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●私の勝手なイメージですが 

 対人援助マガジンに幼稚園という立場から原

稿を書かせて頂くという話を聞いたときに「え？

場違いじゃありません？ 」と感じました。テレビ番

組に例えると、報道部門の集まりにバラエティー

部門の人間が混じってしまったようなイメージ。

福祉の世界と較べると「幼稚園は軽くてスイマセ

ン！ (>_<)」というようなイメージを自分で持って

しまっているからなのです。 

 以前、教員養成校（短大）の就職ガイダンス

の集会に出かけたとき、保育園や養護施設の先

生方と話をする機会があり、そのときにこのイメ

ージは作られました。 

 私立養護施設の先生は学生たちに向かって

「ウチの施設にはかわいい子どもはいないので、

それでもよかったら就職を希望してくれ！ 」という

発言をなさっていました。学生へ覚悟を求めての

発言だということはあきらかですが、『天真爛漫』

などという言葉はたぶん当てはまらない子ども達

と相対さなければならない職場だということは伝

わってきます。 

次に、保育園の先生は、ひとり親の子どもの問

題や、子育てに無関心、家庭環境の悪化など親

の関わりを要因とした問題が多いので、保育（教

育活動）をする以前に子どもの心のケアをまず考

えなくてはならない、という話をしておられました。

抱えている問題の深さが私たち幼稚園とはゼン

ゼン違うということを改めて実感する出来事でし

た。 

 私の幼稚園はというと、全く問題が無い訳では

ありませんが、基本的には親との関わりが良好な

子どもたちが通ってくる場所なので、大半の子ど

もは安定していますから“楽しい経験”を通して

発達を促すというスタンスです。学生には「かわ

いい子どもたちと日々を過ごしつつ、楽しく仕事を

しよう！ 」と呼びかけます。ですから、幼稚園の

現場では取るに足らない問題ぐらいしか転がって

いないのに、何を書けばいいんだろうか？ と迷っ

ていたのです。 

 

   



●「問題」を発芽させない 

私は編集長から執筆をお誘い頂いて、何日 

も「対人援助」ということばを頭の中で転がし続

けた結果、そういえば幼稚園にも対人援助という

切り口で語ることもあるな、あながち蚊帳の外の

人間ではないかも？ と思い始めています。もっと

言うと、問題があるから対人援助が必要、という

発想そのものが間違っていたのでは？ ･･･という

ところまでたどり着きました。 

 問題を顕在化させないための人づきあいのよ

うなものも対人援助だったりするのかな、とも考

えが広がってきました。（広げすぎかもしれませ

ん）そんな訳で、子どものことだけでなく、シス

テムや運営について、保護者への説明方法や経

営手法、そのへんの分野では幼稚園園長にも書

くことがありそうです。皆さんの持つ幼稚園という

イメージのイメージ再構築の一材料として、バラ

エティー的ではありますがレポートさせて頂こう

と思っております。メインディッシュの箸休めのよ

うなページになれば幸いです。 

 

 

 ＊ さて、今回は私が園長として経験した「対人

援助」らしきエピソードを二つレポートさせて頂き

ます。 

  

 

●エピソード１ ：始業式で 

一つは、今年の年度初めの話。始業式で子ど

もたちに園長として話をしなければなりません。

いつもなら、お決まりの話をしてオシマイってとこ

ろですが、「子どもに対しての対人援助って何だ

ろう？ 」なんて考えていたものですから、あれこ

れ思案しておりました。 

 導き出された結論は、 

「こちらの伝えたいことを、子どもが納得できる方

法で伝えること」 

 そんなことは基本中の基本ですが、いつもと違

う+αの工夫をしてみました。 

 

 伝えたいことは次のような内容です。 

 「新年度一つ大きくなった年中組（４ 歳児）、

年長組（５ 歳児）の子どもたちに、新入園児の

小さいお友達に三輪車を譲ってほしい。言われた

からじゃなく、自分の気持ちで行動してほしい。」

という内容。言われたからじゃなく、というところ

がミソです。どういう言い方をしても「言われた

から」という動機がついて回ることは明らかです。 

 

 そこで、画用紙を切ってウチワ大のハート型を

作りました。表はピンクで裏はグレーを貼り合わ

せてあります。そして、先生達に手伝ってもらって

ロールプレイをしました。三輪車に乗っている子

ども役の先生Ａに、新入園児役の先生Ｂが乗せ



てくれと頼みました。Ａくんは「あともう一周した

ら替わってあげる」と言って、少し間を置いてか

ら替わってあげました。このときに、笑顔満面の

Ｂ くんの胸にピンクのハートを持たせます。そし

て、Ｂ くんはＣ くんに替わってあげて、次はＤく

ん･･･というように、ピンクのハート（嬉しい気持

ち）がバトンタッチされていく様子を表現しました。 

「Ａくんが三輪車を１ 回替わってあげただけで、

こんなにハートがバトンタッチされたね、嬉しい

ね！ 」というオチです。 

 

 見えないものを可視化したところ、子どもたち

の興味はぐんと上がってよーく話を聞いていまし

た。だからといって効果はそんなに変わらない様

子ですが(^_^;)（ｿｺｶﾞｺﾄﾞﾓ!）ピンクの?は目に

焼き付いたことでしょう。 

 ちなみに、人に嫌なことしたら･･･というシチュ

エーションではグレーのハートを使って同様にロ

ールプレイを行いました。 

 

 

●エピソード２ ：上客とは 

もう一つのエピソードは、保護者からのクレー

ム処理で印象深かったできごとです。 

 ある日、園長あてに長いメールが届きました。

概要はこうです。「私は毎朝子どもを送り迎えして

いるが通園バスの先生からは無視されている。な

ぜならウチは母子家庭で、私はその子の母親の

弟（子どもから見ればおじさん）で、一般家庭と

は違うから世間から白い目で見られている。そん

な園児がいること自体園にとっては品位が落ちる

だろう、そんな上客ではないので、理不尽な扱

いを受けるのだ！ 」という怒りのメッセージです。 

 

 これには思案しました。実際には無記名でした

が誰だか予想はつきました。担当の職員の態度

を丁寧にするだけならすぐにでもできますが、「白

い目でなんか見てないよ！ 」ということをメール

で返したところで空々しいだけでしょう。かといっ

て、無記名のメールをもらってるのに○○さん、

直接会いたいんですが･･･という訳にもいかない。

しかも明日の朝には改善しなければ長引いてし

まう！  

 

 私は、別の価値観を提示しないといけないと

考え、職員が至らなかったことの謝罪に加えて「私

園長にとって上客でない園児というのは、保育料

を滞納する方です、だから保育料をきちんと納め

ている限り、家庭環境如何は関係ありません」と

いう返事をしました。 

 もし他の保護者にそんなこと言ったら何をかい

わんやですが、このケースでは的確な答えだった

ようです。「苦笑気味に、ウチは保育料は滞納し

ていないはずです」との返事が来て、職員の適

切な行動もあり、最後はお礼メールが来て解決し

ました。 

その後、お父さんは誰？ か知りませんが(>_<)、



下の子が生まれて入園してくれました。保育料も

きちんと納まってます。(^.^)。語りかた一つで決

裂しそうな、緊張感のある経験でした。 
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●園児募集の時期です。 

この頃、少子化の影響で大学の学生獲得が大変

だという報道がされています。夏休みや休日には

オープンキャンパスを何回も開催したり、高校生

の気に入るような雰囲気作りをしたり苦労され

ているようです。私の娘も来年高校を卒業する予

定ですが、無料送迎バスに乗ったりして大学、短

大、専門学校のオープンキャンパスに出かけ、お

気に入りの学校を探して忙しく出歩いています。

送られてくるダイレクトメールも半端な量じゃ

ありません、高２の次女にも送られてきますので、

「またきたよ」と封を切らずに資源ゴミに直行す

るものも少なくありません。もったいないですね

え～(^_^;) 

 

この波は既に15年前に幼稚園にやってきていま

して、最近では、その波が徐々に高まってきてい

るところです。そのため、私立幼稚園も地味なが

ら一生懸命に園児募集に力を入れてきているの

です。 

園児募集ということば。なんとなく商売っ気を

感じて響きが良くありませんね、僕も好きではな

いですが、とにかく園児募集を考えずして、今の

幼稚園は成り立ちません。行政からの経常費補助

金が年間総収入の２割ほど交付されますが、それ

でも園児が減ると補助金も減り、経営を圧迫して

くるのが今の幼稚園経営です。

      〔２学期の始業式で話をする園長鶴谷〕 

 

●運命の10月１日 

私の居る沼津市では毎年10月１日が入園受付

日ですが、お隣の富士市は９月１日。東京、神

奈川では11月１日と、それぞれの地域によって

受付日は異なります。 

「来年４月の入園なのになんで幼稚園ってこ

んなに早いの？」という疑問がありませんか。 

どうやってこの日が決まっているのか、それ

は国や行政が決めている訳でなく、たいていが

地域の幼稚園団体の取り決めで決まっている

と思います。 

 

「一歩でも早く園児を獲得したい！」という心

理的なプレッシャーはどの幼稚園にもある訳で、

取り決めがなかったら、入園受付日は大学の就職



活動のように際限なく早くなっていくでしょう。

３年前のことですが、沼津市の幼稚園長が集まる

会合で「富士市に合わせて受付日を１ヶ月早めた

ほうが良いのではないか」という意見が出されて

議論しましたが、最終的に「富士市近隣の園のみ

（１園）早めることは容認するが、その他の園は

今まで通り10月1日厳守でいきましょう」という

結論になりました。どこにでも焦る人はいるもの

ですが、そこは地域密着型、通園範囲外の園には

全く関係のない話だったのです。 

秋に入園受付をするもう一つの理由は、来年度

の職員態勢把握のためです。幼稚園の経営は入園

する園児数によって来年度の予算がほぼ決まっ

てしまうので、入園受付の日が来年１年間の台所

事情を決めてしまう運命の日なのです。早めに入

園児数を知ることで、来年度の運営体制について

早めに対策することができる訳です。たとえば近

頃苦労している新規教員採用にも早く手が打て

るわけです。 

 

     〔ボディーペインティングを楽しむ〕 

 

●スムーズに集団生活へ 

教育的側面からみれば、たいていの幼稚園で

は「一日入園」といって、４月の入園までに何

回か親子で登園して、徐々に幼稚園生活に慣ら

していくプログラムが用意されています。原町

幼稚園でも入園前に５回、入園式直前にウオー

ミングアップで連続４日ほど子どもだけで登

園するプログラムがあります。 

入園児全体の長子の比率はだいたい６割強、

その人たちは、親として初めて我が子を教育機

関に預ける訳です。「一日入園」のプログラム

をこなしながら職員と関わりつつ、園のやり方

や制服や道具などの準備、そして気持ちの準備

を進めていくことになります。その期間と回数

を考えれば秋に早々と入園を決めるというの

も、良い時期といえるのだと思います。 

入所が決まると、翌日からでも預けられる保

育園と比べると、なんとものんびりしてゆるや

かな親子の時間を確保しつつ、はじめての集団

生活へスムーズに移行していくシステムが構

築されていることに気付きます。経営的な思惑

と、教育的な意義がうまくバランスをとった結

果、９月～11月という入園受付時期が決まって

きたのでしょう。 

 

●商売上手な園長？ 

ところで皆さんは、幼稚園の園長先生というと

どんなイメージをお持ちでしょうか？ 子ども

好きで、品行方正で、幼児教育に人生を賭けてい

るような、ちょっと不器用だけど温かみのあるお

じいちゃん？ おばあちゃん？ 

なかなか「商売上手な園長」というイメージは

持っていらっしゃらないでしょうね。しかし現代

の幼稚園園長は、商売上手でなければやっていけ

ない側面が大きくなっています。もし教育者タイ

プと経営者タイプで分けるとすれば、私の知って

いる園長は９割が経営者タイプの園長です。 



現場で子どもたちの保育を長年やってきた生

え抜きの女性園長は少なくなり、圧倒的に男性が

多くなっています。幼稚園経営にもパワーゲーム

（競争）の波が押し寄せ、その変化に適応するた

めに男性園長が増えたのかもしれません。 

 

対人援助という面から見ると、 

これは、あながち悪いことではありません。 

 

 

●通園バスの話 

こんな話があります。 

園児減少に悩む小さい幼稚園。幼稚園の三種の

神器と言われた①通園バス ②給食 ③延長保

育のうち、通園バスを使っていません。なぜなら、

教育者としてのポリシーがあるからです。 

「毎日、親子で手をつないで道々草花をながめ

たり会話を交わしたりしながら通園する、それこ

そ親子のふれあう微笑ましい姿、正しい姿ではな

いか」 

気持ちはとても良くわかりますが、園の周りの

道を見ると歩道は狭く交通量も多い、ベビーカー

を押しながら片手で園児の手を引きつつ通園す

るお母さんだっていると思います。雨の日は車を

運転してくるのでしょうか････その苦労が想像

できます。 

「良いのです。その貴重な時間を大切に考える

人が選んで入園させているから良いのです」とい

う主張ももっともです。 

ですが、私は子どもが在園している３年間にい

ろいろ事情が変わることも考慮し、「園バスも利

用できますよ」という選択肢を提供していないこ

とが、援助不足だなあと思うのです。援助不足の

園は選択する人が少なくなるのは当然の結果か

もしれません。 

 

極端なことを言えば、 

教育者タイプの園長の視線は内向きに、 

経営者タイプの園長は外向きです。保護者（利

用者）のニーズを一生懸命つかもうとしています。 

動機が「より多くの園児を獲得するため」であ

っても、実行していることは一応援助的･･･なの

でしょうか？ 

 

       〔園バスに乗って園外保育へ〕 

 

●園バスのもう一つの話です。 

保護者のニーズに応えるために園バスをどこ

までも走らせ、ドアツードアをモットーに個々

の家庭を回っていくコース設定をしている園。 

「あそこの家にも行けるんなら、ウチもお願

い！」この発想がまかり通ってしまいます。あき

らかにサービス過剰。しわ寄せはバスの運行時間

が長時間になり、園児が全員集まるまでに時間が

かかってしまうため、保育の開始時間が遅くなっ

たり添乗する職員への負担が大きくなるという

弊害が生まれて、保育にしわ寄せがかかって評判

が落ちてしまいました。 



援助的に見えて結果は悲惨、めぐりめぐってボ

ディーブローを喰らってしまいました。 

 

やはり動機は大切です。「利用者サービス」だ

けで園児募集という目的を達成しようとすると、

結果的にうまくいかないのです。親ばっかり援助

して肝心の子どもは二の次という姿勢が見える

と、評判は落ちてしまいます。なんといっても本

業は「子どもたちを発達させる」という教育サー

ビスですからね。 

 

ちなみに、私の園では２台のバスが２回往復し

ていますが、バス利用者全体の利益を最優先に考

えることにしています。 

バスの利用やキャンセルは月ごとに自由にで

きますし、コース内で別のバスに乗ることも、徒

歩通園児が月２回までバスに無料で乗ることも

できます。 

ただし日割り計算は無し。バスコースの大きな

変更は年度替わりのみで、途中から利用する人は

多少不便でも我慢すること。できるだけバス停を

決めて集まってもらうが、赤ちゃんがいる家庭な

どはできるだけドアまで迎えに行く。そのかわり

大きくなったらバス停に出てきてもらう。・・・

など細かく決まりはありますが、決めごとに縛ら

れずに個々の相談には応じようという姿勢を保

つことにしています。バスだけに限らず「お互い

様」感覚が漂っていることが杓子定規ではない援

助をしやすくしています。 

 

●バランスが大切かな？ 

園長は内も外も見て、子ども、親、職員のバ

ランスを考えつつ、時間や労力、資金をどう配置

するかを考え、我が園のルールを作っていかなけ

ればなりません。 

子どもにウエイトが行き過ぎると「だいじな

教育のためだ、これぐらい我慢して当然でしょ

う」という教育者的発想が過ぎますし、親に傾き

過ぎると、職員と場合によっては子どもにも無理

をさせることになります。職員にウエイトが行き

過ぎるというのはあまり聞いたことがありませ

んが、仲良しサークル的になってしまうでしょう

ね。 

幼稚園での「商売上手な園長」はバランスの

取れた対人援助的視点が無くてはうまくいかな

いよ！ということで締めとしたいと思いますが、

少しはイメージがアップしましたでしょうか？ 

 

 

       〔みんなでシャボン玉とばそ〕 



●この差は何だ！？（脱線話） 

話が脱線しますが、入園料ほど地域格差がある

料金設定も珍しいと思っています。 

全国一高い神奈川県の平均は104,474円、一番安

い山口県が16,843円、なんとその差は87,631円！。

仮に100人の新入園児がいるとしたら、その差は約

876万円！････頭がクラクラします。この差はいっ

たい何なのでしょうか？高い地域は都市部の幼

稚園ですが、地価が高いからという理由は当ては

まりません、学校法人の土地は非課税です。 

教育内容や園環境が都市部と地方でそれほど

変わるということも考えられないとすると、入園

という同じ条件に付けられた価格の違いに、「な

んでこんなに違うの！」と突っ込みたくなるでし

ょ。幼稚園業界の地域独自性ですよね～。これが

ガソリンだったら大問題になるでしょうね。 

この入園料も平成21年度には全国都道府県のう

ち21県が前年比マイナス。実際には入園料の値下

げ競争もじわじわと始まっているようなのです、

しかも地方都市で。神奈川は4,1％増です。 

（2010 年版 全日本私立幼稚園連合会 要覧より） 

 

     〔夏のおんがくかい♪にて〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校法人松濤学園 原町幼稚園 

定員 200 名 ６クラス 

幼稚園歴 27 年（内園長歴 8年） 

http://www.haramachi-ki.jp 

ツルヤシュイチ 

※写真と本文は関係がありません。 
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幼幼稚稚園園のの現現場場かからら
Ⅲ

鶴谷主一

原町幼稚園（静岡県沼津市） 園長

■幼保一体化問題の報道は･･･

幼稚園と保育所を一体化して2013年度か

ら順次「こども園（仮）」とする方針。

皆さんも報道などでご存知かと思いますが、

どんなイメージをお持ちでしょうか。

おおかたの報道では、

①幼稚園は文部科学省、保育園は厚生労働

省という縦割り行政の無駄や弊害を防

ぐべきである。

②待機児童増でキャパを増やすことに限界

がある保育所、そして少子化で園児数減

少の幼稚園。これを一緒にしちゃえば待

機児童問題、幼稚園の経営問題も解決！

③保護者がそれぞれの事情で、好きな時間

帯だけこどもを預けて働けるので、ライ

フワークバランスに応じた子育てを支

援することができるようになる。

④働きたい母親を家庭から社会に出し、大

いに働いてもらい、納税者を増やし国の

税収をアップ。

⑤ＮＰＯや企業などの参入を促進し、競争

原理によって活性化し、経済成長と雇用

を生み出し、おまけに淘汰により保育の

質が向上していく。

主にはこのようなメリットが強調されて

おり、幼稚園や保育園の現場が業界団体の

既得利益を守る為に反対運動を起こしてい

る。その反発に配慮したか、2010年11月16

日の第３回幼保一体化ワーキングチームの

報告では明らかにトーンダウン、現幼保を

存続させるなどの譲歩案が盛り込まれた５

つの案が提示された。

団体の圧力により幼保一体化が骨抜きにさ

れる可能性も出てきて心配だ。（しっかり

やってくれ！）

このような論調の中で、現場の人間は単

に自分達の利益を守るために改革にブレー

キをかける抵抗勢力のように言われていま

す。幼稚園、保育園の現場は、なぜ強く反

発しているのでしょうか。今回はこの問題

についてレポートしたいと思います。
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■幼稚園組織からの提言

政府は、今年の４月に新システムについ

て基本方針を出した。

すぐに反応した全日本私立幼稚園連合会

は、「慎重に進めるべき」との立場から５

つの提言を行っている。

まとめてみよう。

１ 全てのこどもには、良質な教育を受け

る権利がある。幼児期の教育環境は人が育

つ上でもっとも重要な要素となる。教育に

軸足を置いた国家戦略をすべきである。

２ 全ての親は、子育てを通して人として

成長する。親が子育てに一定の時間を割く

ことができる社会制度の充実が重要である。

３ 認定子ども園を活用しやすくすること

で、幼稚園からの自主的な移行を促進し、

それぞれの地域事情に合った待機児童解消

に向けた動きが活発になる。全国一律に制

度を統一する必要はない。

４ 幼稚園は地域の子育ての重要なインフ

ラである。制度改革によって地域にとって

必要な小規模園がなくなることは大変な損

失である。OECD並みの教育投資を行い、健

全な運営が保たれるような制度設計が必要。

それが学校教育を支え、将来の日本を支え

る人材を育てることにつながる。

５ 社会の中で、否応なく子どもが「保育

に欠ける状態に追い込まれている家庭」、

親の人生選択の中で「保育に欠ける状態を

選んでいる家庭」、「家庭での子育て」を

大切にしている家庭」への支援を同一にす

ることには無理がある。親への目線ではな

く子どもの育ちを考えた目線で公平な助成

制度の確立が重要である。保育に欠ける場

合であっても８時間を限度とし、教育・子

育て・就労支援を改めて整備し、親子の時

間を確保するべきである。

■進まなかった認定こども園

いま改めて５つの提言を読み返してみる

と、とても大切なことを言っていると感じ

ます。しかし、その頃の私たち幼稚園長の

間では、まだまだ身に迫った問題ではなく

「ホントにやるの？できるの？できっこな

いよ」と冷ややかな反応が大半だった。

旅芸人「のぼさん」園コンサート あそび歌がいっぱい

なぜなら2006（Ｈ18）年10月から、政府

は「認定こども園」制度を創設し、幼保一

体化施設の推進を奨励してきたが、少子化

に悩む過疎地の公立園や、野心的な私立園

でわずかに実施されただけで、ほとんど普

及しなかったからだ。受け入れられなかっ
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た原因は、施設整備の条件は結構厳しいの

に比べて補助金額が少ないことと、幼保そ

れぞれの事務手続きが必要で、実質事務量

が倍に増える煩雑さが敬遠されたのだ。数

字をあげると平成22年４月現在の静岡県内

の総幼稚園数520園中、認定はたったの５

園しかない。

制度が始まった当初、私も園の保護者に

「認定こども園は便利ですが、ウチの幼稚

園がやるとしたら賛成ですか？」と聞いた

ことがある。

原町幼稚園は、幼保が同じ敷地内に建ち、

園庭を共有し、私が幼稚園長になる前は妻

の実母が両方の園長を兼ねていたことから、

50年以上も幼保連携して保育を行ってきた。

職員同士も仲が良く、施設や教具なども貸

し借りする間柄だ。現在は私が幼稚園園長、

妻が保育園副園長、妻の実母が保育園園長

という典型的な親族経営で、我々の関係が

良好ならば幼保の職員間も良好という状況

を保っている。

こんな状況だから認定こども園に移行し

ようとすれば、ハードルは低い。しかしお

母さん達は全員首を横に振った。「保育園

でなく幼稚園に入れている」という親の意

識も便利さとは別のところにあったのだ。

■急浮上！「こども園」構想

認定子ども園施行から約５年目に入った

今年、にわかに熱気を帯びてきたのは残暑

厳しい９月頃のことだった。いよいよ業を

煮やしたか、民主党政権になって公約を守

るためか、一気に「認定」を取っ払い、国

県の責任を放棄し、市町村お任せタイプの

「こども園」に教育を投げてしまおうとい

う暴挙に出てきたのだ。

どう暴挙なのか、次の記録を読んで現場

とのギャップを感じてもらいたい。

「キャベツがキャッ！」みんなの目が集中！

●文部科学省との意見交換会

各地で文部科学省の説明会が行われはじ

めて、「静岡はまだか？どうなるんだ？」

と少し気になり出したのが今年の夏。

やっと９月21日に文科省、初等中等教育局

幼児教育課 課長補佐という実務の中心に

いる官僚さんを招いて「意見交換会」が開

催された。

約２時間の意見交換会。文科省の課長補

佐が気の毒になるくらい「具体的には何も

決まっていないことがわかった」

ただ、政府が2011年１月に法案を提出し

て、それが国会を通れば「やる」ことだけ

ははっきりしているという。

「何をどうやるというのだ！」
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集まった代表50人の静岡の園長たちは唖

然とするとともに怒り心頭だった。そこで

出された主な質疑を紹介しよう。

○質問：現在、保育園には無い入園料、幼

稚園でも園や地域により格差がある金

額をどう設定するのか？

□回答：まさに今後の難しい検討課題であ

る。持ち帰って検討する。

○質問：良質の保育を守る、質を高めると

いうが現状では不可能ではないか？長

時間保育をすれば保育計画や準備の時

間を圧迫する。現状に加えて長時間勤務

を強いるのは無理である。

□回答：良質な保育は担保すべきことだ、

持ち帰り検討させてもらう。

  ステージにも乗せてもらってノリノリだよ♪

○質問：子どもの心の状態より、大人の都

合だけで考えられているシステムでは

ないか？システムだけで子どもは育た

ない。将来問題行動を起こす子どもがで

てからでは遅い。

□回答：持ち帰って児童生徒課にも相談す

る。

○質問：株式会社も参入できることを危惧

している。利益優先の会社が10年20年後

に結果が出てくる教育の責任を負える

のか、利益が出なければすぐに撤退して

しまうのではないか、その対策は？

□回答：株式会社は、利益が出なければ撤

退するだろう、しかし教育はそれではい

けない、参入審査基準を厳しくし、撤退

にも規制をかけていくつもりだ。

○会場の声：「潰れました」という会社に、

どうやって規制をかけるんでしょう？

○質問：幼稚園は学校教育法の位置づけに

なっているが「こども園」になると、ど

のような位置づけになるのか？

□回答：学校に位置づけされるか、福祉施

設に位置づけされるのか、まだ分からな

い、学校教育法を改正してこども園にな

ると、幼稚園も保育園もなくなるが、未

定だ。

○質問：現在は県から認可されているのが

学校法人立幼稚園だが、こども園は市町

村が管轄することになるから、市町村の

財政によって教育の質が左右されるの

ではないか？

□回答：実際、市町村から園にお金が流れ

ることになるので、市町村の財政によっ

て教育内容に優劣がつかない何か仕組

みを考えなければならない、ただそこは
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市町村の首長の考えが優先されること

に･･･。

○会場の声：結局、国は責任を放棄して、

市町村に丸投げってことかな。

○質問：給食については、幼稚園では外部

委託で給食会社に依存しているが、自園

に給食施設が必要なのか？必要なら給

食室の整備に2〜3千万かかると思うが、

自腹か？

□回答：こども園という形にするなら調理

室は必要になる。今後財政的に予算があ

れば何らかの補助はやっていかなけれ

ばならないだろうが、まだ自園給食と決

まったわけでなはい。

○質問：こども園に移行したくても、空き

教室が無い園もあれば、経営が厳しく改

装できない園もある。そもそも多様な保

育形態を提供するといったときに、全国

一律でこども園化する必要があるの

か？

また、待機児童を解消するのであれば単

純に保育園を増やせばよいのではない

か。

□回答：今返答することが難しいので持ち

帰って検討する。

○質問：今、課長補佐にお聞きしただけで

も何も分からないことが山積なのに、と

にかく来年国会を通し25年度から実施

という。それでは混乱は必至だ。長い間

培ってきた大事な子どもたちのシステ

ムを大きく変えるのであるから、急がな

いで十分検討して頂きたい。

□回答：皆様方に支障が無いようにやって

いきたい。お金を減らしたら幼稚園さん

はついてこないと考える。拙速過ぎると

いう意見をどこでも聞くのだが、通常こ

のようなものは、これまでは現場で、で

きるのか下から積み上げて検討してい

くのだが、今回は政府として大枠の方針

が決まっているので、それに沿ってやっ

ていかなければならないというのが第

一義の考えである。それをやらなければ

ならないのが私の仕事だ。

法案が国会で通るかどうかは別として、

通ったとしても必ず移行措置として3〜

5年の期間を設けるので25年にスパッと

切り替わることにはならない。

（以上、意見交換会の記録より）

いかがでしょうか、このやりとり。

たった３ヶ月ほど前のことですが、あと１

ヶ月後には「やる」かどうか決めるという

話なのです。最後に課長補佐もついに本音

を話してくれましたが、「これならだいじ

ょうぶ、やりましょう」というコンセンサ

スがとれてからやるのが普通で、このやり

方は通常と違うのです。しかも幼稚園が誕

生して約100年来培ってきた、こどもを育

てる文化を大きく変えようというのです。

子どもの心を見ていない、という質問を

していた園長もいましたが、この根源的な

問題については理念的なこと（悪く言えば
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キレイゴト）しか議論されずに理念を実現

させるための具体的な内容は空欄のまま、

システムだけが論じられているのが現状な

のです。

更に問題点を挙げますと、子育て新シス

テムは、単に幼保を一体化して冒頭に書い

たような目標を実現させるだけでなく、保

育分野を国家の成長産業にしようという思

惑があります。

保育分野に商売というパワーゲームを導

入し、一般企業にも門戸を開き淘汰を進め

れば、補助金で安穏と運営してきた保育業

界も活性化し、質も上がるだろうと･･･。

安穏としてきたという点では、当てはま

るところもありますでしょう。その点は業

界も多いに反省すべきだと思います。

■現場はいま

前出の全日本私立幼稚園連合会は10月
26日、政府の「こども園」構想の輪郭が見

えたところで、４月の提言をより強くした

「緊急声明」を発表し、幼稚園廃止を前提

とした幼保一体化に絶対反対の立場を明確

にした。

保育園サイドも保育を守る全国実行委員

会、日本保育推進連盟、社会福祉法人日本

保育協会を主体とする菅直人総理大臣宛て

の署名活動が11月中旬頃から急ピッチで始

まっている。他の保育団体もあちこちで反

対運動を活発に進めている。

その主張については、各団体のホームペ

ージなどをご覧頂ければ見ることができる

ので、私がくどくど書くのはやめておきま

す。

  みんなで声をそろえて「ハイハイハーイ♪」

私たち沼津市でも、遅まきながら現場か

らの声をあげようということで、動き出し

ている。幼稚園、保育園がそれぞれに声を

あげると業界団体の保身ととられてしまう

ため、幼保が連携して、子どもたちの健や

かな育ちのために声をあげようということ

になりました。

私もその準備に追われているところです。

話はかわりますが、高齢者が家族から離

れ、所属する組織の無い人々の孤独が「無

縁社会」というネーミングで社会問題化し

ている報道を見聞きします。それを地域の

ネットワーク構築や福祉の充実で補おうと

いう動きがあります。これ自体は大切なこ

とですが、もっと根本から考えることも必

要だと思うのです。

人間の土台作りに携わる私からみると、

病気にさせておいてあとから薬を処方する

ようにしか見えません。社会の絆の基本は
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家族の絆です。親が子育てを外注すればす

るほど親子の絆は“か細く”なります。

たとえば“か細い絆”を持って成長した

人が、高齢者などの孤独な人たちに寄り添

い、フォローする福祉に、うまく携わるこ

とができるのでしょうか。また、逆に受け

る立場になったときに、他人を信じ、絆を

作り温かい交流をしていくことができるの

でしょうか。

子育ては人の心を育てることであり、幼

稚園、保育園は、家族以外の人間関係、社

会との絆を作る第一歩の場所であります。

今の改革では、国が福祉への責任を放棄

し、福祉をサービス化する介護保険制度を

導入したことによる弊害と同じようなこと

が、保育･教育現場でも起こってくることは

予想できるのです。

保育現場の混乱はストレートに子どもた

ちに影響を与えるでしょう、いくら保育者

に気持ちがあっても、システムという大き

な流れが変わって行く中では、踏みとどま

れるのもわずかな時間です。

そうなる前に、現場の声を上げなくては

ならない、声を上げられない子どもたちの

代弁者としても私たちは声を大きくしてい

きます。

11月に入って、保育園の全国組織でも、

反対のための署名活動が急遽始まりました。

私たち沼津市でも、遅まきながら幼保が連

携して勉強会を開き、反対の立場を表明す

るべく準備を進めているところです。

※写真と本文は直接関係ありません。今回は固い話

だったので楽しい写真を入れてみました。

学校法人松濤学園 原町幼稚園

定員 200 名 ６クラス

幼稚園歴 27年（内園長歴 8年）

http://www.haramachi-ki.jp

ツルヤシュイチ
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幼幼稚稚園園のの現現場場かからら
Ⅴ

鶴谷主一

原町幼稚園（静岡県沼津市） 園長

◆原町幼稚園では、昨年2010年にはじめて９

月に採用試験を行いました。翌年の教員を採用する

ためです。2009年の採用試験は10月、数年前は12月

でしたので、年々時期が早くなってきています。早

くしないと先生がいなくなってしまうからです。昨

年はとくにひどかったようで、「先生がいない･･･

誰かいない？」とぼやく園長に何人も会いました。

世間では「就活」に苦労する若者が大勢いるという

ニュースを横目に、私たち幼稚園経営者は、求人活

動「求活！」で苦労していたのです。

以前から、介護や看護などヒューマンサービス系

の職種は慢性的な人手不足が伝えられていました

が、私の住む静岡県では、少なくとも幼稚園にも同

じように人材不足の波が押し寄せてきているので

す。

なぜ少なくなってきたかという推測はあとで述べ

るとして、私共の教員採用の状況について具体的に

書いてみたいと思います。

原町幼稚園では、2001年から計画的な採用試験を

始めました。それ以前はのんびりしたもので、教育

実習をした学生さんが希望してきたり、知り合いか

ら頼まれたり、いわゆるコネがまだ通用していた時

代です。

「ちょっとピアノ弾いてもらえるかな？」ぐらい

の実技は行っていましたが、その出来よりも

「あの家の娘さんだからしっかり躾けられている

よ、大丈夫。」という古くからの人づきあいの中で、

園長が大きな決定権を持っていたのです。

それも悪くなかったんですが、広く募集してより

良い人材を採用するには、採用試験を実施すること

が不可欠です。

◆採用試験の項目

①面接

②楽器演奏

③絵本の読み聞かせ

④リズム

⑤軽いグループディスカッション。

以前は作文や製作も入れていましたが、あまりハ

ードルを設けると最近は敬遠されがちになるため、

このところ外してあります。
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《5月の園庭を泳ぐこいのぼり・一人１匹作りました》

◆採用の手順

ファミリー法人である原町幼稚園と原町保育園で

は、合同で採用試験を行って採用を決めています。

学生には予めどちらを希望するか、あるいは両方エ

ントリーするのか、その場合の第一、第二希望を聞

いておきます。それぞれの試験項目で担当教員が評

価ポイントを付け、合計したポイントの良かった順

に採用を決めていきます。（最終的な決定は園長が

行いますが、ポイントはほぼ間違いなく、集まった

学生の中から最適な人を選び出してくれます。）

◆幼稚園離れのきざし

採用試験を導入してわずか5年後の2005年頃を境

に様相がちょっと変わってきました。いま思えば、

この頃からなんとなく幼稚園離れが始まったので

しょう。

受験者の人数でみてみると、以前は、２人の採用

枠に対して20人以上が受験するという10倍の受験

者がいましたが、その数も年々減り、最近は半数く

らいになってきています。

幼保の比率を較べても、2005年以前は幼稚園希望

者が圧倒的に多く、成績の良い人から幼稚園が採用

し、保育園は幼稚園の採用枠から漏れた幼稚園第一

希望の学生を採用してきました。この方法は、保育

園としても優秀な人材を確保できる良いシステム

だったのです。なぜなら、保育園を第一希望にして

いた学生のほとんどの人がポイントを取ることが

できなかったからです。乱暴な言い方をしますと、

成績のいい学生は幼稚園、芳しくない学生は保育園、

というようなイメージがあったのもこの頃です。

ところが、2006年以降からは、保育園を第一希望

に挙げる学生が少しずつ増え始め、成績も良い人が

出てきたのです。ただ、全体的に見て受験する学生

の力量もじわっと落ちてきているような、そんな印

象を受け始めたのもこの頃です。

選べる状況ではないくらい受験生が少なかった年

もあり、人材確保に危機感を感じてどんどんと採用

試験の日程が前倒しになっていきました。

あまり前倒しになると、次年度の幼稚園入園者数

も把握できないうちに教員だけ確保することにな

り、下手すると、内定取り消しなど倫理上困ったこ

とも今後起きてくるのではないかと思うのです。

しかし、全国で一斉に修正しない限り流れは止め

られないでしょう。少しでも良い人材を得るために

はこの流れを先取りしていくしかないのです。

◆要因を考えてみます

さて、なぜ幼稚園離れか、保育園と比較して見て

みるとわかりやすいです。

要因１：長い勤務時間？

よく言われているのは、労働条件の悪さ。
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給料が安いのはどちらも同じようなものですが、

幼稚園は残業が多いというイメージです。

保育園の園児は一日8時間～12時間いるのに対し

て保育士は８時間勤務で交代シフトがきちんとで

きているので、わりと定時に帰れます。幼稚園は近

年やることが増えてきて、保育準備をしていると、

ついつい帰宅時間が遅くなりがちです。園によって

違いはあるものの、熱心に教育活動を行っている幼

稚園にはたいてい当てはまります。

休日にしても、交代勤務で平日に有給休暇がとれ

る保育園に対して、幼稚園はほとんど無理です。以

前は夏休みなどの長期休暇で年間の有給休暇日数

以上の休みを取ることができましたが、最近は夏休

みでも預かり保育を行うため、その特典も消えつつ

あります。（それでも、保育園に比べればまだ休み

は多いのですが･･･）

要因２：気楽に仕事したい？

次に、仕事の重圧という面でみると、

一クラス20～30人の園児を一人の担任が責任を受

け持つ学級担任制の幼稚園に対して、保育園は複数

担任制になることが多いものです。たとえば０歳児

３人に保育士１人と法律で決められていますので、

とくに乳児クラスはチームで担当することがほと

んどですし、保育時間が長いのでローテーションで

仕事をすることになります。当然新人保育士の責任

は軽くなり、精神的な重圧も軽くなるように見えま

す。

学生が「どちらが気が楽か」という視点で選んだ

ら保育園になるでしょう。実は保育園だって勤めて

みれば責任も重圧も感じる仕事だとわかるのでし

ょうが、人前に出て話したり、自分自身を表現した

りという「パフォーマンス」が必要な場面が幼稚園

ほど目立たないため、選びやすいのではないでしょ

うか。

要因３：ピアノがネック

最後にピアノについてひと言。日本の幼稚園では

必ずと言っていいほどピアノなどの鍵盤楽器を必

須としています。「幼稚園の先生はピアノが上手に

弾けなくてはならない。」本当か？と言われれば、

本当だ、と言わざるを得ません。私の幼稚園でもピ

アノもしくはギターなどの伴奏楽器は必須です。幼

児教育に音楽は不可欠ですし、音楽はある程度技術

がないと表現できません。子どもたちに豊かな表現

力を身に付けてもらいたい、そう思うと弾けない先

生より弾ける先生のほうがいいのです。

ピアノの授業が苦手な学生は、採用試験に難しい

ピアノ曲が課題に出されていたら最初から幼稚園

を希望しないでしょう。

現実問題として、ピアノの苦手な先生が増えてい

ます。採用試験にピアノを入れないという園も出て

きています。これは、幼児の音楽体験において、あ

まりよい環境とはいえませんが、教授方法や練習量

だけの問題ではなく、子どものお稽古が多様化し、

幼少期から鍵盤楽器に触れる人が減ったことも一

因であると私は考えています。

《いろんなこいのぼりが楽しいでしょう！》



74

主に３つの要因について書いてきましたが、不運

にも新卒の教員採用ができなかった園ではどうす

るのか、ついでに考えてみましょう。

ＯＢに声をかけたり、ハローワークに駆け込んだ

り、それでも教員がいない場合、人材派遣会社のお

世話になります。

私は頼んだことはありませんが、残念なことに派

遣がジワジワとシェアを伸ばしてきているようで

す。私は派遣教員を担任として採用することには賛

成できません。なぜなら教員の仕事は責任感だけで

は不十分だからです。仕事は順調にいくことばかり

ではありませんので、失敗したり低迷したり、そん

なときにも子どもや親と向き合い、途中で放り出さ

ない覚悟、１年の終わりにはゼッタイ喜びで締め括

る決心が必要です。この２つのことだけを取り上げ

ても、派遣の教員にはそこまで要求できないのが賛

成できない理由です。

◆報酬について

仕事を考えるとき、労働の対価としての報酬が大

きな位置を占めるでしょう。普通は要因として最初

にあげるべきところかもしれません。しかし、あえ

て最後に書かせて頂きました。

全日本私立幼稚園連合会が発行している「2010年

度 要覧」によりますと、短大卒の幼稚園教諭2種

免許所有者の教員初任給（手当含む）は、全国平均

月額168,045円。賞与も含めた年収で2,525,368円で

す。他の職種と比較してもあまり意味のないことだ

と思いますが、20歳で社会に出て手にする報酬とし

て、それほど劣悪とも言えないのではないかと思っ

ています。（もちろん人を育てるという仕事の重要

性からすれば、もっと出すべきだとは思います。）

この金額をどう見るかは、個々の価値観で左右さ

れるところですが、実際に私の幼稚園で働く教職員

を見ていると、労働時間や報酬といった数字も目に

は入るけど、さほど気にしない。そんな感じを受け

ます。もちろん「少ないなあ、もっと上げてほしい

なあ」とは常に感じているでしょうけど、報酬を理

由に転職したり、退職した人はいませんでした。（教

職員の大半が女性ということも大いに関係がある

と思います）

報酬のために仕事を選ぶということを第一目的と

しない人種、それが幼稚園や保育園の保育者である

と、わたしは経験上断言できます。

（これをお読みの福祉職の人々も同様だろうと想

像しています。）

◆イキイキ仕事をする職員たち

私たちの幼稚園でも、仕事は嫌になるぐらいたく

さんあって毎日大忙しです。そんな中で一日に何度

も笑いが起こり、子どもたちとの関わりで発見や喜

びがあり、教員自身も日々成長していきます。

30人の子どもを受け持つ重圧は、自分が30人の子

どもを育てられるという喜びに変え、自己表現の場

を得てやり甲斐を感じ、楽しそうにイキイキと仕事

をしています。

子どもがケガをしたり、ケンカをしたり、泣いて

登園を嫌がったり、保護者からの意見にへこまされ

たりといった悩みのタネもありますが、どんな仕事

にもつきもののですから幼稚園に限ったことでは

ないでしょう。

モンスターペアレンツという言葉が使われ始めて

から、保護者との対応に恐れをなして教員という仕

事を敬遠する傾向もありますが、それもホンの一部。

私の園ではほとんどありませんし、トラブルには一
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教員が抱え込むのではなく、園長以下全員で対応す

るというバックアップ体制もとっています。

《年少組はタンポで色をつけました》

◆幼稚園教員の魅力を伝えねば！

学生たちにもう一度幼稚園に目を向けてもらうた

めには、経営的な努力が必要です。

①やり甲斐や喜び、仕事の楽しさ、すばらしさと

いった表面上に見えてこないものを見えるように

すること。

②新人教員をフォローする体制を提示して安心感

を持たせること。

③技術的なバックアップも含めてどんな仕事をし

てもらうのか見通しを持たせること。この３つはシ

ステムと情報の出し方を見直せば、ある程度改善で

きると思います。

難しいのが、

①仕事を効率良く行って勤務時間を適正にする改

善。

②直接的な報酬や待遇を向上していくこと、の２

つですが、園そのものの経営基盤を固めていくこと

が、根本的な改善につながるのはいうまでもありま

せん。

この解決はなかなか難しいため、教職員に我慢し

てもらおう、ということになりがちです。

しかし、子どものために献身的に働くことに躊躇

ない心意気、いわば「教育者魂」を持った人に支え

られている職場だということを忘れてはなりませ

ん。

経営者はその気持ちに甘えないように職場環境の

改善に努力し、教職員を大切にすること。それが「こ

の職場に就職したい」という思いにつながっていく

求活の基本の基本！という結論となりました。あま

りにも、あたり前のことですが･･･。

学校法人松濤学園 原町幼稚園

園児約 200 名 ６クラス

幼稚園歴 28年（内園長歴９年）

http://www.haramachi-ki.jp

ツルヤシュイチ
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幼幼稚稚園園のの現現場場かからら
Ⅵ

鶴谷主一

原町幼稚園（静岡県沼津市） 園長

◆２学期の始業式。長い夏休みが明けた

日、降園時間にお迎えに来たお母さん方の「長かっ

た～～」「やっと始まった！」という嬉しそうな顔

がたくさん並んで久々の井戸端話に花が咲いてい

ました。

原町幼稚園では、毎年８月の最後の週、今年は23

日から２学期をスタートさせました。地元の小学校

より約１週間早いため、お母さん方からは「幼稚園

が先に始まってくれると助かります！上の子の宿

題を見てあげられるから･･･。ホント１時間でも助

かるんです！」という声も聞かれました。

そこをねらって早く始めている訳では無いんで

すが、思わぬところで喜んで頂けるのは嬉しいこと

です。

◆ネット上に見かける疑問

“幼稚園の夏休み”とインターネットで検索する

と、世の中のお母さん方の疑問や不満がネット上に

たくさん飛び交っています。

内容を大きく分けると３つ。

１つめ･･･「どうしてこんなに長いの？」「いつ

からいつまでが夏休み？」という期間について疑問

や不満。

２つめ･･･「８月は休みなのに保育料を払わなく

ちゃいけないの？」という月謝に関する疑問や不満。

３つめ･･･「預かり保育」についての情報交換。

◆８月の保育料って

簡単な疑問から答えていきますと、「諸経費は年

額を12等分してあるので８月等長期お休みにも振

り分けられます。」ということを予め説明していな

い幼稚園の保護者の方が疑問をネット上に投げか

けているのだと思います。たいていの幼稚園ではど

こかで説明しているはずですので、了解済みの方が

大半だと思います。原町幼稚園では入園案内に記載

しています。

しかし、心情的にはしっくりこないでしょう！幼

稚園に行ってないのにお金を払わなくちゃならな

いからです。経営者としてその気持ちをヒシヒシと

感じることもあってか、８月に一週間程度「夏期保

育」を行っている園がほとんどです。「８月もやっ

てますよ、いちおう」というスタンス。
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《夏ならではの活動/ボディーペインティング

専用の絵の具を使って最初は手から･･･》

教育的側面から見ると、夏ならではの“お楽しみ

プログラム”を用意して楽しむ園も多く、保育者に

とっては「カリキュラムに追われない保育」ができ

て、子どもたちと楽しい時間をすごせることも多い

ものです。たとえば、スイカ割りやそうめん流し、

ボディーペインティング、夕涼み会などの計画をす

る園もあります。

また、最初から８月は集金を避けたり、年間数回

に分けての分割方式など、園によってそれぞれ保護

者の不満が出ないように工夫されていますが、支払

回数が変わるだけで総額は変わらないでしょう。

《顔にも塗ってみようかなあ･･･》

◆次に、夏休みの期間ってどうやって決

まってるの？という疑問にお答えです。

文部省管轄下にある幼稚園では、学校教育法と幼

稚園教育要領という法律や規則にのっとり、それぞ

れの園の休業日は幼稚園の経営主体である学校法

人の理事会で承認を得た｢学校法人○○学園 園

則」という規程に定めてあります。簡単にいうと、

公立学校に準じて学期や夏休みを設定してきまし

た。それなのに私立幼稚園では、あっちの園は夏休

みが長くて、こっちの園は短いし、始業の日もバラ

バラじゃないですか、どうして？

原町幼稚園の園則を抜粋してみましょう。

第2章「学年、学期及び休業日」の第７条に休業

日が定めてあります。こちら→『休業日は、次のと

おりとする。ただし、園長が必要があると認める場

合には、休業日を変更することができる。』

(1)土曜日、日曜日

(2)国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3)夏季休業日 ７月20日から8月31日まで

(4)冬季休業日 12月20日から翌年1月7日まで

(5)学年末・学年始休業日3月20日から4月7日まで

たいていの学校法人の園則には、園長が必要と認

めれば変更することができる、という一文が入って

いるのがミソで、それぞれの園の都合に合わせて長

さを決めることができます。

ただし、幼稚園教育要領で規定されている保育日

数（年間39週以上／概ね220日）を確保しなければ

ならないので、極端に長い夏休みはありえません。

逆に短いぶんには制限が無いので、急進的な園では、

夏休みを廃止した園もチラホラ出始めたという話

を聞きます。
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ちなみに、皆さんご存知のように保育園には夏休

みはありません。お盆でも希望があれば保育士が出

勤して子どもを預かります。原町幼稚園の向かい側

に建つ原町保育園では今年もお盆の間、２～４人の

子どもが登園し、２人の保育士がのんびりと保育を

していました。今後増えてくる「子ども園」では、

通常保育時間と長時間保育を親が選択することに

なると思いますので、長時間保育希望者の子どもを

対象に、保育園並みに園を開けておくケースが多く

なると予想します。

◆一般的「預かり保育」タイプ

ここ数年来、夏休みを完全休業にするのは、主に

公立幼稚園か、少数派の幼稚園になってきました。

大半は「長期休業日の預かり保育」を行っています。

今は当たり前のようになっていますが、夏休みの

預かり保育は、この10年ぐらいでワーッと広がった

制度です。2004年からしかデータがありませんが、

沼津市内23カ園のうち2004年に実施していた園は

わずか９カ園。2005年には13カ園。2011年は21カ園

で実施されています。急激に増えているのがお分か

りでしょう。原町幼稚園でも、ちょうど10年前の

2001年から夏の預かり保育を始めています。

《テーブルの上でフィンガーペインティング》

◆教職員の立場から

ここ数年広がってきた夏の預かり保育の流れの

中で、利用者からは歓迎の声が上がる一方、勤務す

る教職員の間からは不満の声もネット上で見かけ

ます。今まで長い休みを享受してきた教職員の理解

を得ずに実施を急ぐと不満も生じると思いますが、

本音でもあるでしょう。

まず年次有給休暇という問題があります。経営的

に余裕のある一部の大規模園を除き、クラス担任の

ピンチヒッターが常駐しているような人的余裕あ

る園はなかなかありません。そこで幼稚園に勤務す

る教職員はよっぽどのことでないと通常保育日に

有給休暇を取ることは難しくなります。

そのため幼稚園では、夏休み、冬休み等の長期休

業日にまとめて有給を取ってもらうように労使で

協定をしています。（労働基準法第39条第6項を適

用）ですから、年次有給休暇の日数を考慮して、教

職員の夏休みの出勤日を決めていく必要がありま

す。

次に、教職という仕事は、常に専門的な新しい情

報や理念、保育方法を学習していくことが不可欠で

す。そのため、夏休みが長かった時代でも有給休暇

日数を超えた休日は自宅研修をするという名目で

自己研鑽を促してきました。さらに、各研究団体が

成果を発表したり、研修会を開催することも夏休み

期間中に集中してきます。夏の預かり保育の広がり

によってそのような学習の機会が圧迫されていく

ことは、教育現場としての教育力が低下することに

つながっていくので、懸念材料となります。更に教

員免許の更新のため10年ごとに所定の研修を受け

なければならないことを考慮すると、人的余裕のな

い（大半の）幼稚園は、ますます仕事のウエイトが

増し、苦しくなることも懸念されます。



72

休暇を個人として楽しみ、リフレッシュすること

は仕事への鋭気も養えると私は思いますので、教職

員を犠牲にして預かり保育を行うことは避けなけ

ればならないと考えています。ニーズに応える経営

的な側面と働く人のバランスは常にとっていかな

くてはならない肝心なことです。

◆預かり保育システムについて

「預かり保育」をご存知無い方、もっとよく知り

たい方のために、このシステムについて解説してお

きます。知っている方は飛ばして頂ければ結構です。

「居残り保育」という言い方をしたほうがピンと

くる方も多いかもしれません。

各園が自主的に行っていた「居残り保育」時代に

はその仕事に補助金はつきませんでしたが、「預か

り保育」として事業化し申請し、実績書類を提出す

れば補助金が出るようになったのです。

余談ですが「居残り」というとイメージが悪いの

で「預かり」と言ったのか知りませんが、そのまま

のネーミングを使っている園は少なく、「アフター

クラス」や「たんぽぽクラス」といったクラスネー

ムを付けて呼んでいます。原町幼稚園では、いっぱ

い遊ぶぞ！というイメージで「あそびっこ」と呼ん

でいます。

《どれどれ？鏡で確認》

幼稚園で子どもを預かる時間は、昼食の１時間を

入れてだいたい５時間、朝の９時から午後２時が適

当ですよ、となっています。平成20年10月改定され

た幼稚園教育要領によって『幼稚園の保育時間は、

幼児の教育時間の妥当性や家庭や地域の生活の重

要性を考慮して４時間が標準』とされているからで

す。

しかし、時代の流れからパートで働くお母さん方

が増え、社会的なニーズが高まったことから「子ど

もを預かる時間を延長したら補助金も出しましょ

う」という行政の施策が出てきました。沼津市内で

も通常保育日の預かり保育は2005年度から100％の

実施率です。

そのうち「長期休業日に実施したら補助金を加算

する」というオプションがつき、夏休みの預かり保

育が急激に増えてきたわけです。「他園がやってい

るのにウチでやらないわけにはいかない」という経

営判断も実施に拍車をかけました。
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行政が打ちだす補助金の制度は毎年微妙に変わ

るのですが、『長期休業日加算』と同時に出された

て『休日に実施したら加算』というオプション、そ

して最新の『通常日に５時間以上実施したら１時間

ごとに20万円加算』というオプションも出てきまし

た。･･･ということは、午後７時以降、あるいは午

前７時の早朝もやれる。幼稚園は、やろうと思えば

保育園以上に長時間、長期間子どもを預かることが

できるようになってしまいました。

預かり保育事業は、保護者から頂く預かり保育の

利用料（保育料とは別料金）と補助金で、運営費（ほ

とんどが担当職員の人件費）をまかないますが、利

用人数さえいればじゅうぶん採算の取れる事業だ

と思います。ただ休日や長時間に踏み切るのは、「本

来保育園に入園するはずの幼児が、入れなくて仕方

なく幼稚園に入園してきて、休日保育を要求したの

で実施を決意した」ような稀なケースしかないだろ

う、と私は思います。

◆具体的な例として

「原町幼稚園の夏休み」をご紹介します。

原町幼稚園の夏休みは、園児用３つのメニューと

小学生と未就園児対象メニューで施設を利用でき

るようにしています。保護者のニーズ、子どものあ

そびたい気持ちにに合わせて選んでもらえればい

いと考えています。

主に卒園児対象ですが、知り合いの小学生でも夏

のあそびっこを利用できます。５年生以上は先生の

お手伝い係として働いてもらうので、無料で預かり

ます。これほどメニューが多いのは、ちょっと珍し

いかもしれません。

◆原町幼稚園「夏休み」の５つのメニュー

①夏のあそびっこ（預かり保育）★08：30～17：30(有料￥500/回数券使用で￥400)

②園庭開放           ★09：00～11：30（無料/雨天中止）

③プール開放          ★13：30～14：30（無料/保護者同伴/雨天中止）

④未就園児園庭開放＆プール   ★10：30～11：30（無料/保護者同伴）

⑤小学生（①の場合のみ４年生まで有料、自習時間を設ける）

◆2011年・夏の日程表（8/1～19で全メニュー①～⑤実施）

担当職員数と利用人数（内小学生人数）/全園児187人

月 火 水 木 金

7/25

担当職員数→

利用人数（小学生）

26 預かりのみ

メニュー①⑤

職員 ３人

利用64（21）

27 預かりのみ

メニュー①⑤

職員 ３人

利用58（26）

28 預かりのみ

メニュー①⑤

職員 ３人

利用52（20）

29

お休み

職員園内大掃除

1

職員 5人

2

職員 5人

3

職員 5人

4

職員 5人

5

職員 5人
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利用84（17） 利用102（40） 利用89（31） 利用66（12） 利用84（23）

8

職員 5人

利用74（17）

9

職員 5人

利用71（28）

10

職員 5人

利用74（23）

11

職員 5人

利用53（12）

12

お盆休み

15

お盆休み

16

職員 4人

利用11（2）

17

職員 4人

利用34（7）

18

職員 4人

利用43（6）

19

職員 4人

利用42（10）

◆職員のシフトの入れ方

参考になるかどうかわかりませんが、具体的に実

際の作業を解説します。

〈１〉まず、夏休み期間中（7/25～8/22）のうち、

16日間で夏のメニューを実施しますので、

毎年の利用人数から予測して一日の職員

の必要人数を決めます。

〈２〉次に延べ必要人数を出します。

（３人×３日）+（５人×９日）+（４人×４日）

＝延べ70人

〈３〉18人の教職員を経験年数別に分け、出勤日

数を決めて70になるようにします。ピッタ

リ分けることは難しいので、余分はパート

職員が担当します。パート職員が勤務日数

を増やしたいと希望した場合は、常勤職員

の日数を減らします。

そうすると、次のように一人ひとりの出勤

日数が決まります。

○経験年数長い職員４人×４日勤務=16

○次にに長い職員 ３人×５日勤務=15

○新人職員    ４人×７日勤務=28

○パート職員   ３人で残りの11日を担当

計算すると（16+15+28+11=70人）

ここまでが園長の作業。

〈４〉このあとは、同じ日に経験の浅い職員が偏ら

ないように配慮しつつ、経験年数の長い職員

から、希望日と希望時間（早番と遅番）を入

れていきます。あとは職員同士で話し合いつ

つ出勤日が決まっていきます。

〈５〉名前が入ったら経験のある教員を園長がリー

ダーに指名し、責任を持ってその日の保育を

組み立ててもらいます。

   以上で日々の担当者が決まります。

７日間出勤する職員でも、夏に９日間の有給休暇

は取れることになります。（残りは冬休み、春休み

等で取ってもらいます）

今年のお盆明けは利用人数が予想よりずいぶん

少なかったので、３人体制、もしくはお休みにして

も良かったと思います。この反省が来年度の日程と

人数配置に反映します。

◆小学生が意外と多い

利用人数を見て頂くと小学生の人数が多いことが

わかります。前半２週間は６年生の職場体験の子ど

もたちが７～８人含まれていますが、その他は有料

の預かり保育利用児童です。小学生が多くなると、

幼児と遊びかたが違うため、困ることも起こるため
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広報はしていませんが、口コミで広がって卒園児中

心に利用者が増えてきました。

背景としては、小学校に子どもが上がるとパート

に出るお母さんも増えます。普段は子どもが学校に

行っている間に仕事をするのですが、学童保育を利

用していないため、夏休みは子どもの預け先が困る

というケースです。主に低学年が多いのですが、学

童保育からはじき出される４年生以上の児童の利用

もありました。

小学生も行き場所が無いのかなあ、と思い

ます。今年は保育園卒園児の申込もありました。実

際に保育園卒園児の小学生ほどニーズは高いと思い

ますが、保育園は園児が通園しているので、受け入

れてあげたい気持ちはあるんですが、部屋はありま

せん。そこで幼稚園で受け入れたという訳です。

６年生、中学生、稀に高校生も職場体験で来

園しますが、これはとても助かります。

先生達に言わせると、夏のあそびっこより通常保

育のほうが楽だと言います。なぜなら、１クラス30

人の自分のクラスを保育するのは慣れているし、年

齢も同じで子どもの性格も把握しています。しかし

夏のあそびっこでは年齢もごちゃまぜで、来園する

時間も利用するメニューもそれぞれです。いろんな

立場の子どもたちがいっしょにいる訳で、受付して、

対応するだけで目が回る忙しさです。

そんなとき、小さい子どもたちの面倒を見たり、

コップを洗ったり、お掃除をしたり、ほんとうに職

場体験の学生はよく働いてくれると言います。なの

で、来年度は職場体験をもっと募集しようと考えて

います。小学生も小さい子どもたちと触れ合うこと

で、優しくなったり積極的になったり、いい効果が

現れてきます。先生は助かる！お互いにメリットが

あるのですから。

◆ただし！小学生の受け入れについてはきちんと

ラインを引き、具体的に要求をしておくことが必要

です。次の文章は、小学生保護者向けの（実際には

在園児に毎年配布している）手紙の抜粋です。

参考までに。

《ケッコウなりきってます！》

----------------------------------------------------------------------------------------

夏のあそびっこを利用される小学生保護者の皆様へ

夏の園庭利用に小学生の皆さんがたくさん遊びに来てもらって嬉しい反面、小学生と幼児の遊び方、動

きが違うため時には幼児にとって危険であったり、怖くて遊べない状況が出てきてしまいます。そこで、園とし

ては、園児が安心して遊べる環境をキープすることを最優先すべきと考え、次のように小学生の皆さんには

利用のしかたをお願いすることになりました。小学生の遊びたい気持ちは良くわかりますが、万が一ケガをさ

せたりすると重大なことになってしまいますのでご理解下さいますようお願い致します。

◎行動が活発すぎて、幼稚園児と一緒に過ごすのは難しいと判断した場合は、

申し訳ありませんが利用を遠慮して頂きます。
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以上、利用するお互いの安全のためご理解よろしくお願い致します。

夏のあそびっこにきてくれる小学生のみんなへ ※低学年のお子さんにはお家の方が読んであげて下さい。

□夏のあそびっこを利用する小学生は、次のことを守って下さい。

○小さい子どもの面倒を見て、あぶなくないように一緒にあそんであげて下さい。

○先生のお手伝いも積極的にしましょう。

○自習の時間は、家から持ってきた宿題や本を読んでしっかり勉強しましょう。

○小学生同士のボールあそびはしないでください。

○ブランコやすべり台の上など、小さい子には危険な場所では、

周りの小さい子どもにぶつからないように注意してあそびましょう。

○プールの時は水しぶきを上げたり、小さい子どもが怖がらないように上手にあそんで下さい。

◆ご協力いただける小学生については園庭解放、及びあそびっこにてお預かりいたします。

----------------------------------------------------------------------------------------

以上のようなやり方で、今年も夏休みを運営して

きましたが、夏休み中１回も来園しない子どももい

ます。どれぐらいの比率かというと、

年長児58人中22人（38％）

年中児60人中14人（23％）

年少時58人中18人（31％）

満３歳児7人中1人（14％）という結果でした。

年長児が多かったのは意外な感じがしましたが、

兄姉のいる家庭がほとんどだったので、家でも楽し

く遊んでいるのでは？と想像したのでした。

２学期にほとんど全員が揃って顔を合わせました

が、夏のあそびっこの回数に全く関係なく子どもた

ちは、１学期の友だち関係を再開させていました。

《かわいくペイントできました》

学校法人松濤学園 原町幼稚園

７クラス 現在 187 名在籍

園長 鶴谷主一

幼稚園歴 28年（内園長歴９年）

http://www.haramachi-ki.jp
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◆夏休みのメリット

いろいろ夏休みについて書いてきましたが、こん

なに書くことがあったかと自分でも驚いています。

しかし今までの話は「大人サイドの話」です。で

は、いちばん肝心な子どもの成長発達にとっての夏

休みってどうなんでしょう？

私自身の経験から、夏休み明けの子ども達が登園

してくると、「お、一皮むけたなあ！成長したな

あ！」と感じることが多々ありました。そういう視

点で、夏休みが開けの様子を各クラス担任から聞い

てみましたので、最後に書き加えておこうと思いま

す。

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

「年長組担任の報告」

●誕生日のメッセージカードを各自書くんで

すが、文字が書けるようになった子どもがぐ

ーんと増えて、見本もいらなくなりました。

●朝、部屋に入ったときに「あれっ？」とい

うほどピシッとイスに座って、しっかりこっ

ちを見ていたので驚きました！いっぱい褒め

てあげました。

●プールで水を怖がっていた子が、潜ってび

っくり。聞いたら夏休みの短期水泳教室に通

っていたそうです。

●いつも遅い子が昼食を早く食べ終えたので

驚いて聞いたら、野菜も食べられるようにな

ったということでした。

「年中組担任の報告」

●給食の時間が苦手だった子が、今日の給食

では初めて完食して驚きました。

●その給食を食べられた子のことを、グルー

プの友だちが応援したり拍手したり･･･今ま

では自分のことだけで、人のことまで気が回

らなかったのに、成長を感じました。

●１学期、家庭の問題で精神的に不安定だっ

た子が、休み中一度も登園していないので心

配していたんですが、不安を訴える時間も激

減し、笑顔も見られて安定した様子になりま

した。よかったです。

●いつもスプーンとフォークしか使わなかっ

た子がお箸が使えるようになっていました。

●あまり喋らなかった子が、夏のキャンプの

経験を堰を切ったようにたくさん話してくれ

ました。

「年少組担任の報告」

●野菜嫌いだった子が、頑張って食べられる

ようになっていました。夏休みに練習したよ

うです。

●１学期おしめで通園していた子が、パンツ

で登園！はじめはモジモジしていましたが、

可愛いパンツだね！と励ましてトイレにいき、

はじめてトイレでできました！

●先ほどの子ですが、トイレでできたことで

自信がつき、我儘だった態度もソフトになっ

て、昼食のとき、嫌いな野菜にも挑戦する姿

がみられ、一つできたことで他の生活面も改

善される様子がよくわかりました！

●プール活動になると石のように動かなかっ

た子が、活動に参加できるようになっていま

した。お父さんと水遊びをたくさんしたそう

です。

●１学期には見られなかった意外な顔ぶれで

遊んでいるので聞いたら、夏休みにクラスの

友だち同士（グループ）でよく遊んだという

ことでした。
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

担任の話から、親が我が子とたっぷり関わってく

れた姿が目に浮かんできます。

園からも「夏休みのカレンダー」という、週ごと

に夏の目標を書き入れる教材（市販品）を事前に配

りますが、これも目標を設定するのに効果があった

ようです。２学期に回収してみると、「トイレをが

んばる」「おてつだいをする」「やさいをたべる」

「水にかおをつける」など、それぞれ子どもと相談

して書き込んだ目標が書かれていて、夏休みを有効

に使ってくれた様子が具体的にわかりました。

カレンダーを見ながら担任は「○○がんばった

ね！」と、花マルなんかを書いて、その子の自信と

やる気を高めて２学期の保育活動に生かしていき

ます。

《ペイントに飽きたら水遊び？》

最後の報告は、夏の預かり保育に積極的に通った

年少の女の子の話です。お母さんが担任にこう話し

てくれたそうです。

●人見知りが強く、１学期に決まった友だち

としか遊ばなかったので夏休みのあそびっこ

に積極的に通わせたんです。あそびっこでは

年中長や小学生のお兄ちゃんお姉ちゃんに可

愛がって頂いて、たのしく揉まれたお陰で、

人見知りがほとんどなくなりました。よかっ

たです～。

もう１人別の人･･･

●お庭の大型遊具がこわくてできなかったん

ですが、夏のあそびっこで何回も挑戦してで

きるようになったんです！よかったです〜。

夏休みを子どもの成長という視

点で見たときに、もう、これはごく当たり前の

結論しか出ないんですが、親が我が子としっかりジ

ックリ向き合うことがどんな状況であれ子どもの

成長につながることはハッキリしています。

そして、「幼稚園の夏休み」は、完全休業でも完

全営業でもない、なんとなく中途半端でゆるい時間

を提供できるメリットがあります。

言い換えれば“教育する場”から“あそび広場”

的な役割にチェンジすることで、案外と子どもたち

を豊かに育んでいるのかもしれません。
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『幼稚園の現場から』 
Ⅶ・園での怪我（事故）とその対応 

原町幼稚園（静岡県沼津市） 園長 鶴谷主一 

 

◆危ない遊具は撤去？ 

「最近の幼稚園からは、大型遊具が少しずつ姿を

消している」という噂があります。噂とはいえ、幼

稚園に体育講師を派遣している某会社の幹部から聞

いたことなので、信憑性はあるでしょう。なぜか、

「園児の怪我を防ぐため」だといいます。 

 

私の幼稚園に常備してある「危機管理ブック」の

中に弁護士さんのアドバイスが書いてありますが、

『たとえば滑り台などの遊具で園児が怪我をした場

合、園側にその怪我を予見出来たにも関わらず、そ

の怪我を防止すべき義務を果たさなかったと認めら

れる場合、義務違反により園児が怪我をしたら園側

が賠償責任を負う可能性がある。』と書いてありま

す。 

 

ここでいう義務とは、どんなことか。 

①遊具本体の安全の確保 

  （設置の安全性、整備と点検） 

②遊具の使いかたについて園児への指導と監視

を保育者がしっかりしていたか 

おもに、この２つに集約されるようです。 

 

どちらも大切なことなのですが･･･②において保

育者が事故の瞬間を見ていなかった場合は、義務違

反とされる可能性が大きいということになるようで

す。果たして保育者はケガの瞬間に100％立ち合うこ

とができるのか？私の経験だと５割は立ち合えない

場合が多いです。 

 

園でいちばん怪我が起こりやすい時間帯は、朝の

一斉活動（学校でいう授業）が始まるまでの登園時

間（午前８時半～10時頃まで）と、降園時間（午後

２時～４時頃まで）です。この時間はクラス単位で

はなく全クラスがごちゃまぜで遊んでいます。幼稚

園では一般的に「自由あそびの時間」と言います。 

 

余談ですが、遊びは本来自由なものですから、それに自

由を付け加えるというのもおかしな単語ですが、幼稚園や

保育園では一斉活動や課題活動のことを「設定遊び」と呼

ぶこともあるので、その時間と区別するために「自由あそ

び」が生まれたのではないかと思います。だいたい「設定

遊び」という単語もおかしいですが、たとえ文字の勉強を

奥の滑り台を走り降りてきて 高くジャンプ！ 

途中で転ぶ子も、、、もちろんいます。 
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していたとしても、なにしろ国の定めた幼稚園教育要領で

「子どもの学習は、遊びを通しての指導を中心とすべき」

と謳われていますので、「これはあそび！」と言わざるを

得ない状況があるのでしょう。 

 

◆自由遊びは忙しい時間 

さて、この自由遊びの時間は、保育者はとても忙

しい時間です。晴れた日、子どもたちは園庭で遊ん

でいますが、朝は200人ぐらいまでドンドン人数が増

えていきます。９人の保育者は手分けして仕事をこ

なしています。送迎バスに３人添乗し、残り６人で

朝の掃除をしつつ、徒歩通園の子どもたちを受け入

れます。遊び始めた子どもと一緒に遊んだりもしま

す。担任がバスに乗っているクラスのフォローもし

なければなりません。時にはぐずる子どもを抱っこ

して、気持ちが落ち着くまで一定時間ケアすること

も必要です。着替えができているか部屋の様子も

時々見に行かなくてはなりません。子どもたちだっ

て、先生と話をしたくて機関銃のように話しかけて

きます･･･。 

徒歩通園のお母さん方からは「今日は薬を飲ませ

て下さい」とか、「預かり保育をお願いします」と

か、「今日のお弁当にきらいな物を入れたので食べ

られるかしら？」とか、「昨日、お着替えを持って

帰ってこなかったんですが･･･」とか、いろんな情報

や会話が弾んだり、、、それを担任に的確に伝える

処理もしなければなりません。 

こんな状況で園庭に常時いられるのは２～３人に

減ってしまいます。 

 

こんな中で、どうやって怪我の瞬間を把握出来る

のでしょうか？ 

怪我は一瞬です。 

そう思うと、経営者はだんだん怖くなって、危険

な物が無ければいいんだ。無くしてしまおう、とい

う思考になっていくのも無理ないといえるかもしれ

ません。だから危ない遊具は撤去されていくのでし

ょう。経営面から見れば理にかなっているでしょう。 

 

《協力して、ヨイショ！さかあがり！》 

◆育てるのが仕事なのですよ 

私はこの姿勢に反対です。 

怪我や事故という直近のリスクを取り除き、「子

どもの発達」というすぐに結果の見えないことは責

任をとらない。とらなくても見えてこないし、卒園

したらあとは学校にお任せ。 

小学校で子どもたちがよく転んだり人とぶつかっ

たりするので、転ぶ練習をさせているというニュー

スを見たことがありますが、これなどは、まさに幼

児教育が義務を果たしていないせいではないでしょ

うか。 

危ないぐらいが子どもたちには面白く、多少危険

なことにチャレンジすると、すり傷や打撲ぐらいは

経験することになります。もう痛い思いをしたくな

い、と思いつつ楽しいからまたチャレンジする･･･

そんな経験から「自ら危険を回避する力」が育って

いくのです。 

そんな方針の園は探せばいくつかあります。子ど

もたちの外遊びを重視し、その環境を作っている園
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です。私の園でも本格的に「外あそび」を重視して

いる園にはまだまだ及びませんが、多少難易度の高

い遊具を配置し、ルールを守れば冒険的な遊びもで

きるように見守っています。そのため入園の前から

「多少の怪我は承知の上で入園させて欲しい」と保

護者に事前通知し、折りに触れて子どもの身体の発

達についても話をし、文書にも書いてきました。 

 

◆日常の取り組み 

「だから怪我したっていいんだ」という姿勢では

決してありません。園児が怪我をした報告は、小さ

な怪我でも毎日のミーティングで共有し、次の手順

で処理していきます。 

まず①怪我の発生原因と 

    処置についての報告。 

次に②保護者への謝罪や本人を含む 

    心情的ケアはきちんとできているか 

  ③友だちとのトラブルでケガをした場合 

    は双方の保護者への連絡は 

    できているか 

たいていの怪我はここまでの対応で解決します。 

 

もう少し大きい怪我、すぐに医者に連れて行かな

くてはならないような怪我も年に数件起こりますが、

この場合は園長にも直ちに報告が入り、私が包帯を

持って応急処置をすることも多いです。 

通院した場合は、園内の怪我は全て園が治療費を

負担することにしているので、 

④医療費の支払の件が 

   保護者に伝わっているか 

⑤怪我の原因は何か 

⑥再発を防止するためにすべきこと 

   （整備や指導） 

⑦治癒の経過を見て、 

   保護者へのことば掛けも忘れない 

以上の対応を的確に行います。 

 

このように遊具を撤去しなくても、小さな怪我の

原因を検証して改善していくこと、そして子どもた

ちが発達していくことで原町幼稚園では大事故にな

るような怪我は起こったことがありませんでした。 

ところが思いもよらないところに落とし穴があっ

たのです。 

 

その事故が起こったのは、今年の10月25日、午後

３時59分。園庭を共有する原町保育園の先生が年長

の男児を連れて幼稚園へ駆け込んできました。子ど

もの指を見て私も血の気が引きました。血だらけの

中指がちぎれそうになってブラブラしていたからで

す。とにかく、包帯で応急処置をして救急車を呼び

ました。 

ことの詳細は、次の報告文書（一部修正）をご覧

下さい。 

 

 

《タイコ橋とお手製平均台・今回の事故を起こした物の

もう一台》 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･･････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････････ 

原町保育園からのお知らせより（2011.10.31発行） 

園庭で起こったケガの報告 
先週25日、年長のいもほりが終わった日、保育園の園庭で午後３時59分、○○組の男の子があわや指を

切断しそうになる事故が起こりました。この事故のことを皆さんに報告するとともに、今後も園庭での活

動を理解して頂き、安全を維持していくためにも、詳細をお知らせいたします。 

事故直後は、左手中指の第一関節から指先にかけて斜めに裂けていて、出血もありましたが本人は落ち

着いておりました。一刻も早く治療をということで、応急処置をしてすぐさま救急車を依頼し、担任が同

行して市立病院に向かってもらいました。園に残った先生達は祈るような気持ちで長く感じられる時間を

待っていましたが、○○先生からの電話で「指はつながる」と聞いてやっと安堵が広がりました。１時間

ぐらいして、病院に駆けつけてくれたお母さんも一緒に保育園に戻ってきてくれたのですが、本人は包帯

を巻いた手をかばうでもなく平気な顔をしていたので、またここでも、私達はホッと胸をなで下ろしまし

た。事故から２日後には、もう普通に登園し包帯も小さくなってお家で消毒出来るくらいに回復してきま

した。 

救急車が出発してから、事故現場のタイコ橋で原因となった平均台をもってきて検証を行いましたが、

誰もその瞬間を見ている人がいなく、どう考えても、どこでとうやればあのケガになるのか、わかりませ

んでした。そのとき「あのカメラに映ってないかしら？」という声が上がり、園庭を録画してあった監視

カメラの映像を見たところ、しっかり映っておりました。そしていくつもの条件が重なり事故が起きたこ

とがわかりました。 

 

事故の経緯はこうです。タイコ橋

の上っていた男の子は高いほうに

向かって５番目の鉄棒をにぎって

いました。４段目に掛かっていた平

均台はそれまで子どもたちが滑り

台のようにして遊んでいましたが、

そのうち２人だけになりました。そ

のとき一緒にあそんでいた友だち

が下から平均台を持ち上げ、そのま

ま手を離して平均台を地面に落と

しました。その瞬間てこの原理で力
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が加わった平均台の端は、５番目の鉄棒と隙間なく下から上へ跳ね上がり子どもの指を直撃したのです。

一緒にあそんでいた子も、本人も何が起こったかおそらくわからないでしょう。私達も何度も映像を見て、

やっと原因が分かったのです。 

カメラの画像を見ていると、子どもの動きも先生の動きもめまぐるしく、とてもひとところに留まって

いる状況はみられなかった。２人の先生が園庭におりましたが、チャレンジ砦（大型木製遊具）の手すり

で危ないことをしていた年少さんの対応と、園庭の他の場所を見回っていたため、ケガの瞬間タイコ橋の

そばには先生はいませんでした。 

 

原町保育園、幼稚園の園庭ではリスク（自分で回避出来る危険）は残しつつも、ハザード（回避不可能

な危険）は取り除くことを行ってきました。しかし、今回は見つけられなかったハザードによる事故とし

て重く受け止めています。問題の平均台をタイコ橋の４段目に掛けた時にだけその危険因子（ハザード）

が顔を出します。それ以外の使いかたでは、ぶつかったり、挟まれたりというぐらいの通常のケガしか起

こらない状況でした。それを事前に発見出来なかったことが最大の反省点であり、悔やまれるところです。

ケガをした子どもには本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。こんな事故が起こると、危険に見えるも

のはすべて取っ払いたくなってしまいます。しかし、子どもたちのほんとうの意味での発達を考えると、

「危険なものを安全に使う術すべ」を身につけるのが教育です。平均台は危険なサイズを修理し、撤去し

ないことにいたしました。 

事故の翌日、保育園、幼稚園の職員に事故の経緯と原因を説明し、園庭での遊びの中に危険因子が隠れ

ていないか、いま一度想像力を働かせて見て欲しいと促しました。思いもしない事故やケガが起こる危険

がどこかに潜んでいないか、園庭に出ている大人たちが想像力を使って見つけだし消去していくこと、も

う一つは子どもたち自身が危険を回避できる力を身につけていくことで、「安全」というものが保たれる

と信じています。もう二度とこのような事故が起きないことを願って、報告させて頂きました。 

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

 

◆情報発信の意味 

以上が、事故発生から６日後に原町保育園

の保護者に向けて発行した文書です。原町幼

稚園の保護者にも文面を変えて違う形式で報

告をしています。これは、本人の傷の回復が

思ったよりも順調だったこと、当事者の保護

者の理解（園の対応にも理解を示し、文書の

発行も承諾してくれた）があったこと、そし

て原因がはっきりと特定出来たことの条件が

揃ったため、これだけ具体的にお知らせする

ことができたのだと思います。具体的に情報

を発信することで、余計な憶測や噂が飛び交

うことを防げます。大きな事故などが起こっ

た時は、速やかに情報発信を行わなくてはな

りません。時間が経ち過ぎたり、噂が流れ始

めてからだと後手に回り、信用は下がります。 

この文書を保育園で発行して、翌日２件の

返事が来ました。一つは、恐いことだけど怪

我の状況を詳しく報告してもらって良かった。

という好意的な意見。もう一つは、自分の子
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どもが怪我をした時にはこんな報告はなかっ

た。その時はちゃんと見てもらえていたのだ

ろうか。という以前から持っていた不満をぶ

つけてきた意見。どちらも、声をあげてはこ

ないけれども、何人かの保護者の代弁として

受け止めました。 

大きな事故やトラブルが起こった時に、保

護者は園の対応を注視します。その対応から

園の姿勢を見ていると思います。今回は幸運

でした。もし最悪の状況、指が切断されるよ

うな重大な事故だった場合や原因が特定出来

ないままだったり、保護者の怒りが収まらな

いような状況では、なかなか園の主張を織り

交ぜた文書など出せる状況にはならないでし

ょう。 

 

◆監視カメラの有効性 

今回は記録カメラの重要性を改めて認識し

ました。病院から帰ったお母さんにもすぐに

映像を見てもらい、怪我の瞬間を理解しても

らえました。一緒に遊んでいた子どもが振り

上げた平均台を落としたことが怪我の直接の

原因ですが、それが意図的ではないことが一

目見てわかったからでしょう。これがなかっ

たら、モヤモヤした不満や疑心暗鬼は心の中

に居座っただろうと想像するのです。 

 

◆管理的でない管理 

もう一つわかったことは、この園庭で保育

者が園児の動きを全て把握するのは不可能に

近い、ということです。子どもの動きはそれ

だけめまぐるしく、保育者も子どもに合わせ

てめまぐるしく動いています。「ケガをさせ

るな！」と管理者が指示をしたとしたら、保

育者は監視に徹し、危険な動きはすべて制限

し、危ない遊具は撤去しなければならなくな

るでしょう。 

 それは子どもにとって、実につまらない、

魅力のない遊び場になってしまうでしょうね。

そうならないために、日頃から保護者との関

係を良好に作っておくことと、報告書にも書

いたように、子ども自身の力と保育者の想像

力によって危険を防いでいくことをこれから

も一生懸命やっていこうと思っています。 

ちなみにカメラは増設することにしました。 

原町幼稚園 園長 鶴谷主一（ツルヤシュイチ） 

きのぼり 

きもちいい~ 

あたしも 

のぼりた~い 



 

『幼稚園の現場から』 
Ⅷ・どうする保護者会？ 

 

原町幼稚園（静岡県沼津市）  園長  鶴谷主一 

 

◆ＰＴＡ（parent・teacher・association） 

  朝日新聞１月15日と22日の２週連載で「どうするＰ

ＴＡ」というテーマで記事が掲載されました。 

反響も大きかったようで、２月にはその「反響編」が

掲載されていました。 

  内容をまとめると･･･ 

時代の変化とともに、共働き世帯も増えＰＴＡへの参

加率が悪くなってきた。本来「任意加入」が原則なの

に、加入することが暗黙の了解でずっと続いてきて、

その歪みも生じ始めている。たとえば、役員の選出が

難航したり、ＰＴＡ活動に参加しない人を陰で非難し

たり、形骸化した活動に目的意識があいまいになって

いたり、会費の未払いがあったりといった問題です。 

  いよいよそれを見過ごせなくなり、まずは「任意加

入」を周知していこうという動き、同時に任意加入で

も入会してもらえる「組織の見直し」が、各地の小中

学校で少しずつ始まったという話です。 

  反響編では、「現状ではいいと思っていないが、変

えるのは難しい」という声がある一方で、「それでも

変えていきたい」「こうした（変革の）動きが広がっ

てほしい」といった声も多数寄せられたそうです。 

年度が変わる時期の頭の痛い問題。幼稚園でも例外で

はないことが多いようです。 

 

◆さて、幼稚園では 

  ＰＴＡは、親と教師が組織します。この形態を採用

している幼稚園は主に公立に多いのではないでしょう

か。私立幼稚園は「保護者会」「父母の会」等の名称

を使う園が多く、教員はこの組織運営に関わることは

多くなく、園長など管理職が入って、園独自に運営し

ていくことが多いように思います。 

以下、「保護者会」と言いますが、活動内容は大まか

に次のようなことがあげられます。 

 

 

お手伝いのお父さんに手伝ってもらってもちつき！ 

①行事のお手伝い  

運動会の種目の出し入れから発表会の衣装作り、卒園

式の謝恩会など 

②行事以外の教育活動のおてつだい  

図書の貸出しや、園内の掃除など 

③保護者会主催の行事  

バザーなど主催行事を園と連携して行うなど 

④組織の運営  

保護者会議の開催、会費の管理、保護者対象の研修会

や親睦会の計画運営、規約の設定など 

⑤対外的なＰＴＡ活動  

幼稚園協会などの保護者代表として会議等に出席、交

通安全や消防など地域の組織への参加など 

 

83 



  

加えて、会長や委員長など役がつくと、次の悩みがつ

いてくることが多いようです。 

⑥園とのパイプ役や運営上のトラブル  

役員以外の保護者から上がってきた、園に対する苦情

や疑問を受けて（言える場合は）園に具申する。これ

を言えずに板挟みになって悩む方も多いようです。 

保護者会内での采配や、計画がうまくいかなかった時

のトラブルや苦情があがってくることや、いろいろな

面で決定をしていかなくてはいけないことも、重圧だ

という声を聞くことが多いです。 

行事の挨拶をさせられるのが苦手だと言う方も意外と

います。 

  ザッとあげただけでも、役員を引き受けると悩まし

い問題があるのに、幼稚園が前例踏襲を良しとして保

護者会に依存していることも多く、次のような「いき

すぎだなあ～」と思われるような実話を耳にしたこと

もあります。 

 

▼会長を引き受けたために園に出る回数が多く、仕事を

辞めざるを得なかった。 

▼会長は、子どもが卒園しても翌年は次年度役員のアド

バイザーとして、役員活動に参加する。 

▼卒園式の謝恩会では、余興の段取りまで親がやる。 

▼発表会の裏方や、準備、片付けを全て保護者会が受け

持つ。 

 

よくこれで続いているなあ、と思うような保護者会運

営をしている幼稚園も結構あるのに、園長の間では「役

員がなかなか決まらいんだ、頭が痛いよ･･･」とい

う声もよく聞きます。 

 

 

役員のお母さんに蒸したもち米を見せてもらってます_ 

 

 

  保護者会自体を廃止した。という園も最近増えてき

ました。役員選出や保護者会との調整の煩わしさが無

くなり、スッキリしたという話です。親サイドも子ど

もを園に預けて教育してくれれば世話無しでいい、と

割り切った考え方です。 

  逆に保護者会が活発に活動し、サークル活動も活発

という園もあります。私立幼稚園は、園長・理事長の

考え如何で方針が決まってくるので、保護者会も多種

多様なのでしょう。 

 

◆原町幼稚園の保護者会改革 

  さて、前置きが長くなりましたが、 

私どもの取り組みについてご紹介します。 

原町幼稚園では、10年前の2002年、私が園長になっ

たのをきっかけに保護者会も改革を始めました。それ

から現在まで役員選出の苦労はありません。しかし、

昨年度は保護者会にもちょっとした亀裂が生じて見

直しを行いました。その経緯をお知らせすることで、

幼稚園と保護者会との関係を考える材料にして頂け

たら良いな、と思います。 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◆まずは、園長の考えをストレートに伝えました。 

  ※昨年2011年１月、次年度の役員選出前に発行した園便りから引用 

──────────────────────────────────────────────── 

「新しい保護者会」を考えましょう 

 

時代は移り変わってきています。「保護者会を廃止したら運営もラクだよ」という幼稚園･･保育園

もじわじわと増えてきました。保護者会を廃止したら入園児が増えたというケースも聞きました。確

かに保護者会は面倒な面もあるでしょう。しかし、「孤育て」という言葉も生まれてしまった日本。

人と人とのつながりが希薄になってきている現代、保護者会という親の居場所まで消し去ることに幼

稚園としての社会的責任は？というところまで思い巡らしてきました。 

 

昔の話ですが、原町幼稚園の保護者会は「母の会」という名称で活動をしておりました。「交通安

全母の会」という対外的なＰＴＡ活動から、卒園式の謝恩会の企画運営まで、幅広く仕事内容も多か

ったと記憶しています。 

毎年役員のなり手がなく、皆がくじを引く様子を見て、私は「役員はボランティア活動、嫌々やっ

て頂くようなら無くて結構、くじ引きで役員を決めるのはやめて」。という意味の発言をいたしまし

た。皆が負担に思うようなら、行事の規模を職員でできる範囲にすれば良いし、大きい行事はその都

度お手伝いを募っても賄えるだろうという見通しがあったからです。 

しかし当時の保護者の皆さんは私の意見に同調することなく、名称を「原町幼稚園保護者会」と改

めて役員活動を存続させてくれました。「幼稚園に役員活動は必要だ」という意思表示でした。それ

以来、保護者会の役員はくじ引きをすることなく、毎年自主的に気持ちよく引き受けて頂けているこ

とを、心より感謝しています。そして思い直しています。『やはり今の幼稚園活動を維持していくた

めには、保護者の皆さんの力は必要です！』 

園の行事を運営する上ではもちろんのこと、保護者同士のコミュニケーション、保護者と先生のパ

イプ役として役員さんは重要な役割を果たしてくれていることを実感しているからです。 

図書委員さんやバザー委員さん、スポットでお手伝い頂いている方など、それぞれの立場で支えて

下さっている方もたくさんいらっしゃいます。「できるところはやりますよ」というお互い様感覚で

引き受けて頂いていることにも、本当に感謝しています。 

今年も、新しい役員さんを選出する時期が来ました。新しい役員活動が、合理的に意欲的に楽しく

行えるように、園との連携を強化し、新しい時代にマッチした保護者会活動の見直しをしようと考え

ました。 

 

まずは、現状を把握するところからスタートします。 
○以前と状況が変わったこと、役員さんが困っていたことは、主に次のようなことです。 

・役員の中にも仕事（育児、介護）を持っている方が増え、打合せの時間を作るのが難しくなった。 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・活動時も、全員が出席できないときがあり、少人数で仕事を回すのに苦労した。 

・役員の仕事内容が明確になっていないので、何をしていいのか、とまどった。 

・活動の目的がいまいちはっきりせず、何のための仕事なのかわかって仕事をしていきたい。 

 

○今までの役員さん方から聞いた「役員やって良かった～」という声です。 

・友だち付き合いができて、小学校に行ってからも仲の良いつき合いができて心強いです。 

・子どもたちの活動、笑顔を身近で見られた、サポートできた。（餅つきなどは子どもと一緒に行えた）  

・行事をやりとげた達成感を味わえた。  

・幼稚園の教育活動のことがよくわかり、先生と話す機会も増えた。  

 

○ささやかな特典について。（隠していた訳ではないんですが、キチンと公表してこなかったこと） 

・役員活動の場合は、預かり保育は無料でお預かりになります。  

・年長役員は音楽会のお手伝いをしつつ、最前列で観ることができます。  

・年長役員は卒園式で役員席（最前列）で参加することができます。  

・ボードゲームの貸し出しは図書委員と役員に限定で行います。  

・一年間続けて頂いた役員さんには、園からささやかなお礼を差し上げます。 

 

特典が役員に立候補する動機になるとは考えていません。これと引き換えにするほどラクな仕事ではないし、

だいいち気持ちが続かないと思います。私たち教員もそうですが、勤務状況と待遇を単に天秤にかけてみたらと

てもつり合いがとれているようには見えない。でも、子どもたちが育っていく姿をみたり、子どもたちとふれあ

うこと自体が大きな喜びや達成感につながり、ラクではないけど後から喜びが来ることがわかっているから意欲

的に仕事を続けていけるのです。今まで役員を引き受けて下さった皆さんも同じ思いだと思います。 

なので「特典」は子どもたちのために、一年間役員という責任を背負って一生懸命頑張って下さる役員さんへ

の、ほんとにささやかなお礼の気持ちなのです。 

○次に、保護者会役員の活動の内容をお知らせします。 

時期 主な活動＆サポート 内容と活動の意味 

１学期 顔合わせのお茶会企画運営 

研修会のおてつだい 

納涼祭り模擬店おてつだい 

クラスの皆さんが仲良く１年間過ごすためのコミュニケーション。 

園主催のゲームあそびの研修会のお手伝い。（ゲームに詳しくなれるメリットがあ

ります）子どもたちのお楽しみを模擬店で盛り上げます！ 

２学期 レクや研修の企画運営 

運動会の種目係と片付け 

 

はらっこバザール 

音楽会サポート 

もちつきおてつだい 

ボーリング大会、エアロビ教室などを企画しました。 

運動会当日がスムーズに行えるように、また道具などが大切に毎年キレイに片付け

られることで長持ちし、必要な時に使えるようになります。 

バザールでは子どもたちのお楽しみを模擬店でバックアップ。 

音楽会では年少組はリハーサル付き添い、年中組はドア、年長組は当日の園児席係。 

餅つきはタイヘンだけど楽しい行事、子どもたちの様子も見られます。 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３学期 お茶会の企画運営 

アルバムづくり 

子どもの成長をお互いに喜び、１年の思い出などを語りあう場を作ります。先生へ

の感謝の気持ちを形にするアルバム作り。先生にとっては一生の宝物になります。 

その他 保護者会総会と保護者会 

対外的活動 

園と連携して、年３回の保護者会の運営を行ったり、受付のお手伝いをします。市

や県の幼稚園協会団体の会合に出席できる場合出席します。 

 

○ひとつ提案します 

 「役員」はちょっと堅苦しいという意見もあり、もっと親しみやすい名前に変えようということで、 

いくつか案を出しますので皆さんの投票で決めましょう。ついでに保護者会へのご意見等をお寄せ頂けますで

しょうか。名称の変更は、名前を変えたから何かが変わるのではなく、名前を変えて私たちの頭を柔軟にして

「新しいやり方を生み出していきましょうよ」という意思表示です。 

（以上、園便りからの引用です） 

──────────────────────────────────────────────── 

 

 

年長さんは一人でもだいじょうぶ！ 

 

◆そして、次年度の役員も無事決まり、保護者会は次のように変化しました。 

  ※役員選出後に発行した園便りから引用 

──────────────────────────────────────────────── 

新しい保護者会☆役員さんは「はらっこマミー」 
 

○はらっこマミーの役割について再確認！ 
原町幼稚園保護者会規約 

第４条（目的） 本会は幼稚園と保護者とが常に連絡しあい、原町幼稚園に通う子どもたちのために協力して教

育の振興と保護者間の交流をはかることを目的とする。 

第５条（事業） 本会は第四条の目的達成のために次の事業を行う。 

 一、園の諸行事の援助及び参加。 
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 二、保護者の研修、交流会及び保護者会活動の報告。 

 三、施設整備、拡充のための援助、及び教材の援助。 

 四、その他、本会の目的達成に必要となる事業。 

ちょっと固い保護者会規約の文章を言い換えると・・・ 

●子どもたちにより良い経験をさせるために、園と協力し、教員をサポートし、保護者同士の交流や研

修、そして余力があれば施設や教材のための援助もしましょう！･･･ということです。 

 

○「保護者会」とは原町幼稚園に在籍する保護者全員のことを指します。 

○来年度から役員を「はらっこマミー」と呼ぶことにします。お父さんは、はらっこダディー？ 

○図書委員やバザー委員、手芸部など保護者同士のサークル活動をして下さるグループは変更なし。 

○運動会や園外保育など、その都度行事のお手伝いに手を上げて下さる方も募集します。 

まずは、これでやってみましょう！手芸部のように趣味を生かした新規グループの誕生も歓迎です！ 

（事前に園長・主任にご相談を！） 

 

さて、肝心の具体案については、何人かの方から頂いたご意見を元に次のように考えていますが、 

詳細や軌道修正も今後の活動を進めつつやっていきます。 

①組織構成をはっきりさせ、指示伝達をハッキリと全員に。 

②園の依頼により行う活動、自主的に行う活動を明確にし、最終決定は園長、主任が行う。 

③はらっこマミーの打合せは、メンバー構成に合わせる。（たとえば午後２時～４時） 

④活動内容については、はらっこマミーメンバーで随時検討し、より良く変化させていく。 

 毎年、園から「これだけはやって頂きたい」というお願いがありますので、恒例で行う活動は固定でありますが、 

「こうしなければならない！」というものではなく、その年に集まったマミーさんの考え方や子育てやお仕事の状況に合

わせて、無理なく「その年のやり方」を考えて頂いても良いと思います。園の活動もその意見を聞きながら修正していくこ

とも可能です。あくまでも「子どもたちにとって意味のある活動をしていく」ことが目的です。 

（以上、園便りからの引用です） 

──────────────────────────────────────────────── 

 
          年長さんは自分の食べるお餅を調理します。                          砂糖醤油っておいしいね！ 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◆まとめ 

  キーワードは、 

『活動ありき、ではなく人ありき』です。 

園と保護者の付き合いは、人と人との付き合いで

す、だから保護者会の規約を守ったり、前年通り

ということにこだわらず、集まった人たちのやり

やすい、でも園のやってほしいことも伝えていく

というスタンスで臨むのが良いのではないかと

考えています。 

 

  こうするのが慣例だから、決まりだから、とい

う理由で「任意加入の団体」の人々は動きたくあ

りません。 

  幼稚園の保護者は「子どものために何かした

い！」という思いを持っています。その気持ちが

活動によって達成出来るように保護者会を運営

していくことが肝要ですし、そのためには、園長

もしくはある程度の決定権を持った職員が一緒

に活動し、会の運営をコントロールしていくこと

が必要だと考えています。 

  保護者会を園の単なるお手伝い組織と考えず

に、より良い活動をするためのパートナーとして

常に声を聞くことにより、世間と乖離しがちな私

たちの感覚を修正したり、園の教育方針を、活動

のたびに保護者に伝えることにより、園の教育活

動への理解も深まり園を支えてくれる貴重なサ

ポーターになると思います。 

  「面倒な保護者会なんて廃止だ！」なんていう

園が今後増えませんように！ 

 

 

 

餅つきが終わって、ホッと一息 

原町幼稚園の「はらっこマミー」の皆さん！ 

 

 

 

 

学校法人松濤学園 原町幼稚園 

園長 鶴谷主一 

幼稚園歴28年（内園長歴9年） 

http://www.haramachi-ki.jp 

 

ツルヤシュイチ 
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『幼稚園の現場から』 
Ⅸ・おやこんぼプロジェクト 

 

原町幼稚園（静岡県沼津市）  園長  鶴谷主一 

 

 

みなさん、こんにちは！ 

ぼく、くまんぼって言います。 

生まれたのは2008年の12月。 

家族の絆を強くするって言うと大げさだけど、 

親子に愉快な時間を提供しよう！っていう目

的で生まれました。 

まだ３歳だから、これからおおきくなってい

くんだけどね、、、今日は皆さんにもちょっと

ご紹介しちゃおうってわけ☆ 

 

まずは、ぼくの家族を紹介するね！ 

くまんぼママとくまんぼパパ、３人家族なんだ。 

 

友達も紹介するね！ 

  さるんぼ 

  ぶたんぼ 

  うさんぼ 

 

 

 

 

 

みんな家族がいて、 

「おやこんぼむら」に住んでいるんだ。 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■おやこんぼプロジェクト 

  までの道のり 
平成 23 年度の沼津市内の幼児（３歳~５歳）の割

合を見ると、保育園児約 30％、幼稚園児 70％です。

さらに 70％の幼稚園児のうち、97％の約 3,500 人の

園児は私立に通っています。沼津市は極端に公立幼稚

の少ない地域なのです。 

 

沼津市の私立幼稚園 23 カ園が集まって、「沼津市私

立幼稚園協会」を組織しており、主に教員や保護者の

研修会などを計画しています。 

どの幼稚園も公的補助を得て経営をしている学校

法人という性格上、公の教育的活動、啓蒙活動をして

いくことは責任として必要なことだと考えています。 

 

そんなこともあって、今から 7年前の 2005 年には、

「早寝早起き運動」に取り組んできました。保育園も

含めた全世帯の調査をし、早寝早起きの大切さをアピ

ールしてきました。そこでわかったのは、ほとんどの

幼稚園児はきちんと早寝早起きをしていたというこ

とで、安心したのですが、一部の生活リズムの悪いお

子さんの生活習慣に見られたのが「幼児期からの過度

なメディア接触」でした。テレビやビデオを夜遅くま

でだらだら観てしまうために朝起きられない。 

 

それでは、と「子どもとメディア問題」に取り組ん

で、幼児期からの過度なメディア接触の害を伝えてい

こうと、ノーテレビデーなどの運動に取り組みました

が、どうしても固いイメージで、とっつきにくい活動

になり長続きしません。 

とくに、普段からこういった運動の輪に加わらない

意識の低い家庭への誘導こそ必要で、工夫しなければ

ならないところでした。 

 

時は 2008 年、それまでの国のエンゼルプラン、少

子化対策などで、育児支援という名のもとに、子育て

の外注がぐんぐん進められていく流れの中、幼稚園と

いう、比較的恵まれた家族環境の中で育まれている子

どもたちと接している私たちでさえ、「親子の絆の弱

さ」を感じはじめた園長たちした。 

なんとかメディア問題と親子の絆の問題をうまく

つなげて考えられないか話し合いをしました。 

 

残念ながら私たち教育関係者ばかりでは、「教育的

意義」や「啓蒙する！」という固さからなかなか抜け

出せない。そこで、このマガジン「街場の就活論」を

書いている団遊さんの会社「アソブロック」から柔軟

な発想のもと協力を得ることにしました。 

 

ここで提示されたキーワードは「間口を広げる」で

した。みんなが「おもしろそう！」「やってみよう！」

と感じる活動で、「やってて楽しく」、かんたんで長続

きすること・・・ 

 

途中経過は省きますが、私たち幼稚園サイドとアソ

ブロック社とその協力者の皆さんにより、「おやこん

ぼプロジェクト」が完成し、沼津市内の 23 カ園で、

３年と息の長い活動を続けてくることができたので

す。単純に計算して約 6,800 人の子どもたちに「おや

こんぼ」を体験させることができたのです。 

そして、今年度からは静岡県私立幼稚園振興協会の

事業計画において、静岡全県の私立幼稚園 240 カ園

にこの取り組みが広がることになりました。一気に

40,000 人の子どもたちに！と言いたいところですが、

そこは私立の自主性に任せていますので徐々に広が

っていくことになるでしょう。 

73 73 



これを機会に、マガジン読者の皆さんへも「おやこ

んぼプロジェクト」を紹介し、気に入って頂けたら、

まずは「おやこんぼ」という言葉を使って頂き、もう

ちょっと積極的にやってみようかという方は、ご自分

の家族や施設、地域でも取り組みを広げて頂きたいと

願っています。 

 

 

■おやこんぼプロジェクト 

「おやこんぼってなんだ？」と思ってヤキモキして

読んで頂いた皆さん、ゴメンナサイ。まずは、このネ

ーミングの説明から。 

 

☆おやこ+コンボ（小編成のジャズ楽団）と

いう造語で、一緒に楽しくやろうよ！と

いう意味、加えて“くいしんぼ”“おいし

んぼ”などのようにそのことが好き！と

いう意味合いも込めています。 

 

たとえば、このような使い方をします。 

○子どもが･･･ねえねえ、おやこんぼしよう！ 

○お母さんが･･･こんどの日曜、近所の公園でお

やこんぼしない？ 

○お父さんが会社で･･･今日はおやこんぼの約束

だから早めに帰ります！ 

 

全国で「家族サービス」という言葉のかわりに

使って頂けたらいいなと思ってます。 

 楽しさを前面に出して行うおやこんぼですが、その
目的とするところをまとめておきます。 

○おやこんぼプロジェクトの目的 

１． 乳幼児期という短いけれども親子の絆を

形成する上でとても大切な時期を意識して

もらうこと。 
２． そして絆を強くするための、家族のふれ

あう時間（大切な時間）に気付いてもらう

こと。 
３． 親子のふれあう時間を大切にする意識を

高め、家庭でその時間をつくり、過ごして

もらう。 
４． 親子という単位から、地域や子育てサー

クルのような広い範囲の絆作りへと広げて

いく。 
 

○期待できる効果 
１） 親子関係が良好になり、子育ての楽しさ

がより高められること。 
２） 父親が子育てに積極的に参加すること

により、母親の育児ストレスの軽減。 
３） 家族のきずな強化。 
４） 親に大切にされたという記憶が形成さ

れる。→自己肯定感、情緒の安定 
５） 親子関係が良好になり、早寝早起き、食

事などの生活リズムが安定する。 
○さらに 

６） 幼稚園入園児の発達が健全化される。   

→良い保育ができる。 
７） 家庭養育、幼稚園教育への理解が高まる。 

→幼稚園の存在意義。 
８） なにより子どもたちの健全な発達が促

され、健全な社会の構築に役立つ。 
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■テレビを消しておやこんぼ 

おやこんぼプロジェクトには、様々な盛り上げグッ

ズが作られて、活動の継続に力を発揮していますが、

やることはいたってシンプルです。 

 

毎月15日に、テレビを消して 

テレビを消して生まれた時間で 

親子でなにか楽しいことをする！ 

これだけなんです。 

 

静岡県内では、毎月 15 日に幼稚園児の家庭で、楽

しいおやこんぼが繰り広げられているのです。みんな

でやっている、というのが連帯感を高めて良いのかも

しれません。 

 

・親子で絵本を読んだ 

・一緒に夕飯を作った 

・お父さんが早く帰ってきて遊んでくれた 

・近所におさんぽに行った 

・カルタとりをした 

などなど、報告されてくる活動は、なにか特別なこ

とをしているわけではありません。 

・テレビを消してこんなにゆったりした時間が

持てることに気付きました。 

・この日はお母さんのパートは入れないで家族

で過ごす日としています。 

・わが家では 15 日だけでなく毎日おやこんぼ

の日にしました。 

・子どもがおやこんぼを楽しみにしています。 

こんなふうに家族の大切な時間に気付いてもらえ

たという嬉しい報告も得られています。 

■仕掛けいろいろ 

シンプルな活動でも、それを始めさせ、継続させる

にはいろいろな仕掛けが必要ですが、ここでは簡潔に

ご紹介します。 

１：子どもがテレビを消したくなるアイテム 

 〔紙芝居･･･園で先生が読んであげると･･･家に帰って

子どもが自らテレビのスイッチを消します〕 

 

２：やりたくなるアイテム 

  〔テレビをお休みさせるかわいいバンダナ〕 

 

３：続けたくなるアイテム 

 〔できたかなカードに記入して園の先生に報告！→

がんばったねスタンプを押してもらえます〕 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４：盛り上げグッズ 

  〔15日に園の前に立てる幟〕 

 

 

５：お楽しみグッズ 

  〔１年のさいごにもらえるごほうびシール〕 

 

  〔親子であそべるカードゲーム〕 

 

 

詳しく知りたい方は、私の園やアソブロック社にお問

い合わせ下されば嬉しいです。 

おやこんぼホームページ： 

http://www.oyacombo.net/ 

 

○全国に「おやこんぼ」を広め、おやこんぼの思い出

をしっかり持った大人が育ってほしい！こんな社会

活動も子どもたちを育てる幼稚園としての仕事だと

思うのです。 

 

 

学校法人松濤学園 原町幼稚園 

園長 鶴谷主一 

幼稚園勤務29年（内園長10年） 

http://www.haramachi-ki.jp 

  

ツルヤシュイチ 
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『幼幼稚稚園園のの現現場場かからら』 
Ⅹ・これは、いじめ？ 

鶴谷主一 

原町幼稚園（静岡県沼津市） 園長  

 

 

■保育園の年中児が・・・ 
私の妻は隣接する原町保育園の副園長をしてい

ます。彼女から聞いた話です。 

６月のある日 

保育園の幼児組（年少～年長）は吹き抜けのホー

ルに集まってみんなで昼食の準備をしていました。 

６人掛けのテーブルで、席は自由に選べる状況だ

ったので、仲の良い年中の男児が５人で座っていた

そうです。そこに、軽い障がいのある男児Ａが一緒に

座りたくてやってきた。 

 

Ａがいると会話がうまく成り立たないとか、一緒に

あそんでいても決めごとを守らないなど、子ども同士

でもなんとなく嫌なことがあったのだろう。 

「Ａと座りたくないよね～」「やだもんねー」そんな会

話を交わしていた５人のうちのＢが、Ａが座ろうとした

席に身を乗り出し、席に座らせないように邪魔をした。

４人は「いいぞ！」といった感じ。 

Ａは一緒に座りたいという気持ちが強く、空気を読

んで引き下がるようなことも無く、強引にイスに座っ

た。すると５人はサッと隣のテーブルに移ってしまっ

た。一人残されたＡもちょっと遅れて隣に移った。す

ると５人はまた元のテーブルに戻ってくる。そしてまた

イスをめぐってのいざこざが始まり･･･ 

とうとう頭に来たＡは、Ｂの服をつかんで引っ張った。

そこでＢが「せんせーい！Ａくんがやったー！」と訴え

る。 

少し離れたところで後ろを向いて昼食の支度をして

いた若い担任（２年目）は、はじめてその場にやって

きて、Ａに向かって「ダメでしょ、お友達を引っ張って

は･･･」と注意を始めた。 

Ａはもともと話すことが苦手なうえに、怒りと興奮と

で、じゅうぶんに状況を説明出来ないで黙り込んでし

まった。 

 

そこで、２階から一部始終を見ていた副園長がす

っ飛んでいって、担任に状況を説明し、Ｂと４人をこ

っぴどく叱ったという。ちなみにＢはすぐに泣きべそを

かいて謝った。 

Ａは精神的に幼いため、感情的なしこりを感じるこ

とはなく、目的が達成されればゴキゲンで着席した。 

 

■この事例から・・・ 
このような場面は、保育現場では時おり起こってし

まうことです。そこで「こんなこともあるから気をつけよ

う」という“気づき”を職員間で共有することができま

した。 

まとめると『保育中は、子どもの様子をしっかり見

ていることはもちろんだけど、見ていなかった場合の

子どものトラブルは双方の意見や周りの状況をよく

聞く。そして、子どもの人間関係や性格を考慮した

保育者の洞察力が大切』ということになります。 
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職員のスキルアップにはつながる事例でしたが、こ

のケースは別の意味で考えさせられました。 

 

最初この話を聞いた時に、私は非常に驚きました。

年長児の話だと思っていたからです。そこで、「え？

年中なの！」と聞き返していました。年中児の６月に、

しかも男児にこのような、いじわるな連係プレーがで

きるなんて幼稚園では想像がつきませんでした。幼

稚園の年中男児はもう少し幼い感じですので、ＡとＢ

の直接対決、ようするにケンカになっていたと想像し

ます。 

 

■いじめの芽？ 
いじめの問題がメディアで取り上げられている昨今、

気にしすぎかなあ、と思いつつ気になってしまいまし

た。 

これは“いじめの芽”でしょうか？ 

Ｂを含む５人の行動を小中学生に置き換えると、

完全にいじめに見えますが、、、、迷った末にこう考

えることにしました。『いじめという言葉で定義する必

要もないが、見過ごしてはいけない成長の過程』 

 

「仲間に入れてくれない！」 

「あそんでくれない！」 

「いじめられた」・・・ 

という訴えは、年少児の時期からあります。ほとん

どが２、３人。多くても４人グループの中でのトラブル

で、仲良くしていたのに相手が急に遊んでくれなくな

ったり、他の子と仲良くなったので縁を切られたり、

遊びの輪に入れてくれなかった、という内容です。 

ボス的な子どもが、仲間に加わるのを許可したり

拒否したりという仕切りを行うことも珍しくありません。

気の弱い子どもや、まだ幼くて言われるままにくっつ

いていくような子どもを従えてグループを形成するの

です。独占欲もからんできます。 

幼児の人間関係も大人の縮図、というよりもっと赤

裸々に繰り広げられていきます。しかし、その関係は

子どもたちの成長発達とともに、逆転したり、関係が

変わっていったりしますが、それが子どもたちにとっ

ての人づきあいの学習となると考えています。 

 

■幼児期になにをすべきか 
そこで！です。 

私たち幼児教育の役割として 

いじめに加担しない子ども、 

いじめを受けてもめげないタフな子ども、 

もっと理想的にはいじめを防止、あるいは回避でき

る子ども。そんな一面を持つ人を育てるには、幼児

教育の現場でどういう教育をしたら良いのか、いろい

ろと考えてしまいました。 

残念ながら幼児教育の結果はすぐに見ることがで

きません。何年後かに自覚した人が「これは幼児期

のあの経験のおかげだ！」なんて思うことが稀にあっ

たとして、はっきりと紐づけできるものではないからで

す。しかし、その人の潜在意識やものの考え方の基

礎を形成する時期に多少影響を与えていることは事

実なんだと思います。 

それを踏まえて、いま現在、こんなことがひっかか

っています。あくまでも個人的な思いですので、ご意

見を頂ければ幸いです。 

 

■仲良くしなさい！という呪縛 

私の幼稚園の保育目標にも「なかよく」という言葉

が使われています。いろんな事象に興味を持ち、広

い心、大きな器になってほしいと、幅広い意味を込め

ているつもりですが、「なかよく」という言葉がその第

一の意味を発信し続けているのは事実です。そして、

ケンカしないで仲良くしなさい。と子どもたちは物心

ついた頃から言われ続けているでしょう。 

だからかわかりませんが、この頃子どもたちのケン

カが少なくなっているような気がします。取っ組み合

いのケンカはめったに見ません。園内は平和なので

良いのですが、本当に良いことなのでしょうか。ケン
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カをしたり、仲直りをしたりする経験は、立ち直りが

早く、相互の関係修復も容易な幼児期だからこそ積

極的に経験すべきことかもしれません。 

ちょっとアタマの回る子どもなら、ケンカで叱られる

より他の方法で、、、ということにもつながるのではな

いか、などと考えてしまいます。 

だからといって、「ケンカしろ！」とは言えませんから、

起こったらすぐに止めずに見守る姿勢を推奨してい

ます。 

 

■友だち、仲間が一番なんだよ！ 

 という呪縛 

♪いちねんせいーになったら 

   ともだちひゃくにんできるかな♪ 

という歌もあるほど、教育現場でも世間でも「友

達」「仲間」に手放しで価値を強調しています。幼稚

園で歌っている歌にも仲間を讃えたものが多く、よく

歌います。子どもたちに伝えたいことだし大切なもの

ですが、もしかして仲間はずれになることに恐怖を感

じるほどの呪縛をかけ過ぎているとしたら、、、う～ん、

考えすぎでしょうか。ステキな歌がいっぱいあるんだ

けどねえ・・・。 

 

■みんなと同じ 

幼稚園では制服、カラー帽子、鞄や体操服・・・ 

いろんな持ち物が同じです。そして一斉活動では

同じ時間に集まって、同じ活動をして、キレイに並ん

で・・・という集団生活をしていきます。お弁当箱を並

べてみると、みごとに男児はブルー系、女児はピンク

系で揃います。その中で所属意識が育ち、規範意

識も育ち、学校へ入学するという準備も出来るので

すが、、、。 

みんなと同じでなくてもいいんだよ、自分が大事だ

よ。という視点も育てないと片手落ちではないかと思

うのです。 

 

■エネルギーの放出 

雨の日が続いたりすると、外で遊べない子どもたち

のフラストレーションが溜まって集中力が低下したり、

トラブルが多くなったり、すぐに泣いたりすることが多

くなります。こうなると保育がうまくいかない。 

なので、保育者たちはよく知っていて、ホールに連

れていってワーッとダンスをしたり、騒いだりして発散

遊びを行います。雨が降っていない日でも、朝にじゅ

うぶん遊んでから部屋に入らないと、落ち着かない

子どもがいたりします。エネルギーが発散されていな

い状態です。中には攻撃的なエネルギーを溜め込ん

でいる子どももいるので、それを放出してやります。 

ずっと抑圧されたままの状態を意図的に開放して

やる。それがないと、その余ったエネルギーが気に入

らないクラスメイトに向かう場合もあるのかもしれま

せんね。 

 

■おわりに 

 いじめの問題は幼児教育の現場では、命に関わる

ような重大な問題としては顕在化してきません。だか

ら何もしなくていいというわけでなはく、潜在化してい

ることがあるとしたら、それは改善していかなければ

ならないはずです。いまはハッキリしたこともわからず

手探り状態ですが、今後もそうかもしれません。ハッ

キリ「これがいいんだ！」と猪突猛進するのも危うい

かもしれません。かもかもだらけで、結論の出ない今

回になってしまいました。 

 最初の話に戻りますが、あの５人のとった、いじめ

っぽい行動はあれ以来無く、時おりケンカをしながら

も、文字通り“仲良く”やっているそうです。 

 

ツルヤシュイチ 

（幼稚園勤務29年/うち園長10年目） 

http://www.haramachi-ki.jp 
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『『『幼幼稚稚園園のの現現場場かからら』』』   

11・イブニング保育 

原町幼稚園（静岡県沼津市） 園長 鶴谷主一 

 

たまたま編集長と知り合いということから、対人援助マ

ガジンに幼稚園園長として書かせてもらっています。これま

で 10 回のインデックスを出してみました。なんの脈絡も無

く行き当たりばったりだなあ･･･、それなのに載せてもらって

感謝しています。 

 

第１号 2010年-6月 エピソード 

第２号 2010年-9月 園児募集の時期 

第３号 2010年-12月 幼保一体化 

第４号 2011年-3月 障害児の入園について 

第５号 2011年-6月 幼稚園の求活 

第６号 2011年-9月 幼稚園の夏休み 

第７号 2011年-12月 実際の事例からー怪我の対応 

第８号 2012年-3月 どうする保護者会？ 

第９号 2012年-6月 おやこんぼのすすめ 

第10号 2012年-9月 これは、いじめ？ 

 

11回目からは、原町幼稚園で行われている「教育実践」

について書いていこうと思います。教育実践というと固い

感じがしますが、言い変えれば「日々子どもたちとやってい

ること」ですね。 

日本全国の幼稚園数はざっくりと言って 13,000、その

うち私立幼稚園 8,000、残りが公立ということになると

思いますが、その教育内容たるや千差万別、実にバラエ

ティーに富んでいます。その中の一つの実践と思って読ん

で頂けたらと思います。 

■夜の幼稚園を楽しもう 
 さて今回は、つい先日（11/21・22 日）終わったばかり

の『イブニング保育』についてレポートします。 

 

◆午後３時 

いつもなら降園バスが走る時間に園バスがお迎えに出

発しました。園バスを利用せず保護者が送迎する子どもた

ちもボチボチ登園してきます。 

門や園庭で「こんにちは！」と元気な声が交わされてい

ます。子どもたちも自分で言いながらなんとなく、はにかん

でいる様子が“いつもとちがう幼稚園のはじまり”を予感さ

せて、ワクワク感が高まります。 

 

かばんの中にはお弁当が入っていて、今日は“夕食弁

当”が楽しみの一つなんです。自分の保育室に入った子ど

もたちはいつものようにかばんを置いて、着替えをして、園

庭に出てきて遊び始めます。そのうち園バスも到着して仲

間が増えてきました。 

子どもたちは、思い思いにブランコや鉄棒、砂場あそび

や、足蹴り二輪車にまたがって園庭で遊んでいますが、い

つもより興奮気味で、話す声がついつい大きくなってしまっ

ています。だってこんな時間帯に外で友だちと遊べる日っ

夕暮れっていうだけでテンション上がるね！ 
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て一年に何回あるでしょうか。 

 

だんだん日が傾き夕暮れになるにつれ、子どもたちのテ

ンションは逆に昇っていきます！教師は、楽しい反面はしゃ

ぎ過ぎて怪我をしないか注意しながら一緒に遊びます。部

屋に入る時間は年齢ごとに活動内容が異なるのでそれぞ

れの年齢ごとに呼ばれて部屋に入っていきました。 

 

◆午後４時半頃 

この頃には全員が部屋に入って、その日の主活動（一斉

保育、設定保育などと呼ばれるいわゆるクラス単位でお

こなう授業のような時間）に取り組みます。 

 

各年齢のおおまかな流れはこうなります。 

①トイレに行ってホームルーム（出席をとったり歌を歌っ

たり、出席帳にシールを貼ったり） 

②主活動（イブニング保育のメイン活動） 

◆午後6時頃 

③夕食弁当（約 30～45分） 

④帰り支度（約 15分） 

◆午後6時45分ちょうど 

⑤降園バス出発（お迎え引き渡し） 

 

さて、午後３時から 6 時 45 分までの４時間弱の間に、

幼稚園に来て子どもたちはいったい何をしているのでしょ

う？ 

 

■年少組《よるのたんけん》 
まず、年少の主活動から見ていきましょう。 

年少の活動テーマは、 

《たんけん！夜の幼稚園！》 

11 月の静岡県の日没は 4 時半頃、部屋に入る頃には

周りが薄暗く、部屋でホームルームをしている間にぐんぐん

暗くなってきています。 

年少の部屋では、ホームルームが終わってまずお弁当

の準備。テーブルにお弁当セットを出して支度をしたら「み

んな、お家から持ってきた懐中電灯を鞄から出してきて」と

先生が言いました。 

各々に鞄からいろんなタイプの懐中電灯、ペンライトを出

してきました。余談ですがほとんどがＬＥＤ電球の白い光で

したね。 

さあ、ここからが演出です。 

「みんな、外はどのくらい暗くなったのかな？電気を消して

みよう、カウントダウンいいかな！ ５・４・３・２・１!!!」 

スイッチを切った途端に「ワー！キャー！」の歓声があ

がり、みんなが一斉に手持ちのスイッチをオン！私たちも

予想外でしたが、ＬＥＤが多いことも影響しているのでしょ

う、30人のライトがキラキラしてなんとキレイなイルミネーシ

ョン効果！  

 

［ワーキレイ！天井に向かってライトをグルグル］ 

 

じっと持っている子どもなんていませんから、ライトをグル

グル動かして天井を照らすのがいちばんキレイでした。その

次に、先生の指示する場所をその場所から一斉に照らし

ます。トイレ、壁掛け時計、写真、ピアノ･･･暗い部屋なのに、

一瞬でそちらに光が集まり、年少さんといえどもモノがあ

る場所をよく把握しているなあ、と感心。 

そのうち変わったことを発見する人が現れます。お弁当

を照らしてみたり、机の下を照らしてみたり･･･コップの中に

突っ込んでみたら行灯みたいになって、みんなでやってみた

りしました。 

ひとしきり遊んだあとで、全員のライトを消して先生が「夜

って暗いね」と改めて実感。そして部屋の電灯のスイッチを

入れるとパッと明るくなり、「電気ってすごいね」とまた実
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感。 

 

［みてみて！コップに入れたら黄色になった］ 

 

そのあとは、ペンライトを持って、園庭や園内を歩き回り

探検をしたのです。その様子は、もちろん楽しい様子がいっ

ぱいですが、書ききれませんのでご想像におまかせします。 

探検から帰ってきたら、用意しておいたお弁当を食べな

がら探検話も弾んだことでしょう。 

 

■年中組《オシャレなディナー》 
年中組は、イブニングを始めた４年前からずっと同じ活

動を続けています。テーマは、 

《キャンドルホルダーづくり！》 

活動自体はそんなに珍しい内容ではありません、昼間で

もできる活動ですが、このイブニングでやることに意味を

持たせています。 

早めにホームルームを終えた年中組は、汚れても良い

スモックに着替えて、ガラスのキャンドルホルダーに、ガラ

ス専用の絵具を使って自分のものをデザインします。 

 

［集中してデザインに取り組む年中さん］ 

 

そして、でき上がったホルダーにロウソクを入れ、夕食弁

当を、その灯だけで食べるのです。オシャレなレストランのよ

うな雰囲気、しかも自分の作ったキャンドルホルダーを眺

めながらの夕食弁当は格別おいしそうです！ 
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■年長組《ゲラゲラ影あそび》 
年長組は、今年は、「かがくのとも」という月刊絵本に「な

んのかげ？」という影遊びが載っていたので、実際に遊ん

でみよう！ということから、ホールに大きなシーツを張って

裏からライトの光を当て影あそびを楽しみました。 

 

最初は絵本のように、先生が用意したモノの影を見て当

てる「モノ当てゲーム」。角度によって違うものに見えたり、

光源の距離によって大きさが変わったりする様子を体験し

ながら遊んでいきます。 

次に、「お友達当てっこゲーム」になり、みんなが目をつ

ぶっているところから、そっと選ばれた数人がシーツの裏で

ポーズをとって誰か当てるゲームをしました。しかし、普通に

立っているとすぐにわかってしまいました。 

 

髪形や顔の輪郭、体形だけでなく、その日着ていた服か

らも、子どもたちには誰が隠れているか瞬時にわかってしま

うのです。そこで、ジャンパーのフードをかぶったり、モノを

持ったり、二人組になったりしながら出題者は工夫し始め、

徐々にレベルアップしていったため、30 分以上もの長い

時間をかけて皆が集中し、全員が出題者になることができ

ました。しかも、誰かが登場するたびに笑いが起こる楽しい

雰囲気、そして友だちとの繋がりがとても感じられた活動

となりました。 

その後、屋上に出て月や星、幼稚園周辺の自分たちの

住む街の夜を眺めて帰ってきたのです。 

 

 

 

■これまでのこと 
イブニング保育は今年で５年目になります。最初は、園

舎建築のために、毎年恒例の夏の納涼祭りができない、

せめて盆踊りだけでもできないかということで考えました。

「必要は発明の母」とも言いますが、まさにそこで生まれ

た苦肉の行事といえます。そこで良かったのは「わざわざ

夕方来て盆踊りだけじゃつまんない、なにか活動を考えて

くれ！」と先生たちに要求し、「盆踊りの夕べ」というような

ベタな名前にしなかったことが今につながっているのだと思

い返します。 

いやほんと、ネーミングって大事ですよ！ 

翌年には園舎も完成し、納涼祭りもできるようになった

ので１回こっきりの行事だったのに「なんか楽しかったから」

ということと「イブニング保育」という名前のおかげで続け

てこれたのです。時期は最初の年と同じ夏の時期です。 

ところが、４回目となった 2011 年は台風が来て延期に

なってしまいました。予定が取れずに12月の終業式前の２

日間が無理やり充てられました。 

「寒いじゃないですか！」 

「風邪ひいたらどうするんですか！」 

「いったい何やるんですか！」と保護者の皆さんからちょ

びっと後ろ向きの声もあびつつ、まあまあイルミネーション
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も飾ってほら、いい雰囲気でやりますから！となだめすかし

て・・・確かに寒かったけどなんといっても「日没が早い！」と

いうのが思わぬ収穫だったのです。 

おまけに、冬のイブニング保育だと終了時間のお迎えが

早くてスムーズ！（夏はお母さんのお迎えが遅かったり、お

迎えついでに園庭で遊んだりしてしまう子がいたので･･･） 

なので、今年も冬のイブニングとなった訳です。 

 

 

■参考資料 
幼稚園関係の方で、興味がある方のための情報 

◆イブニング保育の目的 

【１】夕方から夜にかけて幼稚園で過ごし、非日常の

園生活を楽しむ。 

【２】普段あまり気にとめない“夕暮れや夜”のいろ

んな現象に気付いてみる。 

【３】夜ならではの印象深い活動を経験する。 

 

◆キーワード 

「夜って○○なんだね！」 

 

◆活動計画のための段取り 

①日没予定時刻に合わせて登園時刻を設定。 

②大まかな計画案を作り、時間割を決める。 

③２日間の登園日を割り振って名簿を作成し、保護者

にお便りで登園日の可否を伺う。*1 

④それぞれの家の都合を考慮して最終的な登園日名

簿を作成、発表。（但し前日変更も可） 

⑤平行して各年齢ごとに活動案を立て、教材準備 

⑥当日のバス添乗等の確認 

⑦当日の日中預り保育希望者の確認と段取り *2 

 

*1/ ～原町幼稚園は年少年長まで2クラス（合計60人）ずつ6クラス

（180 人）あります。イブニング保育では、バスコースごとに人数を

半分に分け、２日間行ううちのどちらか１日だけ保育日、もう一日

はお休みにしています。夜間にバスを走らせる時間をふだんの半

分にするためと、夜なので少人数で保育を行いたいためです。 

 ただし、幼稚園の都合だけで押しきろうとすると、どんなに良い活動

でも保護者の不満は解消されませんので、、保護者の都合で最

終的に登園日を選択できるようにしておきます。 

 

*2/昼間に仕事をしている母親も多いので昼間に預りが必要な方は

預かれるようにしています。年少より一学年下の満３歳児クラスも、

日中の保育を行います。 

 

◆資料その他 

○キャンドルホルダー/ＩＫＥＡのガラス製が安くて丈夫。セッ

トでキャンドル購入がお勧め。80円程度/一人分 

○園内のディスプレイ用のアロマキャンドルもお勧め 

○ガラス用絵具は 

○絵本「かがくのとも 2012年 11 月号・なんのかげ」 

 福音館書店￥410 

○掲載の写真は ISO 値を上げてスローシャッターで撮影し

ていますので、実際よりも明るく写っています 

 

［屋上でライトをグルグル］ 
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■まとめ 
イブニング保育は幼稚園ならではの活動だと思います。

夕方６時７時まで、ざらに子どもたちがいる保育園の子

どもたちにとっては、日常的に園で夜を迎えているから

です。 

２日間かけて行いますが、そのうち１日はお休みになっ

てしまいます。今年も日中の預り保育希望者を募りまし

たが、１日５名もいませんでした。仕事（パート）をしている

お母さんも多いのですが、予め休みをとったり家族で協

力してイブニング保育に備えてくれていました。ありがた

いことです！ 

 

 

 

幼稚園の行事の中では、習得する活動と、感じる活動

があると思います。たとえば運動会で発表する跳び箱や

ダンスは、習得した成果を発表するという意味合いが大

きい。 

遠足などのようにその行事活動そのものが楽しく、何か

そこから子どもたちが経験し、感じてくれることを期待す

る活動もあります。 

イブニング保育では、時間帯がかわることで子どもた

ちの表情に昼間とはずいぶん違った高揚感があふれ、何

人もの笑顔が何度も見られました。 

「だから何かしらイイことがあるに違いない」、、、そんな

思いで続けている活動です。 

 

［バイバイ！夜の園バスも走ります。街の人たちがあれ？何でこん

な時間に！？って顔でふり返るそうです。 

都会の幼稚園では、預り保育の送迎バスが夕方には走っているそう

です。だから珍しいことでは無いでしょうね。］ 

 

 

 

 

 

ツルヤシュイチ 

（幼稚園勤務29年/うち園長10年目） 

http://www.haramachi-ki.jp 
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『幼稚園の現場から』 
12・「ことばを豊かに ー カルタの活用」 

原町幼稚園（静岡県沼津市）  園長  鶴谷主一 

 

年中組ことばの

カリキュラム 

ばばばあちゃん

カルタことば 
 

  今回は、かれこれ15年ほど原町幼稚園で独自に

行ってきた年中組のことばのカリキュラムについ

て紹介します。簡単に言ってしまえば、「カルタ

のことばを覚えてカルタとり大会をする」という

だけの話ですが、そこは幼稚園、いくつかの思惑

と仕掛けがあります。 

 

■カリキュラムが生まれた背景 

  子どもたちと接していて気になるのが、 

「はいこれ」「やって」という単語と動作だけで

会話をすませ、「誰が、なにを、どうしたいのか」

という文で話ができない子どもが意外と多いと感

じたことです。子どもに限らず大人でも、「メシ」

「フロ」「カネ」･･･など最低限の単語で夫婦の会

話を済ませる人種もいるようですが、幼児期から

これでは、えらく早過ぎます。 
 

  幼稚園では誕生会を毎月催し、誕生児がみんな

の前で名前を言ってインタビューに答えるプログ

ラムがあります。そのときに、「○○ちゃん果物

で何が好きですか？」と司会者が質問しますと、

「いちご」と単語のみ答える子どももかなりの確

立で見受けられ、司会者が「いちごです、ってデ

スも付けて言おうね」と言い直させる場面がある

のです。 

  このようなことばの未熟さは、生活の場面場面

の指導で十分に発達していくのですが、「もっと

ことばの世界を豊かに楽しみつつ、文字の読みに

も興味の持てるカリキュラム」が無いかなあ、と

探しておりました。 

 

  そんなときちょうどいいモノが見つかりました。

福音館書店で販売している「ばばばあちゃんのく

いしんぼうかるた」です。僕の娘がちょうど５歳

頃、このカルタで遊んでいるうちに読み札の言葉

を全部覚えてしまって、カルタで遊ぶだけでなく

百人一首の上の句と下の句を読むように、お風呂

に入りながら、記憶力くらべのようなクイズを出

し合って楽しんだ経験から、「これはイケる！」

と閃いたのでした。 

 

■文字の「読み」に取り組む 

原町幼稚園では年長組で３学期に卒園文集を制作

します。そのときに、自分のページに楽しかった
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時の絵と文章を自分で書くことを目標にしていま

す。その前の段階として年中組では文字を読むこ

とに興味を持ってほしいと考えています。 

  ところが、市販の文字のテキストはなかなか良

いものが見つかりませんでした。五十音表に「あ

＝あひる」「い＝いぬ」と言うように（頭文字＋

単語＋イラスト）で覚えていくものがほとんどだ

からです。そんな教材を使って急ぎ足で文字を指

導するとき、下手をすると「覚えること」が目的

になって、「覚えたら完結」してしまいがちにな

ります。完結してしまったら子どもは興味を失い

それ以上学習する意欲を無くしてしまいます。 

   

  言葉や文字は実際に生活のあらゆる場面で使う

ためにあるのですから字を記号として覚え

るのではなく、言葉の意味やニュアン

ス、リズムなどもいっしょに獲得して

いくほうが子どもにとって良いと考えました。 

そして文字を習得すると、

楽しい世界が広がる！
という体験が今後の学習意欲につながってほしい

という願いも込められています。 

 

  もちろん、カルタだけでなく幼稚園生活の中で

の日常的な会話や文字環境、絵本や紙芝居に親し

む等の活動と平行して進めていくのは言うまでも

ありません。言葉は自然に覚えていくのですが、

文字は意識的に関わらなければ獲得できません。

まず「覚えたくなる環境」「読んでみたくなる気

持ち」を育ててから、進めていくことが大切だと

思います。しかも、大人を喜ばせ褒められること

が嬉しくて「覚えたくなる」のではなく、自分の

内なる欲求（内発的動機）として、「覚えたい！」

と思ってもらいたいのです。 

カリキュラムの第一

段階は「ばばばあち

ゃんを好きになる」と

ころから始めました、ご存じの方も多いと思いま

すが、「ばばばあちゃん」は福音館書店から発行

されているシリーズ絵本の主人公で、絵本作家「さ

とうわきこ」さんの作品です。 

◆詳しくはこちら☟ 

http://www.fukuinkan.co.jp/ninkimono/bababa/author.html 

  ばばばあちゃんは子どもたちに大人気で、既に

絵本は22冊も発行されているのでカリキュラムの

導入はこれでバッチリです。年中組になった１学

期は、このシリーズ絵本をドンドン読み聞かせま

す。子どもたちはこちらの思惑通り、奇想天外な

ストーリーもさることながら、ガキ大将のような

ばばばあちゃんのキャラクター取り憑かれていき

ます。夏休みをはさんだ２学期、みんなが、ばば

ばあちゃんのファンになった頃、カルタの絵札を

大きくコピーしたカードを見せながら 

先生が読み札を読んで

きかせます、これが第二段階。 
子どもたちはドンドン読み札のことばを覚えてい

きます。フラッシュカードで都道府県名や天皇の

名前等をドンドン覚えていく学習に似ていますが、

違うのは「将来役に立つかもしれないけど、とく

に今覚えたいものではない」教材ではなく、大好

きなばばばあちゃんが出てくるのでついつい覚え

たくなっちゃうという子どもたちの心情。これが

ミソです。しかも大好きな食べ物が満載の「くい

しんぼうカルタ」ですから「次はなに？！」と子

どもたちもくいついてきます。 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 さすが絵本作家、さとうわきこさんの作ったカ

ルタだけに、内容も絵本とリンクしていたり、絵

本に登場するキャラクターも描かれていて楽しい

ことはいうまでもありませんが、もう一ついいと

ころがあります。ことばと絵がお互

いに補完しあっているのです。 

ことばだけでは意味が通じない読み札も、絵を見

れば「ああ、なるほど！」とわかるような札があ

るのです。 

これがとてもイイ！ 
たとえば 

 

『かくした  おかし  かびだらけ』なんていう言

葉の意味を「どうして隠してあるとカビだらけに

なるの？」「リスさんはどうして隠したんだろ

う？」と考えたりする第三段階。ここでは普段

使わないことばの意味を

考えたり、行間にあ

るニュアンスを読みと

って楽しみます。  

実際に子どもたちから出てきた疑問・珍問をご紹

介しますと・・・ 

『らっぱのみ  これがいちばん  うまいのさ』 

「子/ラッパを飲むの？」「子/ラッパの実？」 

「先生/こういうのをラッパ飲みっていうんだよ」と 

ジェスチャーを実際にやってみる。 

そうか、ラッパを吹いてるみたいだね！ 

 

『さかだちすると  けしきも  さかさ』 

「子/けしきってなに？」「先生/え~と･･風景じゃな

おさらわからないし･･･」･･･ボキャブラリーの少ない子

どもたちだけに、わかりやすく説明することって意外と

難しいんです。 

  

『そっとたべても  みつかるせんべい』 

「先生/何でそっと食べても見つかるんだろうね？」

「子/バリって音がするからだよ」 

『とをあけて  まわりをみまわすくいしんぼう』

「先生/どうして周りを見回すんだろうね？」 

「子/どれを食べようかさがしてるんじゃない？」 

「子/だれか見てないかさがしてるんだよ」 

か
く
し
た
お
か
し 

か
び
だ
ら
け 

ら
ℕ
ぱ
の
み 

こ
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う
ま
い
の
さ 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･･･というぐあいに、先生の問いかけに子どもたち

が絵の様子やことばの意味を考え、それを楽しみ

ます。 

 

  カルタことばがかなり浸透してきた第四段階

では、字が読めなくてもカルタ取りなどを

して遊べるようになりました。中には読み手を

買って出るような子どもも現れ、他種類のカルタ、

すごろくなど遊びも広がってくる時期です。 

 

そして第五段階は３学期。     

  このカリキュラムの仕上げとして参観会を設け、

保護者を園に招いて、クラスみんなで声をそろえ

て読み札を暗唱する「群唱」を披露します。 

これも普通にやったのでは面白くありません。 

予め絵札を数枚保護者に手渡し、順番に子どもた

ちに見えるように上げてもらうようお願いします。 

雛壇に整列した子どもたちは、一列目の保護者が

上げた絵札を見て、暗記した読み札を声をそろえ

て群唱します。二列目の保護者は、絵札を見せず

に頭文字だけ「あ」とか「き」とか言ってもらい

ます。子どもたちは、それを聞いてから群唱です。

三列目の保護者は、読み札の「下の句」を読みま

す。そして子どもたちが上の句から群唱。 

パーファクトに覚えきっている子どもたちは、

難なくすばらしいパフォー

マンスを見せてくれますので、

保護者の皆さんは「ほー！すごいね！」と喜んで

くれます。（それからカルタの注文が相次ぎます） 

 

  その後はオマケのお楽しみタイム！数人ずつの

テーブルに分かれて「親子カルタとり大会」を行

うのですが、さすがに大人は素早く、ホンキを出

されると４~５歳の子どもたちは太刀打ちできま

せん。しかし読み札は先生が読んでいるので秘策

があります。子どもたちが負けそうになると、「下

の句読み」に切り替えますと、子どもたちに勝機

がやってくるのです。 

 

  冒頭に書いた「話し言葉が順序正しく」話せる

ようになるための一つの型としてのカルタことば

の暗唱。このカルタを作ってくれたさとうわきこ

さんと、定番商品としてロングセラーしてくれて

いる福音館書店に感謝しつつ、今年も原町幼稚園

では、ばばばあちゃん好きの子どもたちが増殖中

です。 

  

ツルヤシュイチ 

（幼稚園勤務29年/うち園長10年目） 

http://www.haramachi-ki.jp 
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『幼稚園の現場から』	  
1133・「日除けの作り方」	  

原町幼稚園（静岡県沼津市）	  園長	  鶴谷主一	  

	 

紫外線から子ど

もたちを守る！	  
	  幼稚園園長の仕事は、デスクワー�クが多いので

すが、ウチのように小規模の園では「なんでも屋」

のように仕事をしています。経費節約は使命でも

ありますが、いろいろ工夫するのが好きな私は、

フィー�ルドワー�クも好きです。子どもたちとふれ

合う時間がなかなか取れないのが残念ですが、担

任の保育者では手が回らない園内の営繕や環境整

備、いわゆる裏方作業も時間をとって行います。	  

	  

	  オゾンホー�ルの破壊、温暖化などで、これから

の季節は子どもたちを有害な紫外線から守らなけ

ればなりません。数年前は珍しかった、首の後ろ

に日除けが付いた帽子もいまでは普通です。	  

	  これから暑い季節になりますので、子どもたち

の外遊びを保証しつつ紫外線を防ぐために、園庭

に日除けを設置しています。	  

	  園庭の日除けは、保育関連備品を扱う業者もこ

のところ力を入れてきて、品数も増えてきました

が、コストと広さが（経費をかけられない園には）

折り合いません。お金をかけた割には狭い範囲し

かカバー�できないのです。	  

	  以前私共が使用していた日除けテントは２畳ほ

どの広さで約1155万円。シー�トだけを発注しても

11..55mm×44..55mmの遮光率8800％のポリエステルメッシュ

製のシー�トで約２万円。しかも２kkggと重量もあり

ます。重量があるということは、設置にも丈夫な

柱やロー�プを使わなくてはならないので素人の手

に余る仕事になってしまいます。業者に頼むと、

ちいさくても数万円、広い範囲になると数十万円

の軽費を見なければならないでしょう。	  

	  

	  そこで！私がホー�ムセンター�を歩き回って見つ

けた、農業用の資材を使った「軽くて安くて簡単

に作れる日除け」のご紹介をします！ぜひ、皆さ

んの施設や家庭でも活用して子どもたちを夏の暑

い日差しから守ってあげてほしいと思います。	  

	  

まず、完成を見て下さい	  

	  園庭に張られた６枚の日除けです。	  

遮光率6600％、大きさは２mm×66..55mmが６枚。張り方が

アバウトなので隙間ができていますが、約7788㎡を

カバー�しています。昨シー�ズンは、７〜９月の約

３ヶ月常時設置したままで破れもせずに持ちまし

たので、今年で２シー�ズン目の使用となります。	  
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但し、台風が来たときは外して丸めておきました。

	  

	  次の写真は視点を変えて２階から見たところで

す。ロー�プは２階のベランダの手すりと園庭の樹

木に結び付けてあります。

	  

	  	  次は屋上のプー�ル上に張った３枚（奥の白い

ネット）ですが、こちらは海から吹く強風のため

破れるので１年ごとに取り替えます。ちなみに、

この３枚の材料費は８千円程度、作業時間は約１

時間です。白いネットを使う前は、業者製のＵＶ

カットメッシュシー�トを３枚（約1155万円）使って

いましたが、３年でダメになったばかりか、重さ

があったため、強風に引っ張られて鉄柱が曲がっ

てしまうというダメー�ジもありました。	  

	  

では、作り方の説明です。	  

《１》材料リスト	  

材料はいずれもホー�ムセンター�で手に入りま

す。	  主に農業用の道具売り場にあります。	  

（価格は私が購入したもので販売店によって多少

違うと思います）	  

	  

材料①遮光ネット	  

農業用の黒いネットは以前からあったのですが、

白が発売されたおかげで幼稚園の庭にも雰囲気

良く使えるようになりました。（白が置いてある

店は少ないかもしれません）	  

製品名「クー�ルホワイト」	  

（２ｍ×2200ｍのロー�ル//￥66,,998800円）	  

	  

材料②蝶型パンチ	  

遮光ネットと一緒に売られています。	  

ネットを竹に通すために必ず必要なものです。	  

●ネット１枚に1122個以上必要です。	  

（110000個入り//￥11,,228800）	  

	  

材料③結束バンド	  

電気工事コー�ナー�によく置いてあります。1155㎝以

上のものが良いでしょう。	  

蝶型パンチと竹棒をつなぐために使います。	  

●ネット１枚に1122本以上必要です。	  

（110000本入り//￥220000〜330000）	  

	  

材料④さらし竹	  

ネットは２メー�トル幅ですが多少伸びるので、ピ

ンと張るために３メー�トルのさらし竹を準備し

ます。	  

●ネット１枚に両側２本必要です。	  

（３ｍ１本//￥110000）	  
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材料⑤ロー�プ	  

いちばんのオススメは、防鳥網専用という３㎜程

度のポリエチレン製のロー�プが丈夫で、ほどきや

すく安価です。5500ｍで220000円程度だったと思いま

すが、なかなか売ってないので太さ３㎜程度の硬

めのナイロンロー�プがオススメです。	  

	  

材料は以上です。	  

①②はダイオ化成株式会社という農業資材メ

ー�カー�製です。お近くのホー�ムセンター�にな

い場合は参考までに。hhttttpp::////wwwwww..ddiioonneett..jjpp//	  

	  

使う道具は、	  

「のこぎり、メジャー�、ハサミ」	  

そして設置の時に脚立が必要になります。	  

	  

《参考：材料画像》 

 

	  

	  

	  	  

蝶型パンチ 

さらし竹３ｍ（なるべく太いものを購入） 

 

色や遮光率

によって数

種類有り 

残念ながら 

メーカーがわ

かりません 
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《２》作り方	  

手順①ネットの長さを決める	  

ネットを張る場所に合わせてネットの長さを

決めてハサミで切ります。	  

	  

手順②さらし竹を切る	  

両端が出ても構わないなら切る必要はありま

せん。細い方を切り落とし、約22..55ｍにします。	  

	  

	  

手順③ネットを竹に付ける	  

ネットの端を折り曲げ、蝶型パンチで挟み、結

束バンドで竹に取り付けます。６個程度で大丈

夫ですが、耐久性をよくするためには蝶型パン

チを増やすと良いでしょう。	  

◆先に蝶型パンチを付けてしまいます 

 
 

◆結束バンドでパンチを竹に付けます。 

	  

	  

手順④竹の両端にロー�プを結ん	  	  	  	  

	  	  	  で設置	  

完成したネットの竹の両端にロー�プを結び付

け、設置する場所に結び付けていきます。	  

ちょうど良いところに結ぶところが無ければ

業者さんに依頼してポー�ルや樹木を立ててお

くと毎年使えます。	  

	  

★慣れれば、２人で製作から設置まで１枚30分程

度でできます。 
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設置は、竹の棒とくくりつけるものとの間があい

ていても構いません。ロー�プで調節します。	  

	  地面と平行に上空に設置するだけでなく、西日

を防止するための「すだれ」タイプとしても有効

です。	  

	  

園の職員での作業が難しければ、保護者のお父さ

んや便利屋さんなどに方法を伝えてやってもらう

のも一案ですね。今年の夏も暑さが厳しいそうで

す、「日差しがねえ〜」とお困りだった皆さん、

ぜひお試し下さい。	  

	  

最後に、ロープの結び方ですが、図のふた結びが

便利です。緩むときは、ふた結びをもう一度繰り

返しておきます。参考にしてみて下さい。 

	 	 

参考「イラストでわかるひもとロープの結び方百科」	 

小暮幹雄著	 新星出版社	 

	 	 

ツルヤシュイチ	 

（幼稚園勤務30年/うち園長11年目）	 

http://www.haramachi-ki.jp	 
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『幼稚園の現場から』	  
1144・「避難訓練・津波対策」	  

原町幼稚園（静岡県沼津市）	  園長	  鶴谷主一	  

	 

震災から子ども

たちを守る！	  
	  前回は、紫外線から守る！というタイトルでし

たが今回は「震災から守る！」です。	  

最近の幼稚園や保育園は子どもたちをいろんなも

のから守らなければなりません。地震、津波、火

事、台風、放射線、高温（熱中症）、紫外線、流

行性の病気、不審者、アレルギー�、怪我、人間関

係、害虫、害獣、親？•･•･•･まず子どもたちが安心し

て生活できる前提があって、はじめて教育活動が

出来るということは、当たり前のことですが、挙

げればきりがありません。	  

	  

	  文科省の管轄下にある学校法人ですから、世間

で何か事件や事故が起こる度に、文科省から「お

宅は大丈夫ですか？」という文書がメー�ルで届き

ます。注意喚起だけの文書、対応を報告しなけれ

ばならない文書•･•･•･次々に届きますので、ほんとう

にいろんな事をそれぞれのケー�スに合ったレベル

で決めていかないと「守ること」に振り回されか

ねない状況もあります。	  

	  

	  そんな中で、今できる最高レベルでの対応をし

て、その内容を利用者（園児の保護者）に周知し

なければならないのが「震災」への備えです。	  

	  

	  

静岡県の現状	  
	  静岡県はもともと東海地震の発生地帯というこ

とで、学校の耐震化は他地域の約２倍の基準で（全

国基準IIss値00..66に対し県基準はIIss//EEtt値11..00）積極的に

耐震化を進めてきました。そのおかげで県内学校

の県基準の耐震化率は私立幼稚園で9922..44％（平成2233

年度）と高く整備されています。	  

	  

	  原町幼稚園も22000099年に園舎を建�て替え、耐震化

の非常に高い構造でしたので、震災前は地震と火

事の想定で避難訓練を行っていれば、ほぼ安心と

いう心持ちだったのです。	  

	  しかし、22001111年の33..1111東日本大震災以降、原町幼

稚園の避難訓練もやり方を大幅に変更しました。

今までは頭の片隅にしか存在していなかった「津

波」が、その大きな脅威を伴って「どうするんだ！」

と迫ってきたからです。	  

	  それまでは東海地震だけだったのに、南海トラ

フ巨大地震という最大級の想定が現実味を帯び、

耐震性だけで無く非構造部材（建�物にあとから付

けてあるもので天井板などの落下物）の対策など、

新しいデー�ター�に基づき新たな対応が生じてくる

とともに「これで大丈夫」という気持ちは常に持

てなくなってしまいました。	  

	  これは日本中の海岸線のそばに住む人々に共通

することだと思いますが、通学区に境界のない幼

稚園や保育園では、その影響が顕著に現れました。

翌年から沿岸部にある園の入園児数がガクッと減

り、内陸部の園がグッと増えたのです。静岡のあ
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る地域は２クラス分、約6600人以上の人数が動いた

ところもあるのです。原町幼稚園も海から550000ｍに

位置しますので影響は避けられませんでした、更

にあれから３年経ち現在は、じわじわっと人々が

内陸に移動し始めているのを感じます。	  

	  

	  さて、本題に戻しましょう。	  

原町幼稚園の避難訓練は主に地震と火事の２種類

に分けられますが、今回は地震について書いてい

きますが、まず33..1111前の訓練手順を見て下さい。	  

	  

①「地震が発生しました」という放送を入れ

る。或いは鐘を鳴らしながら避難を喚起す

る。 

②机の下に隠れて落下物から身を守る。（放

送がなくても揺れたら隠れる習慣づけ） 

③「ゆれが治まりました、避難を開始して下

さい」という放送があったら避難開始。 

④防災ずきんをかぶり、ハンカチで口を押さ

えて先生について外に出る。 

⑤このときに「お・か・し」のきまりを守っ

て速やかに避難場所の園庭へ移動。 

⑥園庭に着いたら先生に点呼してもらい、全

員の安全を確認する。 

	  以上が子どもの動きです、職員は人数把握、初

期消火や通報訓練などの動きを確認します。	  

	  

《お・か・し》のきまり 

・押さない 

・駆けない 

・喋らない 

たいていの幼稚園で取り入れられていると思いま

すが、「駆けない」が子どもにわかりにくいので

「走らない」だよ、と言い換えたりします。「お

はし」のきまりでも良いわけですね。	  

園庭から屋上へ	  
	  33..1111以降、大きく変わったのは避難場所です。そ

れまでは「建�物から離れる」ことが避難の大前提

だったわけですが、津波から逃げるには少しでも

高いところへ移動しなければなりません。残念な

ことに原町幼稚園の周辺には高台も無ければ、1100

分以内に逃げ切れるような高くてしっかりした建�

物はありません。「園舎の屋上に逃げるしかない」

という結論でした。	  

	  22001133年６月に公表された「静岡県第４次地震被

害想定」のレベル２（最大クラスの地震・津波想

定）によると、沼津市の建�物全壊、焼失は約66,,000000

棟、最大津波高は1100ｍ。	  

	  幸いなことに園周辺の津波は22..88ｍで1177ｍ高の堤

防でじゅうぶん防げる想定でした。駿河湾の海岸

線が直線的な地形になっているからかもしれませ

ん。正直ホッとしました。	  

	  幼稚園の建�物は地震での倒壊は無いと言い切れ

るほど頑丈なので、屋上に逃げられるわけです。	  

デー�ター�をいいますと、海抜８ｍの地面に２階建

ての園舎、その屋上までの高さが７ｍあるので、

もし堤防が決壊しても15ｍを確保できています。	 

では、安心かというと、先に書きましたように「こ

れで大丈夫」という気持ちにはなかなかなれない

ものです。	 

	 「もし、想定以上のものが来たら･･･」というこ

とは常に頭にあるわけです。そこで助かる可能性

が１％でも高くなるならばそれを実践しようと、

ライフジャケットを導入することにしました。	  

	  では次のペー�ジで今年度第１回目の避難訓練の

計画書をご覧下さい。	  
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平成 25年度 第１回避難訓練（地震・津波訓練） 
 
《ねらい》  

○命を守る大切さを知り、そのためにどう行動すれば良いかを身につける。 
○地震発生時の行動の仕方と避難の仕方を覚え、実際に地震が発生したとき、冷静に的確に行動
ができるようにする。 
○押さない、駆けない、喋らないの３つのきまりを守り先生の指示を聞きおちついて避難する。 

（教職員） 
○園児を安全に速やかに避難誘導し、いのちを守る対応が的確にできるように訓練する。 
○一人の見落としもなく、全員の避難を速やかに確認する。 
○日頃からの出席人数の把握を習慣づける。 
☆屋上に避難することの問題点、対策、避難後の対処などを洗い出す 
想定される問題：混雑、所要時間、広さ、火災時の対処、必要なもの、滞在時間･･･ 

 
《日時》2013 年５月 20 日（月） 10 時 20 分開始 
 
《訓練内容》 

①地震発生という想定で、園内放送を流す。 
  →・机の下などに隠れる ・ドアを開ける ・出席簿を持つ 
②ゆれがおさまったという想定で、園内放送を流す 
③避難開始 
１）年少・年中は屋上へ →人数確認→人数報告→ライジャケ装着 

※ライジャケの装着が出来た子どもはしゃがみ、まだの子どもは立って待つ 
 ２）年長は一旦わくわくホールへ→人数確認→人数報告→ライジャケ装着→装着後屋上へ 
④１階から上がる職員（※職員名）が火災の有無を確認し、携帯電話、名簿をもって屋上へ 
⑤揃ったら再度人数確認→人数報告 
⑥避難誘導完了→避難訓練についての話→解散 
※この後「待機」と情報収集、情報発信 

 
《事前準備》 

○各クラスにて地震の際の避難のしかたについて話をしておく。紙芝居の活用等。 
◎うくっしょんを装着練習し、ハーネスをゆるめておく。 
 仰向けで浮くことで安心なことを聞き、床で楽しくリラックスしながらシミュレーションして
おく。※ことさら脅さないようにする。 
 
○避難の仕方について確認する。 
・地震の時は、まず落下物や倒れてくるものから身を守り、あわてて飛びださないこと。 
・誘導に従い、お・か・し、のきまりを守って避難すること 
・保育室に残ったり、隠れたりしないで、先生の誘導に従うこと 
・狭い屋上で人数を数えるので、数えやすいようにクラスごとに並ぶこと 
・ライジャケの装着手順の練習 
 
◎普段から行っておくこと 
・クラスの出席人数を常に把握 
・園生活マニュアルで地震発生時、東海地震注意情報などの対処について読んで確認しておく。 
○園用「うくっしょん」の確認 
〇全園児名簿と災害マニュアルを屋上に常備 ・備蓄品の管理 ・情報発信のための準備 
◎園バスコースでの避難場の指定と確認 
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計画書を見て頂くとわかるように、	  

＊防災ずきん → ライフジャケット 

＊園庭に避難 → 屋上に避難 

＊点呼で終了 → 点呼の前にライジャケ装着 

の３つが大きく変更されました。	  

	  避難訓練は、何回も繰り返して身体に動きを覚え

させるものですから、つい園庭に逃げ出さないよう

に頭を切り換えなければなりませんでした。	  

	  

	  年間６回の訓練を行いますが、年少児が入園して

落ち着いた頃に、第１回目を行います。もう少し早

くても良い気がしますが、避難訓練の緊張感がこわ

くて幼稚園が嫌になってしまう子どももいるので、

最初は落ち着いて段取りを覚える事を目的としま

す。回を重ねていくと、自由に遊んでいる時間や抜

き打ちの時間に訓練を入れてバー�ジョンアップし

ていきます。	  

	  

ライフジャケット	  
ライフジャケットを全員が装着し終わる目標時間

は５分です。ライフジャケットの導入から扱いにつ

いて説明します。	  

■浮くっしょん	  

	  22001122年度から防災ずきんをやめてライフジャケ

ットに切り替えました。数ある種類の中から選んだ

のは、モンベル社の浮くっしょん。レジャー�用と違

って津波対策として開発されたことと、クッション

タイプで管理が整然とできる点を評価しました。	  

ただ、装着すればOOKKではなく練習が必要だという

ことが後にわかったのですが、これは後述します。	  

「浮くっしょん//モンベル製」	  

hhttttpp::////aabboouutt..mmoonnttbbeellll..jjpp//rreelleeaassee//ddiisspp..pphhpp??iinnffoommaattiioonn__iidd==116677	  

■整備の手順	  

	  ライフジャケットを園の備品として備えること

も考えましたが、個々に購入して頂くことにしまし

た。ネー�ムプレー�トに個人情報を書けるので、万が

一流されたときに個人が特定できることと、避難時

に職員が速やかに子ども本人に浮くっしょんを手

渡�すことができるように、背にマジックで大きく名

前を書くためです。	  

園児以外の来園者、大人用、休日の預かり保育の子

ども用は園で備えました。	  

■置き場所	  

	  浮くっしょんの売りの一つがクッションとして

普段使いつつ非常時に装着できる、というものです

が、幼稚園では自分のクラスに常に居るとは限らな

いので、まず屋上に行け！その次に浮くっしょんを

装着しよう。という流れにしてあります。	  

なので、屋上にクラスごとに袋（IIKKEEAAの大きいブル

ー�の買い物袋がピッタリ）に入れて常備し、長い休

みは家に持ち帰ります。ほんとうは、毎日持ち帰る

ほうが良いと思いますが、子どもの持ち物が増える

ことと管理を考えると、毎日は難しいと考えました。	  

■練習が必要	  

	  浮くっしょんは、流れてくる瓦礫から頭を守り、

水中で足が障害物にぶつかったり引っかかったり

しないように、仰向けの姿勢で水面に平行《ラッコ

ちゃんの姿勢》で浮かぶように設計されています。	  

レジャー�用の物だと力を抜くとうつ伏せに倒れて

しまう危険がありますが、浮くっしょんは気を失っ

ても気道を確保するというコンセプトになってい

ます。	  

しかし、仰向けがこわいのです。	  

水慣れしていない子どもたちは仰向けになること

ができません。ざっと数えてみると仰向けて問題な

く受けるのは年少児の2200％、年中児は5500％、年長児

は8800％でした。これでは本番に役に立たない。	  

そこで練習が必要になるのです。	  
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ほら、じぶんでういてるよ！ 

	  

今年の夏に保護者向けに発行した園便りをご覧下さい。	  

☆ライフジャケット・浮くっしょんの練習を！	  

 夏休みに、浮くっしょんを持ち帰ります。 
昨年は東部スイミングスクールさんの協力を得て大きなプールで着用訓練を行いましたが、いきなり大きく
て深いプールに行くのは抵抗感が大きいだろうということから、今年は園のプールでやってみました。安心感
があったようで、最初怖がっていたお友だちも、徐々に慣れる様子が見られました。（年中長） 
年少さんははらっぱ発行の前に訓練ができませんでしたので、夏休みに家庭でやっていただく練習に期待し
ます。水慣れしてしまえば、なんでもないことですが水が怖いお友だちは、なかなか仰向けに浮くことができ
ません。ご家庭でもいざという時に備えて浮くっしょんの練習をしておいて頂きたいです。 

 

☆練習のポイント 
■最初に！正しく装着すること！ 
・ウエストベルト、股ベルトはしっかり締めて身体にライジャケを密着させる。（必要以上に締めすぎない） 
・バックルがしっかりしまっているか確認する。 
※ベルトがゆるいとクッションだけ浮いて 
	 自分は沈んでしまいますので注意して下さい。 
 

■浮くっしょんを装着しての練習手順例（参考に！） 
『ラッコちゃんになろう！』 

①大人が支えながらゆっくりと仰向け 
 （ラッコさん浮かび）に浮かべて引いてあげる。 

◀point：恐怖心を持つと身体を固くしたり、手足をバタつかせて
不安定になってしまいます。あくまでもやさしく、身体をつか

んで横向きに、慣れてきたらクッションで頭を包むように持っ

てあげて気持ちを安心させながら仰向けでゆらゆら引っ張っ

てあげます。とにかくリラックスリラックス！ 
 

②慣れてきたら、徐々に手を離して 
 自分だけで浮いていることに気付かせる。 

◀point：頭をホールドしていると安心感があって、子どもの手はおな
かのおにぎり型のクッションの上に、ラッコちゃんの姿勢完成で

す！そしたら、「ちょっと手を離してみるよ〜」とゆっくり離して自

分だけで浮いていることを感じてもらいます。このとき、耳に水が

入るといやがる子がいるので徐々に慣れていきましょう。 
	 浮くっしょんをつけると浮いた姿勢から立ち上がりにくくなるの

で、不安になったら起こしてあげます。 
 

③浮かぶことに抵抗がなくなったら、バタ足で進んでみる。 
 

◀point：ここまでくるとかなり良いです。手も使って仰向けカ
エル泳ぎのように進むことも出来ます。更に自分で自由に体

勢を変えられれば完璧です。泳げなくても、浮くっしょん頭が

ホールドされているので安心やレジャー用ライジャケを付けた

まま海や川で楽しめます！ 
※レジャー用ライジャケもバランスを崩すとひっくり返って起きられな

いことがあるので練習は必要です。 

  

持ってるからだいじょうぶだよ 

	 	 

頭がホールドされているので安心 
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この手紙の最後は次の文章で締めくくっています。 

さいごに！とっても大切なこと！ 

練習というと、一生懸命やり過ぎる大人の方がいます！ 

なかなかできないとイライラしたり、口調がきつくなったり。子どもは、水がこわいのに、も

う一つこわいことが起こって練習どころではありません。泣き出してしまったりして、二度と練

習したくなくなります。･･･これでは逆効果になってしまいますので、 

子どもにとってはあくまでも “たのしい水あそび“ としてお子さんの性格に合わせ
て取り組んで下さい！ 

 

 

 

 さて、今回は津波の心配の無いところに住んでいらっしゃる方には現実味の無い話題

だったかもしれません。ライフジャケットを園用とは別に家庭用として購入される保護

者の方は、初年度は数人いらっしゃいましたが、現在はほとんどいません。すでに防災

意識も薄れてきたのか、第４次想定で安心したのかもしれません。 

 私のオススメは、幼児～小学校低学年のお子さんを持ちの方は、ライフジャケットを

持っておくと良いですよ、ということです。夏の水の事故も毎年減りませんが、海や川

のレジャーの時に子どもに浮き輪では無くライフジャケットを装着させることで、一緒

に遊ぶ親の安心感は倍増しますし、行動範囲も広がります。防災意識も高められ、いざ

という時に浮けば助かるんだ、という意識を持っていられるようになるでしょう。リビ

ングのソファーに、それから自家用車にも装備しておくと、いつどこで津波に遭っても

助かる確率０％か１％以上の可能性か、その違いは大きいと思います。 

 

	 	 

ツルヤシュイチ	 

（幼稚園勤務32年/うち園長11年）	 

http://www.haramachi-ki.jp	 

mail：osakana@haramachi-ki.jp	 
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『幼稚園の現場から』	  

1155・「子ども子育て支援新制度を考える」	  
原町幼稚園（静岡県沼津市）	  園長	  鶴谷主一	  

	  

	  マガジン1111号からは、原町幼稚園の具体的な

実践活動を書いていこうという計画でしたが、

今回は脱線します。巷では特定秘密保護法の複

雑さ、曖昧さを残したままの強行採決が問題に

なっていますが、いまどきの私どもの業界では

それに匹敵するぐらいの変革、今後の幼児教育

の行方を左右する一大事が進められようとし

ているからです、そのことをお伝えしようと思

います。	  

	  

	  マガジン第３号（22001100年1122月号）で幼保一体

化の問題が勃発したことを書いていますが、そ

の流れが民主党政権から自民党政権に変わっ

て紆余曲折を経て、消費税が８％に上がること

が決定されたことを受け、現実味を持って動き

出しています。	  

	  この３年間に現場もかなり変わってきまし

た。ごく僅かだった「認定こども園」数も増え、

現在準備を進めている園も目に見えて増えて

きています。	  

	  子ども子育て支援新制度は、子ども•･子育て

関連３法という３つの法律に基づき	  

①	 幼稚園、保育園への補助金の出し方を共通

の給付に一本化する	  

②	 幼保の機能を併せ持つ認定こども園制度

を整備	  

③	 地域の実情に応じた子育て支援の充実を

目指す。という内容で構成されています。	  

しかし戦後ずっと縦割り行政のもとで幼

稚園は幼児教育、保育園は養護養育を目的

としてやってきた二つを一緒にしようと

いうことですから一筋縄ではいきません。	  

	  それはさておき、たとえば、あなたが専業主

婦で22001133年のいま、１歳のお子さんを子育て中

だとしたら•･•･•･２年後の22001155年４月には３歳に

なって幼稚園入園の時期になりますね、利用者

の立場からこのシステムを見てみましょう。	  

	  今までは、働いていたら保育園、働いてなけ

れば幼稚園、というシンプルな選び方が前提に

あったわけですが、22001155年からは保護者の就労

状況により、まずこどもの認定を受け、保育園

も入れて合計５タイプから選ぶことになりま

す。（お住まいの地域に全タイプあるとは限りません）

以下の表をご覧下さい。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	  

■こどもの認定	  
新制度になると入園前に市町村の窓口で、保護者の就労状況によって勤務証明書などを提出して事務手続

きをしなければなりません。子どもは表のように「認定」されます。	  

（１号は園で簡易的に認定できる可能性有り）	  

認定区分	  区分の内容	  想定する保護者層	  

１号認定の子ども	  満３歳〜５歳児で「教育時間認定」を受けたこども	  専業主婦家庭	  

２号認定のこども	  
上記に加えて「保育認定」を受けたこども	  

就業時間で短時間と長時間に分けられる見込み	  
パー�ト・フルタイム就業者	  

３号認定のこども	  ０〜３歳児未満で「保育認定」を受けたこども	  同上	  
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■施設のタイプ	  
現在の国の認可施設は、幼稚園、認定こども園、保育園の３タイプ。	  

22001155年からは認可施設が５つのタイプに分かれます。（まだ審議中のものもあり、今後変わる可能性もあります）	  

タイプ	  入園対象児	  開園時間	  かかる費用	  施設の特徴	  

１	  

現行の	  

幼稚園	  

３歳〜５歳	  

	  １号認定	  

	  

４時間以上	  

預かり有り	  

長期休み有り	  

園で決めた納付金	  

	  --	  就園奨励費	  

幼児教育無償化案

も進行中	  

学校教育法に基づき教育を提供する施

設。国の政策誘導で今後減少していく

のでは？という見方もあるが未定	  

◇お弁当＆給食	  

２	  

施設給付	  

を受ける	  

幼稚園	  

３歳〜５歳	  

	  １号認定	  

	  

４時間以上	  

預かり有り	  

長期休み有り	  

所得に応じて行政

で決めた保育料（公

定価格）	  

++園独自の費用	  

特段の申し出がなければ現在の私立幼

稚園はこのタイプになる	  

１号認定者には幼稚園と違いは無いが

２号短時間の方は公的補助を満額受け

られない可能性も•･•･•･	  

◇お弁当＆給食	  

３	  

幼稚園型	  

認定こども園	  

０歳〜５歳	  

	  １号認定	  

	  ２号認定	  

1111時間以上	  

日祝以外開園	  

所得に応じて行政

で決めた保育料（公

定価格）	  

++園独自の費用	  

開園時間は長いが、乳児を預かる設備

がないため、給食も外部搬入で対応	  

長時間に対応する保育士が勤務	  

◇基本的に給食（調理室不要）	  

４	  

幼保連携型	  

認定こども園	  

０歳〜５歳	  

	  １号認定	  

	  ２号認定	  

	  ３号認定	  

1111時間以上	  

日祝以外開園	  

所得に応じて行政

で決めた保育料（公

定価格）	  

++園独自の費用	  

全てのケー�スの保育時間、年齢に対応

できるが幼保両方の設備を備えなけれ

ばならないので、数は少ない見込み	  

◇完全給食	  

５	  

現行の	  

保育園	  

０歳〜５歳	  

	  ２号認定	  

	  ３号認定	  

1111時間以上	  

日祝以外開園	  

所得に応じて行政

で決めた保育料	  

ほとんどの保育園は現行のまま残る見

込み。現行の規則では保育要件を満た

さない場合は退園	  

◇完全給食	  

備考	  途中で認定が変

わっても保育園

以外は退園しな

くて良い	  

都道府県に

より開園時

間には差が

ある	  

いずれも制服や道

具、行事費などは実

費	  

この他に、施設設備が基準に達してい

ない無認可施設もあるが、そちらは地

域の子育て支援という形で補助の対象

になるかも	  

国の目標	  全ての子どもに

平等な教育と保

育を提供！	  

認定こども

園の促進に

より待機児

童解消！	  

消費税により確保

できた財源を子育

て分野へ投入予定	  

だが消費税1100％UUPP

実現迄は財源不足	  

幼稚園は文部科学省、保育園は厚生労

働省の管轄という縦割り行政を解消す

るために内閣府で給付を一本化しよう

としたが、調整過程で逆に施設が多様

化してしまった。	  

※預かり保育とは、現行幼稚園で概ね保育日の保育後1188時前後まで保護者のニー�ズに合わせてこどもを預かるシステ

ムで、費用は園独自に設定、夏休み等の長期休業日にも実施する園も増えてきている。	  

	  

●入園を目的に、もっとわかりやすく表にしてみました	  

	  １号認定	  ２号認定	  ３号認定	  	  

１現行の幼稚園	  ○	  原則×	  ×	  専業主婦家庭専用の園になるイメー�ジ	  

２施設給付を受ける幼稚園	  ○	  原則×	  ×	  １とは納付金等の扱いが異なる	  

３幼稚園型認定こども園	  ○	  ○	  ×	  長時間預かれる幼稚園のイメー�ジ	  

４幼保連携型こども園	  ○	  ○	  ○	  時間年齢にかかわらず全ての子どもに対応	  

５現行の保育園	  ×	  長○短×	  ○	  専業主婦家庭と短時間勤務は不可	  
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●利用者の立場から見ると	  

▲現状のデメリット	  

例１：幼稚園にお子さんが在園中にフルタイムの仕

事を始めた場合、祖父母などのサポー�トがな

い家庭は保育園に転園しなければならなくな

るでしょう。	  

	  

例２：保育園では長子が在園中に第二子が生まれて

育児休業をとった場合、保育に欠ける要件が

なくなり、長子は退園しなければならないケ

ー�スもあります。仕事を辞めた場合も同様に

子どもも退園しなければならなくなります。	  

	  

▲こども園で解決！	  

	  こども園ならどちらの場合でも、こどもの認定を

１号から２号、あるいは２号から１号に変更し保育

時間を変更するだけで退園や転園の必要はありま

せん。子どもにとっても園を変わらなくて良いので、

気持ちも安定し、継続して教育•･保育を受けられる

というメリットがあります。更に、急用の場合に未

就園児を預かる一時保育（園が設けるオプション）

にも対応できるので、［子どもを預ける］というシ

ステムだけ見ると、こども園が便利といえます。	  

	  

▲制度全体のメリット	  

	  公的補助の平等化	  

	  現行の利用者負担（保育料等の納付金）をみると、

保育園は所得により負担額が決められ、子どもの年

齢によっても額が変わるので比較しにくいのです

が、地方の一般的な幼稚園の保育料と同額程度で	  

長時間の預かりと、給食、そして土曜休みや長期休

みも無く子どもを預かってくれます。第二子は保育

料半額、第三子は無料、入園料もありません。親の

負担が軽減される代わりに公費が保育園に投入さ

れているわけです。	  

同様に公立幼稚園は保育料を安く抑えています。	  

沼津市の例（保育料）を挙げますと、	  

私立平均約1177,,553355円に対し公立は66,,330000円で、	  

私立では約3300,,000000円かかる入園料もタダです。	  

逆に教員の初任給を見ますと、４大卒の差額は

2244,,887766円公立のほうが上回っています。	  

そのぶん公費が投入されているのです。	  

「私立は個人が選択して入園させているからいい

んだ」というのが建�前でしたが、少子化対策の狙い

もあって、この格差を是正しようという考えです。

同時に幼児教育無償化の動きもあり、目が離せない

状況です。この不平等が今回の制度で上手に調整さ

れることを願っていますが、現状を見る限りでは難

しそうです。	  

	  

▲教育的なメリット！になるか？	  

	  今まで子どもを一定時間安全に預かっておけば

いいんだ、という意識の園があったとすると、今後

は子どもの発達のためにどんな活動を計画し、どう

実施していくか真剣に取り組まなければなりませ

ん。その取り組みは「教育内容」として利用者に評

価され、質の高い教育•･保育を行う園が選ばれてい

くことになると思うのです。	  

	  新制度本来のねらいはここあると思うのですが、

利用者の側に「質の高い教育•･保育」とはどんなも

のか？選び取る目が必要になり、方向がずれてしま

うと目先のサー�ビス合戦や、PPRRのうまい園、資本力

のある園に人が吸い込まれ、地味でも子どもの発達

に大切な教育を行っている園が潰されてしまうと

いう懸念が残ります。	  

	  幼児教育のあり方は多様なので、どんな教育が質

が高く良い教育なのかは、判断が難しいところです

が、これからお子さんを入園させる皆さんは是非と

も、目先のことに惑わされず、保育方針に共感でき

る園、園児がイキイキと活動し、保護者や保育者の

関係が良い雰囲気の園を選んで頂きたいと思いま
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す。その選択が今後の幼児教育界をレベルアップさ

せてくれると信じます。	  

	  

事務屋ですから	  

	  余談ですが、新制度のことを市の子育て支援課と

相談したときに「保育の質を確保できるような制度

にしないと•･•･•･」という話をしました。その返事を

きいてがっかりしました。「私らは事務屋ですから、

それは無理です。粛々とニー�ズ調査をして需給調整

をして、国で決まったことをやっていくだけです。

理念や教育のことは教育委員会で話してください」

と突き放されたのです。	  

	  新制度は市町村がその実施主体となるのですが、

幼稚園からこども園に移行し、この課が担当になる

のかと思ったら、幼児教育の意味、ましてや質の良

い保育・教育とは何かわかってくれるのだろうか？

不安が募りました。	  

	  

●リミットは来年夏！	  

	  	  端から見るとたいして変わりが無いように見

える幼稚園と保育園。しかし長年縦割り行政下で監

査を受け、それぞれ別のやり方で運営してきた両者

は、職員の勤務態勢や会計基準から園舎の設置基準

（たとえば階段の高さ）まで異なり、経営体質は似

て非なるものと言えます。それを同じ土俵に上げよ

うというのですから、非常に難しいものがあります。

調整しなければならない課題は山積みで、現在も担

当者の会議、そして省庁間、幼稚園、保育園各団体

との折衝が進行中です。	  

	  

	  新体制に移行しての経営計画を描くための具体

的な公定価格（経営の基本となる保育料）の額が出

るのが来年４月といわれていますが、施行が再来年

の22001155年と決まっているために、園児募集を始める

来年の夏までには幼稚園として４つの選択肢の中

から１つを選ばなければならないのです。４月に数

字�が出て、約３ヶ月で決めて準備をして、保護者や

入園希望の保護者の皆さんにお知らせして、募集要

項を作り•･•･•･私たちも市町村の担当者も恐らくきり

きり舞いの大忙しでしょう。（内輪の話でした）	  

	  

ふとした疑問	  

	  そんなにたくさん長時間の保育を利用する子ど

もっているのでしょうか？	  

沼津市には待機児童はいませんし、年度当初には定

員割れしている保育園もあちこちに見受けられた

のです。都市部はニー�ズがあるにしても、ニー�ズが

無いところにまで同じ制度を導入する必要がある

のか？多くの市町村で子どもの認定をはじめ、事務

量も増えますので増員や係の新設も行われ、経費も

かかるんですが•･•･•･。	  

	  

	  

押してあげるね（写真と本文は関係ありません）	  

●気になっていること	  

	  現代の風潮では、働く親を支えることが育児支援

の最前線になっています。	  

少子化を抑え、家庭にこもっている女性も外に出し

て労働者を増やし税収アップも狙う。	  

国の発展としては大切なことでしょう。	  

	  反面「三つ子の魂百まで」という言葉が薄れ、３

歳までは親が育てることが大切だという概念に科

学的根拠が無い時代遅れの考えという声が大きく
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なり、育児のアウトソー�シングを正当化し、「仕方

なく長く預ける」感覚から、「預けるのが当然」と

いう感覚にシフトしていく。	  

	  そういう時代だからと慣れれば良いのでしょう

が、“慣れる”ということはそれまで気になって

いたことが気にならなくなるということですね。	  

そうなる前に、気になることをここで書いておこう

と思います。	  

	  

次の文章を読んでみて下さい。	  

保育園の先生が「現代子育て事情」というテー�マで、

ある会報に書かれたものです。	  

	  

■エピソー�ド１	  

--------------------------------------------------------------------------------	  

現代子育て事情	  

『ネットの出会い系サイトで結婚相手を探して

結婚し、赤ちゃんが生まれたら、スマホでゲー�ムを

しながら授乳。赤ちゃんはつぶらな瞳でお母さんを

見つめているけれどお母さんの目も心もゲー�ムに

夢中！赤ちゃんがむずかったら、スマホのアプリで

あやす。外に出るときは、ファッショナブルなスリ

ングで前抱っこ（対面抱き）するので、赤ちゃんは

視線をさえぎられてお母さんの胸元しか見えず、外

界に目を向けることはできません。赤ちゃんが泣く

とヘッドホンで音楽を聴き、泣き声をシャットアウ

トして過ごすお母さんもいるそうです。	  

少し大きくなった子どもが言うことを聞かなく

なったらスマホに鬼を呼び出して震え上がらせる

といった子育てが実際にあります。親子ともども、

生身の人間に関わることなく日々が過ぎていって

いるのです。	  

保育園に迎えに来ると、すぐバッグからゲー�ム

機を出して子どもに与えるお母さんの姿も見受け

られます子どもに声をかけることも、抱き上げるこ

ともありません。こうした保護者に、子どもにとっ

て大切なことを伝えようとしてもなかなか聞いて

頂けません。そして画像に囲まれて過ごしている子

どもは、人とスムー�ズに応答できない場合が多くな

っているように思います。	  

今、保育は、子どもたちときちんと向き合い、

しっかり応答してくれる人間のモデルとしての役

割が大きく求められると考えます。子どもたちが、

将来人と人との温かな関わりが持てる大人に育つ

ために、保育園では親育がとても重要な課題になっ

ていると思う昨今です。』	  

--------------------------------------------------------------------------------	  

	  現場の先生が書かれたものですが、決して大げさ

な話でもなく、逆に多くの保護者に当てはまること

でもありません。一部の人はここまで来てしまって

いるということで、徐々にその数は増えているよ、

という事実だと思います。	  

	  

	  もう少し現場の様子をあげてみましょう。	  

■エピソー�ド２	  

	  私の園では月に２回、未就園児を対象に「ばあば

とあそぼうDDaayy」を設けて自由に遊びに来てもらっ

ています。保育園を定年で引退したおばあちゃん先

生が一緒にあそびながら育児のアドバイスをする

ということがねらいです。	  

「オムツはそろそろとったほうがいいかしら？」	  

以前なら自分の親に聞いていたことをばあば先生

に話してくれます。逆にネットで調べすぎて混乱し

てしまったり、原因不明の湿疹ができたので皮膚科

に駆け込んだら汗疹だったという事例もあがって

きます。	  

	  そのおばあちゃん先生が「最近のお母さんは、子

どもと話をしないね〜、砂場で遊んでいてもスマホ

を見ていてさ•･•･•･」と話してくれました。子どもが

砂で何かご馳走を作っても、「できたの？」ぐらい

で「わー�、おいしそう！」とかリアクションがない
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ばかりか、一緒に砂を触らないお母さんが目立つと

いうのです。	  

	  

■エピソー�ド３	  

	  残念ながらこの現象はお母さんだけではありま

せん。先日私の妻（保育園副園長）がブツブツ言っ

ていたことは「若い先生ったら、乳児に給食を食べ

させるときに黙って口に運んでいるんだよ•･•･•･」と

カッカしていました。	  

若い保育士は若いお母さんとほぼ同世代、考え事で

もしていたのでしょうか？乳児の口に黙々とスプ

ー�ンで離乳食を運んでいたというのです。「お口あ

ー�ん、おいしいね〜」など常に声をかけながら援助

するように！と具体的に指導したそうです。妻いわ

く「こんなことまで指導しなくちゃならないんじゃ、

手がいくらあっても足りないわ！」	  

	  子どもが好きで、保育士を仕事に選んだ人でさえ

こんな感覚で子どもと接しているのですから、スマ

ホでゲー�ムをしながら授乳も“ふつう”？	  

「だって赤ちゃん話できないじゃん、おっぱい飲ん

でるし」で済んじゃうかもしれませんね。	  

育児、保育力の低下は全国的なレベルでじわじわと

進行しているように思います。	  

	  

■最後にもう一つ、最近のエピソー�ド４。	  

	  近隣の幼稚園園長に聞いた話です。園児の間で鬼

の躾アプリが話題になり「わるいことしてるとオニ

がくるよー�」という話を聞いた、少し過敏な子ども

がパニックを起こして、こわいこわいと机の下に隠

れて出てこなくなった笑えない話。	  

私の園では「このようなアプリは使わないように！」

と園便りで警告を出しました。	  

便利さの陰で	  

	  私たちは気づいているはずですが、「子どもはそ

れなりに育つ」という漠然とした思いは、基本的な

育児力が親をはじめ周囲の大人に備わっていては

じめて成り立つ話であって、それが通用しなくなっ

てきている「親」が増えつつあることに目を向けな

ければなりません。	  

	  親もしかり、自然に親になれるのではなく子育て

の苦労や喜びを時間をかけて体験しながら親とし

て成長していけるものだと思います。	  

	  保育士も同様です、３年前に同じように黙々と乳

児の相手をしていた先輩保育士は、今は自然体で、

にこやかにおしゃべりしながら０歳の乳児と“会話”

できるようになっているのですから。	  

	  保育士も教員も資格や免許を持っているだけで

は、ほんとうの保育者になれない。子どもとの時間

が育ててくれるものなのです。	  

	  

	  そこにきて保育時間の量的拡大を目標に、「どん

どん預かろう！」「子育ては社会全体で！」という

新制度が立ち上がるわけです。制度ができてしまう

と、免罪符をもらったかのように預けることに何の

抵抗感も感じない親が増えるのを懸念しています。	  

親の変化は、子どもの育ちにダイレクトに影響する

ことは私たち現場の人間がいちばんよく感じてい

ることです。	  

子どもを産むだけで親になれるのか？	  

子どもを社会の一員として育てる責任感は

持てるの？	  

母性本能を呼び覚ます装置は封印？	  

	  

そして預かる側の仕事量は増大する見込み。	  

現場は対応できるのか？	  

保育士や教員の確保はできるのか？	  

これで少子化に歯止めがかかるのか？	  
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親子関係が希薄になり、幼児教育が混乱す

れば、学校教育の混乱は必至！	  

疑問満載で22001155年に開始！	  

•･•･•･気になることだらけです。	  

	  

	  

わあ〜！！（写真と本文は関係ありません）	  

	  

●良い方向へ！	  

	  子ども子育て関連３法案の理念は	  

「保護者が子育てについての第一義的責任を有す

るという基本的認識の下に、質の高い幼児期の学校

教育と保育の総合的な提供、地域の子ども・子育て

支援を総合的に推進する」という素晴らしいもので

す。	  

	  残念ながら、大多数の親が持っている願い	  

「子どもが小さいうちは自分で育てたい」を実現す

るものではありません。これを子ども目線で言い換

えると「子どもは、小さいうちは自分の親にしっか

り関わって育ててほしいと願っている」それは幼稚

園でも、保育園でも子どもたちを見ていると本当に

そう感じますし、しっかり関わってもらっている子

どもは精神的に安定しています。	  

	  無い物ねだりをしても仕方ありませんが、全国一

律で制度で決めてしまうより、それぞれの園と保護

者が折り合いを付けながらきめ細かに対応できて、

そこに公的資金が投入されるしくみができないも

のかと考えてしまいます。	  

	  

	  私立幼稚園団体も保育園団体も、教育・保育の質

の向上を国に申し入れています。	  

	  どちらも、新しいシステム案に戸惑いを感じてい

ることも一因ですが、保育を量的に拡大しようとい

う流れの中で、現場で働く保育者の質の向上、モチ

ベー�ションをどう保っていけるのか、そのための経

営基盤がしっかり確保されるのか、そのことについ

て気をもんでいるのです。	  

	  	  

	  制度が決まったら、その中でやっていくのが私た

ちの仕事ですが、「育児の外注」的意識が保護者に

も保育者にも、経営者にも生まれないように注意し

ていくことと、間違っても教育がサー�ビス事業化し

ないように、理念を支えるシステムを構築させてい

かなくてはなりません。	  

	  私たち幼稚園関係者は、今後各市町村で細かい制

度を決めていく「地方版子ども子育て会議」におい

て、しっかり良い方向へ進んでいくように関わって

いくつもりです。	  

	  これを読んで下さった皆さんも、子どもたちの親

子関係、未来について「何が必要なことなのか」興

味を持っていただき、行政のパブリックコメントな

どで意見を述べて頂けることを願っています。	  

	 	 

ツルヤシュイチ	 

（幼稚園勤務32年/うち園長11年）	 

http://www.haramachi-ki.jp	 

mail：osakana@haramachi-ki.jp	 

	 

 



『幼稚園の現場から』
16・教育実習について
（これから幼稚園実習をする人へ）

原町幼稚園園長　鶴谷主一（静岡県沼津市）

教員養成校を行っている大学や短大、専門学校

では必ず教育実習を行います。幼児教育の保育者

養成校も「認定こども園」を見越して幼稚園教諭

と保育士資格の両方を取得するのが普通になって

います。（認定こども園は両方の資格を有するこ

とと定められている）

そして、幼稚園や保育園では各々概ね２回に分

けて実習（①観察実習と②本実習と呼んでいま

す）を行い、理論と現場の狭間を埋め、実戦経験

を積み重ねて現場で即働ける保育者となるべく学

習を進めていくわけです。

この実習経験は、学生にとって大きな分かれ道

になると考えています。自分のイメー�ジに近い園

に配属されれば、将来現場で働くモチベー�ション

が強化されますが、そうでない場合いちじるしく

低下し、場合によっては進路変更も考えてしまう

でしょう。それほど私立幼稚園、私立保育園とい

う現場は千差万別です。

実際に大学の実習担当の先生に聞いた話です

が、実習先の園で園児が虐待まがいの扱いを受け

ている様子を見てショックを受けて「もう保育士

にはなれない」と涙ながらに訴えた学生の話や、

担任がクラスを離れていた時に起きた園児のケガ

を実習生の責任にされてしまったケー�スなど、実

習を受ける園自体が抱えるの問題が大きいのです

が、それを養成校が訴えるケー�スは、よほどひど

い場合でない限りほとんど聞いたことはありませ

ん。

学生はそんな話を聞いてふるえあがって「実習

はタイヘン、実習はこわい」と抵抗感を感じるこ

とが多いようです。とくに、保育園より幼稚園の

ほうがキツイというイメー�ジが大きいようです。

「子ども子育て支援新制度」が始まり、今後保

育士が８万人も必要になるというのに、一人でも

ドロップアウトして頂きたくないものです。

今回は、付き合いのある大学に依頼されて「幼

稚園実習ガイダンス」を１コマやらせてもらいま

した。そのときにまとめた内容です。

幼稚園実習を控えた学生の皆さんの一助になれ

ば幸いです。
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幼稚園実習ガイダンス
１：幼稚園実習の目的を確認しましょう！

２：実習を成功させるために、まず園を知ろう

　　■２-1：幼稚園と保育園の違いは？

　　■２-2：いろんなタイプの幼稚園があります。

　　■２-3：幼稚園は実習生をどう見ているか

　　■２-4：実習生が来ることのメリット

　　■２-5：こんな実習生はノーサンキュー（滅多にいませんが）

３：質問に答えつつ、実際の幼稚園を見てみましょう

４：実習を成功させるための具体的なアクション《基礎編》

　　■４-1：《基礎編》担当の先生と仲良くなれ！

　　■４-2：《基礎編》「先生のたまごモード」に最適化せよ！

　　　　　　《健康、笑顔、服装、リアクション、一生懸命》

５：実習を成功させるための具体的なアクション《応用編》

　　■５-1《応用編》表情を豊かに！

　　■５-2《応用編》的確な観察といい質問で積極性をアピールせよ！

　　■５-3《応用編》指導案の立て方

　　■５-4《応用編》就職を視野に入れる

１：幼稚園実習の目的を確認しましょう！
自分で目的を明確に持っていくのなら必要はないのですが、
もし、不明瞭だったら以下の４つを考えてみて下さい。

①自分の適性を知り、経験値を上げること
子どもを見る目、子どもの特性を知る、保育者の仕事を知る
自分の適性を知る、自分の技量を知る･･･

②良い評価を得ること
どうやったら良い評価を得られるかポイントを押さえます。［４で解説］

③幼稚園を観察
幼稚園をいろんな角度から見てみる。「ここに就職したいか？」

③実習を楽しむこと
「楽しかったー！　で、何したっけ？」でもいいから
幼稚園の仕事の核心（子どもとの付き合い）を楽しんでほしいと思います。
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２：実習を成功させるために、まず園を知ろう！

■2-1：幼稚園と保育園の違いは？
○行政の制度による違いは勉強していると思いますが、
　いちばんわかりやすいのは、乳児の存在と保育時間の長さ＆休日
※しかし「子ども子育て新制度」により今後違いは明確でなくなってくる可能性アリ

○現場では「時間の流れ」の違いを感じるでしょう。それは保育時間の長さや送迎方法の違い
（園バス等）からくるものが大きいと思います。
○そうなると、保育者の働き方、心持ちも違ってくる
　〈こんなイメージ？：幼稚園=せかせか、きっちり、　　保育園=のんびり、ゆるやか〉

○保育園での乳児組は複数担任制度が多い。（先輩がいる）
○幼稚園は一人担任が多い。（初任者から担任になるケースもある）

○親の意識が違う→子どもの育ちが違う場合が多い
　幼稚園は教育内容に対する親の期待度が大きい、しかし期待に応えられたら絶大な信頼感を持
って協力してくれる。〈ハイプレッシャー・ハイリターン〉
　保育園はとにかく預かってほしいという思いが高く、教育内容はその次となる。したがって感
謝の気持ちは持っているが（保育時間が長いため担任一人で保育するわけでもないので）担任
への期待度も低い。〈ロープレッシャー・ローリターン〉

※新制度で「預ける権利を行使する」ような風潮になると、親の感謝する気持ちが薄れ、要求の
声が強くなったり、園や保育者へのサービスについて不満の声も高くなる恐れがある。

■2-2：いろんなタイプの幼稚園があります。
どんなタイプの園で実習を行うのか、予め知っておくべき。
○経営者（理事長、園長、あるいは主任）の意識によって園はベツモノになる。
○どの園も、それなりに一長一短あり、子どもの発達を考えたときに、よほど極端でなければ、
どれがいい、どれが悪いという判断はできません。それだけ子どもっていろんな状況に対応で
きる柔軟性を持っているってことでもあるのですが･･･。

私なりに分類してみました
《タイプＡ：お受験園型》

〇知育教育、先取り教育で新しい教育方法を取り入れている場合も多いが自由時間が少な
い。課題を乗り越えた喜び、達成感、成就感は半端ではなく、子どもたちの「できるこ
と」がどんどん増えていく喜びを感じるだろう。
〇保育者の役割は伝え教えること。期限付きのプレッシャー。成功すれば「よくやり遂げ
た！」という感動を得ることができ、ある意味リターン（上司からの認めや保護者から
の賛辞と信望）は大きい･･･ように見える。この園でエキスパートになるには子どもの
気持ちをいちいち汲んでいては仕事が進まないし、自分も悩んでしまう。なので、方針
を信じて何かを捨てなければならない。経営、サービス優先の園もこのタイプが多い。
都市部に多い。世間受けがいいので保育料も高く、人気園であり、経営は安定している
ことが多い。
▷見分け方➡自由あそびが少ない、遊具やおもちゃが少ない傾向、カリキュラムが詰め詰
め、発表会に注ぐエネルギーが大きい、きっちりと躾が行き届いている＝決めごとが多

70



い、子どもも保育者も個々の意見はあまり採用されない。皆が同じ方向を指向している
ように見える。
▷野心家・ビジネスライクな性格、根性のある人、パフォーマンスが得意、教えることが
好きな人は向いている。

《タイプＢ：自由保育型》
〇読んで字のごとく自由な時間が生活の大半にあり、子どもが自分の意思で決定していく
ことが重要視され、子どもの自由度、保育の自由度は高く、子ども自身の発見・成長も
多い。好きなことにのめり込んで遊ぶことが可能なため、秀でた能力を伸ばすメリット
もある。障がい児を受け入れやすく、比率も高い。躾や規範意識低い場合が多いこと
と、小学校への接続がスムーズに行かないイメージがあるため保護者にはあまり受けな
い。
〇一人一人の発達をとらえる保育者の力量、そして適切な環境を準備し、発達を促す関わ
りを個々に持つことが必須。その条件が整わないと「ほったらかし状態」に陥る危険性
があり、「あそんでればいいんだよ」という理論に逃げ込みやすく、保育者の役割、指
導とは何かを忘れてしまうと自由保育でなく放縦保育となる。毎日ある意味楽しく仕事
ができるはずである。
▷見分け方➡環境が雑然としているのですぐわかる。汚れにはわりと無頓着だったりす
る。小綺麗やオシャレという言葉とは無縁の場合が多い。
▷子どもと深く関わり合いたい人、“先生”より仲間がいい人、 どろんこあそびの好きな
人、技術に自信がない人向き。

《タイプＣ：過去継承型》　
〇タイプＡほど顕著ではないし、ウリにもしていないが、「ウチの園のやり方」が確立し
ていて、だいたいその通りにやっておけばダイジョウブ。ほとんどの園がこれに当ては
まるが、年々保育者が入れ替わるので、しっかり保育目標や活動のねらいを継承してい
ないと「昨年もやったから･･･」という意味が大きくなり、新人教員には何の意味があ
るかわからずやることが多い。
〇言い換えれば、時代に合わせて子どもの発達という視点を見失いがちで、園全体が保守
的になってしまう。→教員のモチベーションが低下し、保育本来のことよりもその他の
こと、たとえば職員の人間関係などの歪みが出てきやすい。
○何十年も同じことをやるので目新しさは皆無だが慣れてしまえば楽。慣れるには何かを
捨てなければならない。）
▷見分け方➡たいていの園は、宗教を持つ園も含めてこのタイプ。他のタイプともミック
スされています。
▷素直に働きたい人、新しいことをやるより決まった仕事をこなすのが得意な人、人間関
係さえうまくいけば楽しく働けるでしょう。

《タイプＤ：海外メソッド型》　
〇フレーベル（ドイツ）、レッジョエミリア（イタリア）、モンテッソーリ（イタリ
ア）、シュタイナー（ドイツ）、ピラミッド（オランダ）など秀でた思想を取り入れた
幼稚園。純粋にそのメソッドにより保育を行っている園は数多くないが、たいてい園の
方針として入園パンフレットやＨＰに謳っている。形だけ真似たモノや、頑なにそれを
守ろうとするあまり地域の園児の生活に合わないことになっている園もまれにある。職
員は、まずメソッドの学習から入る。
▷見分け方➡すぐわかる。象徴（像や写真など）が飾られている。独自の教具がある。園
長や経営者が思想を学んで傾倒している場合が多い。
▷その理論が本当に好きな人にはオススメ。小綺麗でオシャレな園が多い。
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《タイプＥ：国内メソッド型》
〇タイプＡに含まれることが多いが、タイプＣ：海外メソッドが概ね子どものあそびや生
活、個々の発達を重視しているのに対して、国内のメソッドは脳の発達やいかに効率的
に頭や身体に詰め込むかというメソッドが多いのが特徴。△△式、△△先生の教育法な
ど、教育学者や素人が発案したメソッドを取り入れた園。その方式に乗っていける一部
の園児を除いて取り残された園児が被害を被っている。
〇中には、はだか教育など、ホントにいいのかどうかわからないがトップの持論が大きく
影響し、保育者はハマってしまえば信望者となり得る。
▷見分け方➡子どもが異常に元気よく挨拶する。保育目標やねらいが学校で習ったことと
違ったりする。躾を重視。経営者が自園のすばらしさを熱っぽく語る。理事長先生や園
長先生は雲の上の人のような扱い。一派の研修会に行かされる。
▷ガンガンやるのが好きな人、その考えに共感した人向き。

《タイプＦ：バランス型》
〇自由あそびも一斉保育もほどほどに、いろいろな教育方法やアイディアを試し、自園の
保育のバランスを考え、常に試行錯誤しているので考えたり、迷ったりすることも多
い。特段に「売り」はないが、今置かれている経営、運営状態の中で子どもの発達を第
一に考えている。
▷見分け方➡園内の雰囲気が楽しい。保育者や子どもが楽しそうにしている。保育室に担
任の工夫が見られる。
▷自分で考えられる人、工夫することが好きな人向き。

バリエーションがいっぱいあるのが園。これは幼稚園も保育園も同じ。
どの園も、子どもの幸せや発達を願って仕事をしているのだけど、園の方針によって、園のカ
ラーは違ってきます。カラーが違えば保育の方針もやり方も違ってしまう。それだけいろんな
考え方が反映されているのが保育現場である。

なぜそんなにバリエーションがあるの？
それは、私立幼稚園は戦後の混乱期に、巷に溢れて行くところがない子どもたちをなんとか
しなければ、と思った地主さんや教職者たちが、個人や宗教法人（お寺や教会）の土地を提
供して園を開園した歴史があるから。
学校法人は「園を勝手に閉めたりせずにキチンと運営する」という約束の下、土地を寄付
し、そのかわり経営破綻しないように行政から補助金（私学助成）を受け取って運営するシ
ステムになっていて、現在のほとんどの私立幼稚園は学校法人なのです。

どの幼稚園の園長も「自分の園がいちばんだ！」「いちばんいい保育をしている！」と
思っているはず。オーナーだから、ある意味わがまま。園長のタイプにもいろいろあって、熱
血タイプ、経営タイプ、主任お任せタイプといろいろ。これは幼稚園に限らずですが･･･

■2-3：幼稚園は実習生をどう見ているか
園長「いい実習生来ないかなあ～」
職員「ちょっと面倒だけど、ちょっと嬉しい･･･」
園長たちは最近、採用のことを先に考えてしまう。
いい実習生来ないかなあ～
 ＝「ちょっとウチの園に就職しない？」って声かけたくなるような実習生。
「いい実習生って？」どんな実習生が好かれるか考えてみましょう
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まず、現場の保育者たちは、どう見ているでしょうか？
『ちょっと負担だけど、ちょっと嬉しい』と思ってます。

△「日誌が面倒だなあ」
△「保育のスケジュールを調整しなくちゃ」
△「保育を乱されないかしら」
△「一日実習は園長も見に来るから、憂鬱･･･」
△「実習生が入ると、主任の先生にクラスの様子がわかっちゃう」
〇△「私も先生として、後進を指導できるようになったんだ、嬉しい+緊張」
〇「でも、教えることって基本的に好きだから」
◎「子どもたちといっぱい遊んでくれたら嬉しいな」
〇「自分の保育を見直すいい機会になるね」
〇「何か刺激がほしいなあ」
〇「素直でカワイイ子がいいな」
〇「男だったら、男らしくガンガン遊んでほしい！」

■めったにありませんが、
実習生への当たり（指導？）がキツイ園は、担任への当たりも強い場合が大きい。
そんな園は、どういう仕組みでこんなにギスギスしているのかよく観察して
就活の情報にするつもりで耐えつつ実習しましょう。
コツは、自分を責めたり同化しようとしないことです。
あなたが悪いわけではなくて、園全体が悪化している場合があります。

■2-4：実習生が来ることのメリット
〇子どもたちが喜ぶ「遊んでくれる人が来た～！」→期待に応えよう
〇働き手が増える→お掃除や保育時間に余裕ができて嬉しい
〇刺激を得る・活気が出て子どもたちが喜ぶ
〇新しい保育技術の情報が得られる→最近大学ではこんなこと教わってるんだ
〇採用の人材候補が得られる　※メリットデメリット有り→時間があれば就活の話
〇クラスの子どもの新たな一面を発見
〇教員の指導力アップ（指導方法等を客観的に見直す）

保守的な園でなければ概ね実習生は歓迎です！
将来、共に働く皆さんですから、しっかり教えてあげなければ、と考えるのは当然です。
ただし、行事目前でカリキュラムが詰まっている時期、
「しっかり指導しなくちゃ」という責任感の強い園は負担に感じているかもしれません。

■2-5：こんな実習生はノーサンキュー（滅多にいませんが）
レッドカード

▲実習態度がひどい
（頻繁に遅刻、サボる、怠惰、服装が過激、化粧が濃い、不潔、常識なし･･･）
▲暴力的、危険、精神的に不安定

イエローカード
▲まるでナマケモノ（座り込んでいる、走らない、ずっと同じ場所に居る･･･）
▲まるでトモダチ（先生に対して、タメ口、え～だってえ、先生さあ、やだあ･･･）
▲まるでヤンキー（子どもに対して、この子うける～、だっさー、あんたさあ･･･）
▲問い合わせの電話対応（周囲が騒がしい、受け答えが暗い、はっきり喋れない･･･）
▲園内を勝手に写真撮影（FacebookやTwitterなどSNSに載せるのは言語道断･･･）
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▲親がしゃしゃり出てくる
▲彼氏が門までお迎え
▲場が読めない（保育の邪魔をしているのに気づかない･･･）
▲覇気どころか、やる気無し
△極端に消極的・人見知り
△忘れ物、提出物の遅れ多し
△病弱・極端に神経質
△技術が低すぎる

養成校に「しっかりやってくれよ」とクレームが行く！

３：Ｑ＆Ａで実際の幼稚園を見てみましょう（実際に教員に聞いてみました）
Q1.何時ぐらいに出勤しますか？
 A：朝のMTGに間に合うように、午前7時半くらいです。※園によって違います

Q2.保育以外にどんな業務がありますか？
 A：掃除、送迎、保育事務といわれる出欠把握や子どもの状態把握、
 　　保護者からの連絡事項把握伝達、お便り書きなど多岐にわたります。

Q3.幼稚園教諭になって良かったと思うことは？
 A：「人とふれあい、音楽やたくさんのイベント。何より子どもたちの成長が楽しい。

  こんなに達成感のある仕事は他にないんじゃないですかね」経験4年目教員

Q4.先生として心がけていることはなんですか？
 A：いろいろありますが、一つあげると友達以上、お母さん未満の存在になること。

Q5.男性教諭の必要性について？
 A：必要です、しかも男らしい男性教諭が！

Q6.幼稚園教諭に向いている人ってどんなタイプですか？
 A：人を喜ばせるのが好きな人、パフォーマンス力のある人。

Q7.教員同士でどう連携していますか？
 Ａ：朝と保育後にMTGを行って、情報をきちんと共有し、チームとして機能します。

Q8.毎日ピアノは弾きますか？
 Ａ：ピアノというより、毎日歌は欠かせません。演奏技術は必要です。
 　　教員の世界はある意味実力主義です。

Q9.保護者とのつきあい方、クレームは？
 Ａ：園全体で対応すること、担任が対応することを明確にして、担任が何でも一人で抱え込
 　　まないようにします。とにかく、園の方針や対応の仕方、子どもの状況を把握して事実
 　　を伝えていくとクレームはめったに起こりません。
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４：実習を成功させるための具体的なアクション《基礎編》
■4-1：担当の先生と仲良くなれ！

実習は短期決戦！じっくり私の人柄をわかって下さい、なんてのは望み薄。
自分からどんどんアピールして存在感のある実習生になろう！
目指すは「可愛がられる実習生！」

◎大切なのは、担当者との信頼関係を築くこと。
　一生懸命学ぼうという姿勢を見せることで、担当者もきめ細かく指導してくれます。
　とくに、責任実習が控えている場合は担当者が親身になってくれることで、
　アドバイスも増え、実習の楽しさや充実度もぐんと増します。
〇担任と信頼関係ができると･･･
　先生が子どもの性格や見る視点をこまめに教えてくれることが多いので、
　子どもとの関わりも充実してきます。
・関わりが充実してくれば、子どもを観察するシーンも発見も多くなります。
・予定がなくても「やってみない？」と部分実習を任せてくれたりします。
・望みがありそうな実習生にはどんどんやらせたくなります。
・「今回の実習生いいよ！」と他の教員に伝えられることで、園での居心地もよくなります。
↓
〇結果的に経験値が上がるのです！
☆ぜひ可愛がられる実習生を目指して下さい。
　担当の先生とちょこっとプライベートの話も弾むようになればいい関係です。

■4-2：「先生のたまごモード」に最適化せよ！
私たち職員は、門を入ったら仕事モードに切り替えます。素の自分では仕事はできません。
切り替えるとは、ある意味演技をすること。（そのうち慣れて演技ではなくなります）
皆さんは、職員に対しては学生、子どもに対しては、先生のたまごモードに最適化してくだ
さい。

◆先生のたまごモード基本５《健康、笑顔、服装、リアクション、一生懸命》
〇健康、笑顔はいうまでもありません基本の基本です。
※営業スマイルのことを嫌う人がいますが、営業スマイルは大事です。
　営業スマイルがお客さん、私たちの仕事では子どもや保護者、同僚に安心感を与え、相手が喜んでく
れます。相手が喜ぶと自分も嬉しくなって、営業スマイルではなく自然と笑顔がでるようになるので
す。だから最初はこちらから笑顔を作る。

〇服装は、その人の雰囲気を醸し出すツールです。
　園の雰囲気に合わせてオリエンテーションや初日にどんな服装が最適か聞いておき、清潔で明るく快
活なイメージを醸し出す。間違っても趣味のヴィジュアル系やコスプレ系の衣装などで出勤しないで
下さい。

〇リアクション／子どもの話を聞くときには？　職員に対しては？
　子どもの話を聞くときにはオーバーリアクション気味に、
　職員に呼ばれたらすぐ返事、
　指示には素直にしっかり返事+おじぎはしっかりキレ良く行うことです。
　大人でも子どもでも相手が話しているときは、
　頷きながら時折あいずちを加えながら聞く。
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　挨拶も相手より先に言えるよう心がけます。

〇一生懸命が実習生の命！一生懸命をどう表現するか。
　出し惜しみせず一生懸命身体を張って遊ぶ姿は見ていて気持ちの良いものです。
　とくに、年配の保育者にとっては羨ましい限りでしょう。
　自由時間にダイナミックにあそぶ実習生はそれだけでポイントが高いものです。
　とくに男子学生はここで点数を稼がなくてはなりません。
※暑い時期は必ず着替えを持参しましょう。（汗臭いままだと避けられます）

〇一生懸命を「気遣い」で見せる。
　担任の先生は実習生を引き受けたことで仕事量が増え負担に感じます。
　それを多少なりともカバーしようという気遣いが感じられることが大切です。
　たとえば部屋の掃除を率先して行うのは当たり前、棚の埃をなにげに掃除しておいたり、テーブルを
きちんと並べておいたり。一手間やっておくとポイント高い。

※もちろん、出勤はいちばん早い先生に合わせるとgood！

Q：先生モードと先生のたまごモードの違いは、何かわかりますか？

Ａ：「指導」が含まれていないこと。
実習は吸収がメイン、指導しなければ、と思わない方が良いということです。
教員でも、子どもとの信頼関係を築いてから本当の指導（内発的動機付けを促せる）ができるので
す、そう考えると実習生の行う指導は「促し」程度のアプローチがベストだと考えます。
早くから「先生」になる必要はありません。

５：実習を成功させるための具体的なアクション《応用編》
■5-1：表情を豊かに！

〇緊張のせいでしょうか、表情が豊かな実習生にはなかなかお目にかかりません。
〇「大人しく無難にこなすこと」が良いことではありません。
〇表情は、顔は目と眉と口でつくる。身振り手振りも表情のうち。
〇部分実習で絵本を読むとき、手遊びや歌を歌うときも、表情が大きな役割をします。
〇子どもたちの前に立つ日は、鏡を見て目の開き具合や、口の動き、眉の動きを練習しましょ
う。

■5-2：的確な観察と、良い質問で積極性をアピールせよ！
◇子どもの素の姿が出やすい時間は、自由に遊んでいるときです。
　そのときが、子どもを観察する絶好の時間帯です。（漫然と遊んでいては他の実習生と差がつ
きます）観察は、主観を入れずに事実を「何をしている時間に、誰が、誰と、どうした」を
把握、メモしておき、気になったら質問をします。
◇配属されたクラスは、担任の先生の意図が随所に配置されています。一つ一つのものにどんな
意味があるのか興味を持って観察しましょう。園舎全体の環境設定にも興味を広げられたら
質問の幅が増えます。
例：「この写真かわいいですね～、これは〇〇の意味で貼ってあるのですか？」

◇カリキュラムや予定表、お便りには興味を持って読み、質問ネタを拾いましょう。
〇実習期間中に予定されている行事のねらいや内容について聞く。
〇歌っている曲の楽譜をもらって練習する。人気の絵本or月刊絵本を聞く。
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〇保育後の保育準備を手伝わせてもらう（意味や導入の意図について教えてもらう）

◎良い質問ができると「ムム、この子できる！」＝積極的という印象を与えます。
積極性が認められれば、次のステップにもスムーズに移行できます。
↓

◎実習も前半を過ぎたら、知りたいこと、試してみたいことを相談して、アドバイスをもらう。
◎振られる部分実習を予測して準備をしておく。
「ちょっと時間があいたので絵本を読んで下さい」
紙芝居・手遊び・歌あそび・朝の会の進行などです。
「あした、歌の伴奏をしてみてください」なんてのもあります。
急に振られて慌てるより、実習前、遅くとも初日から準備をしておきます。
「できません」は極力避けて「やってみます！」と言います。

上手くいかなくてもドンマイで済ませられるのが実習生の特権です。

■5-3：指導案の立て方
〇本来、指導案は、園の教育方針、年齢、時期、年間＆月間のカリキュラム、クラス集団の個
性、保育者の力量を考慮して立てなければなりません。乱暴な言い方かもしれませんが、経
験を積めば綿密にやらなくてもだいたい見当がつきますが、実習生が短い実習期間にそれを
こなすのは非常に困難です。

困難なことが徐々にわかるようになるための練習ですから、
100点をとる必要はありません。
「気づかなかったこと」に気づかせてもらう、気づくことがポイントです！

〇ある程度やりたいものが決まっていたら早めに相談するのが良いでしょう。
　ポイントは、この時期にどんな活動をクラス担任がやってもらいたいか、探りを入れること
です。たとえば、２学期で発表会の練習が詰め詰めだったとすると、「製作などの集中力を
要する静的な活動は避けてほしい、子どもたちが息抜きできるような楽しい活動を持ってき
てくれるとありがたい」と思っていることでしょう。
○担当と信頼関係ができていれば、こういう内容を話し合うことも可能でしょうが、「自分で
やってきて」と突き放されるかもしれません。「活動メニュー」は実習生が考えてくるのが基
本ですから。
〇考えの基本は『あそびを通して発達を促す』ということを忘れないようにして、『あそ
び』を考える、あるいは『あそびにつながる活動』を考えることです。

実習生ができる即興的な活動を難易度の軽い順にあげてみます。
①運動ゲーム的なあそび　　②科学実験あそび
③絵画製作（あそぶものを製作+それであそぶ・グループ製作など）
④音楽的活動（歌あそび・ダンスあそび・新しい歌を教えるなど）
※自分の得意分野で活動メニューをおおざっぱに立案しておくと楽でしょう。
※NHKの教育番組は新しいネタの宝庫です。それに教員は観る時間がないのでその
まま使うこともできるので便利です。

※音楽系保育ネタ＆技術のサイト「HOICK」：http://hoick.jp/
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〇責任実習が成功する秘訣！
責任実習で実習生が苦労するのが「予想外の子どもの行動」で慌てて戸惑い、予
定していた活動がうまくいかなくなるケースです。経験を積んだ保育者なら、臨
機応変に難なく対応できるばかりでなく、それを上手く利用して予定以上の活動
に展開することもありますが、実習生に臨機応変はハードルが高い。

〇指導案を書くときには、この弱点をカバーしておくといいです。
　担当に「こうすると、子どもたちはどう動くでしょうか？」と子どもの動きを予測してもら
い、確認しておくことです。
〇先ほども言いましたが、これは経験がものを言うので、未経験者がいくら考えても正解が出
てくる確率は高くない。なので、ここは割り切って、クラスの子どもたちのことをいちばん
よく知っている人に教えてもらう！（聞かないとたぶん教えてくれません。だってイレギュ
ラーはごく日常的にあることですから）

もし、自分で考えなさいと言われたら、
「子どもは思い立ったらすぐ行動する生き物」であることと
「説明はあまり聞かない生き物」であることを考慮しておくといいでしょう。

さて、指導案が出来上がったら
導入を数日前から丁寧に行い、 子どもたちの興味を活動に向けておくこと、
クラスの子どもの名前と、できれば性格をしっかり覚えておくこと。

当日は、
☆子どもの中で誰が活動をいち早く理解して皆をリードしてくれるか把握して（聞
いて）おき、こちらの意図する活躍をしてもらうこと。
☆表情豊かに、子どもにわかることばで、
　ゆっくりと子ども一人一人の顔を見ながら、表情豊かに楽しそうに、
　楽しい活動が始まることを、直接的な言葉でシンプルに話すことです。
（話が終わりかけたときに、やる気が最高潮になっているとベストです。）
一世一代の名演技をするつもりで！！！

もし、活動が上手くいかなくても、それができていれば
子どもたちはあなたのことを大好きになるでしょう。

■5-4：就職を視野に入れる
最近は実習が就職と直結しているケースが多いです。
しかし、先に述べたように幼稚園は千差万別、いろんなタイプがあり、仕事内容も勤務態勢も
人間関係も違ってきます。それを総合して園風といいます。「雰囲気」と言い換えてもいいでし
ょう。

就職まで、できるだけいろんな園を見るべきです。

いまは売り手市場！実習で声をかけてもらっても焦ったり、気遣いで拙速
に決めないことです。
学生が“いい園”を選んで就職してくれれば、採用に苦労する園は軌道修正
を迫られる。結果子どもたちが幸せになる･･･と僕は思ってます。
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実習は、幼稚園の雰囲気をつかむ絶好の機会ですから、教職員同士の雰
囲気と子どもへの関わり方をよーく見て下さい。「厳しい、優しい、冷た
い、暖かい、固い、柔軟、綺麗、雑然、ワクワク、ドンヨリ･･･」その日
に感じたイメージを記録するのも良いでしょう。（実習日誌には書かない
ように！）あなたの感覚で感じたことをそのままつかみます。

実習を経験した幼稚園があなたの標準となります。標準となった幼稚園
のことがよくわかっていれば、他の園を見学したときにもその違いを比較
することで、短期間でだいたいの雰囲気をつかめます。なので、あとは見
学をして気に入った園で一日～二日の自主実習をさせてもらえば自分の働
きたい園が絞られてくるでしょう。
そうやって自分の性格やポリシーに合う園を探しましょう。

一つ忠告しておきます、教員・保育士派遣会社への登録はお勧めできま
せん、なぜなら保育者としての充実感や喜びを感じられない場合が多いか
らです。実際に園で仕事を始めても、子どもや保護者と気持ちを通い合わ
せられずに、保育者としての仕事の喜びを得られず、離職率が高いという
傾向があるからです。
人を育てる仕事は、時間と労力の対価として報酬を受け取るというタイ
プの仕事とは、一線を画して考えるべきだと思います。
私たち経営者は、それに見合った待遇を整えるべく努力をしなければな
りませんが、いまのところ、そこが保育業界の大きく切実な課題でもあり
ます。
最後に･･･ぜひ！実習で多くのことを学び、子どもたちの憧れとなる保
育者になって下さい！あなたが来てくれるのを現場は待っています！

 

ツルヤシュイチ
（幼稚園勤務32年/うち園長11年）
http://www.haramachi-ki.jp

mail：osakana@haramachi-ki.jp
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『幼稚園の現場から』
17・保護者参観日について

原町幼稚園園長　鶴谷主一（静岡県沼津市）

原町幼稚園では、６月から「自由参観」という

形式の保護者参観が始まります。

幼稚園ってどんなとこで、子どもたちは日々何

をしているのか？幼稚園にお子さんを入園させた

保護者の方でさえ、よく知らないこともあります

よね。小学校や中学校はわりかし自分の記憶も残

ってたりしてイメー�ジがわくけど、幼稚園って•･•･•･

とくに父親は知らない方が多いのでは無いかと思

います。

現在の自由参観を導入してはや十数年、以前の

参観日というと、特別な日として先生も構えちゃ

って、年少児は借りてきた猫みたいになっちゃう

ことはなく、（借りてきた猫になれるのは年中以

上ですかね•･•･•･）まだ１学期が始まって３ヶ月ぐら

いの６月頃では、子どもたちはいろんな状態にな

ります。

ハイになっておふざけが出たり、甘えてしまっ

ていつも出来ることが出来なくなったり、親にべ

ったりくっついて動けなくなったりする子も少な

くありません。先生もいつもと違った雰囲気を出

したりして、普段の様子とはちがう様相を見せて

いました。おまけに久しぶりに幼稚園で顔を合わ

せたお母さん達のお喋りが止まらずに困ったこと

もありました。

そんな問題を解決しようと形式を変えたのが

「自由参観」です。近隣の小学校でもこの形式を

取り入れ始めましたが、日程はそれほど多くあり

ません。なにはともあれ、実施要項をご紹介しま

すので、参観日に変化を考えていらっしゃる方は

よかったら参考にしてみて下さい。

■自由参観実施要項
◇参加型参観「自由参観」の主旨

自由参観では、クラスの様子を腕を組んで「じ～･･･っ」と観察者として見るのではな
く、クラスの子どもたちと話をしたり、一緒にあそんだり、時には保育のお手伝いをし
て頂きながら、子どもたちと関わり活動に参加し、我が子はもちろん、共に育つ友だち
の様子も、いっしょに見て感じて頂くというのが自由参観の主旨です。
参観を通して、幼稚園という集団の中で子どもたちが園生活を楽しんでいる様子、がん
ばっている様子、そしていままで気づかなかった一面に気づいたりしていただければと
ても有意義な時間になると思います。
参観にいらした保護者をクラスの中に受け入れ、必要な場面では一緒に保育を進めても
らうようなイメージで関わっていきましょう。

◇実施期間：年中長=6月～1月まで、年少=6月第３週～2月まで
  　但し、父親の参観依頼があった場合は極力受ける。

父親は、急にお休みが取れたり、時間給が取れたり、夜勤明けなどで急きょ
時間が取れる場合がありますので、なるべく参観して頂けるように対応します。
2月～3月は年中長は行事活動が詰まって参観日がなかなか取れないので外してありま
す。逆に年少は落ち着かない1学期の参観スタートを遅らせて、2月まで期間を延ばして
います。
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◇参観の申込受付と当日の段取り
1・毎月の「おしらせカレンダー」にて参観可能日を事前にお知らせする。

行事や活動に支障のある日を除いて予め園から参観できる日を指定します。
毎日は実施しませんので、およそ月に10～12日になります。

2・当日の２日前までに受け付ける。
参観はご家族ならどなた（父母、祖父母、叔父叔母･･･）でも可能
人数は　年中長４人、年少３人をMAXとする。
（活動によっては増減可/担任が判断します）

3・参観時間帯を活動の区切りで選んでもらう
①お弁当前まで（11：30～12：00頃）
②お弁当後まで（1：00頃）
③降園まで
　　②と③はお弁当持参、もしくは給食を注文することも出来ます。

当日↓-------------------------------------------------------------------------

4・保護者来園時に参観バッジと感想用紙を渡し、朝の自由時間に子どもたちと遊んでもらいます。
子どもたちと参観保護者がめいっぱいふれあえるとても大事な時間です。
若いお父さん方はこの時間にたくさん遊んでくれるので、クラスの子どもたちの人気者になりま
す！自分のお父さんが人気者になると、子どもも嬉しくなります。
給食の集金も済ませる（必ずしも担任で無い）

5・クラスの朝のホームルームで参観者を子どもたちに紹介します

7・終了したら子どもたちと挨拶をして帰宅いただく。翌日以降に感想を提出してもらう。

◇補足　参観回数／参観回数は一人最高月２回までとしました。
 申込が多い日は参観回数の少ない方から優先になります。

◇参観時の注意
①朝の自由時間は子どもたちと積極的に関わっていただく。

②逆に一斉（課題）活動中は見る側に回って頂き、不用意に手助けや口出しをしないよ
うお願いする。

③大人同士のおしゃべりは、保育の支障になるので、しないように躊躇せず制止や事前
に注意を促しておく。

④自由参観での写真やビデオ禁止、メールも遠慮していただく。
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⑤年少児は個人差が大きいので、子どもによっては普段の生活が見られなくなる場合が
予想される。そんな場合は理由を丁寧に伝え、参観時期を調整したり、見つからない
ように参観するなど配慮をする。

⑥小さいお子さんをお連れの方でも、参観中の飲食は控えていただく。
　どうしてもミルクやおやつが必要なとき、寝てしまったときは、空いている部屋など
園児の目に付かないようなところを案内する。

◇保育ボランティア
活動によって大人の手が必要なときは、参観とは別に保育ボランティアを頼みます。
「お父さん先生、お母さん先生」となって活動をお手伝い頂き、子どもたちの活動をサポ
ートしていただくのです。

◎保育ボランティアをお願いする活動
調理活動のお手伝いをして頂くボランティア
園外保育に同行して頂くおてつだい
行事活動に参加して頂くボランティア

保育ボランティアの募集はメール連絡でその都度行います。
園外保育に同行していくボランティアのみ、自分のクラスではなく、同学年でも他のクラ
スの引率をお願いする。※但し父親ボランティアはこの限りではありません。
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ツルヤシュイチ
（幼稚園勤務32年/うち園長11年）
http://www.haramachi-ki.jp

mail：osakana@haramachi-ki.jp

参観された保護者から寄せ
て頂く参観の感想を読むと、我が子だ

けでなく、クラスの仲間の中での我が子の立
ち位置や、同年代の子どもの育ちをとらえた感想
がよくあります。我が子が日々どんな園生活を送って
いるか、ありのままの姿を見て頂けるので良いことも多
い自由参観です。
反面、経験の浅い教員や自信の無い教員、指導に問題が
ある教員にとっては緊張もするし、批判が来る場合も
あります。緊張を乗り越えたり、批判を吟味し思い
当たるところは真摯に受け止めて改善していく
ときに保育が向上し、保護者との信頼関
係も構築されていくのだと考え

ています。
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『幼稚園の現場から』 
18・保護者ゲーム大会 

原町幼稚園園長　鶴谷主一（静岡県沼津市）	  !
デジタルデバイスの急速な蔓延	  !
　最近は、スマートフォンやタブレットなどのデジ
タルデバイス（端末）の普及により、とても早い
時期から子どもたちのデジタル機器への接触が始
まっています。おそらくテレビ・ビデオの視聴より
先にスマホやタブレット型デバイスの育児アプリ
に触れるのではないかと思うのです。 
　私が子育て真っ最中だったのは16年ほど前にな
ります。親子で移動するときは必ずバッグに 絵本
やオモチャ、お絵かき道具などを入れていたもので
すが、先日新幹線の中で見た親子は、タブレット
のゲームで楽しそうに遊んでいました。ほんとに
短い間にこどもを取り巻く環境は変化しました。 
　ところが、私たち人間ってそんな早さで進化す
るものではありません。子どもの発達という面か
ら見ると「ちょっとまった！」という状況が
あちこちに生まれてきています。見出しに「蔓延」
と書いた理由はそこにあります。 !
本題に入る前に•･•･•･	  

子どもを取り巻く様々な問題 
　読者の皆さんはすでにご承知でしょうから詳し
くは書きませんが、2004年から日本小児科医会
は、「子どもとメディア」の問題に関する提言を
発表、2013年12月には「スマホに子守をさせない
で」という啓発ポスターを発表し、警告を行って
います。 
http://jpa.umin.jp/media.html 
同様に、元NHKディレクターの清川輝基氏が代表
理事を務めるＮＰＯ法人「子どもとメディア」
（2004年設立） 
http://komedia.main.jp/index.html 
も前身となる団体で早い時期（1999年頃）からこ
どもの長時間メディア接触について警告を発し続け
てこられました。私がこのＮＰＯを知った頃はメ
ディアの中心はテレビ・ビデオでした。 

　両親と眠る部屋で夜中に一人起き出して自らスイ
ッチを操作し、明け方までビデオを視聴する２歳
児を映した隠しカメラ記録映像が衝撃的でした。 !
　過度なメディア接触が主な原因となり、夜型に
生活リズムがシフトする幼児や児童が多く見られ
るようになったことから、同じような時に「子ど
もの早起きをすすめる会」 
http://www.hayaoki.jp/index.cfm 
が発足され「子どもの睡眠」の大切さを発信し始
めました。ほどなく文部科学省が音頭をとって進
められた「早寝早起き朝ごはん」国民的運動へと
繋がっていきました。 !
　私もこの頃は幼稚園団体として沼津市の私立幼
稚園全園で子どもの睡眠調査を行ったり、メディ
ア問題を取り上げて講演会を開いたりして啓発活
動をしてきました。余談ですがその活動の発展型
としてマガジン９号でご紹介した「おやこんぼプ
ロジェクト」 http://www.humanservices.jp/
magazine/vol9/12.pdf が現在、静岡県下の私立幼
稚園で展開されています。 
http://oyacombo.net/ !
　たくさんリンクを貼って読みにくくて申し訳あり
ません。メディアの話か睡眠の話か、それとも親
子関係の話か、ゴチャゴチャになってなにが言いた
いのかわからなくなってきましたね。保育現場は
そういうところだと思います。学問的には子どもの
発達をいくつかのカテゴリーに分けて保育計画も
立てるのですが、こどもという存在にまるごと関
わるといろんな要素が絡み合ってくる。当たり前
ですね。 
　で！まるごと関わっている人間に必要なのはムー
ブメントを起こさせることだと思っているわけで
す。「大切な知識や情報を伝える一方で、すべきこ
とはわかりましたね、あとはお任せしましたよ」
では物足りないなあ、片手おちだ･･･というわけで
す。その思いが具体化されたのが「おやこんぼ」で 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ありますが、もう一つ別の切り口で取り組んでき
たことがあります、それが「親のゲーム大会」なの
です。 !
楽しい思いを刷り込む 
　メディア問題は、テレビ・ビデオに始まって、大
人も含めたパソコンによるネット依存（中毒）や
中高生のネットによるいじめ問題など、道具が進
化するにつれて新しい問題が起こってきます。その
都度リテラシー育成や制限を行っていくことも必
要なことですが、有効に使えばメリットも多い道
具ですし、すでに生活の中にかなりのウエイトを
占めて入り込んでいるモノですから、禁止や制限
だけを協調しても現実的ではありません。 
　私は発想を変えて、幼児期に親子で楽しい時間
を過ごすことで、もっと違う楽しさがあるよ！
ということを（大げさに言うと）潜在意識の中に
刷り込んでおきたい！と思ったわけです。 
デジタルゲームに対抗してアナログゲームは最適だ
と考えたのです。 
（前提として断っておきますが、乳幼児にとって、
まずは外遊びや直接体験が何よりだいじ！その次
に室内遊びをどうするか、という段階でのゲーム
のオススメです。） !
子どもにはアナログゲー�ム 
　「ゲーム」という言葉は範囲が広いので、ピン
と来ない方にはイメージを絞って頂きたいと思い
ます。保護者ゲーム大会で扱うゲームは輸入物のア
ナログゲームです。 
たとえば、 

・トランプなどのカードゲーム 
・すごろくなどのボードゲーム 

要するに電源を使わないで手で動かすというジャン
ルです。更に範囲を狭めるとゲーム大会で使うゲー
ムは小学生以上の子どもたちが熱中する「トレー
ディングカードゲーム」は除きます。 
　残念ながら、日本のおもちゃメーカーは力を入れ
ている分野ではありませんので、ドイツなどの外国
から輸入したゲームを主に使います。 
　そこで、協力者の登場です。私は静岡にある百町
森という絵本と玩具のお店の協力を得ています。 
http://www.hyakuchomori.co.jp/index.html 
以前から、乳幼児の玩具を購入したりお付き合い
があったこともありますが、「保護者のゲーム大

会を開きたい！」というリクエストに応えて頂
き、もう10年以上のお付き合いとなっていますの
で、毎年新しいゲームや玩具を紹介して頂ける強い
味方です。 
ゲームの紹介はこちら↓ 
http://www.hyakuchomori.co.jp/toy/c/game/ !
ドイツ・デンマー�クでは？ 
　古い話で恐縮ですが、2007年にドイツ、デンマ
ークの保育施設を見学に行ったときにどの園でも
目にしたのが、年齢に応じたアナログゲームが保
育室に置かれていたことです。文化の違いを感じま
した。 

  
〈ドイツの幼稚園ゲーム棚/鶴谷撮影〉 

  
〈見慣れたゲームもある〉 !

　興味があったので、デンマークの街に出たときデ
パートのおもちゃ売り場へ行ってみましたが、アナ
ログゲームの棚が半分以上を占めていて驚きまし
た。この膨大なゲームの中から面白い物を選んで
日本に輸入してくれる輸入元の会社があり、それを
小売りしてくれるのが百町森というお店だったりし
ます。 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〈デンマークのデパートおもちゃ売り場〉 

  
〈子どもから大人用までたっぷり！〉 !

現代父親のツー�ルとして 
　さて、保護者ゲーム大会を開くための、大層で
真面目な目的とイメージがかなり絞られてきたと
思いますので、本題に入りたいのですが、 
実は、もう一つ狙いがあります！ 
　現代の父親です！ 
生まれたときからデジタルゲームがあった人も多
いはず。反面、自然がいっぱいだったり路地裏や神
社の空き地で日が暮れるまでたっぷり遊んで育っ
たというような、絵に描いたような昭和時代の少
年期を過ごした方はまれだと思います。 
お父さん世代もすでにデジタルゲーム世代なので
す。 
なので「子どもと遊んで！」と言われたら、自分
が少年期に遊んできたデジタルゲームを手に取るこ
とに抵抗感は無いのではないでしょうか？ 
ここに切り込まなくてなはならない訳です。 !
　私の経験からいうとアナログゲームは父親にこそ
お勧めしたいところ！短い時間で我が子と楽しく

深く繋がりができるグッドツールだからです。忙し
いお父さんほどツールが必要なんです。 !!
保護者ゲー�ム大会を開こう！ 
　このマガジンを読んで下さっている方が幼稚園
や保育園の方だったらぜひ保護者ゲーム大会を開
いて頂けると嬉しいですし、子育て中の方だった
らすぐにお子さんの年齢に合ったゲームを入手す
ることをオススメします！ !
手順としては次のような段取りで進めます。 !
①まず定番ゲームを購入します。 
②ルールを理解する人（レクチャー係）を育成 
③保護者に開催日と主旨をお知らせ 
④開催 
⑤ゲーム販売・注文ができると尚良い !

  
〈本番の様子/参加者40人ほど〉 

  
〈臨場感のあるサッカーゲーム〉 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①ゲー�ムの購入 
　物がないと始まらないわけですが、最初からた
くさんの種類をやると大変なので定番と言われる
ゲームをチョイスして年齢ごとに１～２種類程度用
意してはいかがでしょう？ 
（もちろん開催人数によって違います） 
アナログゲームが初めての方は先の百町森の店長柿
田さんかゲーム担当の方に問い合わせるとアドバイ
スしてくれると思います。 !

  
〈百町森さんのお話中 
　　　/正面テーブルには販売用もディスプレイ〉 !!
②レクチャー�係の育成 
　原町幼稚園では、ゲーム大会本番では90分の間
に、テーブルごとに約10種類以上のゲームを体験
してもらいます。そのときに参加者が取説をよんで
いると時間が惜しいので、レクチャー係がスピー
ディーにやり方を教えるようにしています。レクチ
ャーは私や百町森の店員さん、担当になった職員
も行いますが、人数が多い方が良いので保護者会
の役員さんに事前レクチャー日をとっています。 
本番が10テーブル（１テーブル４～６人）で行う
なら、10人程度必要になります。 
役員さんもレクチャー係とはいえ、現役の保護者
なので、アナログゲームへの理解者を増やすという
意味でも実施する意義があると思っています。 !
③保護者へのお知らせ 
　実施日を決めたら手紙や保護者会のときに説明
をしたりして主旨説明と参加者を募ります。 
※最後のページに手紙の例を載せてあります。 

④開催 
　当日は開始前に私、もしくは百町森の柿田さん
がアナログゲームの良さを少しお話ししてから始め
ます。 
１テーブルに４～６人ずつ、できれば年齢別に分か
れて座ってもらい、それぞれのお子さんの年齢に合
ったゲームを任意にチョイスしてもらい、テーブル
に持ってきて遊んでもらいます。 
　このときに、テーブルでいちばん勝った人が最
後に前に出てきて決勝戦をして優勝者に景品を差
し上げるような催しにすると盛り上がります。 
最初は固い雰囲気でも、続けていくうちにあちこ
ちで大声が上がり盛り上がってきて、いつも時間が
足りないくらいです。部屋を覗きに来た園児が「い
いなあ～お母さんたちだけ、ゲームで遊んでんの
-！」と羨ましがることもしばしばです。 !
⑤販売ができると尚良い 
　お店とはギブアンドテイクの関係がよろしいと
思います。「家の中にゲームを持ち込む」こ
とが最終目的ですので、皆でイベントを楽しん
で終了するだけでなく、販売まで繋げられるとベ
ストです。園の研修会で販売を行うのはおもちゃ屋
さんの片棒を担いでいるようなイメージがあり最
初の頃抵抗がありましたが、主旨がしっかりとし
ていれば、お店からマージンを受け取るわけでも
なく、参加者もその場で購入できることで喜んで
いますし、目的が達成されやすい形として私はその
場でお店の方にも協力してもらって販売あるいは注
文受け付けを実施してもらっています。 !!
◆参加者の感想からピックアップ 
・久しぶりに童心に返り楽しめた！ 
・卒園しても参加したいぐらい！とにかく笑った 
・テレビに頼っている日々を打破できないかと参加、
集中して楽しかった、ぜひ子どもとやりたい 

・ぜひ買いたいと思います（高いけど） 
・３歳からできるゲームがあるのを知った 
・頭の体操になった 
・おもちゃというとプラレールやままごとと思いがち
だったがアナログゲームは学びになった !
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!!

  
〈お父さんたちも３歳向けのすごろくを楽しむ〉 !!

  
〈取説を見ながらお料理カードゲーム〉 !!

  
〈２歳からできる魚釣りゲーム〉 !

  
〈百町森持参のサッカーゲーム〉 !

ゲー�ムの種類 
百町森のホームページを見て頂くとわかります
が、アナログゲームは子どもを育てるたくさんあ
る玩具の一つですが、親子で一緒に遊ぶことで良
い面がたくさんあります。 
ぜひ百町森のＨＰをごらん下さい！ http://
www.hyakuchomori.co.jp/toy/c/game/genre/） !!
私どもが使っている定番ゲームをいくつかご紹介し
ます。（保育室にも置いてあるものもあります） 
○年少から遊べる 
　虹色のヘビ　　こぶたのかけっこ　うさぎニーノ 
　ロッティー・カロッティ　フィッシング 
　テディ・メモリー　メモリーはたらくくるま 
○大人も楽しい 
　クラック　　ハリガリ　ハリガリジュニア 
　スピードカップ　ハリガリリング 
　マーブルすくい　コブタの体操ゲーム 
　カルテット　スティッキー 
○言葉を使うちょっと教育的 
　何が必要？　さかさまディック　ゆかいな家族 
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参考資料として、保護者向けのお知らせ文を掲載します。 
本文と内容が重なりますので必要な方のみ参考になさって下さい。 !
　子どもにはアナログゲーム！ 

○月○日　○○園　園長○○○　　 
最近は、スマートフォンやタブレットの普及により、とても早い時期から子どもたちのデジタ
ル機器への接触が始まっています。私の子育て時代、と言っても16,7年前のことですが、 親子
で移動するときは必ずバッグに 絵本やオモチャ、お絵かき道具などを入れていたものですが、
先日新幹線の中で見た親子は、タブレットのゲームで楽しそうに遊んでいました。ほんとに短い
間にデジタル機器の変化はめざましいなあと感じます。（荷物が少なくていいなあ～(^_^;)） 
ところが、私たち人間ってそんな早さで進化するものではありません。子どもの成長という面
から見ると「ちょっとまった！」という状況が生まれてきています。デジタルゲームの特徴
は、粘土や積み木あそびには無い音や光、映像の刺激が大きいということです。刺激が大きいた
めにゲームにも引き込まれ、脳も活発に働いているように思いますが、皆さんご存じでしたか？
「テレビゲームをしている子どもの脳の動きは認知症の老人と同じ」という衝撃
的な研究結果も発表されています。 !
乳幼児の時代は身体を動かして遊ぶことがまず基本、絵本を読んだり、粘土や積み木、お絵描
き･･･楽しくて大切なことはいっぱいありますが、これらのあそびは自分で楽しみを作り出さな
ければ楽しめません、逆に言うと楽しみを作り出しているときの脳の働きこそ、子どもの
発達を促しているといえます。 
デジタルゲームは「受け身」の楽しみなので、脳は思ったほど働いていないのでしょう。これ
をやりすぎると、自分の力で遊び込む意欲を低下させ、ひいては生活意欲まで低下させてしまう
恐れがあります。家に帰ったらテレビの前、ゲーム機の前が我が子の指定席！なんてことに思い
当たったら重症です、そこから抜け出すアクションを家族で起こしましょう！ 
デジタルゲームに対抗できる楽しい遊び！それが今回ご紹介するアナログゲー
ムです！子どもたちは本来テレビの前よりも、家族でおやこんぼするほうが好きなはずで
す。そして、その楽しい時間は子どもたちの記憶にずっと残っていく。親子の絆は日々の楽しい
ふれあいの時間の積み重ねで育まれていくものだと思います。「今日はおやこんぼしようか！」
と言ってゲーム機のスイッチを入れるのではなく、わくわくしながら箱のふたを開ける･･･家族
でいっぱい遊んでほしいおもちゃです。 

!
　保護者ゲーム体験のご案内!!! 

いま読んで頂いた大層な目的のもとに、親のゲーム大会を真面目に楽しく行いたいと思いま
す。子どもの頃からずいぶん「ボー�ドゲー�ムってやってない•･•･•･」という方も大丈夫！すごく楽
しい時間を過ごせます！お父さん方も会社をお休み、いやサボってでも参加されることをオスス

メ!!!!!!!!あとの責任はとれませんが。mm((____))mm	  

ご紹介するアナログゲー�ムは、ほとんどがドイツ製です。残念ながら日本の一般的なおもちゃ

屋さんではほとんど扱っていません。幼稚園では静岡の百町森書店さんの協力を得て毎年親のゲ

ー�ム大会を開催しています。今回も、定番ゲー�ムをご紹介します。中には子どもだけでなく大人

も十分楽しめるものがありますから、「子どもと遊んで楽しそうだな」とか、「子どもがもうち

ょっと大きくなったらこれをやろう」というような視点で遊んでみて下さい。	  
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!
私の経験からいうとアナログゲー�ムは父親にこそお勧めしたいところ！短い時間で我が子と楽

しく深く繋がりができるグッドツー�ルだからです。忙しいお父さんほどツー�ルが必要なんです

よ！	  

母の日や父の日のことばを子どもたちと考えると、	  

「おかあさん、いつもごはんつくってくれてありがとう！」	  

「おとうさん、あそんでくれてありがとう！」というコメントがたいてい出てきます。	  

子どもたちにとっては、直接どんなふれ合いをしてくれたかが大切なんでしょうね。私が娘か

らもらう誕生カー�ドにはいつも「ゲー�ムであそんで楽しかったよ」と書かれていました。その思

いはずっと残るものだと思います。	  

アナログゲー�ムで本気で遊び合うことにより、その場での感情の揺れ動きや人間同士のコミュ

ニケー�ションが促進され、ルー�ルを守ること、作戦を考える思考力、記憶力などが促されます。

ぜひ多くの皆さんに体験して頂きたいです。	  !
○日　時	  ○月○日（○）午前1100時〜1122時　　わくわくホー�ルにて	  

◯目　的	  ①子どもの年齢に合わせた楽しいゲー�ムを体験してもらう。	  

	  ②親自身が楽しさを味わってもらい、各家庭のおやこんぼに活用する！	  

○内　容	  オモチャとゲー�ムの話（百町森店長　柿田さん）＆　ゲー�ム大会（体験）	  

　　　	  ※当日は、ゲー�ムの販売・注も受付も行います！	  

	  　ぜひ家庭に持ち帰って家族で楽しんで下さい。	  

キリトリセン✂------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

■保護者ゲーム大会出席連絡（人数を集計したいので○/○迄にご提出下さい） 
保護者ゲーム大会に出席します。 

　　　　　　　　　組　園児名　　　　　　　　　　　　　　 

出席する方のお名前　　　　　　　　　　　　　 

 

!
　対人援助額マガジン 

「幼稚園の現場から」過去ラインナップ 

第１号　エピソード 
第２号　園児募集の時期 
第３号　幼保一体化 
第４号　障害児の入園について 
第５号　幼稚園の求活 
第６号　幼稚園の夏休み 
第７号　怪我の対応 
第８号　どうする保護者会？ 
第９号　おやこんぼ 
第10号　これは、いじめ？ 
第11号　イブニング保育 
第12号　ことばのカリキュラム 
第13号　日除けの作り方 
第14号　避難訓練 
第15号　子ども子育て支援新制度を考える 
第16号　教育実習について 
第17号　自由参観 !
!
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ツルヤシュイチ 

（幼稚園勤務32年/うち園長11年） 
http://www.haramachi-ki.jp 

mail：osakana@haramachi-ki.jp

 

個人的な意見
ですが、 

アナログゲームは老人ホー
ムや養護学校などコミュ
ニケーションを円滑にし
て、楽しく時間を過ごそ
う！という現場にも使え
るツールではないかと思
います。良い副作用とし
て、手を使い、言葉を発
し、頭を使い、何より笑
える場面が多く見られま
す。気になったらお試し
下さい。適したゲームを
お探しのときはどうぞ
ご連絡ください。 

http://www.haramachi-ki.jp
http://haramachi-ki.jp
http://www.haramachi-ki.jp
http://haramachi-ki.jp


『幼稚園の現場から』 
19・こんな誕生会はいかが？ 

!
原町幼稚園園長　鶴谷主一（静岡県沼津市）	  !!

定番行事もぱむよ誕生廻	  !
このレポー�トを書く前に気になっているこ

と一つ。「誕生会」という言葉をずー�っと使

ってきたけど最近「誕生日会」っていう言葉

を聞くことも多いのです。私としては「誕生

したことをお祝いする会」なので誕生会だと

思うんですが•･•･•･バー�スディパー�ティー�を直訳

すると誕生日会になるのかな？まあどっちで

もいいですが、私は前者を使わせて頂きま

す。	  

	  

さて、幼稚園・保育園では定番行事として

毎月誕生会を開催されていることと思いま

す。その内容も演出も様々でしょう、ことさ

らここで取り上げるほどのことでもないと思

いますが、毎月あるだけにマンネリや定型作

業に陥りやすい活動でもあります、１年の前

半は盛り上がるけど後半は惰性で•･•･•･そんなお

祝いされたくないですよね！だからしっかり

方針を決めて、４月から３月まで1122回の誕生

会を毎回感動を得られるよう充実させなけれ

ばなりません。「そんなやり方もあるんだ

ー�」ぐらいの気持ちで見ていただけると良い

と思います。 !!
まずは、４月に発行する保護者向けのお便りをご覧下さい。このお手紙で、保護者の皆さんに誕生会

の主旨を理解していただき、ご協力いただくことをお願いします	  !!
♬HHAAPPPPYY℃誕生廻ゅまぞむ￥BBIIRRTTHHDDAAYY♬



�   誕生廻よ目的



		 	  ≧誕生廻オ通ぱむねカや気持ほオ茨むむぞでべぞも思ぽむぞ�び〜∞                       
いのち	  ♡いのちに興味を持ち、いのちの尊さをかんじること。	  !
かぞく	  ♡じぶんがお母さんから生まれたことを実感し、	  

　　　　生まれてきたことを家族に喜んでもらったことを知り、自分も喜び 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  育て見守ってくれた家族に「ありがとう」の気持ちをもてること。	  !
愛　情	  ♡愛情を行動で見せてくれるのがお祝いという行為。 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  みんなにお祝いしてもらううれしさを知り、気持ちを受けとめます。	  !
表　現	  ♡気持ちは物だけでなくことばや行動であらわせることを知って、	  

	  じっさいにやってみること。	  （かんむりやプレゼントづくり、誕生会劇） 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�   誕生廻よ�ほづべ !
☆年少組はクラス単位で、誕生月のお家の方と担任で一緒に『おかあさん劇場！』

をやって誕生会を盛り上げます！紙芝居や手品、人形劇にゲー�ム•･•･•･いろんな

アイディアを盛り込んで楽しいひとときを演出します。担任との打ち合わせ日

を設けますのでご協力ください。 

☆年中、年長組	  

	  第１部はわくわくホー�ルに保育園のお友達も一緒に全員集合！みんなの前で名

前や年齢を発表！年長さんはひとことインタビュー�も！ 

 そしてぶっつけ本番の『誕生会劇場！』に挑戦します。この出し物が誕生児からみん      

なへのプレゼント、本人も結構楽しみにしています♡	  

	  部屋に帰ってからは第２部ティー�タイムです。ここではお家の方とともに一人ひとり	  	  	  	  	  	  	  	  

の記念日を感じられる会にしたいと思っています。	  !
� 胸にきんぴかリボン！ 

自分の誕生日と,,幼稚園の誕生会には胸にきんぴかリボンをつけます。 
「きょうは私の誕生日よ！」とすぐにわかってもらって 
みんなに「おめでとう！」を言ってもらうためです。	  !
☆幼稚園の誕生会より先に誕生日がある人は、誕生日にきんぴかリボンをつけて

帰りますので大切にとっておいて、もう一度、幼稚園の誕生会の日につけて登園

させて下さい。	  

☆幼稚園の誕生会よりあとに誕生日の人は、誕生会できんぴかリボンをつけて

帰ったら、本当の誕生日にもう一度つけて登園して下さい。	  !
� 　	  

＊誕生月になると「誕生会への招待状」が届きます。お家の方も誕生会にご出席下さい。	  

＊誕生会では撮影ＯＫです！（通常の参観では撮影できません、園内では子ども達が活発に動いていま

すので、機器を破損したりしないよう扱いにはくれぐれもご注意下さい。）	  !
＊誕生会のプログラムは、年間を通して同じように行いますが、１学期の誕生会は、新学期ということ

もあり、新しいやり方に子どもたちがまだ慣れていませんから、なかなか落ち着いてできないことも

あります。子どもたちの成長、そして回数を重ねるにつれてスムー�ズに会が進行できるようになりま

す。また、年長児は徐々に子どもたち自身でプログラムを進められるようにしていきます。会に参加

しつつ、子どもたちの成長を見守って下さい。	  !
＊誕生会ではとくべつなおやつを用意します。種類によっては、お皿やフォー�クが必要です。（出席さ

れる大人の方もコップ、お皿などご用意下さい。→毎月のお知らせで事前にお知らせします）	  !
◎ご夫婦や下のお子さんが誕生会参加される場合に、園児と同じおやつを用意させて頂きます。希望の

方は事前に人数をお知らせ下さい。（実費111100円かかります。家族用１つは用意してあります）	  !
○誕生会用に作ってもらうおやつは、近所の菓子工房ハニー�サックルさんオリジナルメニュー�です。パ

ティシエの斉藤さんも毎回「楽しんで作ってます((^^oo^^))」おいしくたべてください！	  

	  乳製品、卵、小麦粉等のアレルギー�摂取制限があるお子さんは担任までご相談ください。  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	  !!

	  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
晴イよ日オ猿出	  

誕生会の必需品はいろいろありますが、欠

かせないのは「誕生カー�ド」です、原町幼稚

園ではそのほかにも晴れの日を盛り上げるグ

ッズがたくさんあります。	  

保育業者から購入する誕生カー�ドもかわい

ものが多数揃っていますが、デザインからオ

リジナルで手作りすることで、上に書いてあ

るように気持ちが伝わるものだと思います。	  

実際、年長児がが、自宅で家族の誕生会を

計画段取りして、幼稚園と同じようにお祝い

をしてくれたという話も保護者の方から聞く

こともあります。そんな話を聞くと「誕生会

の目的」が子どもたちの中に浸透しているの

だと感じて嬉しくなります。毎月の準備は勤

務時間内では終わることはなく、正直言って

たいへんなこともありますが、こんな話が私

たちの力になっていきます。	  !!!!!!!!!
［誕生カー�ドの作り方は先輩から後輩へ伝授！	  

　年長組の誕生カー�ドは慣れないと１個6600分かかる］  

誕生会おやつメニュー（実際には原材料名も表示）
４月 パウンドケーキ １０月 チョコバナナロール

５月 ババロア １１月 ティラミス

６月 チーズケーキ １２月 ショコラトルテ

７月 クッキーシュー １月 ガトーショコラ

８月 アーモンドクッキー ２月 みかんのフィナンシェ

９月 モンブラン ３月 いちごのショートケーキ
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誕生廻よ持ほ方≧保茨者用∞


職員間では会の主催者として、次のように基本的な内容は決めてあります。	  

アレンジはそれぞれの担任が加えてオリジナリティー�を出すことができます。	  

年関計雅よ中よ惟置みにもぱむ


誕生会は、毎月１回繰り返し行われる活動なので、ねらい（目的）を達成しやすい活動だと言えま

す。その中にいろいろな要素を盛り込むことで、誕生会のねらい以外でも子どもたちの発達を総合的

に刺激することができると考えています。	  

○おおぜいの人前で名前や歳を発表すること（ことば）　　○お客さんの話をしっかり聞いて感想を

言ったりすること（コミュニケー�ション）　　○友だちへのメッセー�ジを書くこと（書き文字�）	  

○飾り付けをすること（デザイン）　　○アドリブ劇を楽しく経験することで２月に行う演劇的表現

活動「お話あそび会」への経験値を上げること。（表現力）	  !

年長 年中 年少 乳児（保育園）

形式

第一部 
わくわくホールにて幼保合同 
1.集合・手遊び 
2.冠をかぶり誕生児入場 
3.ステージに立って自己紹介：クラ
ス、名前、年齢発表+ひとことイン
タビュー 
4.ハッピーバースディの歌 
5.年長誕生会劇場→終了

年長に同じ !!!
※３の自己紹介でインタビ
ューは省く

・お母さんと担任が一
緒に行う「お母さん劇
場」をクラス単位で行
う。

・親を招待し、保育に
参加して頂くことに
よっていろんな子ど
もと関わって頂く 
・誕生児の紹介とささ
やかな誕生会をひら
く

第二部 
クラス 
にて 
誕生会 
プログラ
ム例

1.ろうそく消し 
2.くす玉割り 
3.誕生カード・メッセージカードプ
レゼント 
4.お母さんへのインタビュー(名前の
由来、小さい頃の思い出など) 
5.おやつ 
6.写真撮影

1.ろうそく消し 
2.くす玉割り 
3.誕生カードプレゼント 
4.お母さんにお手紙を読んで
もらう(子どもへのメッセ
ージ、思い出など) 
5.おやつ 
6.写真撮影 
7.写真プレゼント

1.誕生児、親の紹介 
2.かんむりプレゼント 
3.ろうそく消し 
4.ハッピーバースディの
歌 
5.くす玉割り 
6.お母さん劇場 
7.おやつ

1.誕生児紹介 
2.ハッピーバースディ
の歌 
3.カード 
　手作りプレゼント 
4.あそび 
5.会食

子どもが
関わる 
こと 

・かんむり作り 
　金紙を切り型紙に貼り付ける 
　カッティングシート、 
　ミラーテープ、モールで飾り付け 
・メッセージカード 
　誕生児の顔などを各自描く 
　メッセージを書く 
　自分の名前を書く(代筆可）

・かんむり作り(牛乳パック) 
　ビニールテープを切って貼
付 
・写真の額作り 
　ボンドでマカロニを貼付

なし なし

保育者が
準備する
こと

・招待状〈カラー〉 
・誕生カード〈手作り〉 
・メッセージカード（園長→担任） 
・壁面 
・くす玉 
・ケーキ 
・プログラム(ポスタータイプ) 
※司会は２学期から 
　プログラム作りは３学期から 
　子どもたちに任せていく 
※１学期はしっかりやり方を覚えて
　もらう 
・誕生会提案（劇シナリオ練習）

・招待状〈カラー〉 
・誕生カード〈手作り〉 
・A4版写真（園長→担任） 
・壁面 
・くす玉 
・ケーキ 
・誕生会提案（劇シナリオ
練習）

・招待状〈カラー〉 
・誕生カード〈手作
り〉 
・壁面 
・くす玉 
・ケーキ 
・お母さん劇場の準備
と打合せ

・招待状〈手作り〉 
・誕生カード〈手作
り〉 
・手作り

写真撮影
など

・誕生児と担任(カード用) 
・メッセージカード用

・誕生児と担任 
・Ａ４ポートレート用

・誕生児と担任 
・壁面用個人写真

・誕生児 

配慮すべ
きこと

年間を通じて、徐々に子どもたち自
身が会の運営をしていけるよう
に、話し合いを進め、内容等を配
慮する。

保護者が参加していることを考慮し、 
ダラダラと長くなりすぎないように、 
楽しい時間内で切り上げられるように配慮する。
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資料編Ｌ‥デΒパめ盛ア上ぬィトホヒ〜 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誕生会当日の部屋の
飾り付け。 
担任の趣味で 
盛り上げます。

上：年長組／粘土製ケーキ＆くす
だま＆壊れたインタビュー用マイク。 
左：年中組／ボール紙製ケーキと 
トイレットペーパーの芯製マイクと 

かんむり。



資料編Ｍ‥ロΕピΜ�びィトホヒオ允部紹壊
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!
かんむり･･･担当の子どもたち
がいろんな素材を使って飾り付

けます。 

年長組プレゼ
ントグッズ 
３点セット！ 
（準備中） 

年中組 
誕生月の友だちとグループ写真Ａ

４サイズのポートレート。枠のマカロ
ニはクラスの子どもたちがプレゼント作

業として貼り付けます。 
年中・年少の誕生カードは年長とは
別のデザインで担任が製作します。

クラスメイ
ト全員からの 
メッセージカード

カード完成形 
開いたところ 
手形・身長体重 

担任からのメッセージ、２ショット
写真が入っています。



資料編Ｎ‥誕生廻よ様子

 66

年中長
は、幼保合同で第一
部を行います。 

プログラムに沿ってステージ
の上に誕生児が並んで登場！ 
一人ずつ自己紹介･･･緊張するけ
ど家で練習してきたりして頑張っ

て発表！ 
保護者は後ろで見守ります。
年少組はクラスで行い

ます。 

!
大人気！ 

誕生児によるプレゼント！ 
アドリブ♪誕生会劇場。 

前日に保育者だけで流れを打合せ 
当日は登場人物になってストーリーを
引っ張りますが、思わぬアドリブや 
恥ずかしがり屋さんもいてその都度子ど

もたちに合わせて展開します。 
子どもの役は前日か開幕直前の舞台裏で

３～５分以内に伝えられます。

ツルヤシュイチ 
（幼稚園勤務32年/うち園長11年） 
http://www.haramachi-ki.jp 

mail：osakana@haramachi-ki.jp

 

!
第一部では 

みんなで楽しい時間を過ごしますが、
第二部ではクラスで誕生児の母親、ときに

は父親も一緒に「その子の生まれたときの話や
小さい頃の話」をしてもらいます。 
アルバムやパネルにした写真や赤ちゃんの頃の肌着を
持参したり、父母も我が子のエピソードをクラスの皆に
伝えるべき準備をしてきてくれます。感極まって嬉し涙の
話になることも多いのですが、子どもの成長を喜ぶ親の愛
情を直に感じられるとても大切な時間になります。第二部
で読んで頂く我が子へのお手紙もお願いしていますが、
愛情がたっぷり感じられる手紙は、クラス便りに掲載
して親同士も共有します。実はこの親の準備や手紙
がいちばん大切なアイテムなのです。心躍る楽
しさとしっとりした愛情の両方を感じら
れる一日になってほしいなあ、と

願っています。

http://www.haramachi-ki.jp
http://haramachi-ki.jp
http://www.haramachi-ki.jp
http://haramachi-ki.jp


『幼稚園の現場から』 
20・ITと幼児教育 

原町幼稚園園長　鶴谷主一（静岡県沼津市）	  !
パヴヱも乳幼児	  
　マガジン18号で保護者のアナログゲーム大会
をご紹介した回に、冒頭で子どもたちが早い時
期からデジタルデバイス（スマホやタブレット
など）に触れていることとを書きました。もっ
と言うとおなかの中にいるときから母親が使
い、生まれてすぐに携帯（スマホ）で写真を撮
られて知人に送信され、授乳中には母親がメー
ルをしているような環境の中で子どもたちは育
ってきているのでしょう。 
　2015年２月９日に女子高生のスマホ使用時間
は平均一日７時間いうニュースが報道されまし
た。↓ 

http://mainichi.jp/select/news/20150210k0000m040049000c.html !
　日中の大半をパソコンと向き合って仕事をし
ている自分の仕事環境を考えても、既に驚くこ
とでは無いのかもしれませんが、発達途上の子
どもたちが、長時間メディアに接触しているこ
とで、本来発達すべき身体、精神のなにかが不
十分だったり、欠落してしまうことが懸念され
ます。ただ、今回はそのことを検証するより、
ITと幼児教育の“いま”についてレポートしたい
と思います。 !
IITTもIICCTTよほてぞ


　そもそもITとICTと二つのことばが巷に飛び
交っておりますが、自分でもよくわからなかっ
たのでどう違うのか調べてみました。 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
ITとはInformation Technologyの略。Information 
Technology（インフォメーション・テクノロジー）
とは、一般に情報技術と訳されコンピュータやインタ
ーネット技術の総称となっている。Eコマースや
SNS・ブログ・スカイプ・ホームページの普及など、
21世紀の革新的な技術の発展に繋がっている。 
ICTとは、Information and Communication 
Technology（インフォメーション・アンド・コミュ
ニケーション・テクノロジー）の略。 

日本語では一般に”情報通信技術”と訳される。 
ICTの活用が期待される分野は、医療、介護・福祉、
教育などの公共分野への貢献が期待されている。具体
的には、総務省の施策する”ICTふるさと元気事業”、
文部科学省の”学校ICT環境整備事業”などがある。こ
れらのICT事業により、地域の人材育成、雇用の創
出、地域サービスの向上を図ろうというのが施策の
目的である。 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
ほぼ同じ意味だということがわかりました。 
ITが経済の分野で使われることが多いのに比
べ、ICTは主に公共事業の分野で使われること
が多い。これは、ITとは経済産業省の用いる用
語であるのに対して、ICTは総務省の用いる用
語だから。 
ここでは［IT］を使わせて頂きます。 
　学校でのIT教育はどんどん進んでいます、し
かし幼児教育にIT教育が進んでいるかという
と、学校に比べて導入は進んでいません。（９
割以上は未導入ということです）場合によって
は遅れている？という言い方をされるかもしれ
ませんが、なぜでしょう？ !
私見めびて＼



①幼児期の教育は「あそびや直接体験を通して
教育する」ことが大前提であり、そんな中で
IT機器を用いて系統的学習のようなカリキュ
ラムを実施することに抵抗があるし、必要性
も感じていない。 
②さらに幼稚園教員や保育士は、ピアノを弾い
たり、絵を描いたり、製作をしたりという実
務的なスキルの習得やあそびの環境設定や研
究、日常業務に時間がかかり、IT教育まで手
が回らないのが実情。 
③すでに、家庭の中には多様なIT機器があり、
ゲーム機やスマホなどは日常的に幼児が使っ
て遊んでいる事実があるので、ただでさえメデ
ィア接触時間が増えている昨今に園に居る時
間までメディアに触れさせることに抵抗があ 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る。せめて園にいる間はメディアから遠ざけよう
という意志が働いている。（実際私の園では
幼稚園も保育園もテレビ、ビデオ視聴もして
いない。） 

幼児教育はこのままでいいよ、 
と言いたいところですが、ついにこの未開拓の
市場（企業の方がやってきたので市場という言
い方をしました）へ開拓者がやってきました。 !
22001144年1111月2222日



／おそらく幼児教育関係者に公募された初めて
の大規模なIT系研修会が開かれました。 
国内最大シェアの乳幼児向けアプリ制作会社、
(株)スマートエデュケーション社の主催で、東京
大学を会場に「幼稚園、保育園のIT教育カンフ
ァレンス2015」という会が開催されたのです。 
さすがにITの専門会社ですね、ＨＰに詳細がア
ップされていますので、概要はこちらでご覧下
さい。 

▶カンファレンスの概要 
http://kdkits.jp/event/report_141122/ 
▶カンファレンスはKitsという幼児向けIT体験カリ
キュラムの考えに基づいて行われています。 
http://kdkits.jp/ 
▶スマートエデュケーション社 
http://smarteducation.jp/ 
▶親子で利用するための5つの提言 
http://smarteducation.jp/principles.html 
以上、ざっとリンクを見ていただいた方にはお
わかりかと思いますが、スマートエデュケーシ
ョン社は、幼児向けアプリを開発販売する傍
ら、社長の「世界中の子ども達の“いきる力”を
育てたい」という理念のもと、幼児教育関係者
と協力して研究開発してKitsを進めようとしてい
ます。理念とともにプログラムを販売するとい
うシェア拡大も目論んでのことですが、そこは
公的な研究機関ではなく企業が行うことなの
で、そうなるでしょう。 !
2211世紀型パヅΔもら’ 
　正直、やってきた開拓者がスマートエデュケ
ーション社で良かったと思いました。自分はま
だ導入するには至っていませんが、小学校以上
の学習ソフトがそのまま「知育」という冠をか

ぶって降りてくるのでは、幼児教育にそぐわな
いからです。Kitsは、子どものあそびの目線や、
子ども相互のコミュニケーションの活性化のた
めにデバイスを利用するというように、道具とし
て使いこなすことを目的として考えられているか
ら、方向性は評価できるのです。 
　先ほどリンクで見落とした方は、こちらにKits
のキーパーソン、東京大学大学院情報学環 准教
授の山内祐平氏の基調講演がまとめてあります
ので、ご覧頂くとなぜIT教育が必要なのかがわ
かります。 

▶子どもたちに必要な21世紀型スキル 
http://kdkits.jp/keyperson/int_yamauchi.php 
　今回は私もまだ踏み込んでいない領域、幼児
教育のIT導入の先進例の紹介でしたが、山内先
生がインタビュー動画でお話になっていたよう
に、「どういう理念を持って導入・実施するの
か」が大事で、園の特色や園児募集のためのツ
ールとなっては本末転倒で、IT教育の事例も深
められないし、子どもたちが被害を被ることに
なるのではないかと思います。 
　私は子どもたちが幼稚園にいる短い時間に寸
暇を惜しんで身体を動かし、友だちと関わり、
保育者や大人と関わりながら体験的に発達して
いくことを援助するだけで精一杯という気がし
ています。ただ世の中は留まってはいませんの
で、研究者の皆さんや企業の皆さんが情熱を持
って取り組んでいけば可能性を発揮するカリキ
ュラムが生まれてきて幼児教育の姿も変わってい
くのかもしれません。私どもはしっかり注視し
ていく必要があると思います。 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
「幼稚園の現場から」マガジンラインナップ	  

第１号　エピソー�ド	  

第２号　園児募集の時期	  

第３号　幼保一体化第	  

第４号　障害児の入園について	  

第５号　幼稚園の求活	  

第６号　幼稚園の夏休み	  

第７号　怪我の対応	  

第８号　どうする保護者会？	  

第９号　おやこんぼ	  

第1100号　これは、いじめ？	  

第1111号　イブニング保育	  

第1122号　ことばのカリキュラム	  

第1133号　日除けの作り方	  

第1144号　避難訓練	  

第1155号　子ども子育て支援新制度を考える	  
第1166号　教育実習について	  

第1177号　自由参観	  

第1188号　保護者ゲー�ム大会（アナログ）	  

第1199号　こんな誕生会はいかが？
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『幼稚園の現場から』 
21・楽しく運動能力アップ！ 

原町幼稚園園長　鶴谷主一（静岡県沼津市）	  !
今の年長児は 
25年前の年少児と同じ！	  
　このタイトルは、22001122年３月号の幼児教育機

関誌『げんき№113300号』エイデル研究所発行に

特集された「子どもの体力・運動能力低下」に

ついてのレポー�トで、山梨大学の中村和彦教授

が付けられた小見出しです。	  

中村教授はその後いくつかの雑誌で、こどもの

運動能力の低下について記事を書いておられま

すが、こどもの運動能力が低下していること

は、時折流れるニュー�スでも目にすることと思

います。	  

　実際に日々子どもたちと接している私たち保

育者はリアルに感じています。たとえば、滑り

台の上まで登れない、しゃがもうとすると足首

が硬いため後ろに転んでしまう、すぐに疲れて

しまう•･•･•･そんな子どもが少しずつ目立ってきて

います。とくに幼稚園新入園児の３歳児の未発

達ぶりが最近感じられますし、全身運動が十分

にできていないためかことばの遅れにもつなが

っている気がしてなりません。	  !
　そんな状況を見て、国もテコ入れをしなけれ

ば間に合わないと考えたのか、平成2277年度初め

には文部科学省から全ての幼稚園、保育園、認

定こども園（以下園）に幼児期運動指針策定委

員会が編集した『幼児期運動指針ガイドブッ

ク』と『幼児期の運動に関する指導参考資料

（第一集）ＤＶＤ』が送られてきました。	  !
※文科省のＨＰに掲載されています。	  

hhttttpp::////wwwwww..mmeexxtt..ggoo..jjpp//aa__mmeennuu//ssppoorrttss//

uunnddoouussiissiinn//11331199119922..hhttmm	  !
※指針のベー�スとなった３年間の調査結果につ

いてはこちらに詳しく出ています。	  

hhttttpp::////wwwwww..mmeexxtt..ggoo..jjpp//aa__mmeennuu//ssppoorrttss//

yyoouujjiikkii//iinnddeexx..hhttmm	  !
国が乗り出すほど子どもたちの
運動能力は落ちているのです。 

　それはタイヘン！幼児期からしっかり指導し

ないといけない！と思いますよね。東京オリン

ピックを見据えてスポー�ツ庁（22001155年1100月か

ら文科省の外局に設置）も設置される予定で、

大いにスポー�ツ意識が高まっている昨今。	  !
その気運に乗って、	  

幼児にも運動だ！ 
というように短絡的に「スポー�ツ＝運動」の意

識を幼児に当てはめると困りますよ、というの

が今回のテー�マ。	  !
　幼児の運動能力（誤解を防ぐために体力とは

言わない）の低下にずっと警鐘を鳴らしてこら

れた中村和彦教授は一貫して「幼児の運動能力

の向上は、それ以降のスポー�ツ的な運動とは違

って「あそび」が主体になるべきで、様々な動

きを遊びの中で経験させることが大切だ」と主

張しておられます。もちろん今回のガイドブッ

クにも関わっていらっしゃいます。	  !
　私は、このガイドブックを見たときに、私ど

も園の保育者に向けて「スポー�ツじゃなくて、

もっと子どもを遊ばせろ！」という提案がなさ

れていると受け取りました。	  !
なぜか？	  
　なぜ文科省が、あそびを通して教育を行う幼

児教育の専門家である保育者に向けて「もっと

子どもを遊ばせなさい！」と言わなくてはなら

なかったのか。それは、多くの園が子どもを遊

ばせていないからなのだと思います。	  

保育園についてはよく知りませんので何ともい

えませんが、現在ほとんどの幼稚園が民間のス

ポー�ツ教室関連の会社に外部講師を委託して運

動の時間を設けています。私の園も例外ではあ

りません。	  !
外部スポーツ講師を	  
委託する理由は、	  

・男性保育者が少ない職場なので体育的な活

動に男性講師が入ることで活気が出る。 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・運動能力の低下を防ぐためにしっかりやっ

てます！というカリキュラムを入れたい。

というような思惑があるわけだが、	  !
最近こんな話を聞きました•･•･•･	  

ある園児数の多い幼稚園で	  
講師による運動の時間。マット運動の指導がそ

の内容だったが約3300〜4400分の時間の間に一人の

子どもが運動したのは、２回程度でその他の時

間はずっと“待ち時間”だった。体を動かして

いない時間がほとんど。（これは通わせている

保護者に聞いた話）これで運動能力の向上は望

めるのだろうか？	  !
実は、『体育の科学』という機関誌では、	  
22001100年にすでに幼稚園での運動指導の実態と幼

児の運動能力の比較調査が発表されていまし

た。（22001100年５月発行((社))日本体育学会編集//杏林書院

発行）	  !
正確には「幼児の運動能力と運動指導並びに性格との関

係」という内容の研究報告で当時十文字�学園女子大学の杉

原隆氏ほか６人の研究者によって調査報告がなされている

が、今回は関係ある箇所の結果だけピックアップさせて頂

く。	  !

��� 	  

上の図１では、運動指導を積極的にしている園

よりしていない園のほうが運動能力は高いこと

を示しています。 

研究報告では、運動能力を向上させようと導

入した運動指導が逆に幼児の運動能力の発

達を阻害してしまっている現実を次のように

分析しています。	  

運動能力発達阻害の原因	  
○第一に、運動が一斉指導の形で行われている

ため、子どもは説明を聞いたり順番を待ってい

る時間が長く、実際に体を動かしている時間が

短くなってしまっている。（まさに、先ほどの

ある幼稚園の事例！）	  !
○第二に、幼児の運動発達の特徴と指導が合っ

ておらず同じような運動の繰り返しが中心で運

動能力の発達にほとんど貢献していない。	  !
○第三に、やりたくもない運動をやらされる子

どもが多いため、運動に対する意欲が育たな

い。	  

この３点を踏まえた上で、あそびを通して運動

能力を向上することが大切だとまとめている

が、この時点では具体的な内容は示されていな

かったし、遊びと運動の曖昧な境界線をどうす

るか？も問題となっていた。それから５年経っ

て文科省が具体的な指導内容を伴ったガイドブ

ックを発行したということでしょうか。	  !
☆もう一つ注目すべきグラフがあったので紹介

します。	  

���  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　図44は、①一斉に指導を行う方法、②半々に

行う方法、③自由に遊ばせているだけという保

育形態での運動能力の比較で、②半々がいちば

ん数値が高かったのを示している。	  

子どもまかせでもダメで、やり過ぎてもダメ、

ほどほどに保育者の指導が入るやり方がいいと

いう結果だ。	  

これは、救いでした！ 
なぜなら、私の園でもスポー�ツ会社の講師を委

託して従来型の運動指導を行っていたからで

す。やめなくても良い、工夫しよう！という方

向性が示されたからです。	  !
ここからは図１の報告を読んでショックを受け

た後、講師と取り組んできた私どもの園の事例

をご紹介しましょう。	  !
講師と園の連携	  
　私どもはジャクパという会社に運動指導を委

託しておりました。幸いなことに、この会社の

方針は「園のやり方に合わせる」という方針だ

ったので先のレポー�トを見て担当講師と話し合

い、逆効果にならない運動指導の方法を模索し

て参りました。講師も契約を切られてはかない

ませんので、真剣に考えてくれました。	  !
まずは、待ち時間をなくす	  
　たとえば鉄棒を指導しているときは、説明の

時間を極力短くし、指導が終わった子どもは園

庭、ホー�ルで行うにしても他のサー�キットを設

けてそこを回ってくることにしました。始終子

どもが動いている時間を作るわけです。（簡単

ですね！）	  !
次に、あそび感覚を導入	  
　指導開始時の準備体操も楽しく、皆が笑いな

がらできるような内容を盛り込み、運動指導の

時間が楽しみになるように改善していきまし

た。	  

講師はたいてい体育会系の出ですからビシビシ

と指導したいわけです。そのほうが端から見て

「やってるように」見えるし、指導していて気

持ちがいいはずです。ウチの講師も改善前はそ

うでした。今は遊んでるようなやってるよう

な、まさにあそび半々の指導が行われていま

す。もちろん保護者にもその意味を伝えて「あ

れで指導してるの？」という誤解を持たれない

ようにします。これは園長の担当。 

コーディネーショントレーニング	  
２年ほど前に、コー�ディネー�ショントレー�ニン

グに出会いました。幼児教育現場でよく取り入

れられている“リトミック”と似たような面が

あるのでわかりやすかったのですが、「運動神

経が良くなる運動」ということで、小学校でも

導入するケー�スが増えていると聞きます。	  

　内容についてはご存じの方も多いと思います
のでＨＰを参照して頂くとして、	  

※NNPPOO法人　日本コー�ディネー�ショントレー�ニ

ング協会	  

http://jacot.jp/index.html	  !
講師はこの講習に参加してノウハウを学んでき

ました。今は、学んだノウハウを生かして独自

の楽しい指導方法を模索・実践しているところ

です。	  !
　最後に、今回のガイドブックを見ての感想で

すが、文科省は子どもの特性をきちんととらえ

て、幼児期に適切な指導方法を提示してくれま

した。	  

しかし未だに大人や児童向けの指導方法をその

まま幼児に流用して、早い時期から「逆効果

の」指導を行っている保育現場があること。一

部の運動好きな子どもはその方法でも伸びるで

しょうけど、ヘタをすると水面下で運動嫌いの

子どもを量産している恐れもあることを多くの

人が知るべきだと思います。	  !
余談ですが	  
３月に静岡県と友好都市である中国浙江省の教

育庁の方と現地の幼稚園園長が数名、日本の幼

児教育の視察に来られました。ちょうどジャク

パの指導日だったので講師はあそびと運動を合

わせたようなカリキュラムを披露したんです

が、ピンときていませんでした。	  

　それより、中国では幼稚園だけでなく小学校

でも跳び箱はカリキュラムから無くなったそう

です。理由は危ないから。一人っ子政策の影響

で子どもに怪我をさせるのは御法度！超過保護

な実態が垣間見えました。	  

日本はこうはなってほしくない。多少痛い思い

をしても「できるようになりたいから乗り越え

ていく」という経験も運動（スポー�ツ）のなら

では醍醐味なのですから。	  !
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いろんな運動場面をご紹介	  
!

  
▶原町幼稚園では年長組の運動会で跳び箱を披露その前段階の
タイヤとび。好きな時間に跳びたい人がやってます。 !!

  
▶やりたい人ー！自由に遊ぶ時間に任意で跳び箱練習 
　できるできない、年齢に関係なく並べばやれます。 !!

  
▶体育指導中のサーキット。滑り台を頭から滑るよ-！ !

  
▶カルタの絵札をみて、ニワトリのポーズで歩こう 

  
▶狭い園庭でサッカーをやりたい年長児が、ほかの遊びと 
　共存するために考えた方法であそぶ。 

  
▶地上５メートルの高さの登り棒に挑戦、 
　遊具の上から登るので登る長さは２ｍですが。 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!!

  
▶運動指導の準備体操、いろんな動きできるかな？ !!

  
▶からだやわらかくなったかなー !!

  
▶足を揃えてしゃがんでみよう !

!!

  
▶フープを使って二人でジャンプし合います。 
　ゲーム感覚で動きを楽しむのです。 !!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
「幼稚園の現場から」マガジンラインナップ	  

第１号　エピソー�ド	  

第２号　園児募集の時期	  

第３号　幼保一体化第	  

第４号　障害児の入園について	  

第５号　幼稚園の求活	  

第６号　幼稚園の夏休み	  

第７号　怪我の対応	  

第８号　どうする保護者会？	  

第９号　おやこんぼ	  

第1100号　これは、いじめ？	  

第1111号　イブニング保育	  

第1122号　ことばのカリキュラム	  

第1133号　日除けの作り方	  

第1144号　避難訓練	  

第1155号　子ども子育て支援新制度を考える	  
第1166号　教育実習について	  

第1177号　自由参観	  

第1188号　保護者アナログゲー�ム大会	  

第1199号　こんな誕生会はいかが？	  

第2200号　ＩＴと幼児教育	  !!

��� 	  

原町幼稚園　園長　鶴谷主一	  

ＨＰ：hhttttpp::////wwwwww..hhaarraammaacchhii--kkii..jjpp//	  

MMAAIILL：oossaakkaannaa@@hhaarraammaacchhii--kkii..jjpp	  

TTwwiitttteerr：@@hhaarraammaacchhiikkiinnddeerr	  
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『幼稚園の現場から』 
23・大量に焼き芋を焼く！ 

原町幼稚園園長　鶴谷主一（静岡県沼津市）	  !
●焼き芋焼いて2200年	  !
　幼稚園はもちろん、保育園でも子どもが何か

しらの経験を通して心身を発達させていくこと

が、園で営まれている活動の目的であり、園そ

のものの存在意義でもありましょう。	  

　何を身につけるかはその園の教育方針により

違いますが、とくに小学校以降の系統的学習に

つながるような活動において、外してはならな

いのが「内発的動機付け」といわれる「子ども

自身の自発性」を引き出しながら活動を進める

ことではないでしょうか。	  

　そのためのエッセンスとして「楽しい！」と

いう感情や「興味・好奇心」というキー�ワー�ド

は欠かせません。	  !
①たのしい！	  

②やりたい！	  

③まんぞく！	  

→次へつながる意欲が沸く	  !
という流れを作り出せれば、教師の意図する

「発達のねらい」を子ども自身がどんどん獲得

していってくれます。伝達されて覚えていく

〈静の知識〉より、実体験を伴う〈動の知識〉

が幼児期には適しています。なので教師たちは

いつも「子どもたちをどう楽しませようか…」

と腐心していますが…これがとても重要な仕事

なのです。	  !
　さて、焼き芋の話に移りましょう	  

僕は童謡の「たきび」の歌を聞くと（歌詞には

焼き芋なんて出てこないんですが）あの煙の下

には、ホクホクした焼き芋が隠れている！とつ

い連想してしまいます。	  !
『たき火』	  

かきねのかきねのまがりかど	  

たきびだたきびだおちばたき	  

あたろうかあたろうよ	  

きたかぜぴいぷうふいている	  !
　僕が少年時代に、父が枯れ草を燃やすときに

は、決まって芋を放り込んで焼いてくれた経験

があるからでしょうね。昭和3300年代の田舎では

そんな情景が普通にあったのですが、ずいぶん

前から野焼きが制限され、都市部はもちろん、

地方の市町でも個人的に焼き芋を焼くこともか

なわなくなってきました。	  

　「子どもたちにも焼き芋の情景を味合わせて

やりたい！」園長のノスタルジックな動機が発

端であることは否めませんが、かれこれ2200年以

上、幼稚園で焼き芋を焼いてきました。	  !
　少量でしたら電子レンジやオー�ブンでも「焼

き芋」モー�ドでおいしく焼けるし、バー�ベキュ

ー�の時に焼くこともできるでしょう。同じよう

なものでも、焼き芋を〈動の知識〉とするため

には何が何でも焼かなくてはなりません。	  !
　秋に芋掘りに出かける幼稚園・保育園・施設

は多いと思いますが、いも煮や蒸かし芋で味わ

っている園も多いと思います。この方法だとほ

とんど失敗はありません。	  

　野焼きの焼き芋は、時間通りに焼けなかった

り、焦げてしまったりと失敗の不安がつきまと

います。それでも焼き芋を子どもたちに食べさ

せたい！と、僕と同じように思われる方は今回

紹介する方法を試してみてください、きっとう

まくいくと思います。	  !
　「自分たちが掘ってきたお芋が焼くだけでこ

んなにおいしくなるんだ！」という、じつに楽

しく、美味しく、満足できる（お腹も？）活動

ができることでしょう！	  !

��� 	  
▶やきいもだあー！ 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●情報交換がヒントに	  
　この方法は、東京八王子にある高尾幼稚園の

園長先生に十数年前に教えてもらい、それ以来

安定して焼き芋を焼き上げることができるよう

になりました。	  

　それまでは、落ち葉やもみ殻、薪を使ってい

ろいろ試行錯誤をしてきましたが、場所も取る

し煙いし、時間までに焼きあがらず、お腹をす

かせた子どもたちをずいぶん待たせてしまった

こともあります。	  

　幼稚園の活動は、それぞれの園で独自のレシ

ピ（活動計画）を持っていますが、同じような

活動をどうやればうまくいくか、具体的な情報

交換がそれぞれの園の活動を充実させます。こ

の方法を教えて下さった先生への感謝の気持ち

を込めてこれを読んで下さっている皆さんにも

詳しくお伝えします。	  !
さほど広くない


●園庭で焼くことを考慮


　畑や広い空き地で焼くなら、火の用心や煙の

ことをそれほど気にせず焼けるのですが、幼稚

園で行う場合は園庭のまん中あたりになるので

はないかと思います。園庭が広くない場合は、

火の大きさや灰の処理も考慮しなければなりま

せん。それも木炭を使って焼くことで解決
です。	  

220000本を一気に焼くとなるとそれなりの道具が

必要ですが、実施される園の規模に合わせてア

レンジしてくださいね。	  

　童謡「たき火」のイメー�ジはこの際置いてお

き、火は見えないけど遠赤外線で焼くことで、

さほど広くない園庭でもおいしい焼き芋が焼け

ます。	  

!
●道具


ドラム缶の釜



���

お知り合いの工務店や溶�接をやっているところ

で、ドラム缶を縦に真っ二つに切ってもらい、

「釜」を入手します。両側に溶�接で取っ手を付け

てもらうと便利です。１釜でマックス220000個焼けま

す。大量でなければ市販のバー�ベキュー�コンロを

使用しても良いでしょう、芋を平面に並べられる

数×２段程度までは焼けます。	  
▶写真の釡は10年以上使用して錆びていますが問題なく使
えます。金具を溶接して取っ手を付けてあります。サイド
に空気穴が開けてあります。 !!
その他道具一覧（焼き場）



!

  
▶１釡100個 × 2釡=200個焼く準備（木炭18kg） !

 　  
▶充電式ブロアーと綿軍手 

ブロック ドラム缶の釜を安定させるために両側
を挟みます 
（１釜に２個）

木炭 ホームセンターなどで購入します。 
１釜で芋200個焼く場合12kg使用 
芋100個で９kg見当

薪 材木の端材など木炭に火をつけるため
のもの、（１釜に端材袋１袋程度） 
煙を最小にしたければ着火剤でも可 
その場合木炭の量を増やす

火バサミ バーベキュー用の長めのもの
ブロアー 炭に風を送るときに便利 

ウチワでも可だが熱に注意
綿軍手 古いもの、芋をつかむときは二重にし

て使う、合成繊維製は溶けるので不可
スコップ 燃えている炭を入れ替えるためのもの
バーナー 着火用、ライターでも可
消火バケツ 水を入れておき、使った火バサミを入

れる
竹串 焼き芋の焼き上がりを確認する
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芋の準備



  
▶前日に自分たちで洗った芋にしっかりアルミホイルを巻い
て持ってきました。 !

  
▶新聞紙を使って紙コップの要領で芋を入れる袋を事前に準
備します !!
●事前準備


①子どもたちが芋掘りで掘ってきた芋から適度

な大きさのものを選別し、必要な個数の２割

増しで準備しておきます。（中が傷んでいた

り、焼いたときに焦げたり、食べるときに落

としたりした時の交換用）	  

②年中長クラスの子どもたちが事前に芋を洗い

ます。	  

③当日、芋を焼く前に、子どもたちがアルミホ

イルで芋を巻きます。隙間がないように二重

ぐらいにします。隙間があるとそこから火が

入って焦げてしまいます。	  

　アルミの内側に濡れた新聞紙を挟み込む方法

もありますが、新聞が焦げたときに取り除く

のが大変だったので省いています。なんとな

くふっくら仕上がる感じがしますが、好みで

やっても良いと思います。	  

④クラスでは、お芋が焼けるとどう変わるの

か、お家ではどうやって食べているかなど興

味を沸かせる話が弾みます。	  

★お近くの消防署への届け出も忘れずに！	  !!
●タイムテーブル


火の管理は時間がポイントです。仕上がり時間

から逆算して考えていくと良いでしょう。	  !
99：0000aamm	  木材に点火→おき火づくり	  	  	  	  

��� 	  !
99：3300	  火のピー�クが過ぎ、落ち着いてきた	  	  	  	  	  	  	  	  

ところで（火があるうちに）木炭を

投入※目安は芋を入れる最低3300分前	  

	  ブロアー�で送風し木炭の着火を促進	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1100：0000〜1100：3300頃	  

	  クラス毎に子どもたちが園庭に出	  	  	  	  

てきて芋を投入します。	  

　��� 	  

　��� 	  
▶みて！しっかりアルミホイル巻いてきたよ！ !

いも+アルミホ
イル

洗った芋をアルミホイルで隙間なく
包んで準備。二重でも良い。

新聞紙 あつあつの焼き芋を入れて子どもが
食べるための袋をつくる

ゴミ袋 焼き上がった焼き芋からアルミホイ
ルを剥いて捨てる。
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①担任の誘導で「焼き芋グー�チー�パ

ー�」の手遊びなどをして気持ちを盛

り上げる。	  

②火が見えないけど炭火の熱が出てい

ることや投入方法について説明する	  

③一人ずつ釜に近づいて芋を投入（大

人の補助が必要）	  

④おいしく焼けますように！とお願い

をして、あとは焼き芋が焼けるまで

クラスに戻って、あるいは園庭で遊

びながら待ちます。	  

��� 	  
▶うわあ！あつい！近づいてくると遠赤外線の熱に驚きま
す。 !

  
▶おいしくなりますように… !

◆芋が多いと釜の中で重なりますが、下

の芋から焼けていくのでそのままにし

て焼きます	  

◆炎はほとんど見えませんが、熱が出て

いればOOKK	  

◆火が弱くなったらブロアー�で火を活性

化させます	  

◆芋の大きさ、太さにより焼き上がり時

間は異なりますのでご注意を	  

��� 	  !
1100：5500頃〜	  

2200分経った頃に一度全ての芋をチェ

ックして焼けたものと再度焼くもの

とに分類。　((二重にした軍手でギュ

ッとにぎって柔らかければＯＫoorr竹

串がスッと通ればＯＫ))	  

◆服装は灰をかぶっても良い綿の長

袖、頭には手ぬぐい等がベスト	  

◆芋を出すときに火バサミ（トング）

を使い、一旦バットや地面の上に転

がし灰をふるい落としますます。手

で直接いくと炭でやけどをする恐れ

があるので注意！	  !
1111：1100頃〜	  

　順次焼けていくので、芋のチェッ

クを繰り返しながら、アルミを剥い

て焼き芋を新聞紙に入れ、クラス分

そろったところで順番に子どもたち

が呼ばれて食べに来ます。この作業

は熱いので大人がやります。子ども

には無理です。	  

��� 	  
▶この活動にはお父さんお母さん方のお手伝い（事前に募
集）が欠かせません。芋の焼きチェックから袋入れ、食
べる補助まで一緒にやっていただきます。幼稚園だけで
なく保育園でもお休みや時間休を取ってお手伝い下さる
ので本当に助かります。 !
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1122：0000頃〜	  

　お昼にはその日予定した子どもが食

べ終え、片付けに取りかかります。	  

　原町幼稚園と原町保育園では合わせ

て３日間かけて焼き芋を焼きます。	  !

��� 	  
▶新聞袋にセットされた焼き芋 !

  
▶あちち !!

  
▶でっかいでしょ！ 

  
▶がぶっ！ !!

  
▶これみてよ！うまいぜー！ !
　直火をはじめて目にした子どももいますし、

はじめて焼き芋を食べた子どももいます。芋が

嫌いで家に持って帰った子どももいますし、焦

げたところが嫌で食べるのに苦労した子もいれ

ば、口の中を真っ黒にして皮ごとモシャモシャ

食べている子もいます。	  !
　冒頭に「子どもが何かしらの経験を通して心

身を発達させていくこと」が園の存在意義と書

きましたが、焼き芋を焼いて食べることが、子

どものどんな発達を促しているのかはっきりと

実証することはできません。	  

　ただ子どもたちの心の中に物語を作ることが

できたと思います。	  

「火がついてさあ、ものすごく熱かったとこに

芋を投げて待ってたら、焼き芋になったんだ

よ！…甘かった〜！また食べたいなあ！」…	  

大人の言葉でまとめるとこんなところでしょう

か？楽しい物語を積み重ねて大きく育ててい

く。それも私たち保育者の大事な仕事ですが、

焼き芋にかぶりつく嬉しい顔を見たら大変だけ

どまたやってあげたくなっちゃいますね。 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!!!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
「幼稚園の現場から」マガジンラインナップ	  

第１号　エピソー�ド	  

第２号　園児募集の時期	  

第３号　幼保一体化第	  

第４号　障害児の入園について	  

第５号　幼稚園の求活	  

第６号　幼稚園の夏休み	  

第７号　怪我の対応	  

第８号　どうする保護者会？	  

第９号　おやこんぼ	  

第1100号　これは、いじめ？	  

第1111号　イブニング保育	  

第1122号　ことばのカリキュラム	  

第1133号　日除けの作り方	  

第1144号　避難訓練	  

第1155号　子ども子育て支援新制度を考える	  
第1166号　教育実習について	  

第1177号　自由参観	  

第1188号　保護者アナログゲー�ム大会	  

第1199号　こんな誕生会はいかが？	  

第2200号　ＩＴと幼児教育	  

第2211号・楽しく運動能力アップ	  

第2222号・〔休載〕	  !!

��� 	  

原町幼稚園　園長　鶴谷主一	  

ＨＰ：hhttttpp::////wwwwww..hhaarraammaacchhii--kkii..jjpp//	  

MMAAIILL：oossaakkaannaa@@hhaarraammaacchhii--kkii..jjpp	  

TTwwiitttteerr：@@hhaarraammaacchhiikkiinnddeerr	  
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『幼稚園の現場から』 
24・お話あそび会（その１） 

!
原町幼稚園園長　鶴谷主一（静岡県沼津市）	  !

●発表会の意味	  
!
　ほとんどの幼稚園・保育園・こども園では、

年間を通じていろいろな形で教育・保育の成果

を保護者の皆さんに伝えています。運動会、作

品展、音楽会、そして２学期後半から３学期に

かけ、一年間の教育・保育の集大成として「生

活発表会、おゆうぎ会」などの名称で実施され

ています。	  

今回はこの手の発表会について考えていきま

す。※文中では「生活発表会」と表します。	  !

��� 	  
［写真はお話あそび会の様子：本文とは関係ありません］	  !

　幼稚園や保育園にとって「生活発表会」は、

教育・保育の成果を伝えるという意味を持ちな

がら、園の広報的側面も強い性格のものだと考

えます。	  

子ども一人一人の出番を作り、歌や合奏、お遊

戯、演劇などを披露し、招いた家族に我が子や

クラスメイトがしっかりやっている姿を披露

し、努力の成果を感じてもらって「この園に入

れて良かった！」という実感とともに評価を高

めてもらう。それは私立幼稚園の宿命である経

営上の大事な開催目的でもあるのです。	  

　そんな大切な行事ですから「少しでも良い発

表にしたい！」という思いは誰しもあるのです

が、その気持ちが強すぎると「見栄え・出来映

え」が優先されて、本来子どもが主役なのに子

ども自身が楽しくなかったり、活動への意欲が

沸かない状態になってしまう。だけどやらなく

ちゃいけないというジレンマの中で保育者も葛

藤をする。こんな困った問題が生じてきます。	  !
　後半で書きますが、私が自分の園の生活発表

会を見直した理由は、練習時間の膨大さのわり

に当日が過ぎたらもう興味がなくなってしまう

活動の浅さ。そして表現活動としての意味が見

いだせなかったことです。	  

どこの園もそうだとは思いませんが、類似した

行事が日本全国で行われているとしたら、同じ

ような問題も抱えているのではないかと思うの

です。	  !
　まずは、生活発表会という行事をとりまく構

造について考えてみました。	  

▶伝統の中で見落としがち	  
　私の園も2255年前には、生活発表会という行事

を行っておりました。自分は当初から関わった

わけではなく、3300数年続く園の歴史の中で「こ

の時期に、この行事を行います」ということ

と、「どうやるか」だけは伝えられましたが、

この行事を通して子どもの何を育てるのか、と

いうことは聞きませんでした。	  

　最初にこの行事の計画を考えた保育者たち

は、教育的目的もしっかり押さえていたと思う

のですが、長年続けていくうちにそれが霞んで

きて、年々入れ替わる新規職員に、大切な目的

が伝えきれていないという現実もあるのではな

いかと思います。	  
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「発表会の形骸化」という問題です。	  

▶気づきにくい構造	  
　各園で伝統的に続いてきた、ということはそ

の活動を経験した人がたくさんいるということ

です。家族はもちろん、保育者も、園長も。	  

　この活動をいちばん喜んでくれる祖父母の皆さ

んは、自分の娘、息子とダブらせて孫の活躍を見

る。父母も自分の経験と照らし合わせて我が子の

頑張りを見る。保育者も自分が指導されたように

指導をしていく。皆で懐かしさという合意形成が

されているところに、疑問を挟む余地はなかなか

ありません。「これはやるもんだ」という前提と

なってしまっている構造があります。	  !

��� 	  !
▶教育的意義	  
　教育的意義という言葉は、園内という狭い枠

の中ではリー�ダー�の理念もしくは信念によっ

て、いかようにも正論付けられるきらいがあり

ます。	  

•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･	  

　すこし話が逸れますが、運動会で伝統として

鼓笛隊を発表している保育園の話です。1100月開

催の運動会に向けて日々の練習に力が入ってい

たそうです。単調な練習が続くので、ある子ど

もが嫌になり家に帰って親に訴えました。そこ

でお母さんが練習の様子を見に園に行くと、炎

天下での練習が長引いており、驚いた母親

は•･•･•･言い方はその通りかわかりませんが園長

が言うには、「ウチの子を殺す気か」と訴えた

そうです。この話は、私ども園長同士の雑談の

中で話されたものですが、「そりゃ、やり過ぎ

たんじゃないの？」と思う私に相手の口から出

た言葉は予想外のものでした。	  

「あの親はわかっていない」「素晴らしい活動

を達成することこそ、子どもの成長につながる

のに」と主任と意気投合したというのです。ま

ったく最近の親は甘いと当然のように仰いまし

た。	  

　炎天下での長時間の練習はさすがにマズイで

しょうけど、親が意を決して苦情を述べるほど

の事柄をそんなに簡単にスルー�して良いのか？

と驚くとともに、その信念に裏打ちされた実績

と伝統があるのだろうと思わされたのです。	  

•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･•･	  

　たとえ練習を嫌がったとしてもやらせる意義

はあるのだ！乗り越えた先に喜びがあるのだ！

それがわかるときが来る！と確信を持って取り

組んでいる園は意外と多いのかもしれません。	  !
　水を差すようで申し訳ないのですが、私は生

活訓練やマナー�を身につける活動での我慢を強

いることや、好き嫌いにかかわらず取り組ませ

ることが必要な場面はあると思いますが、表現

活動にそれが必要でしょうか？と考えていま

す。	  

　ちなみに、私たちが教育活動の基にしている

「幼稚園教育要領」に書かれてある「表現」の

ねらいと内容には、	  

「感じたことや考えたことを自分なりに表現す
ることを通して、豊かな感性や表現する力を養
い、創造性を豊かにする。」 
（１）いろいろなものの美しさなどに対する豊

かな感性を持つ。 
（２）感じた考えたことを自分なりに表現して

楽しむ。 
（３）生活の中でイメージを豊かにし、様々な

表現を楽しむ。 
とあり、内容解説の本文中にも、自由、自分な

りに、親しむ、遊ぶ、創造する、楽しむという

言葉が多く使われています。	  !
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　具体的にどんな活動をしなさいとは書かれて

いません。そこが各園の創意工夫、私学の独自

性を発揮するところですが、教育要領のねらい

どおり、子どもたちは、創意工夫し、自分なり

の表現を楽しんでいるでしょうか？疑問が残る

ところです。	  

　私の園も、以前はまさにそのような環境の中

でやってきておりました。いつの間にか優先順

位が逆転してしまった発表会に疑問を感じなが

らも、「そもそも子どもにとって•･•･•･」という

根本にメスを入れられずに日々は流れていくの

です。	  

▶結果オー�ライが隠れた問題を帳消し	  
　生活発表会だけではなく、園の活動の本流が

園長や理事長、主任などのリー�ダー�の考えによ

って決定されるのが一般的です。	  

　そして、たとえ子ども不在の活動が展開され

ていたとしても、結果はオー�ライになるはずな

のです。なぜなら、まず当事者である子ども

は、その方針の是非について意見を言えるわけ

でもなく、「つまんない」と言って逃げ出した

り、他の子どもにちょっかいを出して叱られた

りする程度の抵抗をするだけです。	  

　では、鼓笛の練習に抗議したお母さんのよう

に保護者はしっかり見ているでしょうか？たい

ていの保護者は、発表までの練習をつぶさに見

ることはかなわないと思います。本番でどんな

に素晴らしい演技が披露されるか楽しみに待つ

のです。もし家で子どもが不満を漏らしたとし

ても、園での状況は想像するしかなく、たいて

いのお母さんはみんなと一緒に行動することを

望むでしょう。「そんなこといわないでがんば

りなさい、お母さん楽しみにしているから」と

いう声をかけてくれるでしょう。	  

そう言われた子どもは、頑張ろうと思って練習

に取り組みます。	  

　周りの大人がみんなそういう雰囲気でアプロ

ー�チしますと子どもはとても柔軟にそれらを受

け入れ、指導者の望んでいる一定の成果をあ

げ、子どもたちも何かしらを身につけることが

できるのです。結果はオー�ライ！来年も同じよ

うにやろう！	  

犠牲にしたものは何だったのか？	  

結果オー�ライならいいじゃないか！	  

▶現場での葛藤	  
　どのような方針にしろ、発表会というものは

期日と内容が決まっており、そこに向けて練習

し完成させるということは避けて通れません。

そんな状況の中現場の保育者は「完成度」を見

ないわけにはいけません。本番が近くなるにつ

れ受け持つ子どもたちへの指導・練習量が多く

なり、得意な子どもは嬉々として取り組む反面

苦手な子どもたちの本音を聞いてあげられず、

子どもたちの笑顔が少しずつ消えていったり、

ノルマを感じてきたりしたときに、「このこと

ってどんな意味があるんだろう？」という根本

的な疑問が頭をふとよぎるのです。	  !

��� 	  !
　しかし、そんなところで立ち止まっている余

裕は職員にはありません。その園に採用され、

その園のやり方を先輩から教わり、「前回より

も良い結果を！レベルを落とすわけにはいかな

い！」という意識が高いほど、まずは失敗しな

いように、そして自分もクラスの子どもたちも

より良い評価を得るために「あそこまで頑張ろ

う！乗り越えよう！」という意識が働くのが普

通ですし、社会的義務でもあります。	  

　それさえ乗り越えれば、結果オー�ライ！	  

頑張ったぶんだけ達成感や成就感！「よかった

よ！素晴らしい！」という評価が待っているの

です•･•･•･あくまでも“大人サイド”のものであ

りますが、その密は甘く先生冥利に尽きるもの

ですらあります。 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▶個人の力量とマッチング	  
　園で行われる教育・保育活動の全てに保育者

個人としての力量が問われることは言うまでも

ありません。実力が十分ではない保育者は、ベ

テラン保育者と同じ教育効果を得るにも時間が

かかったり、子どもたちの変化に気がつかなか

ったり、意欲を盛り上げる言葉掛けが不十分だ

ったりという現実問題はありますので、同じ活

動をしていてもあるクラスはイキイキとやって

おり、あるクラスは嫌々やっている、というよ

うな場合は力量差が大きいと見て取れます。	  

　我が園の方針を見つめ直すことを提案する前

に、与えられた方針でどれだけのことがやれる

か、まず努力してやってみるところから始める

のが普通だと思いますが、次第にその園で必要

とされるスキルが上がっていくと、最初に感じ

たことが何だったか感じなくなってくることも

あるでしょう。それゆえ、この手の行事にはメ

スが入りにくいと考えます。	  !
　もし、子どもたちを追い込む指導に問題を感

じていた保育者がいたとしても、それを提案す

る前に身を引くことが多いのも一因でしょう。	  

　「発表会の練習がきつくて、子どもたちを追

い込むことが嫌で辞めました」という保育者と

会ったこともありますし、「発表会に力を入れ

ている園に勤めていたけど、自分の子どもはそ

ういう園は避けました」という内容がネット上

の掲示板でも語られています。	  !
　疑問を感じた職員が、組織の中で新しい提案

をするのは非常に勇気が必要で、困難なことな

のです。	  

　子どもたちの晴れ舞台となる発表会の練習過

程でも、子どもたち自身が喜びや楽しさを味わ

い、考え、創意工夫しながら保育者と一緒に作

っていくこと。それが日々の生活をイキイキと

盛り上げ、生きる力もつけていけると思うので

す。子どもたちが主役になれるように工夫して

いる現場の先生方も大勢いらっしゃると思いま

すし、悩んでいらっしゃる方もいるでしょう。	  

　今回は、私が取り組んできた拙い実践を紹介

させて頂き、皆さんの生活発表会を考えるヒン

トになれば幸いだと思います。	  !
●生活発表会を見直す


　私が原町幼稚園に勤務をはじめた11999911年当

時（2255年前）、11995577年園の創立から3344年の

歴史があり、生活発表会は運動会と並んで年

間の重要な行事でした。	  

原町幼稚園で行われていた生活発表会は、年

少児は主にお遊戯、年中長は合唱と合奏、演

劇活動が加わり、舞台の上で発表します。	  

　当時は、夜明け前から席取りのために保護

者や祖父母の皆さんが座布団を持って入口に

並ぶという、家族ぐるみで楽しみにしている

お祭り的な行事だったのです。	  !

��� 	  !
　私は２年間その取り組みを見ていて、疑問

がふつふつとわき上がってきました。	  

疑問は二つ。一つは、発表のために費やす練

習量が膨大なのです。年長児は、合唱、合

奏、劇（遊戯）と３つの演目を同時期に練習

します。	  

時期になると「子どもたちのあそぶ時間がな

い」というのが悩みでした。練習練習の日々

が嫌になって「幼稚園に行きたくない！」と

主張する子もいましたが、2255年前の子どもた

ちは我慢強いです、先生の指導に従って粛々

と“頑張って”おりました。	  

　保育者もそんな子どもたちの姿を見つつ、

本当は遊ばせてあげたいけど、発表会でお客
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さんの期待に応えるためには、ここで心を鬼

にしてやらなければ、と思って頑張る。結果

子どもたちを追い込んでいくことにつながっ

てしまったのです。これはこの行事に限った

ことではなく、運動会や音楽会などの発表を

伴う行事にありがちのジレンマでした。	  

（もう一つ加えれば、運動会でもメロディオ

ン鼓隊のマスゲー�ムが“目玉”でもあり、運

動会のかなり前から相当の時間を費やしてお

りました。）	  !!
▶ねらいを絞る	  
　まず、この問題の解消のためにねらいを絞

り、活動を分散することにしました。	  

お遊戯的な身体表現は「運動会」へ移し、ダ

ンスや舞踏的表現として同様のねらいを達成

することにしました。音楽と演劇活動は「音

楽会」と「劇あそび会」（後のお話あそび

会）へ日程を振り分けて年間計画を変更した

のです。今ではこの３つの行事を「３大表現

活動」と呼んでいます。運動会で行っていた

鼓隊は音楽会に吸収し、取り止めることにし

ました。	  !

��� 	  !

▶子どもは楽しんでいるか	  
　生活発表会の改革に至った、二つ目の疑問

が「ほんとうに子どもたちは表現を楽しんで

いるのか？」ということでした。	  

お遊戯は、もともと音楽に振付を当てはめて

いくものですからリズムに乗ってダンスする

こと自体が楽しいわけです。歌や合奏もそれ

自体から楽しさが生まれます。	  

　いちばん悩んだのは劇です。	  

当時行っていた劇は、保育業者さんが販売す

る発表会のための豊富な教材の中から、音声

セリフ入りのＣＤとシナリオを使っていまし

たので、子どもはセリフを発せず口パクで動

くというものだったり、大人や学童の演劇を

幼児用に簡単にしたものだったり、大人の決

めたシナリオで演技を覚え込んでいくという

活動だったのです。	  

あくまでも私の印象です•･•･•･	  

「これでは猿回しだ」	  

　なぜなら、子ども自身が楽しめておらず、

型にはまった表現を間違えないように発表す

ることに主眼が置かれていたからです。どこ

が本人たちの表現活動か！と言いたくなるよ

うな状況があったわけです。	  

　発表会が終わって「ああ、おわった！」と

開放感を味わい、「うまくできた」「まちが

えなかった」「がんばった」という達成感と

評価は得られますが、「ああ楽しかった、ま

たやりたい！」という感想は出てこなかった

のです。その後の子どもたちの姿に生活発表

会の余韻などありませんでした。子どもたち

はまさにノルマを果たしたのです。	  !
　それで思い切って行事を改革しました。	  

保護者の反発、とりわけ孫の発表を楽しみに

しておられた祖父母の反発は大きかったと記

憶しています。「楽しみにしていたのに」

「なぜ今年からなのか」という声です。	  

活動の主旨を丁寧に説明し、子ども主体の保

育方針を理解して頂けるように訴え続けると

ともに、活動をより良いものにすることとに

努めてきました。	  
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　改革後２年間続いた「劇あそび会」は手探

りの状態でした。ごっこあそびに毛が生えた

ようなレベルで保護者を招待してやっていた

ものですから「子どもは楽しそうだけど、何

をやっているか分からない」という批判も頂

きながら、自己満足や子ども目線だけではダ

メだ、保護者に理解されてこその私立幼稚園

の教育活動であるという視点を再度持ちつつ

『やって楽しい見て楽しいお話あそび会』を

キャッチフレー�ズに2200年以上試行錯誤してき

ました。	  !
　具体的な取り組みについては次号で書いて

いきます。	  

��� 	  !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

「幼稚園の現場から」マガジンラインナップ	  

第１号　エピソー�ド	  

第２号　園児募集の時期	  

第３号　幼保一体化第	  

第４号　障害児の入園について	  

第５号　幼稚園の求活	  

第６号　幼稚園の夏休み	  

第７号　怪我の対応	  

第８号　どうする保護者会？	  

第９号　おやこんぼ	  

第1100号　これは、いじめ？	  

第1111号　イブニング保育	  

第1122号　ことばのカリキュラム	  

第1133号　日除けの作り方	  

第1144号　避難訓練	  

第1155号　子ども子育て支援新制度を考える	  
第1166号　教育実習について	  

第1177号　自由参観	  

第1188号　保護者アナログゲー�ム大会	  

第1199号　こんな誕生会はいかが？	  

第2200号　ＩＴと幼児教育	  

第2211号　楽しく運動能力アップ	  

第2222号　〔休載〕	  

第2233号　大量に焼き芋を焼く	  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  !

��� 	  

原町幼稚園　園長　鶴谷主一	  

ＨＰ：hhttttpp::////wwwwww..hhaarraammaacchhii--kkii..jjpp//	  

MMAAIILL：oossaakkaannaa@@hhaarraammaacchhii--kkii..jjpp	  

TTwwiitttteerr：@@hhaarraammaacchhiikkiinnddeerr	  
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『幼稚園の現場から』 
25・お話あそび会（その２） 

!
原町幼稚園園長　鶴谷主一（静岡県沼津市）	  !

前回は、生活発表会をはじめ、幼稚園や保育園等の幼児教育施設で行われている「形骸化した発表会」

の構造的な問題について書かせて頂きました。今回は、「やって楽しい見て楽しい、お話あそび会」の取

り組みについて具体的に書いていこうと思います。	  

私たちの園独自の取り組みなのでどれだけ参考になるかわかりませんが、いま取り組んでいる発表会に

疑問を持っていたり、何かしら変えていきたいと考えていらっしゃる方のヒントになれば幸いです。	  !
この活動にとって、何よりも大切なことは、活動のねらいを教職員がしっかり理解していることです。

指導者のエネルギー�の方向が「しっかりやらせる」ことや「完成度」に向かわず、「子どもたちが表現を

楽しみつつ、見ている人にもそれが伝わる劇」が行えるように意識を持っていくことです。	  

「お話あそび会」は造語ですから、新規採用の保育者たちはそんな活動は見たこともないし勉強したこ

ともないので、イメー�ジを伝えていくことが要になります。生半可に理解したような気になっていると、

前回書いたような発表会の形骸化に陥ってしまいます。なので「お話あそび会とはどういう活動なのか」

「劇と似ているけど何が違うのか」という説明にかなりのボリュー�ムを要します。	  !
そのため、私は活動の提案（計画書）にも概念的な文章を書いて、保育者の意識を、目指す方向に向け

ることに腐心致しました。たとえば次のような前文です。	  

--	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  ----	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  

以前、テレビの番組でジョニーディップのインタビューシーンをたまたま見た。「良い役
者の本質は何ですか？」という質問に「観客を飽きさせないこと、それから自分も飽きない
（で演技を楽しんでいる）ことだよ」と答えていました。更に、「観客は役者が飽きている
ことをすぐに見抜いてしまうからね」と付け加えました。 
「観客」を子どもに置き換えてみてください。先生が飽きてしまっている（或いは、嫌々
やっている、ノルマをこなしている、やらなくちゃいけないのでやっている･･･）言い換え
ると「楽しんでいない状態」は子どもに見抜かれ、子どもたちもまた「やらなくちゃいけな
いからやる」という気持ちになってしまいます。どんな活動もそうなんですが、とくにお話
あそびではそれが顕著に現れます！人は「楽しめ！楽しめ！」と言ったところで楽しめるも
のではありません。「やらされる」活動は楽しくありません。ぜひ、先生達も自分で楽しん
でこの活動に取り組んで下さい。 
シナリオを考えたり準備するのは苦労するし、大変なエネルギーを使うでしょう。それも
楽しんでしまうということです。山登りをする人は、キツイ局面では険しい顔をしています。
決して微笑んだりなんかしていません、でも登りきった時に「楽しかった」と言うでしょう。
それと同じです。本番で子どもたちとお話あそび会を楽しむために、「楽しむ」気持ちを忘
れずに活動を進めて下さい。 
--	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  ----	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  --	  

毎年毎年視点を変えて「お話あそびとは？」「お話あそび会とは？」ということを皆で理解し合いま

す。ちょっと気を抜くとそれぞれの経験値の中で活動が収まってしまうからです。	  

次のペー�ジからは、ところどころ解説を入れながら、私たちの使っている活動の提案((計画書）を中心

に具体的に見ていきます。	  !
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2015年度　原町幼稚園職員用活動計画書から 

2015年度【お話あそび会】計画書 
「お話あそび」を進めるための提案 !

2015年度の実施日程 

!
〖解説〗お話あそび会の発表形式は、行事日として一斉に行うのではなく、他クラスは平常保

育を行いつつ、クラスごとに発表します。発表には、担任のほか伴奏者、大道具小道
具の出し入れや、劇の補助的出演者など、補助の教職員がついて実施します。 

 主に、担任+園長+主任+バス運転手さん+アシスト教員、という構成になります。 
 その時間だけ、他クラスの担任が入ることもあり、園全体でサポートしていく体制で

臨みます。 
 保護者は、自分のクラスは必須。希望のクラスも観覧できます。 
 子ども同士では練習の様子を見合って刺激し合ったり、前日に行うリハーサルには全

クラスがお客さんになって観覧します。 !
〖解説〗計画書には、活動の主旨がしつこいくらい書かれて

います。 !
お話あそび会は、原町幼稚園の歴史の中で、1992年度

まで行われていた「生活発表会」に問題を感じ、→1993年
度「劇あそび会」→1995年度「お話あそび会」と活動を
展開してきた「演劇活動」です。 
生活発表会の何が問題だったかというと、発表会当日の

ために演劇、歌、お遊戯といった数種の演目を練習せねば
ならず、子どもたちは膨大な練習量を強いられていたこと
と、練習そのものが果たして子どもの発達に有益なのかと
いう疑問があったことです。なぜなら、子ども自身が楽し
めておらず、型にはまった表現を間違えないように発表す
ることに主眼が置かれていたからです。一つ例を挙げれば
市販のCDシナリオに合わせて口パクや動きを制限され、
どこが本人たちの表現活動か！と言いたくなるような状況
があったわけです。 
しかし、観客（保護者）の期待は高く、祖父母も楽しみ

に朝早くから席取りのために並ぶような行事でした。そん
な行事を大きく改革してきて、 

お遊戯的な身体表現は→運動会へ、歌や楽器の発表は→
音楽会へ、“ねらい”を移行して子どもへの負担や散漫にな
りがちな“ねらい”を明確にして保護者への理解を得ながら
進めてきたものです。 
「劇あそび会」の時代は手探りの状態でした。「子ども

は楽しそうだけど何をやっているか分からない」という批
判も頂きながら、自己満足や子ども目線だけではダメだ、
保護者に理解されてこその園の教育活動であるという視点
を持ちつつ『やって楽しい見て楽しいお話あそび会』を積
み重ねてきた活動です。 
結果として、子どもたちにとって大きくなっても印象に

残る楽しい活動になったこと、子どもたちが日常生活で自
身を表現することに積極的になったこと、物語が好きになっ
たこと、年長組では役割分担や責任感といった面の発達も
期待できる活動になってきました。 
お話あそび会の結果は、発表の日の子どもたちの表現に

全て集約されます。それだけに、楽しいけれどもとてもプ
レッシャーのかかる活動ですが、先輩達の苦労と楽しさの
結晶を参考にしながら、世界でたった一つの、あなたのク
ラスのお話あそび会をつくっていきましょう！ !!

日程 開始 クラス テーマ

2016年 

１月28日（木）

10：20 

11：00

年少めろん組 

年少いちご組

はらぺこあおむし 

おむすびころりん

２月５日（金）
10：20 

11：20

年中　ばら組 

年長　ほし組

ジャックとまめのき 

びじょとやじゅう

２月10日（水）
10：20 

11：20

年中　ゆり組 

年長　つき組

さるとかに 

おしいれのぼうけん

インフルエンザ等の流行で欠席多数やあそびが十分でない場合は日程を変更する場合もあります。
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お話あそび会のねらい 
・ストーリーを理解して、みんなで一つのお話を楽しむ。 
・楽しい時間・経験を共有する。 
・培ってきた想像力を発揮する。 
・登場人物になって演じることを楽しむ。 
・自分で表現することを楽しむ、或いは表現できるようになる。 
・工夫する力（創造力）をつける。 
・自分が考えたことを発表し、 
  友だちの意見も聞いて取り入れていけるようになる。 
!

【１】原町独自の活動　お話あそびとは？ 
　「お話あそび会」はモーリスセンダック著「かいじゅうたちのいるところ」からインスピレー
ションを受けて生まれてきました。あのお話を思い浮かべて下さい、主人公のマックスがお母さ
んに叱られて部屋に閉じこもったときに、部屋がファンタジーの世界へと次々と変わっていきま
す。マックスの想像が広がってきたのかもしれませんし、あくまでもマックスの頭の中を我々が
絵本で読んでいたのかもしれません。お話あそび会は、会場をマックスの部屋のように「お話の
世界で満たして」その中で子どもたちに“なりきって”遊んでもらおうという意図があります。 
テレビや映画のような設定は現実的には不可能ですが、出演する子どもたちはもちろん、観客
の皆さんも自身の想像力を高めて、限られた空間の中でお話の世界へ誘（いざな）い一緒に楽し
めることを目指します。 !

●具体的には 
絵本や昔話といったお話をモチーフにして、原本の楽しさを尊重しつつ、クラスの子どもたちが
活躍できる演劇の台本に仕立て上げます。 
担任のイメージを子どもたちが受け取り、それぞれが登場人物の役割を担って、自分たちのアイ
ディアも（少し）出しながらみんなで楽しく表現してあそぼ！というところまでもっていければ
活動としてはかなりいいセン行ってます。 
意識しておくことは、担任は役者として子どもたちと活動を一緒にすすめつつ、監督（+脚本
家、演出家、大道具、音楽･･･）という大役もこなさなくてはなりません。担任の『世界』の作
り方がお話あそび会成功の要（かなめ）になるのです。 !

■比較するとわかりやすいので「お話あそび」になり得ないものを挙げてみます。 
・ＣＤや出来合いのシナリオ集をそのまま活動に当てはめているもの。 
・見せることばかり意識して、進行重視の表現になっているもの。 
・動きの少ないもの。 
・音楽の無いもの、少ないもの。 
・ユーモアの感じられないもの。 
・楽しさの感じられないもの、笑顔が少ないもの。 
・ストーリーから外れてデタラメなもの。 
・自分の役割をきちんと演じないもの。 
・気分で参加したりしなかったり。（自由な遊びではない） !

〖解説〗ことばの使い方→「お話あそび会」は発表会当日のこと、「お話あそび」は、それまでの過程を指します。 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●子どもの演劇は表現（表情）が命！ 
　しかも楽しくなけりゃイキイキした表現は無い！ 

子どもたちが楽しくない劇は“猿回し”である。 
指導者が、楽しくやってやろうという気持ちを持って取り組む。 
発表しなきゃというノルマ意識ではなく、自分も楽しんでやろう！という下心が大事。 
先生が「たのしいことやるよ～！」というオーラを出して段取りよくやれば、 
子どもたちの気持ちは、もう手のひらに乗ってくる。 
その上で、子どもが自分から動けるような、動きたくなるようなシナリオを考える。 

point／机上で考えるより子どもと先生が一緒になってやってみる。 
point／やってみたときに出てきたおもしろいアイディアを逃さない！ 
point／一人で考えるより、いろいろと他人の意見を聞く。話している中でアイディアは生まれる。 !

●楽しければ言われなくてもやる！ 
「さあ、お話あそびやるよ！」と言ったときに「えー、あそびたーい」というブーイングが聞こえたらまだまだ楽
しさの中に引きずり込めていないのです。 
全員が最初から楽しさを感じられるものではなく、とくに何をどうすればいいか迷っている段階では温度差は大
きいでしょう。段取りよく、少しずつ、子どもたちも理解しながら進めていくことで、だんだんやることがわか
り、楽しくなってきて「やるよー！」「ヤッター！」と言う反応が返ってきたら、みんなで勢いを持って取り組め
ていけるでしょう。 
「やって楽しい、みて楽しい、あなたも私もしあわせマル！」 !

●step１　ベースになる条件（題材を選ぶ前に！） 
◎クラスの子どもたちが絵本などの「お話」を楽しむ心が育っていること。 
↓ 
バロメーターとして 
・何回も「読んで！」と言われるようなお気に入りの絵本をもっていること。 
・子ども達がお気に入りの絵本のお話をよく理解し、登場人物に感情移入できること。 
・目を輝かせて絵本を読んでもらっていること。 
・ごっこあそびや、絵本の話が日常の中でみられこと。 !

●step２　お話し好きに育った心を表現に導く 
◎気に入ったお話でごっこあそびをしたい！ 
これがお話あそびの原点です。 
○一人或いは数人でごっこあそびをやっているときは、自分の頭の中のイメージだけで動けますが、クラスみんな
で、お客さんも一緒に？となると、そうはいきません。 

○みんながわかるイメージを共有して動きを整理しなければなりません。 
  ↓ 

演劇の楽しさを味あわせよう！ 
①登場人物に変身する楽しさ、ストーリーに沿って動く楽しさ・・・ 
②大道具や小道具を作って使う、音など効果音を演出する楽しさ 
③みんなで息を合わせていく楽しさ、ファンタジーの楽しさ・・・ 
　 
ファンタジー的な演技自体が苦手な子どももいます、そんな子どもには②を処方し、徐々に①へ導くのも良いでしょ
う、いろんな楽しさを総合してお話あそびの表現に導いていきます。 

（既に、年中長クラスは誕生会の劇で演劇の楽しさが導入されている） 
〖解説〗マガジン19号参照/原町幼稚園では毎月年長の誕生児が、舞台でアドリブ劇

を行って楽しみます。これがお話あそび会の導入にもなっています。 !
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よくわからない 
キャッチフレーズ 

まで 
とびだしております



【２】年齢別・お話あそび会の持ちかた 
◆年少児のお話あそび 

保育者のリードに乗って元気にイキイキとお話あそびを楽しむ。 
先生がお話の進行役となって一緒に演技しながら子どもたちの表現を引き出していきます。

たいていは、主役の子どもたちを引き立てながらも、あそんでいるうちにストーリーから子
どもたちがはみ出さないように劇中のセリフとして言葉掛けしながら進行できるお母さん役
や登場人物のリーダーが適任です。このときに気をつけてほしいのが、あくまでも先生では
なく登場人物としてのセリフの中に子どもたちの動きや表現を促す言葉が発せられることで
す。たとえば「さあ、ジャンプしましょう」という指示語ではなく「とんでみようか、どう
する？」という促す言葉が使えるように配慮します。 
子どもの担当する役は一役（全員で同じ役、もしくはキャラクターを変えても同じ動き。）

もしくは二役までのほうが良いでしょう。セリフは多く長くならないように気をつけ、子ど
もたちが言いやすいことばをみんなで言うようにします。 
シナリオ作りは子どもたちの様子を見ながら先生がほとんど行います。構成は、ストーリー

をなぞるだけでなく、場面場面でリトミック的な動き（子どもにとってはあそびの場面）を
創作でも良いので挿入しながら、子どもたちの自然な表現、かわいい表現を引き出します。
歌も場面ごとに歌っていくといいでしょう。 
また、補助者（道具の出し入れや他の登場人物）の登場により、ストーリーの展開を面白

くすることも必要なら取り入れていきます。 !
◆年中児のお話あそび 

保育者の助けを得ながら、全員がストーリーを理解し、 
自分の役割を楽しみながらお話あそびを楽しむ。 

年少児同様に先生が劇中の登場人物になり、進行をサポートしながら、子どもたちの表現
を促します。クラスの全員がお話の筋や、登場人物の役割をきちんと把握していることが前
提で、年少児より先生の出番は控えめになり、子どもたちだけでのセリフのやりとり、歌、
ダンスなどが表現されると良いでしょう。キャストも大人数ではなく、役も数役つくり、役
柄のイメージもクッキリとさせます。セリフや動きのタイミングも先生の進行だけではなく、
効果音や音楽を聞いて動けることも年少児との違いです。 
シナリオ作りの９割は先生が行いますが、「こんなときはどうしようか？」と劇中の登場

人物にもし自分がなったらどうしようか？といった投げ掛けから返ってきた子どもたちの意
見をアイディアに生かすとシナリオがイキイキしてきます。年少同様、練習中に子どもたち
が思わずおふざけで表現したアイディア等も取り入れることも良いでしょう。 
※年少、年中のお話あそび会には、ナレーターは基本必要なし。 !

◆年長児のお話あそび 
見せることを前提として構成、演出を考え、保育者のイメージを受けて、それを受け
入れたり、反発したり、更に子どもからのアイディアをシナリオに盛り込みながらダ
イナミック*でアイディアがいっぱいの楽しい劇を展開させる。 
*ダイナミック＝動きがあり迫力がある、動と静のメリハリがある、ストーリーがテンポがよく引き込まれること 
練習段階では保育者が前面に出て子どもたちを引っ張っていくことが求められます。子どもか

ら出てくる表現を待つのではなく、保育者が提示した「このお話でこんなお話あそび会をしよ
う！」という提案を受けて、子どもたちが自分の思いつきや意見を言いながら、たとえ保育者の
考えと違っていてもそれが良いものなら積極的に取り入れたり、ここは！というところは保育者
の意見に納得してもらったりしながら次第に劇を構成していきます。子どもの持っている表現力
を引き出し、「やりたい！」という楽しさを発生させるパワーが求められます。シナリオの７割
は先生、３割は子どもたち、というイメージでシナリオ作りを進めます。そして本番では、先生
は伴走や演出にまわり、子どもたちだけでお話あそびを展開できる完成形を発表します。 !
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【３】シナリオ作りの方法 
どんなお話で何を伝えたいのか、何を楽しみたいのか、 
お話のヤマ場をはっきりさせておく。 

◎ポイントは、子どもたちが「やってみたい！」という面白い内容になっていること。 
○演じる舞台、演出、音楽はお話の世界をできる限り再現して子どもたちが“その気”になるの
を手伝います。活動にとりかかる前に、保育者自身が場面場面の構成や子どもたちの動きな
どのイメージがしっかり持てていることが大切です。 !

●シナリオ作りで共通する　お話あそび会の「決め！」 
①必ず一人ひとりが表に出る場面を設ける。（役者紹介） 
②ストーリーの要所要所に歌、音楽を挿入していく。 
③ユーモア、笑いを挿入。 
④舞台構成では、お客さんからの視点、動き回れるスペースを考慮する。 
⑤待機場所、待ち時間に配慮し、出演していない時の効果音、裏方仕事を入れる。 
⑥最後に歌を用意してフィナーレを演出すること。 
⑦一人で考えず、早めにいろんな人に相談することが必要！ 

  当事者以外だと良いアイディアが生まれたりするものです。 !
１.シナリオ下地作り/１～2学期 

絵本を何回も読んで自分のイメージをしっかり作ること、そして絵本の絵の細部やストー
リーや絵を深読みすることでシナリオに生かすアイディアが生まれてきます。絵本の中でク
ライマックスはどこか、登場人物の心情の起伏が大きい場面はどこか、お話のプロローグで
後半のキーとなる場面はどこか、など本の中に必ず大切な場面が描かれていますので、そこ
の的を外さないように押さえます。準備はここからです、この準備をおろそかにしては良い
活動は望めません。同時にクラスの子どもとよく遊び、子どもの傾向や一人ひとりの性格を
良く見て把握することが不可欠です、子ども抜きでは活動はできないのです。 
また、保育者自身が幅広くいろんなお話を知っていることで他の話のアイディアをやろう

とする題材に展開することもできます。しっかり勉強してシナリオ作りの下地を作るべきで
す。その上で次のようなポイントを押さえて題材を選びます。 !

話のテーマが明確な話 
誰もが良く知っている話 
クライマックスや起承転結がはっきりした話 
クラスの雰囲気に合っているか 
登場人物の気持ちがよくわかり、共感できるか 
舞台構成やシナリオが自分にイメージできる話 
創作話の場合はストーリーの周知に配慮する !

２.導入→題材決定/2学期 
シナリオを作る前には子どもたちの反応を見なければなりません。子どもをよく見れば必

ずヒントをくれます！選んだ題材が子どもたちの気に入るのか、「もう１回読んで！」とせ
がまれるような話か、それを見極めます。何回も読み過ぎて子どもが飽きてしまうような話
は、既に興味が無くなっているので避けます。逆に言えば題材として候補にあがっている話
は大切に（たとえば１回読んですごく反応が良かった話はそのまま温存して時期を待つなど）
子どもたちの欲求を高めながらもったいぶって進めていきます。 
同時に、子どもたちの表現力を高めたり、表現のレパートリーを増やすために、「元気な

挨拶や返事、ことばあそび、人前での話、簡単なあそび歌、ごっこあそび」ということをふ

 74



だんの生活や自由遊びの時間にも少しずつ導入して行くことが必要です。一斉活動ばかりが
導入とは限りません。 !

3.シナリオ下書き/冬休み中 
○シナリオの大まかな構成 
　全体のストーリー（起承転結） 
　舞台（会場）の使いかた 
　キャストとセリフ構成 
　歌・音楽 
　スポット場面、役者紹介場面の挿入 
　大道具、小道具、衣装 
　（本番の舞台挨拶） !
○シナリオ作りの流れ 
　(1)題材（絵本）をしっかり読む !
　(2)シナリオ下書き執筆／ストーリーだけをなぞるのではなく 
　　　プロットをふまえて登場人物の行動を表現していく !
　(3)場面ごとに、どんな演技、アクションができるか考えてみる !

4.シナリオ仕上げ/取りかかり～本番直前まで 
(4)ためしてみる→子どもの反応を見る（部分遊び、ごっこあそび） 

ストーリー、音楽、歌、舞台設定と子どもの動き、大道具、小道具の役割と効果、衣装の案を総合し
て考える。全体のイメージを大まかにかためて、場面を多くて４つぐらいにまとめて考えておく。 !

(5)シナリオを仕上げていく 
・実際にお話あそびの活動をしながら、子どもの意見や実際の動きを見て下書きを修正して仕上げ
ていきます。動きの良くない部分はカットしたり子どもに合わせて修正し、面白いこと、効果的
なことは取り入れるという具合に枝葉を改良していけばいいのです。 !

・また、伴奏者や補助者との話合いからも演出効果を高めて修正をしていきます。話し合いはマメ
に！ !

・ストーリーの中で起こる「こまったこと」、たとえば「どうやったらオオカミをやっつけられる
か」などを絵本の筋だけでなく、「みんなならどうする？」と保育者が投げかけることにより、
子どもが考えた思いつきを取り入れてシナリオに生かしていく。 !

●シナリオは下書き段階で保育者間で検討します。これより遅いとダメです。 
　他の保育者と話すことで、新たなアイディアが湧いてきたり、違うイメージやアイディアを得られた
り視野が広がるのがメリットです、ただし、自分がどんな風にやりたいかをしっかり持っていないと
修正のしようがなく、他人の言うがままになってしまうので注意！ !

◇シナリオの書式 
①お話あそび会専用用紙に作成して下さい。 
②シナリオの１ページ目に舞台図を付けます。 
③表紙に舞台図を付ける。シナリオのあとに使用する楽譜を付ける。 
④Ｂ５サイズに統一してページを振り、左上をホチキスで止める。 
※自分も他の人も見やすいように、また書き込みができるよう行間に余裕をもって書いて下さい。 
※絵や図を入れたりするのも可。イメージが伝わることが大切です。 !
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●ストーリーとプロット 
日本語では両方とも筋書きと訳され同じ意味
で使われていますが、フォスターの文学論に
よると「王様が亡くなられて、続いてお妃様も
亡くなられた」というのがストーリーで、「王様
が亡くなられて、悲しみのあまりお妃様も亡く
なられた」というのがプロット。子どもたちが「そ
れからどうなったの？」と聞くのがストーリー、「ど
うしてそうなったの？」と聞くのがプロットという
訳です。物語はストーリーとプロットの絶妙な
組み合わせによってできていることが分かり
ます。 
■斎藤惇夫著�キッズメイト発行 
　『いま、子どもたちが求めているもの』より



【４】活動を進めるための具体的なヒント 
〖解説〗経験の浅い保育者でもとりあえず、手がかりになるように具体的なヒント満載です。 
 全てこれまでのノウハウの蓄積から現実的な内容となっています。 !
1.役・演出について 

○役決めは、くじ引きやジャンケンなどで決めずに、音楽会と同じように、話し合いの中でそれぞ
れが納得して選べるように配慮する。 

○必要な役になり手がいない場合は、必要性を強調して頼み込んだり、役柄を魅力的に演出したり
といった工夫をする。 

○年長組では一人二役、ナレーターや効果音係も重要な役と位置づける。 !
2.演技指導について 

○基本はごっこあそび。日常のあそび、絵本のあとの会話等で活発に行っておく。 
○先生は、お話あそびが始まったらもはや先生ではなく劇中の人物となる。 
○口だけで子どもを動かそうとしてはいけません。一緒に動きながら身体全体で指導する。 
○子どもたちのアドリブにも対応できる演技力を身につけておきましょう！！ !
○どの程度まで子どもに任せ、どこまで保育者が引っ張っていくかということについては、一概に
は言えないが、とくに、年中長は「次はこう言うんでしょ」「はいこう動いて！」と全部先回り
して保育者が言ってしまっては子どもは自分で覚えようとしないし、考えることもしない。話の
内容を子ども自身が理解して自分で動けるように次第に仕向けていかなくてはならない。そのた
めには、練習の前にきちんと子どもに「これからどんな場面の練習を何のために行うのか」「こ
こではなぜこんな台詞を言うのか」伝えて、意識をはっきりと持たせることが必要である。（も
ちろん年齢によって言葉掛けの内容は違ってくる） 

○とくに保育者が一緒に演技するときに、直接的な指示語を言わなくても動作を見て子どもが動け
るよう配慮する。※「さあ、ボールであそびましょ」→「これ何かしら？」「いくわよ！」 

○子どもの気持ちを盛り上げることを抜きにしては活動は成功しない。常に意識する。 
　常に「楽しい！」という雰囲気をもちながら、やるときはやる！という積極的な気持ちを高揚さ
せながら練習に望むようにする。 !

3.スポット場面（アソビの場面） 
○イメージを動きであらわす身体表現を取り入れる。 
　　※身体表現の例→紙風船、風船、スカーフ、動物ごっこ、パントマイム、転がる 
○リトミック的な動きを取り入れてメリハリをつける。 
　　※ボールやフープ、鈴などを使ったリズム遊び、世界のあそび歌などを活用 
○なぞなぞや、じゃんけん、わらべうたあそび、運動あそび、お笑いのギャグも適度なら可 !

4.場面展開・セリフ・セリフ歌　※セリフ歌は造語です 
○お話の展開（筋）がクラスの全員がわかっているか確認をしたほうがよい。とくに年少。 
○お話の全体がわかった上で、場面に応じた身体表現やことば（セリフ）を覚えていく。 
○セリフは場面でのキメのセリフ、自由に発言するセリフに分けて考えておく。 
  ※キメのセリフとはそのセリフが発声されて次の場面が展開するためのセリフ。 
○セリフは、子どもたちから出てきたような日常使っているようなことばがスムーズに言える。 
○音楽を登場人物の出番の合図として使うときは、その役のテーマソングのような扱いをすると分
かりやすい。（登場場面で同じ曲を使う） 

○実際に音楽やストーリーに合わせて動く位置を決めていく。シナリオ段階で考えていた動きが動
きやすいか、きっかけとして適切かを練習で見極める。 

○ストーリー中の「遊ぶ場面」「見せる場面」のちがいをはっきりと分け、子どもに意識を持たせ
る。 
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○みんなで声をそろえてセリフなどを言うことで、一人で台詞を言うときも自信を持って言えるよ
うに練習する。 

○みんなで台詞を言うタイミングは伴奏や効果音の合図をうまく使う。 
○「セリフ歌」を効果的に使う。（あそび歌わらべ歌、ＣＭソングの替え歌なども使える） 
○台詞はバラバラに言っても勢いがあればそれも良い場合がある。 
○みんなで行うときには、みんなで一緒にやるように促す。はじめに注意すべきことはきちんと約
束しておく。 !!

5.大道具、小道具、音楽(効果音)について 
○大小道具は、初めからつくる必要はなく、最初はありあわせの物を代用するところから始めよう。
剣がなければ紙を巻いてつくればいいし、ただの棒っきれを箒に見立てて使うことも大切な活動
である。そして、本番に向けて少しづつ小道具が揃っていくのが（気分も高まり）望ましい。 

○大道具小道具は、クラス間で共有できる物があればできるだけ共有して使うことを考えたい。※
大道具、小道具は子どもと一緒に作れる部分はなるべく一緒に作ること。 

○バックは雰囲気作りに大きな効果をもたらすので（シナリオができてから）早めに取り組んでお
きたい。 

○大道具は、はじめから「これは大きいから面倒だな」などと考えては大胆な物はできない。「こ
んなものがほしい」と思った物をとにかく絵に描き、なんとか身の回りにある材料を工夫して実
現させていくほうが良い。その時は思い浮かばなくてもあとから思いつくことがあるからです。
そのためには、常に頭のどこかに大道具のイメージを持って周りにある物をながめたり「何か使
えないか？」と観察することが大切、ただ待っていてもアイディアはでてくるものではありませ
ん。 

○伴奏、効果音は演出になくてはならないものだが、それに頼りすぎて伴奏に子どもが動かされて
いるような状況にならないように注意するべきだ。また、クラスの雰囲気にあったもの、伴奏を
依頼する保育者に負担にならない曲を選ぶ配慮も必要だ。 

○雰囲気作りとして音楽ＢＧＭ、は欠かせない。テーマにあったものを選ぶ。 !
6.活動を進めているときの配慮 

○活動をクラスで進めていると、客観的に活動の進行状況や子どもたちの様子が把握できずに自信
を失ってしまうことがある。そうなる前にできるだけ活動の様子を保育者同士で話し合ったり、
見てもらって意見をもらったりしながら進めていくことが必要である。 

○演技のない子どもの待っているポジション、意味付け（まだ隠れている、ここでエネルギーを溜
めているなど）を行う。役割などを積極的に考えていく。 !

【５】会の運営など 
○クラス便りなどで、ストーリーや取り組みの過程をお知らせし保護者の理解と協力を高めておく 
○伴奏者とは十分に打合せを行う。練習にもできる限り多く参加してもらう。 
○キーボードの録音機能などの方法も積極的に使う。 
○本番は緊張するものであるが、その緊張が子どもに移らないように気をつける。 
○保護者にもリラックスしてみてもらえるよう、はじめの挨拶を事前に考えておく。 
○ビデオ撮影、最後の集合写真を考慮する。 
○クラス運営がそのまま活動に反映される活動であるから、日々の保育をしっかり行う。 
○わくわくホール利用日程など作成（→幼保調整/町田） !
■会終了後の扱い 
◎大道具、小道具は、今後のごっこあそびや、誕生会劇で使用するため破損のひどくないものは種
類別にしてとっておく。保管は古いものと入れ替えたり、収納場所が確保できるように調整する。
◎衣装やお面は基本的に持ち帰さない。日常保育の中で自由にクラスでごっこあそび、お話あそ
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びで使用しても良いし、誕生会劇でも使用し、破損したものから順に処分する。結果捨てること
になっても子どもには持ち帰さない。 

◎持ち帰して良いものは、子どもがほぼ完成まで手がけたもの、もしくは、家庭から持ってきても
らった材料を加工したもの。一人ひとりの作品としての個性が際立つものに限る。 !!

【6】バックサイズ等データ（参考） 

〖解説〗とってもパーソナルな資料ですが、一応こんなところまで。 
・模造紙（薄口～中厚）788×1,091　※フレーベルのエデュース発注50枚箱入り 
・クラフト紙　900×1,200　※同発注 
・ひな段サイズ１枚　1,818×909　高さ（箱無しＨ121、小Ｈ250、中Ｈ450、大Ｈ650） 
・ステージ南サイズ：フルサイズ（窓～窓）ｗ9,522　ひな段５枚ｗ9,090 
■バックサイズ〔タテ/Ｈ〕 
・ひな段大Ｈ650使用の場合、模造紙　縦に２枚つないで下を100カットする→Ｈ2,082 
・ひな段中、小の場合はＨ200ずつ加えたサイズ。中Ｈ2,280、小Ｈ2,480、無しＨ2,730 
■バックサイズ〔ヨコ/ｗ〕 
◎推奨 11枚 ｗ8,668（フルサイズより両端⊖427） 計22枚 
○フルカバー 12枚 ｗ9,456（窓をフルカバー）　　　　　 計24枚 
△小さめ ９枚 ｗ7,092（フルサイズより両端⊖1,215） 計18 !!
今回は、具体的な「お話あそび会」への取り組みについての内容でした。	  

あくまでも文章化されたガイドラインですから、実際にやってみると思うようにいかないことがたくさ

ん出てきます。経験豊富な教務主任や先輩に相談し、またクラスで実践する・・・それを繰り返して仕上

げていきます。保育者の経験値が上がってくると、自力でできるようになってきます。	  

次回は、まだ続きますが、「お話あそび会」の主旨をどう保護者に伝え、どんな当日を迎えるのかにつ

いて書いていきたいと考えています。 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
「幼稚園の現場から」マガジンラインナップ	  

第１号　エピソー�ド	  

第２号　園児募集の時期	  

第３号　幼保一体化第	  

第４号　障害児の入園について	  

第５号　幼稚園の求活	  

第６号　幼稚園の夏休み	  

第７号　怪我の対応	  

第８号　どうする保護者会？	  

第９号　おやこんぼ	  

第1100号　これは、いじめ？	  

第1111号　イブニング保育	  

第1122号　ことばのカリキュラム	  

第1133号　日除けの作り方	  

第1144号　避難訓練	  

第1155号　子ども子育て支援新制度を考える	  
第1166号　教育実習について	  

第1177号　自由参観	  

第1188号　保護者アナログゲー�ム大会	  

第1199号　こんな誕生会はいかが？	  

第2200号　ＩＴと幼児教育	  

第2211号　楽しく運動能力アップ	  

第2222号　〔休載〕	  

第2233号　大量に焼き芋を焼く	  

第2244号・お話あそび会（その１・発表会の意味）	  

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

��� 	  

原町幼稚園　園長　鶴谷主一	  

ＨＰ：hhttttpp::////wwwwww..hhaarraammaacchhii--kkii..jjpp//	  

MMAAIILL：oossaakkaannaa@@hhaarraammaacchhii--kkii..jjpp	  

TTwwiitttteerr：@@hhaarraammaacchhiikkiinnddeerr
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『幼稚園の現場から』 
26・お話あそび会（その3） 

原町幼稚園園長　鶴谷主一（静岡県沼津市）	

お話あそび会（その１/マガジン24号）で

は、幼稚園・保育園における発表会の構造的

な問題、（その２/25号）ではお話あそび会

の具体的な取り組みについて書きましたが、

今回はその活動を保護者に伝え、理解を得て

いくための具体的なプロセスを見ていきま

す。	

私立幼稚園の保育が経営と結びついている

宿命的な運命については（その１）の冒頭で

述べていますので繰り返しませんが、園で自

分たちが考える良い保育をしようと思った

ら、主旨を保護者に伝え理解を得ていくこと

は必ず必要なことです。とくに、今まで行っ

てきたことと違う方針や行事に切り替えると

きは、必須となるでしょう。 

私たちも、最初のころは試行錯誤しながらでした

が、一定の手がかりが持てるようになってからは、次

のような手順で保護者の皆さんに活動のことを伝えて

います。	

1.学期のはじめなどの保護者会でお話あそび会の概要

を園長が話す。	

2.クラスのお便りで、テーマや実際の子どもたちの取

り組みについて随時お知らせしていく。	

3.特集号という形で、園全体の取り組みをお知らせす

る。	

4.当日開始前の前説で、オリジナルストーリーと舞台

の構成、お話あそび会の特徴をふまえた観覧のポ

イントなどを具体的な“場”を見ながら園長・担

任等が解説する。 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お話あそび会当日（年少組） 
子どもが入場してからの担任前説 
この前に園長前説が既に終了している。 
※観客はクラスの保護者と希望者のみ 
※観客席、舞台設定はクラスごとに変えられる。今回はフロアーを存分に使う構成 
※観客が次の舞台（クラス）を見るためには一旦退場してから再入場する



デΒパぺ™アめ伝ぢィ


　クラスだよりは、日々の出来事や活動の紹介など、月に２〜３通発行している担任が書くお便りです。	

お話あそび会の取り組みについては、取り組みの報告から、衣装のお願い、配役が決まった経緯など、年

齢、時期によって必要な内容のお便りが発行されます。 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衣装お願い号	

（年中組）
いよいよ明日号	

（年中組）



	

保護者と園を繋ぐ要となるのは	

なんといってもクラス便りです。	

子どもたちがイキイキと活動に取り組んでいる	

姿、担任自身も一緒に楽しんでいる姿を伝えることが何より大切です！	
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こども参加号（年長組）

いよいよ明日号（年長組）

お礼号（年長組）



特集号め伝ぢィ


　クラス便りで、クラスの子どもたちのリアルな様子が伝えられるとともに、この活動で子どもの何が育つ

のかを園の方針として伝えます。「なんのためにどんなことをしているのか」が理解されないと活動のねら

いも伝わりません。ただ、理屈を書き並べても伝わらないので、できる限り最小限のことばで、毎年ちょっ

とずつ角度を変えて３年間でより深められるような構成を狙っています。	

この特集号という手法は運動会や音楽会という行事でも使われます。 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←片面Ｂ５サイズで	

色上質紙にモノクロ印刷	

した袋とじの冊子になり	

ます

表紙と４ページまで　	

園長が主旨を書きます	

　　　　↓　



 

 71

５〜８ページは、	

クラスごとのテーマとあらすじ、	

舞台設定などを載せます。↓	

↑２ページでこの行事の特徴、３ページでねらい、４ページで具体的な姿、そして間に各クラス

の舞台設定やキャストを挟んで、裏表紙の９ページにお願いを書く。このお願いが　	

観覧するお客さんを、傍観者から参加者という意識に立ってもらうのに大切だと思っています。



お話あそび会は、おおむね１月下旬から１週ごとに２クラスずつ行われます。	

１周目に年少組が２クラス、２週目と３週目に年中長が２クラスずつです。	

３週間の時差があるため、年少組に特集号を配布する時期には３週目のクラスの内容、キャストも決まって

いないことが多いのです。そのため、年少版を出した次の週に、特集号年中長版を改めて発行します。	

つ話ぜぷろ廻パムホロ 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保護者よ方づァ

最後に、この活動がどう保護者に伝わっていったか見ていきます。	

こんなエピソードもあります。原町幼稚園を寿退職して愛知県に引っ越した先生が、幼稚園に再就職し

ました。年長の担任を担当したとき、年末の発表会に「お話あそびをやらせてほしい」と園長に直訴した

そうです。その園では一般的な生活発表会を行っていたので、年長は劇を演じることが恒例だったそうで

す。通常の劇というと、市販のパック教材を使っての劇だったと思います。そこで初めてお話あそび会形

式の発表を行ってみたところ、保護者にも園長にもとても喜ばれたと報告してくれました。柔軟に受け入

れてくれた園長先生にも感謝ですが、「良い」と思ったことを実践する先生にも感心しました。	

さて、長くなりましたが、2007年度に保護者の方から涙が出るほど嬉しかった感想を頂いたことがあ

りますので、それを要約して紹介します。	

『なんという楽しい会でしょう！』というタイトルで始まり、もっともっと見ていたいと思いました。	

先生と子どもたちが一生懸命作り上げた作品を、クラス全員が自信を持って楽しく取り組んでいること

が伝わってきて、何度も胸が熱くなりました。•••と書いてありました。	

まさに、お話あそび会は、演劇活動を通して子どもたちのイキイキした姿や成長を見せる場であり、短

いことばでそれを言い表してくれていることに感動いたしました。「楽しさ」は、「ハイやりますよ、つ

ぎ覚えて！ほら言う通りにしっかりやって！」なんて姿勢の保育では生まれてきません。子どもの中に意

欲の炎が燃えていないとダメなのです。そして意欲を燃やすためのエネルギーはこれまた「楽しさ」。 
感想を頂いてから、もう10年も経っていますが、毎回毎回新しい課題に悩みつつ、この面倒で手間の

かかる、とても楽しい活動を続けています。	

面白そうだなあ！と思われた保育者の方、ぜひぜひやってみて下さい!!!	

� 	

原町幼稚園　園長　鶴谷主一	

ＨＰ：http://www.haramachi-ki.jp/	

MAIL：osakana@haramachi-ki.jp	

Twitter：@haramachikinder	

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
「幼稚園の現場から」マガジンラインナップ	

第１号　エピソード	

第２号　園児募集の時期	

第３号　幼保一体化第	

第４号　障害児の入園について	

第５号　幼稚園の求活	

第６号　幼稚園の夏休み	

第７号　怪我の対応	

第８号　どうする保護者会？	

第９号　おやこんぼ	

第10号　これは、いじめ？	

第11号　イブニング保育	

第12号　ことばのカリキュラム	

第13号　日除けの作り方	

第14号　避難訓練	

第15号　子ども子育て支援新制度を考える	
第16号　教育実習について	

第17号　自由参観	

第18号　保護者アナログゲーム大会	

第19号　こんな誕生会はいかが？	

第20号　ＩＴと幼児教育	

第21号　楽しく運動能力アップ	

第22号　〔休載〕	

第23号　大量に焼き芋を焼く	

第24号　お話あそび会（その１・発表会の意味）	

第25号　お話あそび会（その２・取り組み実践）	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 73

http://www.haramachi-ki.jp/
mailto:osakana@haramachi-ki.jp


『幼稚園の現場から』 
27・おもちゃのかえっこ 

原町幼稚園園長　鶴谷主一（静岡県沼津市）	

　今回は、全国いろんなところで開催されている

「かえっこ」「かえっこバザール」についてご紹

介します。このイベントはシステムがとても良く

できている上に、親子層の集客力が高いので、商

業施設などの各種施設、地域活動、子育てサーク

ル、行政、教育などに携わる方が、交通安全や防

災の企画と抱き合わせで開催したり、いろんな形

で実施されています。	

その仕組みを簡単に説明すると、	

（１）不要になったオモチャをカエルポイントに

交換して、他の方が提供したほしいオモ

チャをポイントで買う、というシステム

が“かえっこ”です。	

（２）ポイントは不要なオモチャを“売る”こと

でゲットできます。	

（３）ポイントの無い人は開催されているワーク

ショップを体験することでポイントをゲ

ットできます。	

このワークショップにそれぞれの主催者が意図

する内容を盛り込むことができるのです。もち

ろん、かえっこ単体だけでも十分に楽しい活動

です！	

「来年のイベントどんなことしよう〜？」「子

どもたちが喜ぶイベントがしたいなー」とお考

えの方、こちらのサイトを見てみて下さい！	

①まず導入編	

https://www.youtube.com/watch?v=RD4eerJNYOs　

◀かえっこ説明動画６分程度	

②より詳しくブログで見る	

http://kaekko.exblog.jp/	

◀Kaekkoの情報ブログサイト  

③このシステムを考案したのは、藤浩志さんとい

う美術家の方です。なので、最初は美術館な

どアート関係の方からかえっこは広まってき

ました。発案と事務局を運営して下さってい

る敬意を込めて紹介致します。膨大なオモチ

ャを使ったアートもすごいです！ちなみに事

務局窓口は奥様が運営されています。	

www.geco.jp　◀藤浩志さんのHP	
https://www.youtube.com/watch?

v=jANcMttq_d4&feature=youtu.be	◀作品	

仕組みを一通り頭に入れて頂いたところで、

開催の手順をおさらいしましょう。	

《計画・事前準備》	
（１）開催時期と集客人数を	

　　　　　　　　だいたい決めます。	

　　　関係者だけに収めるのか、一般に広く告知

するのかは、段取りを共通認識している

スタッフの人数や、会場の広さで変わっ

てきます。	

（２）開催時期と会場が決まったら、必要な

グッズを「かえっこ事務局」から購入

します。	

　　　最低必要なのは、	

　　　①かえっこカード	

　　　②カエルスタンプ	

　　　あると便利なものは色々揃っていますが、

手持ちもので代用することも可能です。

開始に先だって必要なオモチャも事務局

から送ってもらうこともできます。事務

局は利益無しで行っているので、グッズ

を買うことが運営を支えることに繋がり

ます。	
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https://www.youtube.com/watch?v=RD4eerJNYOs
http://kaekko.exblog.jp/
http://www.geco.jp
https://www.youtube.com/watch?v=jANcMttq_d4&feature=youtu.be


（３）かえっこの仕組みをわかりやすくプリ

ントして、日時・会場を告知します。	

　　　同時に、小学生以上のボランティアスタッ

フを募集します。	

《当日の段取りと注意》	
（４）できればスタッフ希望者への仕事の説明の

時間が取れるとスムーズです。	

（５）フリーマーケットと混同してしまいがちな

ので、大人が売り場に入らないこと、そ

の意味などを掲示したり、説明していか

ないと、トラブルの元になるので注意し

ましょう。	

（６）ワークショップは必須です。こちらの計画

もぬかりなく！	

（７）予想外の来客数への対応も考えておく必要

があります。整列場所、入口、出口、大

人の待機場所等々、人の流れを考慮して

配置します。私たちは１回の入場で買え

るオモチャの個数を３個と決めたり、幼

児の時間を設けたりしてコントロールし

ています。	

（８）オークションは、参加する年齢によって形

を変えても良いでしょう。私たちはじゃ

んけん大会でゲットするようにしまし

た。	

（９）閉会後に余ったオモチャは、処分するもの

と分けて、保管したり事務局へ送ったり

します。	

�  

　次は原町幼稚園での具体的な取り組みについて

レポートします。一例として参考にして下さい。	

2008年から始めた“かえっこ”も今年で９回

目。原町幼稚園では保護者会のお母さん方が担当

する一般対象ミニバザーや飲食の模擬店、職員が

担当するワークショップ（あそび）コーナーで構

成されています。かえっこでは収益はありません

から、模擬店やバザーの売上げで園で使う備品の

購入資金に充てたりします。	

　今年は、既に11月中旬に終了しましたが、保

護者の方からこんな嬉しい感想をいただきまし

た。	

『土曜日のかえっこバザールでは、

◯◯は相変わらずの小心っぷりでご迷

惑をおかけしました。でも◯◯は、自

分で選んだオモチャをとても喜んでい

ました。親が入れないっていいです

ね！子どもに（オモチャを）選ばせて

いるようで、親はぜったいに持ってい

ないものや、ジャマにならないものと

か、無意識に子どもを誘導してしまい

ますもんね(^_^;)	

子どもにとっては似たものが家にあろ

うが、その時ほしいオモチャが宝物な

んだと改めて感じることができまし

た！ありがとうございました。』	

年少組の一つ下、３歳の男の子のお母さんからの

お手紙でした。その日の彼は、初めての参加でお

母さんと離れることになり、大泣きをして会場入

りしたんですが、誘導の保育者にオモチャの前に

連れていかれると、ピタッと泣き止んでオモチャ

を選んで、ゴキゲンで帰っていったそうです。	

この活動を幼稚園でやる意義につい

ては、次ページからの告知プリント

をご覧ください。	
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《告知プリント第一弾／概要とスタッフ募集》	
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「かえっこ」でインターネット
検索してみて下さい！

昨年参加したお
友だちは、スタンプ
カードの確認と、交換
するおもちゃを選ん
で準備しててね！
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《告知プリント／主旨説明文》	

「おもちゃのかえっこ」とは？	

このお手紙は、はらっこバザールで行う「おもちゃのかえっこ」のやり方に

ついて、お知らせします。	

これは、全国各地で開催されている、かえっこ（Kaekko）という仕組みを使っ

て行います。	

☆しくみは簡単です。	

①お家から不要になったオモチャを持ってきて提供します。	

②そのおもちゃを査定してもらって、カエルポイントに交換します。	

③カエルポイントを使って、誰かが提供したオモチャの中から欲しい物を選ん

で買い物（ポイントと交換）します。	

　☆かえっこは、あくまでも子どものあそび！	

バザーやフリーマーケットと同じに考えてしまう方がいますが、	

それはちがいます！	
まず利益を目的としていません。かえっこショップ運営のために	

手間と費用をかけて準備し、オモチャの提供とみんなの協力で成り立つ	

リアルな“お店屋さんごっこ”なのです。	
	

バザーやフリーマーケットと同じに考えてしまう方がいますが、	

それはちがいます！	
まず利益を目的としていません。かえっこショップ運営のために	

手間と費用をかけて準備し、オモチャの提供とみんなの協力で成り立つ	

リアルな“お店屋さんごっこ”なのです。 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☆どんな意味があるのでしょう？	

街の駄菓子屋さんや昔ながらのお店が減って、スーパーやコンビニで買い物をする

現代、子どもたちが、小銭を握りしめて自分の欲しい物をさがし、お店の人とやり

とりしながら買い物をするチャンスはめっきり減りました。今回のイベントの中で

は、「本物のオモチャ」がお店に並ぶので、子どもたちにとっては、「遊びなんだ

けど、遊びを超えた本物の魅力!!!」にキラキラしながら、緊張したりワクワクした

りするお買い物の経験になるでしょう。	

☆そのほかに、次のような効果も期待しています！	
●まず、自分のおもちゃを見直す！	

かえっこをきっかけに、自宅のおもちゃをお子さんと見直してみて下さい。お部屋

にはおもちゃが溢れていませんか？	

お子さんと相談しながら「もう、これは卒業しようね」「これはもういらないや」

という整理をしたり、「自分の本当に大切なおもちゃはどれか」など、選び取り、

ただ捨てるのではなく「必要な誰かに使ってもらおう」という気持ちで、リサイク

ル、リユースの意識を育てていきます。	

●次に、かえっこショップで楽しみながら、	

他の人には必要無くなったけど、自分は欲しいおもちゃを探します。	

何回も言いますが、自分で！というところがポイントです。何を選ぼうが自分で決

めるのです。	

手持ちのポイントを全部使って、山のようにおもちゃを持ち帰る子どももいました。

これではリサイクルの意味が弱くなってしまいますので、ジックリ自分の気持ちと

向き合ってもらうために１回３個までと限定しました。	

☆かえっこを楽しむためのルール【重要】	
お店の運営は、お手伝いの子ども（小学生）を中心に運営されます。	

お店の中に、大人は入れません。	

「あれを買いなさい！」「はやく選びなさい！」という口出しもなしにして下さい！

子どもが自分で選び、自分で決めて、自分で買い物をするためです。	

時間がかかっても忍耐強くおまちください。。。	

オモチャをお金に換算して考えては成り立たない遊びです。	

••••ですので、コミュニケーションを大切にしながら和気あいあいとやっていきま

す。	

最後にダメ押しでもう一つ、「こんな、しょうもないもん買ってきて〜(`o´)」と

いう	

“ご感想”も無しです。自分で決めてきたことが否定されるって悲しいですから。	

主旨をご理解の上、ご参加よろしくお願い致します。m(_	_)m 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☆かえっこに参加する方は、	

　かえっこするオモチャを選んでまとめておいてください。	
必ずお子さんと一緒に選んで合意を得てお持ち下さい。	

＊もう、必要ないオモチャ。プラスチックのオモチャ、ぬいぐるみ、、キャラクター

グッズ、	

＊アクセサリー、本、ＣＤなどＯＫです！	

＊細かいオモチャがたくさんの場合は、ビニール袋に入れるなどして予めだいたい

の数を数えてきて下さい！（メモ貼り付けなどご配慮を！）	

◎提供するオモチャが無い人は提供しなくても大丈夫です。ワークショップ・ゲー

ムコーナーでポイントをゲットできます。	

◎逆に、ポイントで利用できる模擬店もあります。	

■持ち込んで頂くオモチャについて	
リサイクルショップではありません、子どもたちの手に渡すものですから、	

破損して使い物にならないものや汚れのひどいもの、	

揃っていないゲームなどは避けて下さい。	
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《告知プリント３／仕組み説明文》	

★だいたいの概要と主旨はおわかり頂けましたでしょうか？　☟では、	

☆かえっこの実際の流れについて説明します	

お家の方は「自分で買い物をすること」をお子さんに説明してあげて下さい。	

◎かえっこショップの入場制限	
ショップは３回に分けて開きます。入れ替え時に15分間閉まります。	

①かいめ・12じ〜１じ（園児のみ）	

②かいめ・１じ15ふん〜２じ（小学生も参加OK！）	

③かいめ・２じ15ふん〜３じ（　　　　〃	　　　）	

☆原町幼稚園・原町保育園の園児は①〜③入れます。	

☆小学生は、②かいめから入れます。	

☆未就園児は、自分で買い物が出来ないので入れません。	

☆子どものお店なので、中学生以上と大人は入れません。	

☆年少組、うさぎ組には小学生のスタッフ、もしくは担当職員がついて一緒　	

　に買い物を手伝います。	

	

１　会場に来たら、	

　　まず列に並んで下さい	

会場は、保育園の向かって右側の部

屋です。	

おもちゃを買う人も、おもちゃを提

供する人も同じ列に並びます。	

ショップの入口で大人の方は、お子

さんと分かれてテラスや園庭でお待

ち頂くことになります。	

２　おもちゃを売りたい人は？「かえっこバンク」に行く	

オモチャを提供して「かえっこカードに」カエルポイントのスタンプを押してもら

います。これが通貨代わりになります。	

本物の通貨を使う訳ではありませんが、お子さんに説明する時には、お店やごっこ

ですから「売る」と言ったほうが理解がしやすいと思います。	

� 	

どんなオモチャも１〜３ポイントに査定されます。査定するのは「バンクマン」の子ども！	

基本的にバンクマンの独断で決めていきます。（今年はオークションは行いません）	

★そこそこのもの＝１カエルポイント　　　→［赤シールをつけてお店に並ぶ］	

★まあまあのもの＝２カエルポイント　　　→［黄シールをつけてお店に並ぶ］	

★なかなかのもの＝３カエルポイント　　　→［青シールをつけてお店に並ぶ］	

※細かいものが沢山持ち込まれたときは、バンクマンとの交渉で	

　まとめて10ポイントなど臨機応変に対応します。ま、言ってみれば子ども任せ！
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３　おもちゃは「カエルポイント」で買います	

「カエルポイント」は会場にある「かえっこカード」にスタンプされます	

昨年のカードを持っている人は、そのカードを持って「かえっこショップ」

へ。	

自分の持っている「カエルポイント」の分だけオモチャを買うことができ

ますが、１回の入場で３個だけに限定します。	

気に入ったオモチャをしっかり探すこと、無駄なものを更に無駄に買って

いかないこと。店内の回転率を上げること、の３つの理由があります。	

これだ！というオモチャを（３個）見つけたら「レジ」に持っていき、	

「カエルポイント」を消してもらえば買い物が終わります。	

※再度買い物をしたい人はもう一度最後尾から並んで下さい。	

大人の方は、お子さんが買ってきたオモチャについて「いいの選んだね！」

と言ってあげて下さいね	

子どもが自分で選んだということを尊重しましょう！	

前半が混雑しますが、後半は比較的すいています。	

ゆっくりおいでになるのも良いかと思います。	

４　提供するオモチャ、ポイントがないときは？	

売るオモチャが無かったり、ポイントが足りなくなったら、	

幼稚園の２階でやっているワークショップに参加して	

カエルポイントをゲットすることができます。	

※ポイントは今回使いきってしまわなくても、	

　かえっこバザールを開催している全国の会場でも使えます。	
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� 	

さあ!かえっこを楽しみましょう！	

� 	

原町幼稚園　園長　鶴谷主一 
ＨＰ：http://www.haramachi-ki.jp/	

MAIL：osakana@haramachi-ki.jp	

Twitter：@haramachikinder	

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
「幼稚園の現場から」ラインナップ	
第１号　エピソード	
第２号　園児募集の時期	
第３号　幼保一体化第	
第４号　障害児の入園について	
第５号　幼稚園の求活	
第６号　幼稚園の夏休み	
第７号　怪我の対応	
第８号　どうする保護者会？	
第９号　おやこんぼ	
第10号　これは、いじめ？	
第11号　イブニング保育	
第12号　ことばのカリキュラム	
第13号　日除けの作り方	
第14号　避難訓練	
第15号　子ども子育て支援新制度を考える	
第16号　教育実習について	
第17号　自由参観	
第18号　保護者アナログゲーム大会	
第19号　こんな誕生会はいかが？	
第20号　ＩＴと幼児教育	
第21号　楽しく運動能力アップ	
第22号　〔休載〕	
第23号　大量に焼き芋を焼く	
第24号　お話あそび会（その１・発表会の意味）	
第25号　お話あそび会（その２・取り組み実践）	
第26号　お話あそび会（その３・保護者へ伝える）	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

さいきんのかえっこ。  

　最近の傾向としてガラクタおもちゃが増えた
ような気がします。  
M社のハンバーガーを買うとオマケで付いてく
るガラクタも相変わらず多い。  
おそらく小学生以上がデジタルゲームをする機会が増えて、
そちらにお金が投入されているので、形のあるイイおもちゃ
が少なくなっているのか･･･ 
始めた当初は、「こんなイイもん出していいの！？」という
ものが結構あって、その頃やっていたオークションも力が入っ
たものだ。もちろん、最近のじゃんけんオークションでも、
子どもたちは相当の入れ込みようで、負けて思いっきり落胆
したり、泣き出す小学生も必ずいる。 
　幼児のさいきんの遊びの一つに、お気に入りのプラレール
やおもちゃの動画をスマホで見て楽しむ、という遊びがある
が、これは遊びと言えるのか？　「遊び込む」というより、
視聴していることが遊びになっていることも多いのではない
かと危惧してしまう。だって、動画見ているうちにあそぶ時
間がなくなっちゃうでしょ「晩ご飯よー！片付けなさー
い！」って感じ。どんなイイおもちゃであそんでいるかって、
それはその子の生活の文化だと思うのだが、さいきんイイお
もちゃが減っているのが気になる。 
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『幼稚園の現場から』 
28・月刊園だより 

原町幼稚園園長　鶴谷主一（静岡県沼津市）	

幼稚園からは保護者宛に年間100通以上お

手紙が発行されます。　ちょっとした連絡

や、急な連絡はメールが一般的になっていま

すが、いまだに園から発行する印刷物の量は

減りません。そのため幼稚園にはプリンター

やコピー機だけでなく印刷機は必須、人数の

多い園は紙切り機や紙折り機も揃え、紙揃え

や製本までしてくれるソーターまで備えてい

る園もあります。	

今回紹介するのは、園にある印刷機器を駆

使して発行する「月刊園便り（冊子）」で

す。原町幼稚園では2000年から始めて2017

年３月号で204号、通算17年続けてきまし

た。毎月１冊を仕上げていくのは、原稿の〆

切や製本作業などほんとにタイヘンなことも

多いですが、苦労するだけの成果はあると実

感しています。	

どんな組織でも会報などを発行しますが、

園で発行しているところは思ったよりも少な

いという印象です。これからやってみたいと

お考えの幼稚園、保育園、福祉施設の先生方

にもヒントになれば幸いです。	

◆冊子タイプに出会って始めるまで	

この冊子タイプの園便りに出会ったのは20

年ほど前だったと思います。熱心に教育活動

を行っている園に見学に伺ったときに見せて

いただき、園の活動が良く伝わる内容を拝見

して「やってみたい！」と思ったものでし

た。	

思ったのはいいけど、いちばんの難関は、

実際に記事を書いてもらう教職員にどう理解

してやってもらうか、という問題でした。	

園長が他園でやっていることを見聞きして

きて、ポンと見本を見せられ「やってく

れ！」と言ったところで、すぐにできるもの

ではありません。	

・何を書いたらいいのか？	

・他のクラスと比較されやしないか？	

・書くのに時間がかかる	

・文章も絵も苦手•••	

・印刷の量がハンパじゃない	

・帳合いをする時間もかかる	

・他クラスの子どもの情報は必要か？•••	

などなど、やらない理由を考えればいくら

でも出てくるもんですが、嫌々書いてもらっ

て読み手に楽しさが伝わらないと意味があり

ません。なんとかみんなのやる気を出しても

らうことと、自分たちの園便りだ、という気

持ちも持ってもらいたくて、案を出したり、

冊子のタイトルを決めてもらったりしてきて

了解を得てきたことを思い出します。	

◆最初は季刊から	

最初はハードルを下げて、季刊（年4回）

でいこうと決め、投票とジャンケンで決着し

た『おもちゃばこ』というタイトルで1998年

秋号発行に至りました。クラス便りを書くこ

とには慣れている教員たちでしたから、クラ

ス便りをアレンジして「私のクラスの紹介・

クラスで流行っている遊び」をメインに１枚

書いてもらいました。それだけではつまらな

いので、当時使い勝手が良くなってきたデジ

カメとプリンターを使ってカラーページで担

任のプライベートなひと言など“あそび

心”を加えて13ページの内容に画用紙に印刷

した表紙をかぶせる方法で製作しました。

（B5サイズ）	

結局『おもちゃばこ』は99年夏号、2000

年の新春号の３巻で終了し、2000年４月号か

  64



ら「はらっぱ」という今に繋がる園マガジン

がスタートしました。	

◆『はらっぱ』のコンセプト	

・読みたくなる、見たくなる見る園便り	

・クラスの楽しい様子が伝わる	

・自分の子どもだけでなく友だちのことも	

・園の教育方針が伝わる	

・職員や園長の人となり・考えが伝わる	

・大切なところもつい読んじゃう	

・なるほど感がある	

・大人だけでなく子どもも楽しみにする	

◆はらっぱの目的	

☆親しみ感UPのツールとして	

自分の子どもと一緒に育つクラスの友だち

はもちろん、学年が違う子どもたちのことも

知ってもらい親しみを持ってほしいという思

いがありますが、それをさりげなく伝えるツ

ールとして有効です。	

また、紙面から先生の人となりやプライベ

ートがちょっと見えて親しみを持ってもらう

ことは、園と保護者、保護者同士の距離感の

とり方に関わってくると思います。人間的な

繋がりが活発にできているとトラブルも大き

くならずに収まったり、お互いさまという感

覚も生まれてきて園運営がスムーズになるの

です。	

☆園の活動・主旨を伝える	

ペーパー１枚だと、紛失したりゴミ箱にポ

イッと入れられたりして、読み返してもらう

確率は減りますが、その月に行う活動の要綱

やねらいなどを冊子に入れることで、読み込

んだり、読み返したりしてもらえる。我が子

のページを読むついでにペラペラと大切なと

ころも読んでもらうのです。	

加えて、子育ての情報発信など、保護者に

伝えたいことをさりげなくページに入れ込む

ことができるのもメリットです。	

2000年に発行した第１号は21ページでし

たが、最近のはらっぱは、50〜60ページのボ

リュームです。面白い紙面を目指していくう

ちに執筆者も職員だけでなく外部の方にもお

願いするようになりました。対人援助学マガ

ジン団士郎編集長のマンガ「木陰のものがた

り」も2007年５月からスタートしています。

（現在はホンブロック社を通じて園便り掲載

用に契約園に配信されています。	http://

www.honblock.net/）	

◆はらっぱ作成手順	

印刷屋に出す園もありますが、そんなにコ

ストをかけられない原町幼稚園では完全手作

業で作っています。具体的な製作手順を紹介

します。	

◆年度初めの作業	

新年度、クラスの担任は自分のはらっぱ用

のクラスタイトルを考え、規程のサイズでデ

ザインを作ります。これをコピーしておき原

稿に貼って使います。	

教務主任ははらっぱ発行計画を立てて、〆

切日と製作作業日を決めて職員と外部執筆者

に知らせます。それを受けて各々年間計画を

ざっと立てます。	

� 	
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◆毎月の作業	

①原稿をつくる	

各クラスのページは、子どもたちの写真が

主になります。担任は各自支給されたデジカ

メで撮影したクラスの様子をカラープリント

し、切り貼りしてコメントを手書きで入れて

仕上げていきます。	

連絡事項はクラス便り等で発行するので、

ここではなるべく単文にします。	

クラス全員を掲載するという縛りがありま

すので、欠席が続いて写真が撮れなかったと

きはことわり文を入れたり、前の月の写真を

入れたりします。	

　担任以外はそれぞれ受け持っているペー

ジを作成します。外部の執筆者からはメール

添付で原稿を受け取り園でプリントします。	

②ページをつける	

集まった原稿にシールでページをつけてい

きます。クラスのページ以外は「休載」自由

なので、毎月ページ構成が若干変わります。

最後のページが埋まらないときのネタを持っ

ておくと臨機応変に対応できますが休載ＯＫ

にしておくことも長続きする秘訣です。	

� 	

※集まった原稿にネームランドで作ったページを貼ります	

③印刷をする	

ページ付けからここまでは、主に教務主任

と園長の仕事です。印刷は複数でやるとうま

くいかないので教務主任一人で担当していま

す。インクが完全に乾いたほうが印刷がスム

ーズなので２日かけて片面ずつ印刷します。	

原稿毎に版を取って200枚ほど刷るので、

A4サイズで片面ずつ取れば簡単なんですが、

時間とコスト節約のためA3サイズで一度に片

面２ページ取ります。それを両面印刷して４

ページ出来上がります。次の表に従って原稿

を取って印刷していかなくてはなりませんの

で、この表が無いとあたまがこんがらがっち

ゃいます。	

◀両面印刷で４ページ/枚　の原稿配置	

※実際は60ページまでの表が作ってある。	
　原稿左とは、原稿を表に持って左側という意味。	
　製版するときはひっくり返すので逆になる。	
　表は１日目、裏は翌日に印刷するとインクが乾き	
　スムーズに印刷できる。	

� 	
※せまい印刷室にこもってひたすら印刷！	

印刷 製版 原稿見て左 原稿見て右

表１回目 版１ 1ページ 3ページ

裏１回目 版２ 4ページ 2ページ

表２回目 版３ 5ページ 7ページ

裏２回目 版４ 8ページ 6ページ

表３回目 版５ 9ページ 11ページ

裏４回目 版６ 12ページ 10ページ
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④両面印刷した紙を機械で二つに切る

� 	

※上に紙をセットして、下からカットされて出てきます	
　機種名：デュースリッター（Dupro製）	

� 	

※刷ってカットし上がったページ	

⑤表紙を二つに折る	

表紙は厚紙なので紙折り機ではうまく折れ

ない場合が多いので手作業で丁寧に折りま

す。ついでに園児名のゴム印を押しておくこ

ともあります。	

表紙は子どもたちが楽しめるように毎月テ

ーマを決めてイラストを描き下ろしてもらっ

ています。絵の得意な職員が描いてもいい

ね。	

� 	

※２月号の表紙はシロクマの親子	

� 	

※折った表紙に園児名のゴム印を押しています	

⑥帳合い１	

保育終了後に送迎バスや掃除が終了した職

員が集まり、作業が始まります。まずはペー

ジを順番に組んでいき、中のページをホチキ

スで留めます。	

� 	

※ページをチェックしながらまとめます	
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� 	

※ホチキスで留めていきます	

⑦帳合い２	

ページ落ちや、汚れをチェックして、表紙の背に

木工ボンドを塗って、挟み込んで完成です。

� 	

※木工ボンド、わりとたっぷり	

� 	

※背表紙に挟み込んでギュッとボンドにつけます	

	

� 	

《はらっぱデータ》	

表紙：マーメイド（四六判160ｋ）	

　　　色=ミモザ（色は毎年チェンジ）	

サイズ：Ａ３+（297×428ミリ）	

A3より横8ミリ長く紙問屋で裁断	

四六判100枚を購入してカットしても

らうので余った分はＡ４やＢ５サイズ

にしてもらって他で活用すると無駄に

なりません。	

中：上質紙90ｋ厚　※インク吸収の良い紙	

印刷機：Ａ３サイズまでのモノクロ	

カラーコピー機：カラーページ出力用	

裁断機：デュースリッター（Dupro製）	

ホチキス：PLUSフラット60　針№3U/8ミリ	

その他：木工ボンド速乾	

� 	

※歴代のはらっぱ。年度によって色、絵は毎月違います	
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完成で〜す！	
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◆はらっぱの構成例	

全てオリジナルでなく、こどものページはクイズや迷路などの本から引用したりします。	

子育てに有用な情報は雑誌や新聞等からの引用掲載も行います。	

ニコニコ大作戦と称して、幼稚園関係者の関わるお店のＰＲやイベントの案内なども依頼が

あれば掲載することも可能です。	
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メインの 
クラスのページ

こどものページ・
クイズのこたえ

職員のひと言ア
ンケートから講師
のページなど

保護者会 
役員さんの 
ページ

団編集長の 
マンガページ

子どもと親が 
楽しむページ

ふろくは 
綴じずに別刷り。 
作品を任意で提出し
てもらいます

今月の休載 
ページ



◆最近は、	

月刊園便り先駆者の幼稚園では、最近はオ

ールカラーだったり、印刷屋さんに発注して

素晴らしい出来映えのものを見かけるように

なりました。	

地方の幼稚園ではそんなコストはかけられ

ないため、モノクロ印刷で発行するのがやっ

とですが、子どもたちの写真やカラフルなマ

スキングテープでレイアウトされた原稿はカ

ラーなので、もったいないなあ、このカラー

を見せたいなあ、と思っておりました。	

対人援助学マガジンのようにネットを使え

ば良いのですが、園のホームページの整備も

追いつかずに、あれこれ探しているうちに良

いアプリにめぐり合いました。	

それはリクルート社が無料で運営するキッ

ズリーというアプリです。１月号からこのシ

ステムを使い園児保護者（登録者）にPDFで

読み込んだはらっぱを配信することが可能に

なりました。https://kidsly.jp/index.html	

毎月〆切に追われながら（このマガジンも

そうです(T-T)）製作していますが、なんと

いっても、大切なクラスのページに一度も原

稿落ちが無いことは、職員の責任感、そして

製作時のチームワークと作業の正確さ、速さ

のおかげだなあと感謝しています。	

※園マガジンに興味をお持ちの方は、メー

ルを頂ければバックナンバーを郵送します。

遠慮無くどうぞ！	

� 	

原町幼稚園　園長　鶴谷主一 
ＨＰ：http://www.haramachi-ki.jp/	

MAIL：osakana@haramachi-ki.jp	

Twitter：@haramachikinder	

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
「幼稚園の現場から」ラインナップ	
第１号　エピソード	
第２号　園児募集の時期	
第３号　幼保一体化第	
第４号　障害児の入園について	
第５号　幼稚園の求活	
第６号　幼稚園の夏休み	
第７号　怪我の対応	
第８号　どうする保護者会？	
第９号　おやこんぼ	
第10号　これは、いじめ？	
第11号　イブニング保育	
第12号　ことばのカリキュラム	
第13号　日除けの作り方	
第14号　避難訓練	
第15号　子ども子育て支援新制度を考える	
第16号　教育実習について	
第17号　自由参観	
第18号　保護者アナログゲーム大会	
第19号　こんな誕生会はいかが？	
第20号　ＩＴと幼児教育	
第21号　楽しく運動能力アップ	
第22号　〔休載〕	
第23号　大量に焼き芋を焼く	
第24号　お話あそび会（その１・発表会の意味）	
第25号　お話あそび会（その２・取り組み実践）	
第26号　お話あそび会（その３・保護者へ伝える）	
第27号　おもちゃのかえっこ	
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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『幼稚園の現場から』 
29・石ころギャラリー 

原町幼稚園園長　鶴谷主一（静岡県沼津市）	

　子どもたちが作る絵画制作の作品は時にアートに見えます。	

今回は趣向を変えて子どもたちの作品を楽しんで頂こうと思います。	

　	

　５月、母の日にちなんで園では子どもたちがお母さんへ渡すプレゼント製作を行います。

子どもたちが手作りできて喜んでもらえるものを担任があれこれ考えて題材を選ぶのです。

年少組は野菜スタンプでデザインしたミニトートバッグ、年中組は木製の小物入れ、いず

れもおかあさんの顔や子どものカワイイ写真が配置されるのが定番です。	

そして、年長組は考えた挙げ句に、全く実用性のない「石のオブジェ」にしました。「台

所に置いて毎日眺めてもらおう」という趣向です。	

	

ヒントになったのは私の大好きな古い絵本でした。ちょっと紹介します。	

	

	

	

6 1

1988年11月1日に 月刊絵本 
「年少版こどものとも」として 
福音館書店から発行された絵本で、 
人気があったので1933年に特製版 
（ハードカバー）になっています。 
日比野公子さん作

◆ＳＴＯＲＹ 
わたしが保育園に登園すると･･･ 
かさ置きにアナグマがいた！ 
コート掛けにフクロネズミ！ 
積み木の間にワオキツネザルがいた！ 
こんなことってある？ 
という展開で、 
いつも見慣れた場所に小さな動物が次々と
出現します。 
トイレにネコ、ふとんのなかにバイソン、 
げたばこにメガネザル！園庭にゾウ！ 
「こんなことって　ある？」を存分に 
楽しみます。



	

	

	

	

	

	

	

 

6 2

最後に種明かしのページがあります
が、最後のことばも同じです。 
子どもたちは、あれこれ考えていろ
んなことを言います。 
読み手は、余計なことは言わずに 
絵本の通りに驚きと疑問を投げかけ
る役に徹するのです。

ボールを	
とろうとしたら	

こんなところに	
フクロウがいた！

あれ？	

こんなことって	
　　　　　ある？

おしまいの見返しの絵です。 
プランターの下の白い石を見ると 
子どもたちは「いなくなってるー！」
と大はしゃぎします。

扉の絵（拡大）

シンプルでぐいぐい来るとても好き
な絵本です、リアルな動物たちの絵
と、石ころに描いたという驚きが、
面白さを倍増するのです。



　そんな訳で（どこが！(^^;)）	

子どもたちも石にアーとしよう！というのが今回のテーマ。	

絵本のような細密画はムリに決まってるので、何かしら思い浮かんだイメージを塗ってい

こうと相成りました。	

ただ、一ひねりして、大小二つの石をくっつけた石でイメージしていくことにしました。

	

	

	

子どもたちの斬新な作品をご覧ください。	

主な材料一覧
近くの浜で拾ってきた大小の石ころ

石をくっつけるボンド 
　　ボンドウルトラ多用途ＳＵ　プレミアムハード　色調/クリヤー 
　　コニシ株式会社

エナメル系絵具（ペンキ可）

作業手順
大人がやる準備：石をくっつけてペアをつくっておく 

石を選ぶところからやるのは時間がないということで、 
予め教師の側で石を組み合わせてイメージしやすくしておくこ 
とにしました。ボンドを厚めに塗り、くっつけたらマスキング
テープなどで固定して一晩置いておくとガッチリ接着できます

子どものやる作業

①いろんな形にくっついた石見て、先生の作った見本を見 
　て、自分はどうデザインするか考え、 
　気に入ったペアの石を選ぶ

②自分の選んだ石を紙に描いて、 
　マーカーで色を塗ってデザイン画を描く

③デザイン画を見ながらエナメル系絵具で色を塗っていく 
色を重ねるときに、にじまないように乾かしながら行うこと、
筆の先を使って思ったラインを描くこと、周りにつかないよう
に平面のデザイン画を立体的に塗っていくことなどが、難しか
った点です。

④母の日のメッセージカードを書いて完成！ 
　自宅から持ってきた空き箱にクッション材を詰めて 
　持ち帰りました。

6 3

見本に作った私の作品は	

アニメチックな鴨、	

デコイのイメージです。(^^;)

２つがくっついたペアの石。	

塗る前	



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

6 4

ゆうと作	

「てんとうむし」

なの作	

「てんとうむし」

いしころ	

ギャラリー

まお作	

「てんとうむし」

りんと作	

「くじら」
しょうじめい作	

「無題」

やまだめい作	

「うみとたこ」

かなぎ作	

「てんとうむし」



 

 

 

 

 

 
 

 

6 5

りょう作	

「おおかみ」

まほ作	

「あひる」

しんのすけ作	

「チーター」

こう作	

「こいのぼり」

りつ作	

「よもぎだんご」



 

 

� 	

原町幼稚園　園長　鶴谷主一 
ＨＰ：http://www.haramachi-ki.jp/	

MAIL：osakana@haramachi-ki.jp	

Twitter：@haramachikinder	

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
「幼稚園の現場から」ラインナップ	
第１号　エピソード	
第２号　園児募集の時期	
第３号　幼保一体化第	
第４号　障害児の入園について	
第５号　幼稚園の求活	
第６号　幼稚園の夏休み	
第７号　怪我の対応	
第８号　どうする保護者会？	
第９号　おやこんぼ	
第10号　これは、いじめ？	
第11号　イブニング保育	
第12号　ことばのカリキュラム	
第13号　日除けの作り方	
第14号　避難訓練	

第15号　子ども子育て支援新制度を考える	
第16号　教育実習について	
第17号　自由参観	
第18号　保護者アナログゲーム大会	
第19号　こんな誕生会はいかが？	
第20号　ＩＴと幼児教育	
第21号　楽しく運動能力アップ	
第22号　〔休載〕	
第23号　大量に焼き芋を焼く	
第24号　お話あそび会（その１・発表会の意味）	
第25号　お話あそび会（その２・取り組み実践）	
第26号　お話あそび会（その３・保護者へ伝える）	
第27号　おもちゃのかえっこ	
第28号　月刊園便り「はらっぱ」	

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

6 6

まさむね作	

「ねこ」

あやか作	

「かめ」

なつひ作	

「無題」

こうたろう作	

「無題」
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『幼稚園の現場から』 
30・幼稚園の音楽活動（その１） 

原町幼稚園園長　鶴谷主一（静岡県沼津市）	

　今回から、幼稚園を取り巻く音楽について

の考察と実践活動をレポートしたいと考えて

います。（その１）は、幼稚園や保育園等の

音楽の集大成の場である「発表会」を取り上

げます。	

原町幼稚園が考える音楽（教育）の目標、	

音楽を好きになり、 
楽しむ心を育てる。 

◆この目標に至った理由いろいろ	

　音楽を聴くこと、カラオケで歌うこと、

趣味で楽器を楽しむことは巷ではごく一

般的に楽しいこととして定着してきてい

るのに、いわゆる「教育課程」の中で扱

われてきた「音楽」がいかにつまらなく、

子どもたちの音楽嫌いや、苦手意識をつ

くり出してきたか。「音楽は苦手で•••」

という人が、カラオケで上手に歌うこと

もありますね。こんな乖離現象はどうし

て起こってしまったのでしょう。	

　知人の音楽家が小学校６年生の鑑賞教

室で演奏するというので、手伝いに同行

しました。そして演奏会が始まる直前の

こと。部屋に入るなり男性の先生が「まっ

すぐ並べ！」「きちんと座れ！」「演奏

される先生にご挨拶！」。ニコリともせ

ずに子どもたちを“指導”していたので

す。「これから演奏して下さるから動か

ず静かに聴くように！」というオマケも

付きました。講師の先生に失礼があって

はいけないという配慮だとは思いますが、

これから音楽を楽しもうというときに、

感性のシャッターを下ろすような導入を

見て、「こりゃダメだ」と感じたのです。

知識として音楽の法則や歴史を知ること

と、感性に訴えかける授業は、分けて考

えてほしいと思うのです。	

　私自身の音楽経験も大きな理由の一つ

です。幼少期から音楽教室に通わされ、

クラシックピアノの個人レッスンに移っ

た頃から練習が苦痛でたまらなくなり、

中学生になったとき、親に土下座してや

めさせてもらいました。昭和45年当時、

男の子がピアノなんてかっこ悪い•••とい

うような風潮もあったことは確か。	

　高校を卒業して幼児教育の道に進もう

と思って再び鍵盤に向かったときに、幼

い頃の悪夢の練習がとても有益だったこ

とは認めます。（指が一応動くのです）

そして同時にはじめたエレクトーンや、

ジャズピアノを教えてくれる先生と出会

い、自分は音楽が嫌いだったのではなく

楽しくやる術を知らなかったんだ、	

「もっと早く出会えていれば！」という

思いを持ちました。	

・・・・・・・・・・・・・・・・・	

　幼児教育を担う私たちの使命は、少な

くとも子どもたちにを音楽嫌いにさせず、

音楽って楽しいという原体験を刷り込む

ことだと考えます。	

だから、幼稚園でやる音楽は、楽しく

なけりゃならない！のです。	

　好きだったら、辛い練習だって乗り越

えられるもんです。子どもの将来の話で

すが。 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そうは言っても	

幼稚園で楽しくやってるんじゃないの？	

　そう思われる方が多いかもしれませ

ん。普段やってる音楽や、音楽を使った

歌あそびやダンスは楽しくやっているこ

とと思いますが、いざ演奏する側に立つ

「発表会」という行事がからんでくる

と、そういう訳にいかなくなるのが辛い

ところです。	

「上手に発表しなくちゃ！」「出来映え・

見栄え」という縛りが、時に現場の先生

や子どもたちを過度な練習に追い込んで

いきます。	

　YouTubeで幼稚園、保育園の音楽発表

会を検索すると、様々な発表会がアップ

され、各園が独自の考えを持って音楽に

取り組んでいることがわかります。	

　その中でも一糸乱れず大人顔負けの演

奏を披露している子どもたちの動画を見

ると、すごい！と思うと同時にどれだけ

練習したんだろうかと気の毒になります。

私が聞いた話では、マーチングや合奏の

盛んな幼稚園では、それが幼稚園のウリ

となるため、専門の講師が定期的に指導

にあたり、幼稚園教員には次回の指導日

までに子どもたちを指示された達成度ま

で上げておくというノルマが課されるそ

うです。教員は他のクラスに遅れをとら

ないように必死で練習させなくてはなり

ません。	

いったい誰がそれを望んでいるの？	

いちばん強く望んでいるのは、指導され

ている方でしょうね。もちろん担任がそ

の立場にある場合もありますし、園の管

理者もしくは園全体の雰囲気がそうなっ

ていることもあるでしょう。ほんとうに

保護者がそれを望んでいるかどうかは疑

問です。しかし仕上がったパフォーマン

スを見ると感動してしまうものです。大

人は、揃っているもの、苦労したもの、

予想以上のものが好きで、小さな我が子

が間違えないように必死に頑張っている

姿がどれだけ感動を呼び起こすか！大い

に評価し褒め称えるでしょう。園経営者

はそのことは良くわかっています。	

　しかし練習過程で押し殺した子どもた

ちの本音はどこへ封印されてしまったの

か、褒められて消し飛んでしまったの

か•••でも「発表会が終わったら、もうや

りたくない！」という感情があるとすれ

ば、〔音楽＝楽しい〕という図式は崩れ

ていっていると想像します。楽しければ

「もっとやりたい！」と子どもたちは言

うはずですから。	

　もしもの余談ですが、私がピアノレッ

スンからドロップアウトしていなければ、

素晴らしい発表をめざす方向に向いてい

たかもしれません。得意分野で成功した

人は、その“ステージ”までみんなを連

れていきたいと思うのも当然ですし、み

んな乗り越えればおいしい果実にありつ

けるんだ！ガンバロウと叱咤激励するで

しょう。	

　ある程度頑張ることは必要だと思いま

すが、過度な達成度を求めるひとりよが

りな指導者のための発表会にならないよ

うに気をつけねばならないと思います。	

・・・・・・・・・・・・・・・・・	

あくまでも主役は子どもたちです。	

幼稚園には音楽好きもいれば苦手な子も

います。	

　みんなが一緒に歌をうたったり、楽器

を演奏するとき、音楽って楽しい！とい

う気持ちだけは一致させよう！	

そして「音楽を好きになる」という漠然

とした目標設定となったのです。	
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漠然とした目標だから、	

活動もそれなりでいい？	

そういうわけにはいきません。	

音楽は勝手にやっては楽しくないもので、

どうしたって法則や技術によって成り立

つわけです。	

　原町幼稚園でも「音楽会」という発表

の場を設けていますので、そこに向けて

ある程度の「クオリティー」を目指して

「楽しく」取り組んでいかなくてはなら

ないという使命があります。	

　「できた！」という経験が子どもの自

信や発達に繋がるのはいうまでもありま

せんが、楽しさと共にそれを実現するた

めには、ある程度の技術とノウハウを教

員間で共有する必要があります。楽しく

やるためには、教員側の技術と感性は欠

かせないのです。	

　私たちも、まだまだ試行錯誤しながら

取り組んでいるので、最終形ではありま

せんが、実はそろそろ行き詰まってきま

した。敢えてマガジンで公開し、同じベ

クトルで音楽教育を進めていらっしゃる

方からヒントを頂ければという思いを込

めてお伝えします。	

 
【園内教員向け提案より】 

音楽会の概要 
■毎年12月に沼津市の市民文
化センター小ホール（520席）
を使って音楽会を実施。 

■右のプログラムに沿って子ど
もたちの音楽発表を行う。 

■午前10時開演～11時半終了 
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毎年工夫を
凝らして 

製作されるプログラムも音
楽会演出の一つ。原案は職員、
子どもたちが何かしら製作
に関わり家に持ち帰る



うたおう あそぼう おんがくかい 
《音楽教育の大きなねらい》♪音楽を好きになり、楽しむ心を育てる。 

　原町幼稚園のめざす音楽会は、一生
懸命練習してきた成果を発表する結果
としての場「ほお～、よく練習したね
え～」というゴールではなく、一生懸
命練習したら「ほら、こんなに楽しく
できたよ」という会。そして楽しかっ
たねえ、もっと聞きたい、もっと歌い
たい！とあとにつながることのできる
音楽会です。 
　私たちが受けてきた従来の音楽教育
では、楽譜に基づいて歌えること、楽
譜を楽器で演奏できることが重視さ
れ、簡単な譜面から高度な譜面まで段
階的にこなせるようになることが音楽
教育の流れとなっていました。そのた
め、稽古事の成果発表としての会の意
味合いが強い要因だと思いますし、聴
く側もそれを求めてきたのだと思いま
す。 
音楽技術の上達を目的としたお稽古に
通う子どもの集団と違って、幼児教育
や学校教育では様々な方向性を持った
子どもたちを一度に教育します。その
過程では音楽が好きになる子どもも苦
手に思う子どもも両方育てられてきま
した。音楽を聴くのは好きだけど、自
分がやるのは苦手。という人が多いの
は、それまでの教育のマイナスの側面
だとは思いませんか。 
　子どもにとっての音楽は、そもそも
生まれたときから得意不得意という意
識なく育っていく過程で身についてい
くもののような気がします。まだ苦手
意識の薄い幼稚園の教育において、苦
手意識を感じさせないで育てていきた

いと思います。音楽に出合ったとき
に、その入口で引き返さずに、楽しそ
う！という感覚を持ってスッと入って
いけるような感覚を持って卒園して欲
しいと願っています。 

　さて、そのためには教える立場の教
師がどんな心構えで、どんな技術を持
って臨まなくてはならないか。指導者
の面から見ると手間がかかり、難しい
ことです。なぜなら、音楽を表現した
り演奏して楽しむには一定の歌や奏楽
の技術が必要で、さらに子どもたちを
楽しませながら音楽的な発達を促して
いくのは更に技術や感性が必要なので
す。 
　子どもの気持ちに関係なく、歌の時
間だから先生の伴奏に合わせて歌わな
くてはならない。合奏を覚えなければ
ならない決まり切った音楽活動になら
ないように、日頃から気をつける必要
がありますし、スキルを上げつつねら 
いを達成していきたいと考えます。 

  
オープニングは先生主導で楽しい曲で声出しリラックス 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《うたおうあそぼう音楽会のねらい》 
♪自分を十分表現し、発表を楽しもう！ 
♪先生と一緒に音楽であそんじゃおう！ 
♪かっこよく歌って演奏しよう！ 

♪うたおう= 気持ち良く声を出して自然に歌おう。 
無理に出した大きい声でもなく、 
大人並みに発声をコントロールされた声でもなく、自信がなく小さな声でもなく、仕方なく歌
わされた声でもなく、子どもたちの楽しい気持ちが伝わってくる歌を！ 

♪あそぼう= リズムに乗って楽器のアンサンブルを楽しもう。 
リズムはキッチリ合わせて、 
リズムさえ合っていれば勢いで音程をミスタッチしても、すっぽ抜けてもドンマイ！ 
身体も顔もリズムに集中させて楽器を演奏する。そのためには、身体の中にリズムを刻み込
む。楽器を持つ前にまず身体から！ 
自分のリズムが刻まれたら、他の人の楽器の音も感じてみよう。 

《年齢別のねらい》 
◆年長児･･･さすが感！ 

○曲の感じをつかみ、友だちの声、伴奏を聞きながら声を揃えて歌う。 
○ビートにあわせて楽器を演奏したり、動いたりする。 
○自分のパート、友だちのパートのリズムを理解し、自分のパートを責任持って演奏する。 
○歌や演奏のリズムに集中する。 

◆年中児･･･こなれ感！ 
○リズムに乗って、どならないように注意しながら自然体で元気よく歌う。 
○いろいろな楽器に触れ、ビートに合わせて楽器や身体を使って楽しんで演奏する。 
○リズムのちがいを理解して自分のパートで楽器をならす。（組曲の場合） 

◆年少児･･･いっしょに感！ 
○ビートに乗って楽しく歌う。 
○楽器や身体を使っていろんな音あそびを楽しむ。 
○音の長短、強弱を感じて楽器をならす。 

《音楽会のキモ！》 
○音楽会では年少、年中、年長の発達段階がはっきり見えること。 
  →年少、年中とやってきたことが年長で完結する。 
○演奏技術よりも、子どもが音楽会を楽しんでいる、表情を重視する。 
  →練習の段階から楽しく、お客さんも楽しんでもらおうという意識を持っていく。 
○客席からの見栄え、演奏後のあと味の良さを感じさせること。 
  →曲のイメージ、選曲、演出が重要になってきます。 
○一人一人がオマケ（チョイ役）にならず、しっかり参加していること。 
  →その子に合った参加の仕方を工夫する。 
○大人側の演出で盛り上げ、子どもの練習負担を軽くして、発表効果を上げる。 
  →たとえドだけを弾いていてもアンサンブルで気持ち良く弾ける。 
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○飽きない練習を計画しよう。 
  →合奏の練習で楽しさを追加していくには毎回ちがうエッセンスを加えていき、 
  　できることが楽しい、リズムが合うと楽しいという練習の楽しさを重ねていく。 

《歌の指導ポイントはここだ！》 
（楽しい雰囲気の中でうたうこと！） 

◎まず、子どもにアピールできる声，発声を心がける。 
※いつも同じ調子ではなく子どもに「あ、何か始まるぞ？」と注意を促す声 
※パッと注意をよびおこし、そのあと小声で集中力を持続させる声 
※聞きやすい声、話し方、歌声を意識 
※指示のことばを極力へらしていく→いつも「はい、歌いますよ」と断らなくても伴奏が
自然になり始め、歌の活動へ導入することで、子どもの耳を育てる 
※年少ほどことばより音楽そのものへダイレクトに入れる 

◎音域を考慮する。子どもにとって音域外の音は出ません。（レ～上のミが限度） 
◎保育者が曲をよく聴き、まず保育者が正確にまた表情豊かに歌って聴かせる。 
◎曲をメロディーから教えずに、ビートから教えていく。 
※ピアノなど伴奏に頼りすぎない。むしろビート（テンポ）を重視し、テンポを変えずに歌
ったり演奏することに気をつける。 
※カスタネットや手拍子の伴奏だけで歌ってみる。 

○歌うだけでなく、身体を使って動いてみたり、拍子を打ってみたり、指導のポイントを毎回し
ぼり、新しい刺激を少しづつ与えて飽きずに新鮮な気持ちで本番に望めるようにする。 
○自分がよく歌い込んで曲想をつかむこと、子どもたちもお気に入りの歌をいくつか手持ちで
もっておく。 
○どならずきれいで大きい声が出せるよう意識させる。 
※どなっているときは途中でも中断して気付かせ、実際に歌ってみせて歌声の違いに気づ
かせる。 

○歌い出しが揃って出られるよう気をつける。 
※歌い出しに限らず、つまづくところ、リズムなどを間違えやすいところは部分的に練習す
る。 

○目線に注意、前方上の方を向いて歌う。 
※目印を指定してあげるとよい　※部屋の中の物（時計など）を見るなど。 

○口の形をはっきり開けて発音すること。 
※歌詞をゆっくり群読しても良いでしょう。 

○楽譜通りに弾くことに労力を奪われない、簡素化しても気持ちよく歌えれば良い。 
○シーケンサーに伴奏を入れて再生し、子どもの前で歌う。 
○ダラダラと飽きるような活動にしない。 
○楽しい雰囲気を作ったり、楽しい活動の前やあとに歌うなど、いい雰囲気で歌うことを心が
ける。 
○歌詞の意味を子ども自身も分かり、状況を思い浮かべながら歌えるようにする。 
○好きなフレーズ、サビの部分から入り、その他のメロディーや歌詞は少しづつ覚えていくのも
一つの方法。歌詞を紙に書いて貼ったりしないこと！ 
○動きを入れると演出は楽しいが、声は出にくくなるので歌をしっかり聴かせたいときは配慮
が必要だが、あそぶという点から有効なので取り入れていきたい。 
○音楽的な楽しさ、輪唱に挑戦して幅を広げる。 
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《リズム楽器指導のポイントはコレ！》 
（一定のビートをキープする） 
 ◆リズム感を身につける 

○子どもたちが楽しくリズムに乗るためには、まず保育者がリズムに乗れなければ指導できま
せん。自分がリズムに乗れるよう事前に練習する。 
○身体でリズム（基礎リズム）を感じることができるようにする。 
※手拍子、足踏み、歩く、揺れる、跳ぶ、ギャロップ(年少)、スキップ(年中長)など楽器を
もつ前にいろんなリズムを身体で表すことでリズムの感じを表現する。それから少しづ
つ楽器の種類をふやしていく。 

○リズム音痴は、運動面とのつながりが深いと思われるので、ケンケンパー、グーグーパー、幅
跳び、けんけん跳びなど全身での運動を促す。 
○基礎リズムの出てくる歌（曲）を手拍子でたたいたり、歩いたりする。 
○ことばとリンクさせた手拍子あそび。ライオン→♪♪♪♪/年少は四分音符のみ。 
○音楽に合わせて動くわらべうた、歌いながら動いてみるリトミック的なものを活用する。 

《楽器合奏指導のポイント》 
○打楽器は押さえつけて音を出すものではありません。 
○打ち放つことによって音を出します。打った瞬間に離れて音を出します。 
○そのための練習として、手拍子を丸く打つこと(シンバルを打つように)から始めます。 
○楽器それぞれの正しい持ち方、音のでない持ち方がきちんとできるようにする。 
○それぞれの楽器の音色の特徴に気づかせる。 
○楽器に触れる子どもの様子をよく見て一斉と平行してにパート別に指導する。 
○数種類の楽器を使う場合は一人で指導するより複数で指導する方が効果的。協力して行う。 
○歌と同じく、ポイントを絞り新しい刺激を毎回加えていく。 
○リズム譜は、市販の物を使う方が構成が優れているが、難しい場合はそれを改良する。 
○リズム譜を自分で作るときは、下書きをした段階で、共同作業に移り、実際に音を出したりしな
がら共同で仕上げる。 
○手作り楽器の活用もオモシロイ。 
○リズムがぴったり合ったときの気持ちよさを感じる。（聴く、見る） 
○曲選びは、とても重要である。 

※年長組の合奏曲は、子どもたちがメロディーを弾き奏でられる素朴で親しみのある曲か
ら選ぶ。ディズニーシリーズのようにイメージができ上がってしまっている曲を選ぶと華
美で良さそうに思うが、却ってそのイメージにとらわれてしまいそこに子どもたちを合わ
せていこうという意識になるので良くない。できることをステップを踏んで積み上げてい
く活動が望ましく、そのために適した曲を選ぶこと。 
※年中組は、全員で合奏をすることと、子どもたちがリズムパートのみの演奏、大人がメ
ロディーを奏でることから、メリハリのついた組曲が望ましい。先のディズニーシリーズ
のようにイメージのでき上がっている曲も可能で、それぞれの打楽器を大人の演出で盛り
上げていく。 
※年少組の合奏曲は、子どもたちが歌も知っているシンプルで楽しい曲が望ましい。 

《プラスαの効果を得る！》 
◎うたの会を行うこと→クラス同士歌い合ったり、見合ったりすることで、自分がやっていると
きには気づかないことに気づかせたり、意識を高めていく。 
○保育者同士もお互いに意見や感想を交換し合い、アドバイスし合うことが必要。 
○時には指導者が替わることで、バランスの良い指導ができる。 
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◆合奏の楽器選びは、楽器の説明と役割、演奏パートをよく子どもが理解したうえで、担任の意
向を聞いて子どもが決めていけるようにしたい。重複した場合はできるだけ話し合いを行い、
納得したうえで楽器を決める。くじ引きやジャンケンは最終的な手段とするが、リハーサルと本
番で交代するなど配慮する。（最終的には担任の意向に沿う様に持っていけるように話をする
のが望ましい。） 

◆なんといっても日々の保育が大事！ 
音楽会のねらいは、音楽面に絞られていますが、保育は本来色々な要素をからめておこなって
いくものです。従って、音楽会という行事を期待を持って待つことができるように、また自分た
ちの音楽会という気持ちが持てるよう、プログラムなどの小物、演出の小道具を作ったり期待
を言葉で表したり、音楽面以外の活動もクラス内で充実させていきましょう。 

《本番に向けて舞台映えを考えていこう》 
演出は、歌う側にも見る側にも楽しく、印象的な効果をもたらします。 
曲のイメージをよりふくらませたり、楽しさを演出することも重要です。 
練習に負担がかからないように演出を工夫しましょう。 

○演出例：小物、小道具、大道具、（吊りもの、ライティング）ストーリー仕立て、振りつけ、
交代で歌う、手拍子、 伴奏楽器を工夫する、会場を巻き込む、照明、座る立つ、投げ上げる、
入退場のつなぎなど。 
※特に年少は大道具や小道具で盛り上げると効果的。 
※幕間では発表曲の紹介、エピソードをアナウンスします。 

 ◆幕・照明・音響 
○プログラム進行中の幕はヨコ開閉の「割りドン」（手動）を使います。 
　幕のないところは「つなぎ演出」が必要です。 
○緞帳が閉まるところに立たないように気をつけて下さい。 
○照明はバックの幕にライトを当てて色を出します。スライドも使えます。 
　　　　　☞曲のイメージをセンターの舞台担当者に伝えます。 
○音響は、マイクの位置などを要請します。集音やバランスはセンターに任せます。 

 ◆指揮、伴奏、配置など 
○指揮は子どもたちをリードする大切な役目です、リズムを正確に、子どもたちの集中力を高
め、曲の歌い方を伝えられるようポイントを押さえて行いましょう。（指揮法の学習） 
○広い会場で行いますので、子どもたちも緊張しがちです。歌を歌うときには担任が指揮をする
と子どもが安定しますが、できない場合は一緒に歌うようにして下さい。（立つ位置は雛壇１
段目の中央、この場合は後ろをあける。もしくはサイドに立って一緒に歌うようにします。）但
し、合奏、リズムが難しい場合、演出が細かい場合等は指揮が必要。（指揮の場合も中央をあ
ける） 
○おじぎは担任が代表して行いますが合同での場合は指揮者が演奏前後に、指揮をしない場合は
演出によって演奏前のおじぎを省いても構いません。（園児全員でのおじぎはしません） 
○伴奏はグランドピアノ、電子ピアノ、ギター（事前に打ち合わせ必要）、シーケンサー、パーカ
ッションなどが使えます。 
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○配置は、観客に見えるようにとくに全学年で並ぶときは背の高さなどに注意する。（かぶり物
をしたときは更に配慮が必要）また、保育者が子どもの前に立って何かを行う場合は同じ位置
に長く立たないで、位置をずらして見えるようにする配慮をしておく。 

 ◆本番での配慮 
○子どもたちをリラックスさせ、十分に力が発揮出来るようにすること。 
○歌う前は子どもたちに目線の位置を具体的に示し、落ちついてできるよう声をかける。 
○トイレには早めに行かせる。 
○位置、楽器などの確認を確実に行う。 
○それでもミス（楽器を持っていないなど）に気づいたときは速やかに仕切りなおし、そのまま
流さないようにする。 
○舞台にいると見えないこと（トイレに行きたくてもじもじしている、喧嘩など）は、舞台ソデ
や会場から見ている保育者がフォローし、速やかに対処する。 
○おふざけが出てしまう子どもは、事前にしっかりと話をし、演奏中でも保育者がそばにつくな
ど配慮する。 
○入れ替え、準備はテキパキと動いて下さい。時間短縮を常に心がけること。 
○アクシデントが起こっても、常に笑顔で冷静に対応する。 
○子どもたちをリラックスさせられるよう、余裕を持って接するように心がける。 

 ◆その他・運営面など 
◇楽器のパートの割り当てについては、使用する楽器を紹介したあとで、自分のやりたい楽器に
手を上げ、人数多数の場合はクラスでオーディションを行い、目をつぶって子どもたちが手を上
げて決めていきます。話し合いで譲り合うこともありますが、それも成長の機会と捉えます。 
◇会場の保護者座席は、学年ごとにおよその場所が決まっており、子どもによるくじ引きで優先
順位を決め、担任が子どもの立ち位置から見え方を考慮して座席を決めます。 
◇音楽会の撮影は、会場内では一切禁止です。自分の目でしっかり見てしっかり拍手をして頂き
ます。 
（個別のケースは割愛しました。） 

◆さいごに	
　目標を達成しようと思ったら、園児の

保護者の皆さんにも、同じ目標を共有し

て頂かなくてはなりません。	

そのためには、文書や口頭で、園の方針

を伝えることと、各クラスからそれが具

体的に行われている様子を発信していく

ことが必要です。	

　ただ、発信してもそれが浸透している

とは限りません。発表会には両親をはじ

め、祖父母、叔父叔母などの皆さんもい

らっしゃるのです。 

そこで、ショボい発表を見せておいて	

「子どもが楽しんでいるからいいんだ」

というのは園側の傲慢と努力不足だと思

います。	

　子どもたちの楽しんでいる表情を見て

頂くことはもちろん、音楽を通して会場

が同じ感動を共有する場を演出しなけれ

ば、目標に賛同して頂く道のりも遠くなっ

てしまいます。	

　子どもたちに過度な負担をさせずにそ

れを実現するには職員側で音楽的な演出

を担っていくこと。今のところカギはそ

こにあるかなと思いながら進めています。
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!  
クラスの発表が終わって満足した顔でごあいさつ 

 
アニメメドレー・私もルパンの役で盛り上げました 

 
全員でエンディング・会場と一体感 

 
紙吹雪でフィナーレ 

� 	

原町幼稚園　園長　鶴谷主一 
ＨＰ：http://www.haramachi-ki.jp/ 
MAIL：office@haramachi-ki.jp 
Twitter：@haramachikinder 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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第３号　幼保一体化第（2010.12） 
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第14号　避難訓練（2013.09） 
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第23号　大量に焼き芋を焼く（2015.12） 
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第27号　おもちゃのかえっこ（2016.12） 
第28号　月刊園便り「はらっぱ」（2017.03） 
第29号　石ころギャラリー（2017.06） 
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