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評醇礫弼靡鯵

だいところでつくってはいけないもの

◎笑っらやいます！！
。たけのながしそうめん

●ようわかってるやん！！
・めがねのてんぷら

。どくせいす－ぷ・ど＜ぐすり

。どろだんご　・おさらくずし。みずあそび

・ひみつきら　・おとしあな

。こうさく　。さのおもちゃ　・ろぽっと

・あいうんび－ず

・ようかいうおっちのきゃらペん

。おるすぽんのときに　ないしょでおりょうりをつ

くらない
．おかあさんがせんたくをほしているときに　ない

しよでおかしをたべたりしない
。やきざかな

も：一骨日　　　常’小

針射場題・さ
r露主．腕骨もして！引河淳日払

諒た如き，てさ亭（ドゥbホpストへ）
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福岡プレイスクールの子ともたちにきいた

だいところでつくってはいけないもの

◎そのとおり。こんなのつくっちやいけないね

・とくや＜

・スライム

・カエルのテンプラ

・とろだんこ

・とくコロッケ

・ねずみのまるやき

・させいちゆう

・トラとライオンのいためもの

・シマウマのジュース

・ネコのにもの

・コミ

・ブタのまるやき

◎ん・つくれる？

・ネジ

◎そう、そんなことはしてはいけないね。

・ほうちょうをふりまわさない

・ほうらようをつかってはいけない

・かがくぶしっじつけん

・ボールなげ
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小学生水曜日ウ弓ス らよび

ゲーム盤作り
縦、斜め、横に4つコマを早く並べた方が勝ちというゲームがあり、それを使っ

てプレイスクールで子どもたらはちょこちょこ遊んでいる。

ドッジボールのようなみんなで遊ぶような遊びの合間や、帰る前のちょっとした

時間に2人でけっこう楽しくそのゲームで遊んでいたりしたので、それに近いゲ

ームを作ることにした。

そのゲーム自体は縦型で、コインみたいな薄い丸型のコマを上から落とし込む方

式なのだが、子ともたらが作るとなるとちょっと難しいので、平面にビー玉を並

べる方式のものを作ることにした。このクラスは年齢が低いということもあり、

枠を板から作るとなると大変なので、枠があるプラスチックのものを利用して作

ることにした。

ビー玉に仕切りは小さな角材を切って貼り付けようと思っていたが、それも難し

そうなので、両面テープが付いているスポンジの隙間テープを仕切りに使うこと

にした。

でもやっぱりマス目にウレタンテープを貼っていくのはけっこう難しく、結局そ

のゲーム盤を作ったのは3年生以上の子たらだった。

1、2年生の子たちはウレタンテープを仕切りにして、ビー玉迷路を作ったのだっ

た。これもけっこう面白く、ウレタンなので、切って直角にしたり、カーフを作

ったりと自由なコースを作れるので、面白い迷路が出来上がっていた。

子どもたちがプレイスクー
ルでよく遊んでいる

縦、横、斜め、4個の米コ
マを早く並べた方が勝ちの

ゲーム盤（縦型）

下に置いて使うゲーム盤
を作ってみました。

その次の週上級生は、ベニヤ
に穴をあけて作るソリティア

も作ってみた。一人遊びで、
lつ跳びで個ずつ玉を除いて
いって最後に1個にできるか

な？というゲーム
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スボーtyウうつ

スポーツクラブが復活して、なかなか天気に恵まれなかったが、ようや

く快晴・！夏らしい天気になった。早く外で、野球がしたいということだ

ったので、みんなが集まったらすぐ出発。場所は赤坂公園だ。たどり着

くまでに汗ダラダラ。でも子どもたちは関係なく元気いっぱいだ。水分

補給して、塩飴で元気を補給してからバッティングと守備練習。1年生

たちもお兄ちゃんたちに交じって、頑張って練習についていっていた。

しばらく練習で体を動かした後、チーム分けしていよいよ試合開始だ。

久しぶりだったので、みんなテンション高く、でも待ちわびていたこと

もあり楽しい雰囲気で試合は進んでいった。1年生も活躍しみんなから

褒められて嬉しそう。時間もあっという間に過ぎていった。おやつのア

イスを食べた頃には、みんな顔を真っ赤にして、でもいい笑顔だった。スポ
ーツできてよかったね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まさし

梅雨時期のスポーツクラブ

この日は、雨だったので2階でスポーツをすることにした。

まずは、プレイルームを料理クラブとの境目をつくるため、ブルーシートを天井か

ら張ってボールが飛んでいかないようにした。

背の高い高学年が中心になり、低学年の子たちが落ちないように支えたり、机やい

すを片づけたり、テキパキと動いていたのを見て、さすがのチームワークだなと思

った。

準備が終わり、まずはドッヂボール。外野はつくらず、当たったら、端に置いたイ

スに座り、仲間が相手を当てたら座った順番が早い人から復活出来るというルール

で試合開始。

両チームとも当てては復活を繰り返して、連続で当てると一気に形勢逆転して、全

員当たるまでどっちが勝つかわからない試合だった。

そのあと、野球をした。久々だったがそんな気がしないほどよく打っていた。

守備は、天井に当たったり壁やシートに当たりバウンドが変わったりするので苦戦

していた。

最後に料理クラブの人も何人か入ってドッヂをして盛り上がり、終わった。

部屋はクーラーをつけていたが、料理クラブの方は人数もすくない分涼しかったが、

スポーツをしている方は広かったが、人数も多いし、なんせみんなの熱気がすごく

いので滝のように汗をかいて楽しく遊んだのだった。

けんた
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自転車ウ弓7 らよび

7月後半で自転車クラブは合宿を計画していたので、暑い夏を自転車で走るために

も体力をつけなくちゃいけないが、その前に夏の陽射しと気温に打ち勝つため炎

天下をちょっと長い距離走ったり、坂道を走ったりする練習を計画した。ところ

が6月半ばから土曜日は雨続きで結局自転車に乗る活動はできずに、プレイスク

ール内で工作をする活動が何回か続き、ちょっとフラストレーション溜まり気味

の回が7月半ばまで続いた。7月後半になりやっと天気になったので、平尾霊園

の登り坂を通り桧原あたりまで出かけたり、百道浜の博物館まで行って博物館で

遊んで帰る活動ができるようになった。

サイクリング合宿

7月28日～29日にかけて志賀島を一周して帰る合宿をした。初日は前日対馬の

横を通り過ぎた台風の影響で少し曇り空だった。

出発当日朝、ガンガン照りでもなく、雨でもないのでかっこうのサイクリング日

和だった。

9時30分集合、自転車の空気圧やブレーキなどを点検して9時50分には出

発、全員体調も良好でスムースに進んでいった。

一回目の休憩貝塚公園までは難なくクリア、アイランドシティーを通って雁の巣

レクレーションセンターで昼食。ここまではそんなに疲れることもなくスムース

に進んだ。レクレーションセンターで昼食を済ませたあと、そこにあるだんだ



り、自転車で走り周って遊だりして、1時に出発。午後からは少し暑くなってきた

ので休憩を多めにとって進むことにした。

海の中道を通り過ぎ、志賀島に入ったのか3時過ぎだった。志賀島に入ると海水

浴客が沢山いたので、子供たちも海には入りたくてたまらず「あとどのくら

い？」という言葉がちょこちょこ聞かれるようになった。そこから島の周りの海

側の道を通って海水浴場に行くようにしていたが、宿泊する旅館もそう遠くなか

ったので、まず旅館にチェックインすることにした。

旅館に荷物を入れさせてもらい、水着に着替えて海水浴に出かけた。

海では大人のリーダーにしがみついたり、海に投げ飛ばされたり、クラゲを投げ

て遊んだりとギャーギャーはしゃいで遊んだのだった。海の家でシャワーを浴び

たのだが、旅館に帰ってもう一度お風呂で潮を洗い流して、楽しみの夕食になっ

た。らようとそのとき、用事があって遅くなったルナちゃんがそこから参加でき

た（自転車はお母さんの華で運んでもらってここまで来てくれた）

夕食のあとはちょっとテレビを見て、夜の外を散歩することに。

外に出ると子ともたらは肝試しをしたい！と言うので、そんなに怖い所ではない

のだが、2人ずつ暗闇を懐中電灯一つを持って、海までの距離50mぐらいを歩

く、「肝試し」つぼいことをした。（それでも子ともたらにとってはけっこう怖

かったようで、ギヤ一つと琶凱1で、満足気の様子だった。）

その後は海の空を眺めたり波打ち際を歩いたりして楽しんだ。

その日の夜はみんなけっこうはやめに寝たので、朝も早く起きたのだった。



朝からも散歩をしようと言うことになり、昨夜とは違うコースで海までの出か

ける散歩をした。海では海に散歩に来ていた犬が気持ちよさそうに泳いだりして

いた。

散歩から帰り朝食を済ませ、2日日ももちろん自転車で出発することに。

きょうはまず海の中道のサンシャインプール行き。旅館からサンシャインプール

までは1時間ぐらいで善く予定。昨日に比べ、ちょっと暑かっだカワールまでは

時間通りに書いた。プールに着き、早く泳ぎたい子ともたらはソソクサと水着に

着替えて流水プールドボーン！混んではいたが土・日ではなかったので、そこま

でではなかった。プールでは体が冷えてちょっと気持ちいいので体力は消耗する

が、後のことを考えてエネルギーをセイブすることももなく、おもいっきり遊ん

だのだった（その後が恐い。）なのでプール後のサイクリングは、できるだけ疲

れないように、眠くならないように、なるべく細かい休憩をとり、声かけも頻繁

に行いながら進むことにした。休憩も大型スーパー「イオン」のようなクーラー

が付いていて、多人数でも楽に休憩が取れる場所をなるべく選ぶようにして、帰

りは行きの2倍ぐらいの休憩をとりなから走ったのだった。

解散時問は5時だったが、少したくさんめの休憩をとりなから帰ってきたので、5

時ちょっと過ぎにプレイスクールに元気な顔で到毒したのだった。

岩こ＿＿喜子∃



嘲旨皇禁弓子′
集合：AM10時　　現地集合（唐津市七山村役場駐車場）

解散：PM2時30分現地解散（七山村桑原公民館）

参加要項：参加は　家族単位での参加になります。15家族限定。

参加希望者はプレイスクール2階入り口に名前を書いてください。

参加費：子ども1，tX旧円（3才～）大人1，500円（指導料・昼ご飯代含む）

★稲刈りに適した服装（必要なもの）：長スボン・

長抽シャly・相子・軍手・タオル・汚れてもいい靴か長靴・着替え

雨天の場合レインコート・飲み物・訊やつ惇自由

※雨天決行です。少々の雨では決行します。

（当日えっこ携帯　㈱・151か79泌〉

※場所がわからない方は地図を差し上げます。

福岡プレイスクール　TELO9276川592　FAX092761－1258



ノ′撃撃へ
革じゃダメですか？

先臥普段より少し朝早く仕事lこ向かう日かあった。章か電車をまたぐ高架に差しかかった

時、歩道を小学校3、4年生くらいの女の子が走っている姿か見えた。遠目に手に500。。のペッ

トボトルを持っていて、朝とはいえ気温は高いから熱中症対策なのかと感心していたのた玖

よくよく見るとペットボトルは両手に撞られているではないか。高架橋の勾配はどんどんきつ

くなり、その女の子も両手をダランとさせながら、あえぐように脚を前に出している。彼女の

追い越して通り過ぎるときによく見ると、彼女が持っているペットボトルは水ではなかった。

何と彼女は砂の入ったペットボトルをダンヘルがわりにして走っていたのだった。すると反対

側の歩道を彼女よりは少し大きい男の子たち数人が走って来近。彼らの手にもまた砂入りのペッ

トボトルか握られている。近隣の小学校の陸上部なのか、はたまたこの街で盛り上がっている

ハンドボール部なのか、それにしてもなかなか過酷な朝練克㌔

後臥小学校のハンドボール部に子どもを入れているゐ父さんから伺ったのだ机全国大会

でも優勝経験のあるこの学校のクラブで臥走る距離やキャッチボールの回数など子どもが自

主的にする練習にもメニューが決まっているのだそう払本気です。熱いです。そのあ父さん

もいい加減な気持ちで入部したら他の子どもの迷惑になると、子どもの本気具合を問いただし

たのだという。何やらここまでくると、子どもの単なる憧れとか友だちといっしょにいたいと

かいった気分では許してもらえそうにない。

ボクなど子どもの頃からフラフラしていたものだから、その時そのときの流行やマンガに大

いに影響され性＝以下の例は古すぎるのでわかる人lこしかわかりません）『空手バカー代』か流

行れば空手を、『ミュンヘンへの道』を観てはバレーボールを、『男組』に感化されて太極拳

とアメフトをしたいと気分次第でプラプラしていたように思うのだ。もちろんそのたびに親に

はタメ出しをされ、結局中学で入ったテニス部の3年間は自分にはこの競技の才能はないという

ことに気付かせてくれただけだった。

確かにひとつの運動に打ち込んで成果をあげれればすぼらしい経験にはなるだううか、みん

ながみんなそうなれるわけではない。まして申子どもなど気分で生きているようなものなのだ

から、あまり早い時期から周りの大人か先回りしてひとつの道に押し込んでしまうのもどうか

と思ったりするのだ。いまは野球かしたかったら少年野球、サッカーがしたかったらサlリカー

少年団といろいろなスポーツか競技lこ直結するような道前方できている。でも本気でしたい子

にとってla恵まれ別春代だううが、ちょっとしてみたいという子にとってはハードルか高いの

かも知れない。お遊び野球とかゐ遊びサッカーとかって許されないのかなあ。

もちろんプレイコクールの小学生クラコでは毎回のように華サッカーが行われていて、冒険

クラブか森に出かけた後には発明クラブの男の子たちか数人でサッカーをしていたりする。そ

のサッカーにいつも付き合ってくれているげんき（リーダー）か工房に戻ったのと入れ替わりにボ

クが園庭に上かっ別時のこと。「あれっ？げんきは？」「ああ工房にいたで」「なんや～つ、

サッカー途中やったのに…そうやⅠフーテンでもええわl」と始まったサッカーは、子ども4

名対リーダー1名というFmのフラッター会長が聞いた5卒倒しそうなルール、いやいや始まっ

て3分でポクか卒倒しそうになったのだっ患ロだからあポクが子どもの頃には『キャプテン貿』

はまだやってなかったっちゆ－の！

（京都・雑劇の森プレイスクール　福山記）
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