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話題になっております。それは、

ところ気になる親御さんの相談が

成果を上げているのですが、この

定感、自尊感情の育成が、自分の

い自分が大切にされている自己肯

で、一人の人間として接してもら

える体験を丁寧に行うことが必要

希望に満ちた小学校入学を目前

小学校２・３年生の子どもに見ら

にした子ども達が、その後の学校

考え主張力と合わせて同時に育つ

（機会があれば別稿記事）と言わ

生活において学習環境の変化や友

ことが大切だと思います。

れる現象です。これまで児童発達

達関係等の不安や戸惑いのストレ

れる親への反抗的態度や言動、口

心理学では余り聞きなれないこと

スを十分理解し軽減させ、おおら

答え等の子どもの「中間反抗期」

でしたが、このところ児童相談で

かな気持ちで見守りながら自立を
みの育ちを極端に強調するあまり

多く聞かれるようになりました。

年長児のこの時期は、初期の論

の現象ではないことを願っており

私の個人的思いですが、自分の思っ

理的思考力が身につくといわれ、

ます。

支援してあげることが重要です。

自らが進んで遊び環境へ働きか

成長した証と捉えており、感情的

ていることや考えを言えることの

話題でしたが、早々に新型コロナ

け、遊びそのものを工夫して、子

になって頭ごなしに否定したり、

待膨らむ姿になっております。

ウイルス感染のまん延で、改めて

ども達自身が面白いと思う遊びを

怒ったりせず子どもの言うことが

令和２年の幕明けは、東京オリ・

危機管理体制や安心・安全環境を

夢中にかかわることによって、思

中間反抗期は、子どもの自我が

維持する意識向上の大切さを考え

考力や認識力を発達させると言わ

こんな状況の中ですが、園児は

応がベターです。いずれ初期の思

正しければしっかり受け止める対
保育者としては、遊びの中で自

日々の遊びの広がりと深まりを通
し活動に一段とたくましさが見ら

る現象と言われ、外ではとても良

考力や認識力もそれなりに育ち、

い子なのに、親に対してはイライ

分の思ったことや言いたいことが

だけでなく、話したいことや主張

ラ感が強く乱暴な口答えが特徴。

れてきました。特に年長児の成長
幼稚園における、年長児の存在

することにわけや理由があって、

大人の言動や言葉を客観的にとら

は、育ちのモデルとして欠かせな

結果的に自分の思いをしっかり言

親の留意は、４～６歳頃から、

えられるようになったころに起き

い憧れの姿で、間もなく小学校入

わが子の言い分に耳を傾けてもら

きちんと相手に分かるよう伝える

学を迎える時期ですが、身体的に

このことは、現状の課題として

える育ちを目標にしております。

こと、直観やイメージによるもの

も心の育ち、立ち振る舞いも、幼

が顕著です。

れます。

させられることになりました。
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にありがたく、嬉しく思います。

卒業おめでとう
楽しい思い出、ありがとう！
たくさんの思い出と共に無事に

で出会う魔法使い・人魚・忍者・

ろから始まります。宝箱を探す中

進級おめでとう
一人一人が主役

３月になり、いよいよ卒業の日
感謝申し上げます。好きなことに

護者の皆様のおかげです。心から

温かく見守り支えてくださった保

ています。
「お泊り会が楽しみ！」

てみたいこと＂をインタビューし

番さんに＂Ａクラスになったらやっ

一年…最近、朝の集まりではお当

早いもので、Ｂクラスになって

一人が主役として輝けるように、

いろなことに挑戦し、そして一人

クラスのみんなと助け合っていろ

に困ったことにぶつかった時は、

なが笑顔になれる…この劇のよう

た「ありがとう」の言葉で、みん

らい、そして宝箱の中に入ってい

お巡りさん・海賊たちに助けても

を 迎 え ま す。
「早く学校に行きた

「運動会を頑張りたい！」
「お茶会

と願っています。

村松 千尋

い！」と嬉しそうな子や少し不安
これからも友達との思い出や自分

夢中になれる素敵なＡクラスさん。

を や っ て み た い！」 な ど、進 級 す

Ｂクラス担任

で緊張している子…。いろいろな

らしさを大切にして頑張ってほし

る期待感や年長児への憧れを持っ

卒業を迎えることができたのも、

思いを感じながら残り少ない園生

いと思います。ずっと応援してい

石田 雪乃

活を過ごしているように思います。

ます。卒業おめでとう！

Ａクラス担任

元気いっぱい遊び、どんなこと

もうすっかりお兄さんお姉さんに

て嬉しそうに答える子ども達は、

ありがとうございました。

解ご協力を頂き感謝しております。

保護者の方々には、一年間ご理

にも精一杯取り組む姿が印象的で、
仲間と一緒に乗り越えるみんなの

なったのだなと感じます。
２月の参観日では、劇遊び『こ

力を目の当たりにし、毎回驚き、
新しいことを見つけると、
「先生、

３月。毎朝、登園するとシール

田口 千聖

を貼っている出席ノートも最後の

Ｃ１クラス担任

もうすぐピンクバッチ☆

たい役を決め、友達と一緒に衣装

ページとなりました。子ども達か

ころのたからばこ』をお家の方に

作りや表現の仕方を考えながら練

ら「ここで終わりだね。
」
「ここま

見て！」
、
「やってみたい！」と目

習に取り組みました。セリフも一

で貼ったらピンクバッチだ！」と、

先日、２歳児クラスが赤バッチ

人ひとつあり、友達とのやり取り

の保育室に遊びに来ることになり

を通して個々の力を発揮できるよ

じ、胸がいっぱいになりました。

ました。
「どんなものを用意すれば

学年末を意識し、進級を楽しみに

このお話は、お姫様が大切にして

する声が聞こえていました。

いた宝箱がなくなってしまうとこ

うになった姿や、本番で楽しみな

見ていただきました。自分でやり

ても何度も挑戦し、友達に優しく
言葉をかけ励まし合っていた姿。
ふりかえると、一人ひとりの良さ
があふれた日々で、様々な経験の
中で子ども達が心もからだも大き
く成長してきたことを実感してい
ます。子ども達から学びながら一
緒にたくさんの初めてを経験でき
たこと、園生活最後の貴重な１年
に担任として関われたこと、本当

がら堂々と発表する姿に成長を感

をキラキラさせて話す姿。失敗し

感動していました。面白いことや

Ａクラスの仲間たち
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した。一緒に過ごすうちに、遊び

具に興味を示し、楽しんでくれま

子ども達が用意したたくさんの遊

した表情の２歳児さんでしたが、

たりしていました。予想通り緊張

やブロック、粘土道具などを並べ

１人での遊びを楽しんでいた子ど

と言えるようになったり、初めは

も、今では玄関で「行ってきます」

ら離れられなくて涙が出ていた子

登園する時に初めは保護者の方か

ら早１年が経とうとしています。

キドキ、ワクワクしていた４月か

新しい環境、お友達、先生にド

を見守っていきたいと思います。

と思います。そして、成長する姿

の笑顔でたくさん輝いてほしいな

これからの園生活も、子ども達

物になりました。

したことが、私にとって大切な宝

た。黄色バッチの子ども達と過ご

てくださりありがとうございまし

をもらっていました。温かく見守っ

方の言葉に（勝手にですが）勇気

かったです。子ども達の成長する

様々な姿をみることができて楽し

はＣクラスさんの部屋に行って一

できるように、３月に入ってから

月から安心して新しいスタートが

ることに憧れもあるようです。４

れました。

な役を交代しながら遊ぶ姿も見ら

ぼみクラスに見せたり、いろいろ

しゃごっこ」をするといって、つ

喜ぶかなぁ？」とクラスみんなで

に誘ったり、上履きを履かせてあ

も達も「お友達と一緒」が楽しく

年に一度の参観日！いちごクラ

姿を今後も楽しみにしながら、見
きました。この劇遊びでは、自分

齋藤 由紀乃

の役になりきって遊び、保育教諭

いちごクラス担任

のキャラクターになりきって遊ん

と一緒に言葉のやり取りをするこ

コーナーを設定したり、ミニカー

たくさんの思い出がいっぱい！

げたりする姿も…。４月新しい環

て笑いが止まらなくなったり…。

スは、子ども達の好きな「いれて

守っていきたいと思います。

考 え、 マ ッ ト を 敷 い て ま ま ご と

境に不安がある中、年長さんが一

たくさんの成長や思い出がありま

くやさーい」の絵本を題材に、き

色々なことにアンテナを張って

でいました。私が怪獣役になり、

とが楽しかったようです。緊張し

瀧山 茉保

緒に遊んでくれたり、優しくして

す。黄色バッチの子ども達は何か

しゃごっこの劇遊びを見ていただ

『 や っ て み た い！』 と 動 き 出 す 力

毎日のように遊んだことも楽しい

ている表情の子もいましたが、子

Ｃ２クラス担任

もらったりした経験が、子ども達

になりきることが上手な子が多

がある子ども達。遊びや生活の中

思い出です。２月の参観日には保

児 ク ラ ス で し た が、 子 ど も 達 の

ています。私自身、初めての２歳

緒に遊んだりすることも大切にし

ども達。お兄さん、お姉さんにな

もうすぐＣクラスに進級する子

の心の育ちにつながっているのだ

く、毎日の遊びの中でもたくさん

友達と一緒に！

と、感激しました。

で『できた！』と嬉しそうな笑顔

護者の方にも子ども達の劇ごっこ

ども達も「大好きなお父さんお母

好きなお友達を聞くと、クラスみ

をお見せすることができて嬉しく

をたくさん見ることができました。
んなの名前を言うほど友達と仲良

組んでいる姿、友達と一緒に楽し

さんに見せる」という思いで取り
私自身も、初めて三歳児担任に

感じています。

したが、とてもいい経験になった

んでいる姿に成長を感じました。

と思います。参観日後も、好きな

なり、夢中で走った１年でした。
ことや落ち込むこともありました

遊びの時間には、子ども達から「き

大人数の前で見せるのは初めてで
が、次の日に出勤すると可愛い子

日々の保育の中で上手くいかない

しになり、つながりができたこと
も本当に嬉しく思います。
保護者の皆様の温かいご理解と
ご協力に感謝いたします。

ども達の笑顔に癒され、保護者の

みんな仲良くでんしゃごっこ
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参観を終えて〜 保 護 者

とダンス、その最中の子供たちの

笑顔にエネルギーをもらいました。

全国で感染が拡がっている新型

ゆっくり大きくなっていいんだよ

成長していく姿に、もうちょっと

学校へ入学していく子供たちにとっ

ができますが、Ａクラスを経て小

の思いやりなどを身につけること

験は、集団行動での規律や他者へ

励行。
園舍に入る前の消毒の徹底。

開所すること。手洗い、うがいの

より

とつぶやいている私ですが。今こ

て、今は特にも重要な時期だと考

向け、イベントの中止や延期の要

コロナウイルスの感染拡大防止に

の瞬間の子供の姿を一緒に楽しみ、

えています。そういう時期に、力

心身の成長を促す幼稚園での経

寄り添っていけたらなと思ってい

ました。先生方には、日々子供た
ちの成長を支えて下さっているこ

化は、先生方が子供の心に寄り添

ありませんでした。そしてその変

れて垣間見る度、嬉しくて仕方が

ものにどんどんなっていく姿を隠

た。その彼が、本来のひょうきん

ことへの罪悪感を感じる日々でし

を過ごした息子。親としては働く

理解することができ、Ｂクラスの

らばこ」
。挨拶や感謝の大切さを

ます。今年の劇は「こころのたか

ハラハラしながら当日を迎えてい

あると同時に、ちゃんとできるか

りを披露すると聞くと、楽しみで

している保育参観ですが、劇や踊

が開催されました。毎年楽しみに

に改めて感謝申し上げます。

保育参観を作り上げて頂いたこと

とに加え、目と耳と心で楽しめる

い、そばにいてくださる安心感か

子供たちの年齢に合った、意義深

話してくれるようになり、関わり

今ではお友達の話題もたくさん

披露してくれた元気いっぱいの歌

えました。また、
「オニ☆ダン」で

成長を感じ、頼もしさと感動を覚

懸命大きな声で発声している姿に

劇遊び『こころのたからばこ』
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きましたことを深く感謝申し上げます。

すように。保護者の皆様にはご理解頂

子ども達の未来が明るいものでありま

ました。新しい世界に飛び立つ二九名の

も感染拡大防止を行っての挙行となり

れの舞台であった「第一一二回卒業式」

る準備が着々と進んでいた矢先︰。晴

令和になり、初めての卒業式を迎え

編編 集集 後後 記記

でも早い終息を願うばかりです。

子ども達の安全を優先し、一日

限を行い実施すると判断しました。

また行事については短縮や人数制

咳エチケットに気をつけること。

然の発表に園として、今まで通り

請が政府から発表されました。突

保育参加では何やるの？ときく
ます。幼稚園部ではどんな成長を

﹁もっとゆっくり﹂

と「さついもの～です 」とやた

を合わせて一つのことを作り上げ

遠藤 好︵知︶

らに野太い声で自信満々に教えて
するのでしょうね。これからもよ

いちごクラス

くれた息子。当日は、チラチラこ

る姿を見ることができ、Ａクラス

伊藤 慶︵澪︶

での成長がますます楽しみになり

ろしくお願いします。

Ｂクラス

子供たちの成長と先生方への感謝

ちらを見ながらも楽しげに過ごす
姿に、つぼみさんの頃の姿を思い
出し、目頭が熱くなりました。
つぼみの初めは無の境地に達し

去る 月 日（金）に保育参観

ら来るものだと気がつき、盛岡幼

を楽しむまでに成長してくれまし

一人ひとりが、覚えた台詞を一生

た。心配した日々が笑い話になり、

たと思いました。

く心温まる内容でした。子供たち

14

稚園にお世話になって本当に良かっ

たように一言も話してこない日々
2
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