


評醇礫紺歯髄
おっかいのとき　してはいけないこと

◎笑っちゃいます！！
。じぷんのものをうりにいかない

●ようわかってるやん
．ものをぬすむ・レジでおかねをわたさずにかえる

。じぶんのすきなものだけをかってにかう．・むだなものをかう

・かってにおもちゃをかう

．かってにこうきゅうなものをかってくる

．トイザらスにひとりでいっておもちゃをかう

．かってにおかしをかいものかごにいれる

．みせのなかをはしりまわる。おおとえをだしてさわく

・うりものをさわったりおとしたりする

・ならんでいるおさかなを、つんつんさわる

・うっているおもちゃであそぶ

。さいふをわすれる

・すなばでどろんこになる

・へんなひとにちかよらない

「ボぜ琶ひt溝と亨して嗜いけ喀‘－ことJ

訂イ酌事，7さす（ド如肘か八つ
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乞畳福岡プレイスクールの子どもたちに聞いた　　　嘩

☆おっかいのときにしてはいけないこと

◎そりゃあ　だめだろうね

・どろばうにお金をあづける

・お金をぜんぶトイレにながす

◎もしかしてするひとがいるかも

・かったものをぜんぶたべる

・パンやさんのパンをかってにたべない

・おつりをかってにつかわない

◎それはいたずらだよ

・トマトのカンをペンでぬりつぶす

・おっかいにきた人をけいさつについほうする

・お金をなげない

・しょうみきげんをぬりつぶす

◎ちゆういしようね、

・じぶんがほしいものをかう

・ひとにおごらない

・かってにカードをかわない

・お金をおとさない

・おつりをもらいわすれない

・お金であぞばない

・アイスや氷をかったあとに、

・おみせでさわがない

・かってにおもちゃをかわない

・お金をひとにあげない

・一人でかいものに行かない

・レシートをすてない

・まちがってちがうものをかう

のんびりよりみちをしない
・おっかいにいったのに、かうものをわすれない



偏食を少なくする

食べ物はなるべくいろんなものが食べれた方が楽しいし、栄養もかたよらずにいい

と思うのですが、子どものころはきらいなものも沢山あり、食べさせるのも一苦労

ですね。

年齢が高くなるときらいな食べ物の数が少なくなってきますが、小さいころは食べ

たことがない物は口に運ばないという子もいます。

プレイスクールのおやつはどちらかというとお菓子っぽい物よりもおかずっぱい

物が多く、だんご汁の中ににんじん、だいこん、さといもなどが入っていることも

あります。

プレイスクールに入ってあまり経っていない子は、あれ？これおやつ？って顔する

子もいますが、馴れた子は「アッ！だんご汁だ！にんじんあんまりいらんけど、だ

んごいっぱいちょうだい。」と中身の注文も出してくるくらいです。なかには周りに

のせられて食べたこともないのに「僕もおかわり！」とおかわりを要求したりして

くる子がいて、帰りに親御さんに「こんなに食べたんですよ。」説明すると「えっ？

家では食べないんですよ。」と言われることも少なくない。

そうやって周りに乗せられて食べれるようになるケースは偏食を直すのに最適だ

と思うのです。

プレイスクールのおやつも「食べない！」と言う子もいますが、「ほんのちょっぴり

食べてみない？」と一度は勧めてみます。ほんとうにカケラぐらいをお皿に乗せて
「はい。」と渡すと、ほとんどの子は勇気をもって口に運びます。そこで「食べた？

どうだった？」と聞くと、だいたいの子は「おいしかった」ではなく、「ン～？」と

変な顔をして首をかしげます。なかには「たべれた。」と、ちょっと嬉しそうな顔を

する子もいます。

当然「食べたくない！」と頑なに拒んでいる子には、「無理して食べなくていいよ。」

と言いますが、一口食べる。というとこが入り口として、少しずつでも食べれるよ

うになったらいいな。と思っています。

お母さんが子どもの嫌いなものを「食べなさい」と言っても甘えて、なかなか食
べないことも多いでしょうが、「ほんの1ミリ食べてみよう」と本当にちっちやい

ところから勧めていく努力が偏食を直す一歩になると思います。

偏食は大きくなってじゃなかなか直りにくいものです。なるべく年齢が低い頃に

少なくする方が望ましいと思います。

山本　直幸
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小学生水曜日クラス　　　　　ちょび

◎テーブル卓球

最近はテーブルの上にコンパネ半切3枚を乗せ、ガムテープで留めた板の上でテー

ブル卓球をしている。

そのテーブル卓球を上級生がしているのを見て、1年生の男の子たちが「ぼくもさ

せて。」と言って入ってきて遊んでいた。始めは当然サーフもできなかったし、打ち

返すこともできなかったが、積極的に何回かするうらに、けっこう球も返せるよう

になり、ラリーも続くようになった。

ところが、1年生の女の子は、こちらが「卓球しない？」と誘っても「しな－い。」

と頑なに拒んでいた。やったことがないことを人前でやると、失敗した時の周りの

目線か怖いからだ。

そこで闇練ではないが、あまり人がいないときを見計って、「だれでも始めからでき

るわけじゃないし、教えるから、ちょっとだけやってみない？」と誘ったら「じゃ

あやってみる」の返事がきたのでさっそく教えてあげることに。まずラケットの持

ち方から始まり、サーフのやり方、球の打ち返し方などを教えてあげることにした。

すると上級生たちがするのを見てたせいか、覚えは早くあっと言う間にできるよう

になったのだった。

それから自信をつけ、マイラケットを作りたいと言い出したり（他の子が何人か手

作りのラケットを作っていたのを見ていた。）、テーブル卓球しようか？と言うと、

「やろう、やろう！Jと自分から進んで卓球に入ってくるのだった。（自信を持つっ

てすごいなあ）

◎鍋パーティー

毎月一度の夕食会、11月は　☆鍋・なべ夕食会　をした。

プレイスクールからはご飯、お肉、やさい、うどん、こんにゃく等を用意。子とも

たらは自分の好きな異材を持ってきて、好きな鍋（すき焼き・しゃJSルやぶ・・な

ど）を囲んで夕食をすることにした。リクエストがあった鍋は、すき焼きとしゃぶ

しゃぶ。テーブルを二つに分け一つのテープルはすき焼きオンリー、もう一つのテ
ーブルは2つの味を食べたいということで、すき焼きとしゃぶしゃぶの2つ鍋を

した。子ともたちが持ってきた、肉・つくね・とうふ・こんにゃく・もち・ぎょう

ざ・白菜などを入れ、アツアツ、ホクホクの美味しい鍋をお腹いっぱい食べ、体も

心も温まる楽しい夕食会だったのでした。
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☆忍者クラブ☆ さわこ

・一対一でのチャンバラ勝負！

この日の活動はまずチャンバラの剣を作成するところからスタート。剣の長さに切

った竹をスポンジで巻いた後、好みのビニールテープで竹とスポンジを固定すると

剣の完成！いろんな種類のビニールテープをぐるぐる巻いてカラフルにしたり、

女の子はツバの部分をビーズで飾ったり。個性が出ました～。

その後は一対一でのチャンバラ勝負。一対一の真剣勝負だったため試合を始める前

は「よろしくお願いします！」と元気に挨拶。そして辟据（そんきょ）をし、試合

開始の「始め！」の合図とともに一気に切り掛かります。

忍者クラブの中で2チームに分け一対一での試合に買った数が多いほうが勝利と

いうルールで試合を行ったせいか全員表情は真剣そのもの。いい表情が見れました。

・忍者クラブと料理クラブ合同でチャンバラ。

この日の活動も料理クラブと合同で行いました。料理クラブのメンバーのチャンバ

ラの剣が完成するとみんなで薬院記念公園にお出かけ。

ただ公園に人が多かったためチャンバラは一旦辞めて横の遊具で遊ぶことに。

ダニヤグニヤした滑り台を逆走したり、滑る出口で止まってどんどん重なりわざと

団子状態になったりして遊びました。
一通り遊ぶとプレイスクールに帰って料理クラブ、忍者クラブに分かれてチャンバ

ラ対決。

この対決は試合開始の合図とともにお互い攻め込み、切られたら死に、仲間にタッ

チしてもらったら生き返れるルール。そして、全滅したら負けというもの。

チャンバラ直前は作戦会議。忍者クラブでは年上の子が作戦隊長で、みんなでその

作戦にしたがうことになった。

料理クラブの作戦はなかなかでしたがどうにか忍者クラブが勝つことが出来まし

た。やったね～。

その後はまた一対一での試合を料理クラブとすることに。料理クラブも忍者クラブ

も五分五分のいい試合をして最終対決では忍者クラブが一点リードの状態で私に

順番が。負けないようにがんばったけど見事負けしまい試合は引き分けに。みんな

「佐和子、もお－」といいつつ笑顔だったのが嬉しかったです。

みんな優しいな～とほっこりしました。「次は負けないようにもっと練習するね。」
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自転事々弓7 らよび

◎ずぶ濡れお出かけ

11月め土曜日はけっこう雨が降った。11月14日は天気はちょっと怪しいけど、

夕方まではまだ降らないだろうと思い野間大池公園まで行った。

最近は広い公園では、“ケイドロ”（警察と泥棒ごっこ）をすることが多かったが、

今回はドッジボールをすることにした。公園に到着し、ドッジボールを開始し30

分位経って、デッドヒートし始めたころ空からポッポッ雨が。雨雲も広がり始めた。

「おーい！そろそろ止めて、帰らないと雨がひどくなるよ。」「えー！いまちょうど

おもしろくなってきたところなのに…・。」「でも帰ろう」ということで、帰り

を急くことにした。

そして公園を出発してすぐ、大粒の雨になってきた。とにかく帰るしかないので、

その雨の中、スリップやブレーキに注意しながら帰ることにした。帰路の途中に家

がある子は、直帰する子も何人かいた。プレイスクールに着いたときには、頭から

足までけっこう濡れていたので、タオルで拭き上げ、あったかいスープとパンのお

やつで体を温めたのだった

◎雨の臼の工作

その次の週も曇り空で、お昼ぐらいから小雨が降り始めだ。自転車クラブの子たち

もお出かけができないと思い、ほとんどの子が自転車に乗ってきていなかった。

その日はほとんどのクラブがプレイスクール内での活動のなるので、クラブという

より、好きなグループに分かれて遊ぶことになった。

1階では木工、2階での料理作りと工作、屋上では小雨のなかでの野球になった。

1階の工作室はほとんど自転車クラブで、以前やっていたナイフ作りコリントゲー

ム盤作り、小物入れ、本棚作りなどをした。

ナイフ作りの子は以前作りかけの子何人かと、新しく作る子がいた。

ナイフ作りはけっこう大変で、鉄板を削るとこから始まり、持ち手作り、それにナ

イフカバーまで作らなくてはいけない。根気がないとできない作業に高学年の男の

子たちはなんだか燃えていた。

女の子たちも飾り棚を作ったり、引き出しを作ったりと、久しぶりの時間と手間

をかけた工作をして、いつもと違った自転車クラブに満足気な様子だった。

（たまに雨が降るのもいいかな？と思えた活動だった）



スポーツウうつ けんた

11月は、雨が降りそうな天気の時には屋上で活動をした。雨で残っていた自転車

クラブからも元スポーツクラブの人が来てくれて、ターゲットにボールを当てる練

習をして野球をした。

晴れた日には、赤坂公園に行くことにした。

その日は卒業生が来ていて一緒に来て手伝ってくれることになった。

それから先週の野球で熱が入ったのか、何人かの自転車クラブの人も一緒に行き、

久しぶりに大人数での活動になった。

着いてまずは、ケイドロからスタート。

いつも野球をしている公園の上に森があり隠れる事が出来たり、警察から見つから

ずに移動できたりするのでケイドロするにはもってこいの場所だ。

「こっちにいるぞ－！」「はさみうちにするから手伝って！」などの声が公園に響

きわたって、思ったより早く全員捕まった。

ケイドロが終わってミカンを持って行っていたので、水分とエネルギー補充をして

好球開始！

高学年同士の時は本気の真剣勝負。元スポーツクラブなのでホームランもいつも

よりたくさん出ていた。けれども、高学年が低学年に投げるときは手加減して投げ

てくれるので、ヒットは低学年の方が多かった気がする。

守備では、木に当たったボールを直接取るとアウト（葉でボールが見えず落下場所も

変わるので大人でも難しい）を掃ったり、走りながらフライを捕ったり好プレイがあ

った。終わり間際に、自転車クラブも赤坂公園に来たり、プレイの会員の子達も野

球の練習に来ていたりして「僕たちも入れて」と来て、人数が増え、いつもは広々

使っている場所が、狭く感じる人数での野球になった。試合は最終回の表で、2点

を返し試合終了…とおもいきや、あと1回と言われ、泣きの1回をした。

真剣に勝負をしたり、楽しんだりしながら野球をしている姿をみると卒業生や元

スポーツクラブの子でも、ときどき戻りたくなる様なクラブなのだなと思った。



工作ウ弓7
ジオラマ
プレイスクールの近所の万から景品で獲得したミニカーを「子ともたらと

使って．」と頂いていた物がたくさんあったので、ミニカーにひと工夫の色

付けをして“ジオラマ作り”をしました。ジオラマの意味がわからないと

思い模造紙にミニカーが走るための道や信号機、植木がある町を見本に前

もって作っていた物を見せて、こんなの作ってみようと言って始めたので

すか、子ともたちの発想は豊かで、時計台のあるカーレーシング壊（坂を

車が走って他の車と激突する）でスリリングなものから、かっこいい近未

来な車庫のような作りになっていたり、、公園をイメージしたり、自分の学

校の周りの町をイメージしたり、スカイツリータワーのある町にしたり、

海の見える町にしたり、大人顔負けのリアルな町に仕上げていたり、でき

あがった作品を見るのが楽しくなるような物ば力＼りで、またまたみんなの

作品に感動した一日でした。

凧作り、凧上げ合宿
「お正月には凧上げて、こまを回して遊びましょう」と、歌のフレーズに

なるぐらい舌の芋ともたらはよく凧上げをしていましたが、その経験があ

まりない近年、あえてその楽しさを味わうために“凧作り、凧上げ合宿”

をしました。

凧上げおもしろかったかな？「凧上げ、またしたい！と思ってもらえたか

な？

今回は、とても凧上げには最適で思いっきり走り廻れる広々とした筑後川

河川敷に行きました。（ほんとはあまり走り廻らなくても風さえあれば、凧

は上がるのですが、みんな凧を持つと走りたくなるみたいです！！）

この日は風の神様がわたした、らには微笑んでくれず、あまり風がない日で

した。ただ、その時のために微風でも上がるぐにゃぐにゃ凧（ビニール凧）

も持って行っていたので、その凧が大活躍しました。

今国の合宿で、みんなと長い時間一緒に居られることで、いつもは感じ

たことのない親密度がクンと深まったと思い

ます。夜、なかなか寝付けない子も夜が明けて

明るくなったら、もう平気。「合宿って楽しい

ね。」という感じになっていました。

また子とも達が、合宿を楽しみにしてくれる

とうれしいです。　　　　　　　　たみ

一・　・′一



雪攣瞥ゝ
イメージの巽

「d⊃か～し昔、あるところにたおマジック、しんしんマジックかおりました。ある日、たあマ

ジックはお買い物にいきました…」あっ、次のあ話かはじまったようだ。ただいま夜中の1時半、

ここはプレイスクールのとなりの森の中、今日l封Jl学生の冒険クラブのキャンプなのだ。午前零

時の夜食のラーメンを食べ終えても生き残った・・いやいや起きている子どもたちは焚火の周りに

集まって、実にどうでもいいような話に花を咲かせているわけだ。もっとも人間のコミュニケー

ションなどというのもは、かなりの部分は意味のあるものや論理的なものではなく、言葉をキャッ

チボールすることにこそ価値かあるわけで、その意味では子ともたちは実に有意義な時間を過ご

しているともいえるのである。先ほどからひとりの男の子か語り部のように思いつくままにゐ話

を語っていて、ほとんど独演会のような様相をていしているのである。その内容かまたかなりい
い加減で、しかしちゃんとめでたしめでたしの結末を迎えるので、まわりの子どもたちも茶々を

入れながら大笑いして聞いているのだった。ラーメンでお腹もふくれて、焚火の周りで暖かくし

て語り部話に耳を傾けるというまるで大昔にタイムスリップしたようだ。その場のみんなかあ話

のイメージを共有してその世界に遊んでいた。

しかし時計か丑三つ時に近づくにつれて、語り部も腫魔との戦いに疲れはじめたのか話か支離

滅裂になりだし、これを聞いている子ともたちの随も半分閉じはじめて茶々を入れる元気もなく

舟をこぎだすのだった。この様子を見ていたリーダーたちは日配せをして「さあそうそう寝袋に

入ううか。うんうん、まだ寝なくてもええよ。ちょっと寝袋入って休憩しよ」かくして今回のキャ

ンプは2時半過ぎに子どもたち全員撃沈（？）、焚火周りでのこのお話し大作戦は子どもたちを寝か

しつけるのに有効な手段だということlこリーダーたちは気づかされたのだった。よし、次のキャ

ンプもこの作戦で臨むことにしよう。

そして、しばし森には静かな時間か流れたのだった。といっても、この静けさはそう長くは続

かないのだった。昨夜のプログラム「タンボール王国の逆襲」か終わった10時前に寝た子どもや、

その後のドラム缶風呂に入ってほっこりしてから寝袋にもくりこんだ子ともたちもあり、その手

たちは夜か白々と明けだした6時には起草だして、早朝から砂場で工事を始められたりしたのだっ

た。こんな朝早くからスコップで砂を掘らなければならないほど工期に追われてあいでなのであ

ろう。ご苦労さんなことである。

そうこうするうちに一年生の男の子かボケボケのまま起きだしてきた。彼も昨夜はかなり遅く

まで頑張っていたのできっとまだ半分夢の中なのだろう。見れば昨夜のプログラムで優ったアイ

テムの剣を手にしている。「この剣って誰か作ったんやろ？」と僕に聞いてくるので、「ああ、

それはオし研乍ったんや」といらぬことをポロリと言った5、その子は真顔になって「えっ？

あれってプログラムやったん！」とのたまったのだった。えっ？ひょっとしてあのタンボール王

国のロールプレイングゲーム、本気で信じてたのかl　ここにも森の夜にイメージの世界に遊ん

でいた子ともがいた。

焚火の明かりとランプか照らし出すほんの少しの明るいとこう以外、森には漆黒の世界か広がっ

ている。子ともたちの世界観って案外とのこんな感じなのかと思うことかある。大人は知識や経

験という大きなライトを持っていて、世界中を明るく照らしてどこlこでも道に迷うことなく歩い

ていけると信じている。これに対して子どもの持っているライトはとっても薄暗く、自分の足元

以外は闇に囲まれた世界にいるのではないだろうか。そしてこの明るさと暗さとの問のグレーゾー

ンに子どもたちしか考えつかないようなお話しやイメージの世界か展開されるのではないかと思

うの定。その世界こそか世の小説家や芸術家か追い求める創造の源、子ともたちはそんな世界に

生きているのかも知れない。森の闇に子ともたちはイメージの巽を広げる。

（京都・雑創の森プレイスクール　福山記）
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