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なのはな 
七夕のねがいごとは何かな？  
すっきりしない毎日に体調を崩しやすいときですね	 

そして、体調に影響するのが、毎日の生活リズム(ﾊﾞﾗﾝｽのとれた食事・ぐっすり眠る。そして排泄する)

です。今から、暑い夏を見通して、子どもも大人も丁寧な生活を紡いで基礎体力を作っていきましょうね。	 

	 

さて、今年度初めての懇談会が各クラスで開かれました。（乳児部は、今月末です）たくさんの方が出

席していただき、ありがとうございました。	 

子どものエネルギーは高くその行動に圧倒されてしまうことが日常多く「もう」「まったく」といいたく

なる事は多いのですが、子どもの心から見るとその意味は、大きく違っていることが多いものです。	 

我が子の行動が分からなかったり、困った時は、同年齢のクラスの子ども達の様子が分かるクラスだより

やノートそして担任に話すなどして、我が子の行動の意味や素敵な姿を沢山知って、子育てを楽しんでい

きましょうね。	 

	 	 

ともかく大きくなるのが早い乳児の子ども達。その笑顔や泣き顔み―んなかわいい姿。	 

入園して3ヶ月のにじさん。砂場で、散歩先で繰り広げられる子ども達の声は弾み、すっかりあそびの主

人公。	 

きび団子を作って鬼退治の世界を楽しむそらさんは、ワクワク・ドキドキ・ハラハラ・・・。	 

そして「なぜだろう」「どうしようか」と一つ一つの生活やあそびを主体的に取りくむのは、たいようさ

ん。	 

毎日が楽しくってたまらない子ども達の心に育つ｢願い｣は、何かなあー？なんて近づく七夕に心躍らせ、

楽しみなこの頃	 

七夕の夜は、満天の星空になりますように！！	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 おか	 

あおぞらあおぞらキンダーガーデン２０周年ＹＥＡＲキンダーガーデン２０周年ＹＥＡＲ   

★	 Ｈ25年7月27日(土)13：30～	 	 あおぞらセミナー	 	 

	 	 「気になる子といわない保育」…	 どの子も輝く保育創造のために…	 

講師：赤木和重（神戸大学准教授）、岡村由紀子（あおぞらキンダーガーデン園長・平島幼稚園園長）	 

対象：保育者、教師など専門職	 	 	 	 	 会場：城東福祉エリア３Ｆ	 	 

ＦＡＸ・電話・メールでお申し込みください。代金は当日頂きます。	 
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 6月の終わりに卒園した新1年生をまねいての「カレーパーティー」が行なわれました。 

 たいようさん（年長）が年中さんの時から育てていた畑のじゃがいもカレーをつくってご馳走するパー

ティー。 

「じゃがいもができたらパーティーするからきてね」と卒園時に約束していたのです。 

 招待の手紙を作ると、自分の相棒さんへと届けたり、郵送したり。 

 すると1年生から「楽しみにしているよ」なんて返事も届いて…。 

 かっこよかった、やさしかった、たのもしかった、大好きだった相棒さんへの会いたい気持ちがつのり

ます。 

 当日は17人全員の1年生が来てくれました。 

 大喜び大興奮で迎えるたいようさんに対しちょっぴり照れくさそうな1年生。 

 そんな1年生とおにごっこしたり、黒まめのこと教えてもらったり、田んぼを見せたり、また学校の話

もしてもらったり。 

「好きな科目」「楽しいこと」「嫌なこともちょっと…」に、ますます憧れのまなざしを送るたいようさん

でした。 

 一緒にカレーを食べると「おいしい！」「すごいね！」「おかわり」の1年生の声に皮むき器でけがした

血のにじんだばんそうこうを誇らしげに見せるたいようさん。 

 1年生からあこがれ、自信をもらったたいようさん 

 たいようさんからおいしいカレーと元気をもらった1年生 

 大きくなったみんなを感じるカレーパーティーでした。           （ゆうこ） 

  
 

 

 

 

 

 

	 

	 

 

 

 

	 だるまさんが	 /	 かがくい	 ひろし	 作	 

	 

	 ほしさんの大好きな絵本です。	 

「だ・る・ま・さ・ん・が」のフレーズに合わせて	 

だるまさんが身体を左右に動かすのを見て	 

ほしさんも一緒の動き。	 

「どてっ」	 

「びろーん」	 

「ぷっ」	 

「にこっ」	 

まねっこするの大好き♡おともだちと一緒に顔を見合わせて	 

「一緒♡」なのもうれしいよ。	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （ひろこ）	 
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	  みんなちがっていて	 	 いいんだよね	 

	 	 ⼆二⽇日つづきの⾬雨の朝、６ヶ⽉月のあかちゃん連れのママが来所。 

「昨⽇日、⼀一⽇日中⼦子どもと⼆二⼈人っきりで、⼦子どもを楽しませよう。とはりきって遊んだらもうお

昼には、私がつかれちゃって。」	 

「そうかあ、ママちょっと頑張り過ぎちゃった？今⽇日はゆっくりしていって。」	 

グッとタイミング！⽉月齢の近い顔⾒見見知りママ達がいて、笑顔のおしゃべりが始まりました。	 

	 「昨⽇日は私がなんとかしなきゃ。と思ったし、家にいて⼀一⼈人で育児書読んでいたらだんだん⼼心

配になってきて、あれ？６ヶ⽉月になると寝返りできるようになる、⻑⾧長い間うつ伏せもしていら

れる？うちの⼦子まだまだ・・・⼤大丈夫かなあ、私の接し⽅方何か悪いのかなあ？・・ 	 

もう、わととに⾏行行って話を聞いてもらうしかない！って」	 

「うんうん。」	 

「でもね、こうして同じくらいのママ達や先輩ママと話したり、いろんな⼦子⾒見見ていると年齢⼀一

緒でも同じ⼦子いないし、その⼦子その⼦子でいろいろだな、て思うんです。育児書とぴったりじゃ

なくていいんだ~ そうだなあ~と思えて、ほっとしたんです。」	 

	  わととも、親⼦子のこんなすてきなそだちをゆっくり、ゆったり応援しつづけていきたいです。 	 

                                    ＜かよみ＞	 

	  

	  

	  
                 	 

わとと・あおぞら 

	 

“おおきいねぇー”	 

6月もあっという間におわり、7月ですね。年間で1番雨が多いこの時季・・・	 

雨が大好きなもの、雨が降らないと困るものといっぱいです。	 

あんとの利用者さんのR君おやこが、安倍川方面の山に、かたつむりをさがしにいって、あんとにもおみやげを

とってきてくれました。とっても大きな2匹のかたつむり！！金魚のあんちゃん・とんちゃんに続いて大人気。

かたつむりを、飼育ケースに入れて石ころ・卵のから・きゅうりを食べてゆっくりにょきにょき動いているよ。	 

	 	 「うわー、おおきいー」	 

	 	 「本物みるのはじめてだねぇー○○○くん・・・」	 

	 	 「こんなのいるんだーまだ?久しぶりにみたよー」	 

	 	 「幼稚園に行ったら、つかまえてくるかなあ？？どうしよう」	 

	 	 「私がはじめてだよ、こんなに近くでみるの・・・すごいすごい！！」と感動	 

するお母さん達、その話を聞きながら♪つのだせやりだせ…元気に動くかたつむりを目で追う	 

子どもたちです。	 

26日(水)には、ゆらゆらかたつむりを27組のおやこがつくり、揺らして遊び、	 

	 	 ♪でんでんむしむしかたつむり・・・と本物を見ながら歌って楽しみました。	 

なかなか、見つけられないかたつむり、みんなで楽しませてもらった後は、また	 

山に返して、自然を守っていきたいです！！	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （せり）	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 《	 	 せり	 	 》	 

 

城東子育て支援センター	 あんと	 



平成２５年７月１日発行	 

なのはな	 第５９号	 

	 4	 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・  
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	 あんな風に	 なりたいなぁ。	 

発達するときに大事なのは、	 

あこがれ(≒理想、目標)と現在の自分に矛盾を感じ、苦しいけれどそれを乗り越えたいと思うこと。	 

そしてそれを乗り越えた時に達成感とともに結果的に様々な力がついているというものだそうです。	 

最近思うのは、目標とあこがれって、似てるけど違うなって。	 

目標って達成しないといけない感じがするので、	 

「こうでないといけない」「やれていない自分は全然ダメ」「もっと頑張らなきゃ」	 

ってなって、今の自分を否定してしまいがちになったり、苦しくなってしまうのではないでしょうか。	 

一方あこがれは、思いだから、今の自分を否定しない。	 

「今までの自分も、今の自分もまぁまぁいい感じ。」	 

というベースがあって、	 

「更にもっとこうだったら素敵だよね」って思える。	 

同じことをするのだとしても、同じ苦しさでも、気持ちが全然違ってくる。	 

子どもにとっても、大人にとっても、同じことなのでしょうね。	 	 	 	 	 	 	 	 	 （はるみ）	 	 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 

赤い羽根	 助成金今年もいただきました。ありがとうございます！！ 

	 このたび、平成２４年度の『赤い羽根共同募金』からの寄付金の交付が決定しました。今年で４年目となります。ありがとう

ございます。	 

・	 いただいた金額	 	 360,000 円	 

・	 使いみち	 『育児不安に悩む親の相談支援事業』	 

6月・7月の予定	 

○「こどものお悩み別	 ママ集まれ！」	 	 7/10(水)“ことばがゆっくり”	 ８/７（水）“言うこ

とを聞かない”	 

○「子育てよろず相談」	 	 	 7/11(木)	 ８/８（木）	 

○「コミュニケーションをはぐくむ親子教室“ころころ”」	 7/6(土)	 	 8月お休み	 

まほろばの部屋から	 

★	 Ｈ25年12月	 	 子育て講演会	 	 	 	 	 対象：父母	 

あおぞらの「保育と子育て」が分かる笑いと涙の講演会です。	 

★	 Ｈ26年1月18日	 １４時半「森は、いきている」劇団なかま（40人編成の大掛かりな舞台劇です）	 

静岡市民文化会館	 中ホール	 子ども（高校生まで）3900円	 大人	 4900円(前売りは、4月からです)	 

	 対象：ストーリが分からなくても生の劇は、感性を丸ごと揺すぶられ、小さい子から大人まで見ごた

え十分です。保育者や教育者の専門職としての感性を磨く機会にもなりますので是非多くの方の参加

をお待ちしています。（劇中で歌われる「たきび」のうたは、園でも唄っています）	 

★	 Ｈ26年3月	 「ありがとう	 パーティー」	 	 対象：大人	 

皆様に感謝を込めて！	 


