユシユシコツ！頭のてっぺんから足の先ま
でシユシユシユのシユ！使いすぎて一日で空っぽに＝・過ぎたるは及ぼざるかごとし。その二、

飛んでいる虫に＼はいシユシユシユリ！木の枝に止まっている虫を見つけてはむユシユシユの

シユ！だからこれは殺虫剤じゃないっつ－の！一番有効な対策は＼夕方になったら長そで長
ズボンクツしたつけてクツを履くことなのだ。
スモールライト　冬から違んで　及っかす

チヤラララツタラ～二ノ仁スモールライト沌どと昼間から懐中電灯を点けて遊んでいる子ども
たち0人の顔に向けて照らしたり、意味もなく止まっている虫にスポットライトを当てあたりし
たくなるらしい0当然、電池は消耗していき＼いざ夜のとばりが下りるこう、今でしょというタ
イミングで電池切れ。森の中の暗い夜をさらに日吉＜過ごさなければならなかったりする。もっと

も最近はほとんどLEDになったから電池切れもほとんどなくなったが、明るいうちはリュック
にしまってあいてね。

♪ホ車線の向こうにユトイルカに食った少年

子どもたち椚寺ってくる海遊びの道具の数々＼水中メガネこシュノーケル、魚用の細に釣り道
異なとなど気合の感じられるもののオンパレード。しかし、ホームセンターで安く売っているシャ

チやらイルカやらの巨大な浮袋だけはご勘弁願いたい0とにかく膨らますのにとんでもなく時間
かかかってしまうのだ0プレイスクールには足で踏んで空気を入れる例の黄色のやつしかないの
で＼最初は自分でしていた子どももすくに飽きて結局はリーダーか地団駄踏むかのごと＜シユパ
シユパする羽目になるのだ0しかも泊まっている山のキャンプ場から海まではマイクロバスで移

動するので＼狭いバスの中には大小色とりどりの浮き輪やシャチにイルカか詰め込まれ、そのユ
キマに子どもが乗っているというけったいな景色となるわけだ0そんなわけでシャチとイルカは
水族館でどうぞ！ついでにど叫チボールは必ずや風に流されて水平線のかなたに消えていくと
心得るべし。
お顧いだから　着替えて食ってね　埠りのバスu

キ辛ンプの期間中はいい、面倒くさかったら着替えなくてもいい、人間そんなことでは死んだ
りしないから＼これは許そう。しかし＼しかしである。帰りのバスに乗る前はゼッタイにきれい
な服に着替えるべし0何故か？そう最近のバスは空調がしっかりしているからか、危険防止の
ためからか窓が開かないのである。換気かできないのである0想像してみてほしい。30人から
の子どもたちが、数日のキャンプを経て汗とホコリで汚れまくった服のまま、この密室のような

バスに乗り込んだところを0想像するだけで臭ってさそうではないか！まあ一緒に乗っている
リーダーも同じようなものだからわれわれはよしとしよう〇一番被害をこうおるのはバスの運転

手さんである。後部座席から押し寄せてくるえもいわれ蛸酵臭rこもしもや運転手さんか気を失っ
たりしたら…ああ危険すぎます。だから必ず着替えてから乗るように！なにっ？もう着替え
がないって…あ～い！プアプリーズ持ってこ～い！



子どもが理解しやすい話し方を

「うちの子は、私の言うことをなかなか理解してくれないんです。わかって

るのか、わかっていないんだか。」ということを時々聞きます。

子どもにアドバイスするときや、いろんなことを教えてあげるとき、どんな

言い方で話していますか？

男の子と女の子は物事の理解処理方睦が若干違うので、表現をかえてあげる

と分かりやすくなると思います。

子供たちに何らかの注意や指示、お願いなどをする時に男の子は
「なぜそれが必要なのか」「何でしなくてはいけないのかを順序立ててきち

んと話す上と納得しやすくなります。
・例えば、友だちが同じおもちゃで遊びたいと言ってるのを

「○○君はあなたが持ってるおもちゃがカッコ良くて○○君も同じように

遊びたいようだから、ちょっと貸してあげようか」と言うと、「なら、ちょ

っとだけならいいよ。」というふうに寛大になれます。ところが、「○○君

がかわいそうだから、仲間にいれてあげて。」と言うだけでは納得できませ

ん。何故そうなるかの理由を、ちゃんと話してあげることが大切になってき

ます。
・女の子にも同じように理由を説明することは必要ですが、もっと感情的な

部分も踏まえて、教えてあげると納得し易いと思います。

例えば「○○ちゃんはあなたがそれで遊んでるのを見て、とても素敵に見え

たみたいで、一緒に遊びたそうだから、仲間にいれてあげようか？きっと喜

ぶわよ」というように心の感情も入れてあげると理解してくれるものです。

子どもたちは、お父さんやお母さん、他の人が何かやってても、興味あるこ

とはちょっかいを出したがります。そんなときもただ「触ちやダメ！」だけ

では納得しにくいものです。男の子には「それはお父さんの大切なもので、

それが壊れちゃうとお仕事ができなくなってしまうからやめてね。」とか、

女の子だったら、「それはお父さんの大切なもので、それが壊れるとお仕事

ができなくなって、お父さんがとても困るし、お母さんだって悲しいわ。」

というようにお母さんの心の部分も含めて話すと、理解しやすくなります。

このように、大人がしゃべってることを子どもが納得しやすいように話して

あげれば、もっと「お母さんの言ってることがわかってるの？」と言わなく

ていいのかも。

山本　直幸
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小学生水曜日クラス　　らよび

焼き焼き夕食会

このクラスではちょこちょこ夕食会を行っている。今回はバーベキューコンロで好

きなものを焼いて食べる「焼き焼き夕食会」を行った。

みんなが集まり始めたが、夕食会まで最近毎回やっているコマ回しで遊／Sことにし

た。

プレイスクールのコマ回しは、「いきながしょうもん、しょうくらべ！」の掛け声

でコマを回し、生きが長い（長く回る）のを競い合うのだ。

そして、始めに止まったコマから順に出していくルールで、一番最後まで回ってい

たコマの人は最後に回せるようになっている。だから必然的に、一番長く回ってい

たコマの人が有利になる仕組みなのだが、それが「天下一」（最後まで回っていた

コマの人）の人がちょっと調子に乗って、先に回っているコマに攻撃をしかけたり

して相手にぶつけようとしたりして、失敗して壁に激突したりして自滅して最下位

になったりするからおもしろいのだ。また、同時に止まった人がいたら、「ツイ」
．と言ってコマを早く回した人が勝ちで、「ツイ」の勝負に負けた人は最下位に落ち

Jるのだ。そんな真剣な楽しい勝負を、時間を忘れてしていたら、あっという間に時

三は過ぎ、夕食会の準備にかからなくらやいけない時間になってしまっていた。

「さあ、焼き焼き夕食会の準備をしようか？」と言うと、火をつけたい子たらがザ

ザッと屋上に上がった。バーベキューコンロに新聞紙を丸めて入れ、小枝を割って

小さく割き、紙の上に乗せ、マッチで火を着けた。

みんな火は大好きで「僕が火をつける、ボクがつける」と言うので、マッチでみん

なにつけさせたがなかなかマッチに火がつかない、ポキポキ折れてしまう、ついた

と思っても、マッチを上に向けてるので、すぐ消えたり、火が怖くてすぐ手放した

りするのでなかなか火がつかず、マッチ棒のカスが山のように重なるのだった。

やっとの思いで着いた火に薪をくべ、火が勢い良く燃え上がったら、炭を加えて火

が落ちつくのを待って、網に肉や魚ソーセージなどを乗せた。すると、瞬く間にい

い匂いが広がり、みんなのお腹の虫がグーつとなり、「ソーセージ食べていい？」

と先を急ぐのだった。

それからは　各自持ってきた一品のおかずとプレイスクールで用意した肉などを

焼いて腹いっぱい食べたのだった。

そして、必ず食べる「仕上げ？のデザート」の焼きマシュマロや焼きリンゴなども

食べて、満足、満腹の夕食会だった。



月2クラス　ここ

7月。日差しも強くなり、暑さも徐々に増して夏本番もすぐそこまできていた。月2ク

ラスの活動も残すところ1学期最後となった。で、暑い夏の活動と言えば、やっぱり水

遊びでしょ。ということで、屋上で思いっきり水遊びをして、楽しい夏休みを迎えよう！

水鉄砲やゴーグルを持参して、さあ、まずは水遊びの準備。プールに空気を入れて、

水をためる。その間に水着に着替え、遊ぶ道具も準備していざ屋上へ。

夏の日差しを浴びて・日といきたいところだったが、ぽつぽつと雨が降ったりと今一

つの曇り空。それでも子どもたちは元気いっぱい。水も冷たい感じがするがなんのその。

お構いなしにプールに入る。「つめた－い！」と言いながらも、肩まで浸かったり、水を

かけあったりと早くもずぶ濡れに。そのうち、誰からともなく水鉄砲に水を入れて撃ち

あいが始まった。プレイで用意した水風船にも水を入れて、水爆弾の出来上がり。バケ

ツやペットボトルも準備して水の補給もばっちりだ。チームも分けて陣地も決めて、水

を運んだり壁を作ったりと戦いの準備を進め、さあ水戦争の始まりだ！と、その時日

まさかの大雨が日！「もお、よっニー！（怒）」とみんなの声が飛び交う中、結局しば

しの休憩。すでに濡れてるから、雨でも関係ないけど、みんなでシートの中に隠れて、

雨がやむのを待った。しばらくすると日が差してきた。「ほら、大丈夫だったでしょ」の

よっこの言葉には反応なく、「早く始めようよお」の声。では改めて試合開始だ。最初は

水鉄砲で狙ったり、水風船を足元にぶつけたりしていたが、だんだんエスカレートして

きてとうとうバケツから直接水かけあいに発展。あっちこっちで歓声とザパーンという

水の音が響いていた。全員色んな方向から水をかけられて、すごい状況。「ちょっと待っ

て」や「水補給させて」の声にも構わず水が浴びせられていた。

そこら中水浸し。やっぱり水遊びは豪快にいかなきゃね。みんな笑顔で満足の水遊びで

した。
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小学生土曜日午後「自転車ケラフ」らよび

サイクリングに参加する子は一回は一緒に走ろうね。

7月下旬にサイクリング合宿を計画していて、自転車クラブの子はほとんどそれに

参加するし、今まで自転車クラブに所属したことがない上級生もサイクリング合宿

に参加希望してる子もいるので、どのくらいの運転技術があるのかも見ることも含

め、1回でも自転車クラブのメンバーと一緒に走ってもらうことにした。

そのサイクリングキャンプに備え、7月は少し距離を伸ばして走ろうと考えていた

が、暑い日も続いているので炎天下、長時間　自転車を走らせるのは熱中症も気に

なるので、片道1時間ぐらい、往復約2時間ぐらいを毎回目安として、走ることを

考えた。

伊崎浜行き

毎日気温も高いし、子どもが「海に遊びに行きたい？」と言うので、近場の伊崎浜

まで行くことにした。海に着くとさっそく膝まで足をつけて火照った体を冷ましな

がら、海藻を拾って投げたり、クラゲを投げつけたりして「キヤー！キヤー！」言

って遊んだ。そのあと砂をかき集め、砂のお風呂を作ったり、砂のお城を作ったり

して遊んだのだった。やっぱり夏の海遊びはちょっと涼しくなったね。

福岡市博物館

ある程度距離があって、行き先があまり暑くない場所ということで、贅沢にも行っ

た先が涼しい場所ということで、クーラーがある福岡市博物館へ行くことにした。

時間的にも1時間ぐらいだし、往復17km程度で、丁度いい距離にあり、涼しく、

静かに遊んで帰れるいい場所なのだ。

博物館に着くと、マテュピチュ展をやっていた。「マテュピチュ震いいなあ。」と

私が言うと「いくらだった？」「ん－？大人1600円、こども600円って書い

てあったぞ。」と言うと「たっか－！」と子どもたち。

入場料がけっこうするので、子どもたらは1階の世界各地のゲームや楽器で遊べる

コーナーにさっそく行き、オセロみたいなゲームやスコーンみたいなゲTムをして

遊んだのだった。

しかし、男子のほとんどの子は30分ぐらいすると、そのゲームにも飽き、「外で

遊んでいい？」と聞いてくるのだった。（男の子は外で汗をバリバリかいて遊ぶの

も大好きなのだ）

そして女の子はというと、けっこういろんなゲームを満喫して、遊んで帰ったのだ

った。



行くか確

スポーツクラブ
7日のれ凰拙諸声ッアラブあ合宿机れ吾。

寛町の朗怒告七十。㌢，しゃ「碗吾早Jと（咄てt向知ら

恥入汗韓韓．笥紬の合宿の庵の弼ばや照庸ソ野手如

しよお〝だ徒長ゴムポー巾、の努癖否溺揚和げ駈甘～てきた

申せ揚和和郎笹島㌦誹凍て軒尋軋わと、博ん持

豪ん狛ま止てし辛のれ巨再考脅威もあるし如沌中山こするここ

紳車↓緒や溝碕恒く甑皇〃こ末の碑轟にあ臥して

照ら牒射錘鼻の鯵孝和噛相可締約拘
覇の′瑚考まで射頑断るこ汚く衆あ鞄二と頼子畔。陣幕・

悸明示あき巌頼子鵡思ま号鴎の拓拙い限れ。よ二、ゆき拓

でよ′古材鵠iiu．纏打二摘し臣丘ま欄が縁り出し作

等慧芸憲等宕芸諾芸
もさせてほしいと硝いし周、凍み、軒の叶。鶴と視キ㌔於巨

躯プ主瞞督衡自戒、′㍑無てlほしト／錦摘草も沸せ

る乙．働廃串珊瑚L軒弟丸痔の桝、へ湖と．罷乳笹招

筈慧芸諾還琵諾
靡新座如補凰野蛮

糸目，前捏やた毎」牲

の碑凍て章和車軸夢碑の日鋼路ると．ちゃ束．止ん叫こ欝

多謝趨机月差づ互の合宿柾。伽に叔瑚手揖畔から抱擁勺
くよ＞ニ＞



忍者ウ与っ　た捕手乱

忍者村と合宿
クラブ活動の最後に、忍者村（嬉野温泉肥前夢街道）へ行きました。天神ノにくセンターか

ら、嬉野インターまで高速パスで約1時間半です。他の乗客に迷惑にならないよう、静かに

乗って居られるか（17人の子供たち）が心配でした力＼なんとか無事に着きました。そし

て、忍者村までは特別に無料の送迎バスが迎えに来てくれていました。忍者村に着くと、さ

っそくお侍さんのかっこうをした“日本一のインチキ芸人神谷弦二郎こと口鵠ノさん”訊菖

ことばのあいさつで出迎えてくれました。忍者村に来たらぜひ見てほしい忍者ショーの時間

がせまっていたので、げんさんに、お弁当を食べれるところを聞くと、さっそく涼uプなと

ころにわざわざいすを持って来てくれて、その間に忍者になるための～心脚本～のl参業の場

の楽しみ方を教わりました。げんさんとはここで分かれて、修業へ出発です。さっそく炎天

下での上り坂で鍛えられました。そし

て忍者ショーがある「からくり屋敷」

に着きました。中に入ると、ここは涼

しく生き返った気分。いよいよショー

が始まりまu已甲賀忍者と伊賀忍者

が巻物をめぐって、戦うという設定で、

剣で戦うシーンは迫力でした。ショー

では、最後に舞台のどこかに隠されて

いるしゆりけんを探しノこ見つけた人

にプレゼントがくぼられるというおま

け付きで、プレイの子供たらも数少な

いしゅりけんを探し当てていました！それ以外にも、吹き矢、しゆりけん、弓矢の技を磨く

ところや、じごくめぐりや、迷路など楽しめる修業場がたくさんでした。

あっという間に、時間は過ぎ最後におみやl堰で、しゅりけんなどを買って帰りました。

プレイにもどって、すこしだけおやつを食べておふろです。おふうは、プレイの屋上に特

別に作ったおふうと、銭湯に行くクループに分かれました。銭湯は昔ながらのおふろ屋さん

で、「テルマエロマエみたいやね～」と、なるほど子供にとってはそっちなんですね！

屋上のおふろ場では、ホースから出るお湯が上から滝のように湯船（プーノDに落ちてくる

ので、「滝行だ－！」と頭からかかって修業のつもりになったり、よっこに取材され（写真

にとられ）そうになったので、シャンプーを泡だてて‥・がかくれるようにがんばったり

と楽ulおふろだったようです。銭湯組が帰ってきて、さあ夕ごはんです。私たらがおふろ

に行っている問に、おいしいカレーや焼きそばをえっこや他のスタッフが作ってくれていま

した。お腹も満足したところで、忍者打で買ったり、景品でもらった剣やしゆりけんでの戦

いごっこになり、おもちゃの剣は帰る前にもう壊れそうでした日仕方がないねえ～。そん

なこんなで、まだまだ興奮さめやらないみんなでした力＼ぽちぽち寝袋を出したりしノてもら

い、夜中の映画館にプレイがなりました。映画はみんな大好きな「トム＆ジェリー」寝袋に

入ったり、ど真ん中でかぶりつきで見たりしました。そしノこ映画が終わったら、そのまま

眠りに着いた子もいれはまだまだと寝袋に入ったままで、おしゃべりに花が咲いていまし

た。朝が来て、「おれ、ほとんど寝てない！」「おれも！」と、寝てない自慢力戦台まりました。

すっかりその気になってる忍者たち寝ないでも平気でござる！



評牽夢瑠鰯一節随
自分たちで考えた遊び

「ブルガリア人ごっこ」

ヨ一列し卜鱒もともと宇宙からの隕石についていだもので、

プルガ」ア人は宇宙人という想定。話し盲の語尾は「～なの

ね」。重賞は妙」ンゴとミカン（当時め毎日のおやつだうだ）。

だけど、日本（地球）に来たからには米窄食べなければいけ

ないと思っていて、泥や砂を米だと思いこんでおり、それで

団子やお好み焼きを作って食べている。雑草は野菜と思いこ

んでいるので、「地球には野菜がただでいたるところに生え

ている」と祖国に電波を送っている。挨拶はダンスで行う

（ら・ら・ら無人君のCMめ踊りと、クラッシュパンディク

のCMの踊り）。

そんな架空のブルガリア人に成りきって遊ぶのがとても楽

しくて、毎日「今日は地球を探険なのね－」「今日は地球で言

うたこ焼きを作ってみるのね－」とか、その日のテーマのよ

うなものがあって、探検やおままごとをしていた。



営 押 し「 ＼′′ 1軒 」■ ・古 ＼′ ＼J q ′‾■ヽ 糾 �Tql よゴ アノや謀 ・名 答＼I 声1 �� �＿＿▲ ∞ �一 ＿＿ll �� �∧ 中・阜 ＼．．．．＿ こL M �渓 tや ��ゝ ＼ユ lJ �Ⅱl 

N の �� �箋 声一 �■■Jl �� �l 岩 �震 ��ヽ ＼ゝ ∫ 皆 ＼′ ＼J ● �：加 

戸一 卿 芦 中一 「 克 く：｝h J■’ 芦 芦 賢 ����の ナ ゝ �N ���＼′切 ＼」 ● �」b 

N 、」 �� �†′ ＼ふ N O （ 小 �㌍ �＿J・ b �蓋‡ ヽこ l �の � ���冷 

1 �N ＼＞QO Jl ＼J 7‘ � �ゝ■ ．料 �酎 �＿＿▲ A �与 世 辞 �� �き 悩 ��笑 
一命 巨 ド 東 ．し．ニ 陶 「 芦 鴇 ����〟N 寸一一 ＼† ＼J ● �ゝ 寧・ 音■ ��｝ 

．ヰ な ∨ 1送 � �N N � �＿■▲ く∫1 �昏ヰ 蹄も 　ヽ＝ 】（》 �� �「 UI LJ ‘一 ＼′ ・や ■ ＼J ● ��謝 

等7 声丸 7g ��笠寸 描占 ヽ＝ lN 　O ��…善言藁葺の むヽ＞ ■●。l 昌か ����N ���静 

エー　こ． ��lさ．1土． ■■　■■ �� ��与 �� ���什 ■ ′ 僻地 ド押卜巴 し、 ��傭・催 肝脾 JL、N hbjゝ ○■． くItb ��Y霊室‾コ ＼J ヽ ��傭 除 き忘岩 ��bL八 津山 々＼ニ ～ ＼l 

言又 も等 ��？専 ら基 ����羊声 ヽ＿ 

？（ ��g　S ����ぐ、 ��ヽJ ● �� 

菊
選
q
T
ヽ
い
や
ー
J
T
N
〇
一
U
欄
　
∞
知
和
馴
相
聞


