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No．1夢のような話
やっていないのに宿題ができていること

財布にお金がたまること

何回死んでも、生きかえられること

空を飛びたい など

その他　　ポケモンカードがどっさり落ちていたらいい

な

遊戯王カードをいつも買ってほしい

毎日、いろんなものをもらえること

子ども漫画家としてデビューすること

学校がなくなるといいなあ　　　　　　など

奄子どもが、あるといいなあと思ってる夢のよ

うな話は、実は大人の夢でもあったりして。

やっていないのに仕事がどんどんかたづく。

いつのまにか財布にお金がたまる。そして極

めっけとして、死んでも生きかえられる。でも、絶対に

ありえないから、誰しももっと現実的な夢を見る。大人

なら、頑張ってヨーロッパ旅行くらいしたいとか。子ど

もの場合はよく「ポケモンカードがどっさり落ちていた

らいいのに」とかいうような、棚はた式の夢を見る。
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新　年　度　だ　か　ら　　　い　い　リ　ズ　ム　で

新年度になって子どもたちも新しい生活に胸はずませたり、とまど

った．りしていることも多いでしょう、またお父さんやお母さんも生

活環境を整えるのが大変なのではないでしょうか？

そこで新年度生活の一日をスムーズに進めるためには。

・まずは朝。朝は一日の始まりです。みんな気持ちよく心がけたい

もの。朝からイライラしていては一日がつまらなくなってしまい

ます。

快活な声と笑顔でみんなを迎え、子どもたちを決まった時間た起

こしましょう。

・朝食。午前中の活動の源です。少しでもいいからちゃんと食べさ

せるように。朝抜きでは動きが鈍ります。

お母さんも片付けが大変でしょうから皿数をすくなくするように

ワンプレートにおにぎりとおかず、それとお味噌汁とか、パンと

玉子焼きなどにしたら後片付けも楽ちんです。
・夕方。子どもが帰ってきたらお風呂ですよ　こどもは昼間にけっこ

う泥んこになって遊んでいます。時間が遅くなったり、忙しかっ

たりするときは汚れを洗い流すだけの作業でもいいので、さっと

入ってもいいと思います。そしてたまにゆっく　り、じっく　り入る

のもいいでしょう。また疲れて寝てしまったら、あったかいタオ

ルで体を拭いてあげましょう。
・夜。寝るときですが、興奮してたらなかなか寝ないものです。

寝る前にゆったりした時間を過ごして寝るのがいいと思います。

プレイスクールではおやつの前に「なんだろう」という読み聞か

せの時間を習慣にしています。そのように寝る前に必ず読み聞か

せをしてあげると“読み終わったら寝る”という体制に入るとい

う体が覚えていくものです。寝る時間は休目の前以外は決まった

時間に寝る習慣を心がけましょう。睡眠時間をたっぷりとらせる

ことが明日への活力となることを忘れずに。

眠気まなこでは健康で、楽しい一日にはなりませんよ。

いい　リズムで新年度を乗り切りましょう。

山本直幸
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小学生水曜日クラス ちょび

宝箱作り

プレイスクール的な工作で言えば、宝箱作りは、板を組み合わせて箱をつくればい

いのだが、作る子たちの年齢が低いというのと、できばえも良くなるので今回は、

小さな木箱を買ってきて、宝箱を作ることにした。作ると言っても組み立てる作業

はないので、箱の周りにキラキラしたものや色がついているマスキングテープを貼

ったり、ビーズやかわいいフェルトの模様を貼ったりして自分なりの宝箱を作った。

出来上がった箱は宝箱と言うより、全体的に小物入れ風の箱に仕上がったのだった。

万華鏡作り

今回の万華鏡は三角の鏡のむこうにビrズやラメなどを入れてる容器を置くタイ

プではなく、三角の鏡の向う側は大きな凸レンズを置くタイプにした。

①まず紙の筒に立長い鏡の反射板を内側にして3枚貼り合わせ三角錐を作る。

②紙筒の中に三角の反射板を差し込む。

③筒の先に凸レンズ用に大きいビー玉を埋め込む。

④　ビー玉の反対側にのぞき穴用の小さい穴が開いたキャップを取り付ける。

⑤筒の外側を折り紙や絵がついている包装紙を貼り　出来上がり。

この万華鏡はビー玉をはめただけなのだが、それを通した映像は幾重にも写され、

拡大されて、バックの映像も色や形が重なって見えて、けっこう椅麗なのだ。

特に、「これあんまり奇麗じゃないよね」というものを覗くと「あっ」と驚くほど

いろんな色が混ざり合わさって、きれいに見えるのだ。

そして「ここ見て！」「これきれいだよ。」　　「お－！すごい！」とか「ねえ、こ

れ見て！きれい！」とか　「これ見てコール」があちこちで聞かれるのであった。

「焼き焼き夕食会」

3月の夕食会は「焼き焼き夕食会」になっていた。屋上でば－ばキューコンロに炭

火を起こしてそこで好きなものを焼いて食べる夕食会だったのだがこの日はあい

にくの雨、外でできないのでプレイルームでホットプレートを使って焼いて食べる

夕食会になった。プレイスクールでもソーセージや肉、野菜ご飯等を用意していた。

子どもたちもソーセージ、鶏肉の塩麹漬け・牛肉、カニカマ、ハムなど持ってきて

いたが今回はソーセージが多く、けっこう余るほどだった。

そしていつもデザートを炭火で焼いて食べることをしていたので、今回もマシュマ

ロを何人か持ってきてて、それを溶かしたチョコレートに浸けてフォンデューのよ

うにして食べる、と持ってきていたので、卓上ガスコンロを出してあげ、それでマ

シュマロを柔らかく焼いて、アルミカップに入れたチョコをホットプレートで溶か

してそれを浸けて食べたのだった。それがかっこう人気で、食事が済んだみんなが

「ひとつちょうだい」「ぼくもちょうだい」「もう一個」と大人気だったのだった。



月2クラス

スケ一．トに行こう

なかなかイベント的なお出かけができない月2クラス。たまには出かけたい」ということで、集

合時間を早めてスケートへ行ってきました。地下鉄に乗って移動し話しながらパピオプラザに到着。

チケットをもらって急いで中に入り、靴を履き替えいざリングへ。さすが今人気のスケートだけあ

って、中は人人人。そんな中でも、滑れる子は器用に合間を縫ってびゅんびゅん滑っていました。

一方、初滑りの子は、最初は手すり磨きから初めて徐々に手を放して滑り始め、滑れるようになっ

てくると、嬉しそうに何周も滑っていました。激しく転ぶ子を見て笑っていると、自分も転んだり

鬼ごっこを始めてひたすら滑っていたりと、思い思いに楽しんでいました。時間もあっという間に

過ぎ去り、「もう帰るの－」と名残惜しそうでした。またいけたらいいね。

ブーメランを飛ばしに行こう

この日はすごく天気も良く絶好のお出かけ日和。ブーメランを作って舞鶴公園に飛ばしに行きま

した。プレイでダンボールとウレタンをブーメランの形にカットしビニールテープでぐるぐる。さ

あ、ちゃんと戻って来るかな。公園に到着する頃にはさらに気温も上がって汗ばむくらいの陽気に

なっていました。ブーメランを飛ばしてみると「あれ、戻ってこない～」「うわっ、すごい飛んだ」

色々な飛び方をしながらも、カラフルなブーメランが真っ青な空に映えてすごく緒麗でした。ブー

メランのそり方や飛ばし方を工夫すると「わ！戻ってきた」と嬉しそう。みんな夢中になって飛ば

していました。最後に大縄やドッヂボールをして春のお出かけを満喫できた1日でした。



自転車ケ弓7　　　　　　　　　ちょび

毎年6年生の卒業旅行を行なっているが今年は6年生が少ないため2泊3日を1泊

2日に縮め、卒業旅行に自転車クラブの4・5年生のメンバーも連れていくことにな

った。

そのトレーニングもふくめ、みんながどのくらい体力があるか、確かめるためちょ

っと市内で遠出をすることにした。

その日の行き先は桧原運動公園。「今日はちょっと遠いところに行くよ。心臓破りの

坂もあるからちょっときついけど、いいかな？「心臓破りの坂ってなん？」「急な坂

で心臓がバクバク言うぐらいのきつい坂」「やった－！おもしろそう。」と変な期待

をする子どもたち。

ルートは西高宮を通って平尾霊園の山を越えて長丘→桧原と行くのだが、平尾霊園

の山を越えるのがけっこうきついのだ。最初は意気揚々と自転車をこいでいた子た

も坂を登り始めるとだんだん無口にな始めた、そのうちこげなくなり自転車を降り

て押して登るのだった。

そして頂上にたどり着いたときには、そうとうきつそうな顔で息を切らしていた。

そこから桧原運動公園までは25分ほど。そこまでの道のりは急な坂などはないの

で公園に着いたときはみんなちょっと元気を取り戻していた。

公園に着くと「なにして遊ぶ？」となり、「当て鬼をやりたい」（ボールを当てられ

た人が鬼になる）と言うので、“当て鬼”をすることにした。

そのあとは“ケイドロ”をしよう！と子どもたちは言う。以前ここで“ケイドロ”

をしたときは広すぎて決着がつかずに終わったこともあった。

ここまで自転車をこいできたにもかかわらず、またこの広い公園でおもいっきり走

りまわって遊ぶと言うので「ケイドロはちょっときついからほかのことをして遊ば

ない？」と言うと「ケイドロがいい」とみんな強く言うので、みんなの強い意見に

負け、ケイドロをすることにした。

案の定グランドプラスの公園の広さは逃げるのにはもってこいなのだが、捕まえる

のは容易ではなく、やっぱりなかなか捕まえられず、苦戦したのだった。

帰りには「帰りもあのきつい坂通ると？」と言うこどもたち。さすがに平尾霊園の

坂を戻るのはまだ慣れていない子たちにはきついかなと思い、花畑→若久を通って

野間経由でプレイスクールまで帰ってきたちょっとヘビーな活動だった。
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スポーツクラブ

3月。いよいよ今年度もあと1ケ月となった。気候もあたたかくなり、活動もラストスパートだ。

○　山王公園

この日は気分を変えようと、なんと車でお出かけ。山王公園まで足を延ばすことにした。

向こうで自転車クラブと合流し、体育館で遊ぶことにしていた。車の中もノリノリで移動し、途中、

自転車クラブを見かけた時も車の中から大きな声で声援！？をしていた。到着して自転車クラブと

合流後、体育館へ移動。そこで事件が起きた。なんと、服装チェックと上履きチェックが厳しく、

なんと使わせてもらえない事態となった。決まりなのでどうすることもできずにとりあえず外へ。

でも、そこは子どもたち。すぐに気持ちを切り替えてけいどろ組と野球組に分かれて遊ぶことに。

山王公園は敷地も広く、自然もあるのでけいどろのし甲斐がある場所だ。エリアを決めてはいるも

のの、汗だくになりながら走りまわっていた。一方野球の方は、グラウンドに移動し、少し練習し

てから試合開始。この日は自転車クラブの子どもや、手伝いに来てくれていた中学生のお兄ちゃん

も一緒だったので、いっも以上にダイナミックな試合展開になり、盛り上がった。

○最後の活動

今学期最後の活動。いつもやり慣れている赤坂公園で野球をすることにした。「ホームゲームだ

ね」などと話しながら公園へ向かう。この日は新一年生なる子も2人参加していて、少し緊張した

面持ちでついてきていた。そんな中で、今の1年生の子が、声かけしてくれたり笑わせてくれたり

と、緊張を解こうとしてくれていて、成長したなあと見ていて感心。そんなことを思っていると赤

坂公園に到着。まずはみんなで練習だ。先輩がそれぞれ新1年生に熱の入った指導をしていて、新

一年生も真剣に聞きながら練習していた。練習をしていると、実はかなりうまいことが判明し、先

輩たちも感心しきりだった。試合中も、ヒットを打ったり、フライを取れたりとかなりアピールし

ていて、決勝点を挙げたのもなんと新一年生のタイムリーヒットだった。試合が終わり、おやつを

食べてる時も、褒め合ったり、次も期待してるぜと激励したりといい雰囲気で最後の活動を終える

ことができていた。来年度も楽しくスポーツができるといいね。



乳攣料理ウラフ　たみ
みんなの作りたい料理のリクエストのフレンチトーストを作ることになりました。

材料の卵、牛乳、砂糖、バニラエッセンス少々をかき混ぜて、食パンにつけるわけです

が、みんなで楽しく作るためにはと、食パンを型ぬきでハートや星型にくりぬいてから、

焼くことにしました。後はフライパンでこんがり焼き目をつけたらできあがり。簡単で

あっという間に出来上がり、熱いうちに試食となりました。ただ、焼いている時のいい

香りがプレイルームに充満していて、これは工作クラブさんや、手芸クラブさんにも作
ってお耳そわけしなければと、それからきっそくフレンチトースト第二弾をみんなで作

りました。フレンチトーストは任せてと言えるくらい上手になりましたね！

そしてもうひとつ。みんなが作りた～いリクエストに上がっていた料理？と言えるか、

食べたい物？じゃないか、と言いたくなるのかチーズフォンデュー。材料費がオーパし

そうで、気にはなっていたけど、二の足を躇んでいたのですが、ひらめきました。チョ

コフォンデューならなんとかいける？さつそく、材料を仕入れに近くのスーパーにみん

なでお貫いものツアーをしました

予算内で、みんなの希望にそう材料をそろえようとみんなで知恵をしぼりました。そし

て、買ったのは塩パン、マシュマロ、ポテトチップ、いちごです。どれも、なかなかの

お味でした。プレイにあった、りんごやバナナもやってみて、満足げなみんなの実額を

見ると、たまにはほほ料理らしいことはしてないけれど、．これもありかなとおもいまし

た。

桜もち＆桜ケーキ

子ともたちと春分の日に合わせて、桜もちと桜ケーキを作ることにしました。

桜もち作りチームと桜ケーキ作りチームに分かれて、桜もちはまず、棒かんてんの赤と
いうのか売っていて、それを水につけて洗ってちぎって、もち米六合と一緒に炊くと、

ちょうどいい感じの桜色のもち米ができあがるというのでやってみました。炊飯器のふ

たを開けるまではわたしもドキド牛で、開けた瞬間患わず、「わ～ピンク～！」と叫ん

でしまいました！

あんこは市販のものを使ったので、丸めるのはもうすこし後でもよかったので、休憩を

はさみました。桜ケーキは、卵と小麦粉と砂糖とベーキングパウダーで生地を作り、カ

ップケーキの中に流し込んでオーブンで焼き、出来上がったらその上にマジパンで作っ

た桜の花を乗せるというものでした。マジパン作りも終わってこちらも、後はカップケ
ーキが冷えるのを待つところまでできたので、休憩することにしました。その時、「な

にして遊ぶ？」となるのですが、みんはで料理を始める前に盛り上がっていたらしい1“ゾ

ンビおにこっご’が始まりました。なんともおもしろいというか、ごっこあそばとおに

ごっこがミックスされていて、おにのゾンビはゾンビっぱく演技していて、逃げるほう

の女の子たちは「キヤー～～～～日日」とほんとのゾンビから追いかけられている

ような悲鳴が響いていました。

最後に、桜もちを丸めてもらい（さくらの薫はなしで）試食が終わって、後は他のクラ

ブの分も作って、すこしだけお家に持って帰れるように包みました。この日も、味はと

もかくめいっぱい料理も楽しんだようでした。でも一番楽しい時間はやっぱりみんなで

遊んでる時みたいですが、、、。



ちょっとの虫にも…

秋も深まった頃のお話し。うだるような暑さの白々も過ぎ、涼しくなって動きの遅くなった彼
らに天敵たちが容赦なく襲い掛かる。「発見っ！むひひひっ、ハラビロや！」「ごっついなあ」
「あっちに水たまりあるで・・」「お尻を水につけてと…さてと出て来るかなあ…うわっ！きた～つ！」

「長げ～つ！」「うわああああつ！めっちや動いてるううっ！」天敵である子どもたちに捕獲さ

れたカマキリのお尻から現れたハリガネムシは、カマキリの2倍はあろう体を水の中でくねらせ
るのであった。金属的な物体か不規則に丸まり伸びる姿はちょっとS F約で、生き物というより
制御不能のロボットのようでもある。単純に気持ち悪い。

カマキリを水につけて寄生虫を出して喜ぶなど、何と残酷な子どもたちなのだというご批判も
あろうか、実はこれカマキリにとってもハリガネムシにとってもハッピーなことなのかも知れな
いのだ。腹の中に寄生していた虫かいなくなるという点ではカマキリにとっては望ましいことで
ある。ただし、その後子どもたちか彼を解放してくれるのかどうかはわからないので、とりあえ
ずこの時点ではハ、ソピーということにしてあこう。そして、ハリガネムシにとってもかねてから
戻りたかった水の中に戻れたという点ではたいへんハッピー、ただしそれが川や池ならもっとベ
リベリハッピーだったのだが…。

実はこのハリガネムシ、たいへんな長旅の末にカマキリの腹の中に納まっていたのだ。もとも
と彼らは水の中に生息してあり、幼生の彼らを水生生物か捕食し、それをまた別の生きものか食
べ、その生き物を陸上生活する昆虫などが食べて、最後にその昆虫をカマキリが会べてはじめて

ハリガネムシはカマキリの腹の中に入ることができるのだ。もちろんここに至るまでにたくさん
の仲間か本懐を遂げられず倒れていくわけだ。そして成虫となった彼らは産卵生殖のために再び
水辺へと戻らなければならない。一説には何らかの物質を出して、カマキリが水辺に行くように
マインドコントロールしているという話もある。いやもしかしたら、カマキリを見つけるとその
お尻を水につけたくなる子どもたちも、すでにハリガネムシに心をコントロールされているのか
も知れない。う㌫屯、ちょっと喝虫とはいえあなど机ないのである。

ところで、「一寸の虫にも五分の魂」は普通は「一寸（3．03cm）ほどの虫にも小さいながらも魂

や命がある」という意味とされている。その際には「一寸」は大きさや長さを示す単位として理
解されているわけだが、虫の命卵豆さ、はかなさを鑑みるとき、実はこれは時間的な単位の「ちょっ
との間」であり、五分は「5分（300秒）」ではないのかという異説を唱えたのは劇作家の別役実で
あり、その論は名著『虫づ＜し』に詳しい。
虫たちのはかない命の時間のある瞬間に偶然にも遭遇した子どもたちは、ひょっとするとちょっ

との虫との出会いがその後の人生を変えることになるかも知れない。ハリガネムシを研究する生
物学者やあのつるつるした体表から新素材を発見する化学者か生まれるかもしれないし、ぬたぬ
たした動きを数学的に突き止める者や孤独に命に向き合う姿を哲学的に喜高評する者が現われるか
も知れない。いや誰かひとりでもそんな人になってくれないと虫たちの命か報われないと、毎年
繰り返される光景を見続けているボクは思うのだ。

先日、新聞に「線虫でガンかわかる」という記事が載っていた。ある種の線虫はガン患者のお
しっこの二才イを好むことを九州大などが発見したのだという。実用化されると特定のガンを見
つけることのできる線虫によって非常に安価に検査をすることか可能なのだという。ただし断っ
てあくか、この線虫にハリガネムシは含まれず、主に士の中に生息する虫たちなのだという。ちょっ

との虫のすごい能力に感心しきりだったわけだが、その後に恐ろしい映像が頭の中に映し出され
たのだ。それは、ひょっとして、もしかして止むにやまれぬ事情で森で立ちシヨンなどしてしまっ
たときに、そのあたりの土かざわめいて線虫かおしっこに押し寄せてくるというホラー場面か想
起され、今後森でのかような行為は慎もうと心に誓った次第なのである。その昔、子どもだった
ころにはミミズにおしっこをかけるとチ○チ○ガほれるといわれたが、これからはおしっこに線
虫か寄ってきたらすくに病院に行くべしという迷信か生れるのだろうかと、ちょっとの虫の話に
5分以上、妄想が膨らんだ早春の朝なのだった。

（京都・雑創の森プレイスク「ル　福山記）
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