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自分たちで考えた遊び

丁フランコ飛び」

小学生の頃はフランコから飛んで飛距離を競う遊びがよく

流行りました。しかし、ただ飛距離を競うだけではなく、距

離よりも重要な「芸術点」というのがありました。それはフ

ランコから飛び降りた時に、片手を離さずにある程度のとこ

ろまで握るのです。そうしたら、片方だけ吊り上って、離し

た時にフランコが不規則に揺れるのです。それが激しく揺れ

れば揺れるほど点数に結びつきまし尼。中には、フランコが

上の方でからまって使用不能になった時もありまし万己。

一番遠くまで飛んだ人は5mほども距離がありました。し

かし危険も伴いました。前に進む力が強いので、着地に失

敗すると、高確率で怪我をしてしまうのです。頭を切って大

怪我をした人もいました。今になって、自分はなんであんな

バカなことを本気でやっていたのだろうと思います。
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甘えは愛情の確認

子どもも大人もそうなのですが、疲れてるとき、心が寂しいとき、不安な

とき、嫌な事があったとき，怖いときなき、心が不安定なときに身近な人に甘

えたくなることがあります。

そして甘えさせてもらったことで安心し、満たされた気持ちになったりしま

すし、やる気を生み出すエネルギーになったりもします。

また、甘えさせてくれた相手に対し七は信頼、愛情を深めます。

甘えは疲れたとき、寂しいとき、不安なときの心の安らぎであり、発散で

あり、愛情確認だったりします。

逆に甘えが許されなかったりすると、自分が甘えを要求したにもかかわら

ず、相手に腹立たしさを覚えたり、逆恨みしたりすることもあります。

そしてそれが続くと、人を信じる気持ちが薄くなってきたり、人と付き合う

ことも少なくなってきたり、他人に対して攻撃的になったり、逆に被害妄想

的になったりすることもあるようです。

子どもたちの甘え方はわがままで勝手です。自分の欲求が満たされないと

周りに関係なく、仰向けになって足バタバタさせて転げまわったり、大声で

泣いたり、ダダをこねてお母さんを叩いたり、物を投げたりと大変です。

それは子どもの作戦でもあります。自分のダダとお母さんとの根気比べでも

あります。

子どもによって甘え方は違います。

単純にすぐあまえてダダをこねる子は扱いにくいと思いがちです。逆に甘え

るのが下手でいつもいい子で文句を言わない子は、一般的に家庭でも幼稚園

や学校でもいい子と褒められがちです。

しかしそんな子ほど気をつけて見てあげ、「もっと甘えてもいいんだよ。」っ

て言ってほしいのです。褒められる傍ら甘えられない自分に淋しくなり、い

ろんなことを放棄して泣きたくなることもあるのです。

そんな子にはたまにスキンシップをとったり、ゆっくり話しを聞いてあげた

りと、体も心も温めてあげてほしいものです。

甘やかしすぎにならない程度に…　…。

山本直幸
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小学生水曜日クラス　　　如び
水曜日の小学生はどちらかというと1年生が多いということもあり、難しそうな工

作などはあまりしていなかったが、上級生たちがちょっと凝った物を作りたがっ

たりしているということもあり最近では、簡単工作や上級生向きの難易度が高い

工作などや遊びを交えて活動することにしている。

ナイフ作り

先日は上級生に鉄を焼いて叩いて，焼き入れ”をして作るナイフ作りをした。

今までは釘を叩いてナイフを作っていたが、今回は、鉄坂を切って、バーナーで

焼いて叩いてナイフを作ることにした。

鉄をバーナーで真っ赤に焼く件業、でかいハンマーで叩く作業、グラインダーで

削る作業、荒砥石→中荒砥石→仕上げ砥石で研ぐ作

業など、どれをとっても低学年には難しい作業だ

が、上級生にとっては魅力ある作業なのだ。簡単

には出来上がらないため、3－4週かけてじっくり

作ることにした。

鉄をあらから研いだ6、持ち手を木で件る作業が

待っている、そのあとは皮でカバーを作って仕上

げないと「危ないから持って帰ってはだめ。」ということにしている。

今までもそうだったが、政策段階で指をヤケドしたり、ちょっと切ったりするこ

とも多いが、じっくり時間をかけて作ったナイフは子供たちの宝物だし、なによ

り、子供たちが大人になっても、大きな心の財産となるのことは間違いない。

フりスピー

先日みんなができるエ件としてフリスビー作りをした。これは幼児クラスの子が

「フリスビーつくりたい。」と言ってきたことから始まった。フリスビーはスチ

ロール系の板をコンパスで丸く描いた円盤状のものと、輪っガをハサミで切って

ホットボンドで貼り合わせた簡単なものだが、これがけっこう飛ぶので小学生に

も作らせようと考えた。

フワつと飛んでキャッチする遊び、なかなか面白くいつまでも楽しく遊べるのだ

った。



月2クラス

この日は6月の第2週目の土曜日。次の月は父の日だ。普段、照れくさく

てなかなか言えない「ありがとう」の感謝を伝えようと、父の日のプレゼン

トでパンとメッセージカードを作ることにした。

まずはいつものイメージカードから。みんな描き慣れているので、3～4

枚もあっという間に描いてしまう。いつもながら、発想と思い切りの良さに

は脱帽だ。

さて、頭の体操も終わったところで今日のメインのパン作りだ。今回は形

成に力を入れてもらうため、生地はプレイで準備。中に入れる異材はみんな

で持ち寄って世界に一つだけのお父さんパンを作る。

顔型のパンを作る子もいれば、小さく丸めてたくさんの数を作る子、中に

入れる異材もチョコやチーズ、ジャムにあんこなどなど・・■色んなパンが

出来上がっていく。顔型パンを作ってる子は眼鏡をどうするか思案中。選ん

だ方法はあんこで眼鏡を形作るというものだった。はたしてうまく焼けるか

な？一通り出来上がったので、順番に焼き始める。焼いている間に、メッセ

ージカードを作ることに。なに書こうかと悩みながらも、そこは子どもたち。

書き始めるとあっという間だ。封筒に入れてあとはパンが焼きあがるのを待

つだけだ。

焼きあがるのを待つ問、風船を使って遊ぶ。風船バレーをしたり、風船卓

球！？をしたり。あちこちから「きゃーきゃー」いう歓声とパンツ王　という

割れる音が響いていた。そうこうしていると、台所からいい匂いがたちこめ

る。焼きあがりはどれもこれも美味しそう。さて、あんこの眼鏡は・■　ナな

んとひび割れてしまった（汗）それでも美味しそうなパンにみんな満足げな

顔。お父さんは喜んでくれたかな？



叫畔舶岬抽押
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スポーly々ラマ

6月。そろそろ梅雨に入り、じめじめムシムシのいやーな季節に突入だ。

雨はスポーツの天敵。みんなの元気や梅雨の雨を吹き飛ばそう　王

○この日は、再度赤坂公園にチャレンジ。虫よけのグッズと虫さされの準備

も万全にしていざ出発。赤坂公園につくと、ん？なにかいつもと様子が微妙

に変わってるぞ‥・「草が無くなってるやん」と、一人の子が。ほんとだ。

草がきれいに刈り取られて整備されていた。「これで蚊も少なくなるね」と、

みんなで遊びに集中できるようになったことにみんなで喜んだ。

アミダでチーム決めをして、まずはドッヂボールから。野球の前哨戦のよ

うに白熱しながらも、時に笑いありと楽しんだ。身体も温まったところでい

よいよ野球だ。この日はホームランが飛び交う乱打戦となり、抜きつ抜かれ

つの攻防となった。自然とみんなヒートアップし盛り上がる。最終回になっ

ても「まだ、あと1回お願い王」と言ってくるが、時間切れ。続きはまた今

度だね。

○この日はあいにくの雨。さらに夕方から人形劇もあるため屋上で野球をす

ることに。屋根にブルーシ1トを張って雨除け対策。「ドームみたいやね」

といいながら、試合開始。

屋上野球は、ルールが厳しくなかなかヒットになることがない。さらにホ

ームランとなるとかなり難易度が上がる。な甲で、いつもよりヒットが出る

と歓声が上がり、次は自分も！と意気込む。守る方も場所が狭いので打球を

捕るのも大変だ。

そんな中、一人ホームランを量産するつわものが現れた！まさかの3打席

連続という快挙を成し遂げみんなから「すげ－」と羨望の眼差しを集めてい

た。途中、すごい雨に見舞われながらも、楽しく野球出来ました。



手芸ウ弓7
0月7日

はがきサイズの簡単な織り機を作って、アクリル毛糸のアクリルたわしか小物入れができない

かと、先々週から織り始めて、いよいよ完成が見えてきたら、なんだかアクリルたわしとして

使うにはもったいない感じがしてきました。そこで、できあがってから裏地をぬいつけて、く

るみぼたんをつけて、かわいいバックにする声とにしました。そうするとみんなも、愛着が湧

いてきたようで、裏地の布と、くるみぼたんの布をできあがった物に合うように選ぶのも楽し

くなったようでした。写真では、みんなの作品のすてきなところが分からないのが残念です！

〇月I48

この日は、父の日のプレゼント作りをしました。

まがたまなどを作るための四角い石を自分たちで、削り、磨いて、それをストラップにしました。石と

いっても、紙やすりで削れるほどのものなので、みんなでおしゃべりしながら、30分ぐらいすると、「こ

れくらいで、いいかな！」とわたしに、見せに来ました。「そうね。じゃあ、次は桶に水をためてその中

で水やすりで、磨いてね。つるつるしてきたら、できあがりだよ。がんばって！」いよいよ、ストラップ

部分の作業です。まずは、ひもの色を三色選んでもらいました。お父さんたちが持っていてもいいよ

うにちょっとしぶめのひもにしました。そして、石にひもを編んでいくのですが、これがけっこうたいへ

んでしたが、がんばりました！さすが、手芸クラブの子供たちでした。（最後の仕上げはちょっとだけ

手伝いましたが）

〇月ZIB

ラミネートのA4サイズでランチョンマットを作ってみることにしました。下敷きにしてもい

いかな。使い方はいろいろです。まずは、ベースになる模様を和紙の折り染めにしました。そ

れが出来上がったら、切ったり、ほかの色紙と組み合わせたりして、最後にラミネートの機械

にかけると、とっても色鮮やか。おもしろくて二枚、三枚と作る子もいました。そのあと、人

形劇の前のおにぎり作りを手伝いにプレイスクール育ちく元会長）の20歳のおねえさん二人

が、来てくれていて、一緒に大縄跳びをしてあそんで盛り上がりました。そのあとも、仲良く

なったおねえさんたちのお手伝いをすることになり、にぎやかなおにぎり作りになりました。

「まおちやん、す－さん、また、あそぴにきてね！」　　　　　　　　　　　　　　たみ



自転車クラブ もよび

6月14日（土）自転車クラブは朝から久留米のサイクリングロードに行った。こ

こは自転車専用道路がけっこう長い距離あるので、何時間も走れる。

今回の目標は、夏休み前にロングサイクリングをする予定なので、少しでも距離

を走って、体力強化と技術の向上ができればと思って行った。

久留米で長く遊びたいので特急電車で行き、久留米から櫛原まで一つ駅を各駅停

車で戻り、百年公園のサイクリングセンターへ向かった。

サイクリングいセンターに着くと各自体に合った自転車を選びスタート。スター

トした時点でお昼を過ぎていたので、20分ほど走って公園で昼食を取ることにし

た。昼食の後は筑後川沿いではなく、筑後川につながっている小さな川をさかの

ぼった。

ところが30分程走っていたが、何だか方向的が少しづつ離れていく様子だったの

で、方向を修正することにした。それから筑後川の方向へ20分ほど走った所で本

流にぶつかり、そこを原鶴方向へ走ることにした。

この日の一応の目的地は朝倉く－らいだったが新しい子もいたりして、そんなに速

いベースで走ることもできなかったので、田主丸あたりまでしか走ることができ

なかったガ＼川沿いを飛んでたり、泳いだりしている水鳥を眺めたり、川沿いの

革を自動で刈って、ぐるぐる巻きにした葦をお尻からコロン！と出していく作業

をみんなで「ほ引き6、刈った革を機会で拾い上げて、機械で丸めてお尻からウ

ンチみたいにコロン！と出していくよ。」とか言いながらその作業だけを30分ほ

ど楽しく見学したりした。休憩はなるべく州に降りられる場所を探して、石で’’水

切り投げ”をしたり、流木を捜し「遠くまで流れていけよ。」と流して遊んだりし

た。

そうして最初の目的地までは行けなかったものの、天気もよかったし、気持ちい

い風を受け、遊びなか引tl沿いを走った気持ちいい1日だった0
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ありのままの・・・

♪ありのままの姿見せるのよ
ありのままの自分になるの

今日も女の子たちか熱唱している。感情牢つぶりにもちろん手を差し出すプリ付きだ。映画

「アナと雪の女王」かすごい人気で、興行収入もものすごいことになっているらしい。もっとも

200億円を超え定といわれても、数十円の消費税にすらビピッている身にとってはまった＜実感

はないが日本経済にとっては悪いことではないのかも知れない。それにしても子どもたちがもの

ごとを吸収する力はすごい。この歌の歌詞だってすくに覚えて歌えるようになるのだから、興味

のあることはすくに脳≡ソに入ってしまうようだ。ずいぶんと前に「うちの子、ポケモンの名前

は全部覚えているのに、九九はぜんぜん覚えられなくて‥・」とあ嘆きのあ母さんがいたか、きっ

と頭のチャンネルか違うんでしょうね。

しかしよく考えてみると、まだ小学生が「ありのままの姿を見せて、ありのままの自分になる」

とカミングアウトするって、それだけ自分をつくろってストしスのかかった生活をしているとい

うことなのだろうか。たいへんなんだねえ、キミたちも…しかしたいへんだと思うけど、そこに

立ち止まるのではな＜少しだけでいいから漢字とか九九とかも覚えていただいて、今の自分を超

えてもらいたいと思ったりするのだけれど…

そういえば今回のサッカーワールドかソプはちょっと残念な結果になってしまったが、マスコ

ミの異様な盛り上げに乗せられてしまったわれわれも反省すべきところはあるのかも知れない。

選手がモチベーションを高めるために優勝を言葉にするのはわからなくはないが、冷静な判断も

なしにそれを報じるマスコミこそ責任を感じるべきではないのか。もちろんフ【ルドカップは巨

額のお金が動くビッグビジネスなので、日本代表に少しでも勝ち続けてもらってモノやサービス

を売り込みたいという大人な思惑も見え隠れするわけだし、ひょっとすると消費税増税の反動の

消費の落ち込みをワールドカップで食い止めるための国策ではないのかと勘繰りたくなったりも

する。

日本でJリーグか始まったのか20年前の1993年、その頃はブームだった。それまでは子ども

たちとサソカーをしても、みんなが砂糖に群がるアリのようにボールに集まってとてもじゃない

がサソカーの体をなさなかったのか、テレビで試合を観たリサソカーに触れる機会か増えるとちゃ

んとサソカーのような形になるようになったのだった。子どもは好きなものは頭でも体でもすく

に覚えるのだ。考えてみれば、当時の子どもたちがいまの日本代表として活躍しているわけで、

スポーツが文化となってその国に根差すには長い時間が必要なのだろう。

今回、選手らかよ＜「自分たちのサソカーができなかった」といっていた。門外漢にはそれか

どんなものなのかはよくわからないガ、サソカーは相手のある競技なのだから自分の目指してい

ることができれば勝てるというわけではあるまい。時には相手を出し抜いてでも、威勢を張って

自分を大きく見せてでも、いつもと違う自分を見せてでも勝ちにいくことが求められたのかも知

れない。ありのままではなくガツガ、ソと。

ところで日本には蹴まりというサッカーによく遊びがある。きっと「和をもって等しとする」

日本自勺なメソダ」ティーに1まぴったりなので、この際「個の力」はあきらめて、蹴まりのように

フォワードか集まって内向きの円陣を組んで、ボールをリフティングしなからそのままコールに

なだれ込むいう「紋日不的決定力不足護送船団方式サリカM」をありのまま日本サソカーとすれ

ばどうだろうか。えっ？オフサイド‥むむうアカツか…

（京都・雑創の森プレイスクール　福山記）
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