三潴保育園
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暦の上では立春を迎えていますが、もう少し寒い日が続きそうですね。寒くても子ども
たちの元気な声とたくさんの笑顔で園庭は賑わっています。そして、天気の良い日には薄着
になり園庭へと駆け出していくすみれ・ゆり組の子どもたち！！頼もしい姿です。
そして、すみれ・ゆり組は器楽合奏発表会に向け心を一つに
練習も頑張っています。初めて触れる楽器。「どんな音かな？」
「どうやったら音が出るのかな？」から始まり、日々の
練習で楽しさや難しさ、うまくできない悔しさや、
できた時の嬉しさを感じている 子ども達です。今では
色んな音と色んな想いが重なり合奏になっています。
すみれ・ゆり組だけでの開催となりますが、子ども達の
演奏を楽しみに元気に参加できますようご協力よろしくお願いします。
そんな子どもたちの音色が聞こえる中、小さなたんぽぽ組
では一足早く【ミニ音楽会♪】が開催されました。
初めて見る楽器に自ら手を伸ばし触れる子。
警戒し、なかなか触ろうとしない子。太鼓のバチを離さない子。
また、初めて聞く音色にビックリしたり、自然と体を揺らして
リズムにのったり、好みの音がある様で楽器によって表情が変
わったりと様々な反応を見せてくれました。
たんぽぽ組が保育で大切にしているのは『ホンモノ体験』。
「まだ小さいから…。」そんな事は思わず、色んな体験をやってみたい！
と大人も０歳の感性を持ちながら、一緒に（いやむしろ大人の方が？）
楽しんで取り組んでいました。
大人達の語り掛ける表情・声色・言葉で子どもの学びの量は
ずいぶん変わってきます。たんぽぽ組の大人たちが一緒に刺激を受け
一緒にいろんな事を感じる中に学びはあり、それは小さな子ども達にも
伝わり色んな感性が刺激されたと思います。
今年度も残り二ヶ月となりました。
日々の保育の中でその時々の子どもの欲求や興味・関心
を理解し関わっていくことを大切にしながら過ごして
いきたいと思います。
大瀬 典子

クラス目標

園だより
たんぽぽ組

～1か月大切にしたいこと～

・食事や衣服の着脱等、身の回りの事を保育者と一緒に行いながら、できる喜びを感じる。
・見守られている安心感の中で、好きな遊びを十分に楽しみ活発に探索活動する。

もも組

・保育者や友達と一緒に簡単なルールのある遊びを楽しむ。

ばら組

・友達との関わりの中で、一緒に遊ぶことを楽しむ。

うめ組

・感染症を知り健康に過ごす生活習慣を意識する。

・保育士や友達と一緒に簡単な言葉のやり取りをしながら好きな遊びを楽しむ。

・手洗いやうがいを積極的に行い、元気に過ごす。

・お友達や先生との遊びの中で自分の考えや思いを表現し、楽しさや達成感を味わう。
・友達と思いや考えを出し合ったり、ルールや順番を守ったりしながら遊びを進める。

すみれ組

・季節の行事や自然現象に興味・関心をもつ。

・共通の目的に向かって友達と協力したり、自分の力を発揮したりしながらみんなで

ゆり組

作り上げる喜びを感じる。
・就学に向けて生活に見通しをもち、けじめをつけながら主体的に活動する。

2月の行事予定
3日 (木）豆まき
15日 (火)

避難訓練

16日 (水)

お弁当の日

21日（月）～25日（金）
制服採寸

♦制服採寸について♦
※ 来年度のクラス帽子の注文がある方は
2月14日（月）までに代金を添えてお申し込み
ください。
※ 制服等の注文がある方（サイズ見本をご利用され
る方）は、先日書面でお伝えした通り、
予約制となっておりますので必ず希望される
日程を担任までお知らせください。

28日（月）お誕生会
♦感染症にについて♦
○ 新型コロナウイルスへの感染が急速に拡大しております。家族、または本人がPCR検査を
受ける場合・濃厚接触者に該当する場合は必ず園にお知らせください。
○ 園児のみではなく、同居のご家族の方に発熱や咳などの症状がある場合は登園を控えてください。
○ その他、RSウイル感染や嘔吐下痢症などの感染症も流行しています。症状がある場合早めの医師の
診断を受けましょう。また診断が出たら必ず園にお知らせください。

ゆり組 水の連ドラ
ゆり組年間テーマ

《Act in Local,Think in Global. 身近な事をすれば、それは世界の未来のためになる！》
特別編 【海の学校】《海×大神 弘太朗氏（ふくおかFUN）》
10月の水の連ドラで福岡の海の生き物・海にあるごみについて教えて
下さった弘太朗さん。その日の、「今度は三潴保育園に行くからね。」
という約束を守って保育園に来て下さいました。
弘太朗さん：みんなに伝えたいことがあります。それは…福岡の海
実はとってもすごいんです！！！
子ども：ゴミの話？
弘太朗さん：そう！でもゴミだけじゃなくて色んな生き物達がいます。それを伝えたくてきました。
それから海の中の映像を見せてもらうことに。そこには今まで見たことのない魚や生きものが映っていま
した。子ども達は「わー！すごーい。」「何これ？」「アジ、知っとる！」と思ったこと、感じたことを
発しながら映像に惹きつけられていました。
「この前はゴミがいっぱいあるなと思ったかもしれないけど、こんなに沢山の生き物がいるんだよ。」と
弘太朗さん。魚にも笑った顔、驚いた顔、真剣な顔があることや
海の中にも季節がある事を教えてもらいました。
そして、ゴミの話も。
弘太朗さん：海にたどり着いたペットボトルの
ゴミがなくなるまで100年かかると思う人？
子ども：100年かかると思う。
子ども：10年
子ども：50年…。
弘太朗さん：なんと、450年～1000年ずーっと海に居続けます。
ぼくたち、私たちが生きてる間になくなりません。
これは、いいこと？もんだい？
子ども：もんだい！！
弘太朗さん：何がもんだい？
子ども：魚が食べるかも。
子ども：魚がゴミを食べて死んでしまうかも。
弘太朗さん：そうだね。今はまだないけど、みんなが食べる美味し
い魚のお腹の中にゴミが入ってる日が、これから先
あるかもしれない…。
僕たちが出したゴミなのに、そのゴミはずーっと残っ
ているってとっても問題だとおもうんだよね。じゃあ、僕たちにできることって何かある？
子ども：ゴミを捨てない。
子ども：ゴミの分別をする。
子ども：ビニール袋を捨てない。
子ども：ゴミ箱にちゃんと捨てる。
弘太朗さん：そう。全部正解！今思った事をやる事がゴミ
がなくなる1歩になります。
そして、福岡の海底の映像を見ると空き缶にビニール袋が。
「魚がかわいそう…」
今まで楽しく映像を見ていた子ども達の表情が変わりました。
次に海岸にもたくさん落ちていたのが人工芝の破片。
削られ道の側溝に入り雨で流され川から海へ。

みづま保育園に来る前に、筑後川に立ち寄ってきた弘太朗さん。
筑後川にも人工芝の破片を沢山見つけたそうです。
弘太朗さん：色んな人の生活の中でゴミが落ちています。みんなの町ごみ落ちてない？
子ども：落ちてる。
弘太朗さん：そうだよね。三潴のお米美味しいよね。
水がきれいだから元気なお米が育つけど、
そこにゴミがいっぱいだったらお米も元気に
生きられないかもしれないね。
三潴のクリークにはメダカやタナゴ珍しい魚
がいたんだよね。
みんなに出来ることをやったら川がきれい
になります。
海だけじゃなく川も大事ってこと！
自分たちに出来る事は小さな事でも、海の魚たちのためになる事、そして三潴の豊かな自然を守る事への
第1歩に繋がることを学びました。
後日談。ゆり組の子ども達の目線と意識は研ぎ澄まされました。
散歩に出かけるとゴミがたくさん捨てられている事に目を向け怒り出す子ども達。
「悪い大人たちばっかりやん…。」
田んぼにいたシラサギがゴミをつついているのを目撃してしまったときは
「見て！鳥も間違ってゴミを食べてしまうかも…。そしたら自分たちの鶏肉にもごみが混じるかも！」
子ども達はシラサギもニワトリも同じ感覚なので、鳥＝鶏肉を想像し、自分たちの「食」に影響があると
感じたのでしょう。

また、稲刈りが終わった田んぼにも子ども達のイマジネーションは膨らみました。
巨大な藁ロールが転がった田んぼの隅にごみを発見。
「藁ロールの中にもごみがあるかもしれない」
藁=牛のエサ。
「牛がごみを食べるかもしれない」
「僕たちが大人になった時、美味しい魚やお肉が食べれなくなるかもしれない…。」
と次々に気づいたことを発言していたそうです。
ゴミがもたらす問題を自分なりに考え、
自分達の未来にリンクして考えているようです。

最終章 【自分たちにできること…】《筑後川×筑後大堰・くるめウス》
水の連ドラ最終章。

それから万華鏡作りを体験しました。
福浜海岸に落ちていたマイクロプラスチック を入れて作った万華鏡です。

まず、筑後大堰へ。
なかなか立ち入ることができない場所ですが、特別に見せて
もらいました。
筑後大堰は大雨で洪水を起こさないように作られ、水をせき止
める板を上げたり下げたりする事で流れる水の量をかえる
ことができます。大雨の時には水を止めず、どんどん流すこ
とによって洪水を起こさないようにするそうです。

出来上がると「すごーい！」
「きれ～い」「見て！形が変わるよ」と万華鏡を覗き込み感動。
素敵なタカラモノが完成し笑顔が溢れていました。
第4章で学んだ『ゴミも工夫する事で、新たなものに生まれ変わり役立つ』
事をまた実感することが出来ました。

令和２年7月の豪雨で実際に上昇した水位を教えてもらいました。
「僕よりもっと高く、あそこまで水が来たってこと？」と驚く子
もいました。
また、筑後大堰に漂着した河川ゴミは船で回収したり、その後重
機を使ってゴミを陸揚げするそうです。漂着したゴミが集まって
いるところを見せてもらうとペットボトルに発泡スチロール、空
き缶にボール…本当に様々なゴミが漂着していて子ども達の眉間
にシワが。わからないごみを指して「あれはなんですか？」と気
になって質問が次々に出ます。
筑後大堰を通り過ぎたゴミが海へと流れてしまうことも学びました。
こうたろうさんと同じこと言ってる！
本当に自分たちの街のゴミが海の魚を苦しめているんだ！
と分かりました。
そして、くるめウスへ。
沢山の川魚たちが迎えてくれ子ども達も興味津々。
全てが筑後川に生息する生き物だそうで、
見たことのない魚もいて子どもも、大人も水槽に張り付いて
観察していました。
さっき筑後大堰で見たゴミだまりの下には
「こんなにたくさんの生き物が！」と実感。
水槽の中には、三潴のクリークで見かけた「タナゴ」も発見。
「クリークから泳いできたっちゃない？」と、
クリークと筑後川がつながっている事も感じて、
自分たちで話をしながら観察しました。
子ども達は「すごいねー！かわいいねー！」
だけでなく、何かを感じたようでした。

その後、これまでの活動を振り返っていると…。
突如始まった寸劇！！
くるめウス館長のきんちゃんがゴミをポイポイ捨て
続ける悪い奴に変身して登場。
大人が「どうしたらいいんだ…」と頭をかかええて悩んでいるとおもしろい事が…。
子どもたちの数人が無言でゴミを回収し、まとめはじめました。
シナリオでは、子ども達はキャーと騒いで、そのあとどうしようもない状態になったら、
分別戦隊ワケルンジャーが登場するという段取りだったので、内心慌てる大人達。
そこで再度ポイ捨てする悪役きんちゃん。
そして拾う子どもたち…。
最終的に登場したワケルンジャーとも
対等に会話し始めました。
その後「どうしたらいいの？」の問い掛けに
「ああしよう！」「こうしよう！」と口々に
自分たちで斬新なアイデアを出し、ごみ問題の
解決方法を提案していました。
大切なのは、「自分ごと」と感じ自分で考えてみること！やってみること！
子どもたちと一緒に活動した水の連ドラは終了してからがスタートのようなもの。
Act in Local,Think in Global.
身近な事をすれば、それは世界の未来のためになる！
子どもたちと一緒に、私たち大人もできることから取り組んでいきましょう。

Paralympics Silver Medalist came to meet us. さあ、午後。おやつを食べたら、大ちゃんは車椅子で登場してくれました。
銀 メ ダ リ ス ト が 会 い に に 来 て く れ た ！

画面で見た人が目の前にいて緊張気味。団子の様に身を寄せ合い、遠くから眺める子ども達。

冬季パラリンピックに3度出場し、トロントの大会では銀メダルを獲得した上原大祐さん。

「おいでよ！みんなでお話しよう！」と誘うと、表情が硬いまま集まりました。

氷上の格闘技と言われるパラアイスホッケーの選手として、前回の平昌パラリンピックにも
出場しました。体が小さいのに体当たりでパックを取りに行く闘志は日本代表の中でもNo1.

みんなで輪っかになって座った後は質問タイム。
「どうやって来たと？」

「裕子さんに迎えに来てもらった。」

アメリカ等のナショナルチームは兵隊上りの体の大きな選手たちばかり。
そんな中、小さい体を器用に使って戦う姿に「ミニ」と呼ばれ、背番号は「32」でした。

そんな当たり障りのない会話から始めつつ、

そんな上原さんは、普段大ちゃんと呼ばれています。

「けがしたと？」 「足見せて！」
「血は出てないけど、痛いと？」

今回、スケジュールの合間を縫って、うめ組の子ども達に会いに来てくれました。

その日の朝、大ちゃんの動画を皆で見て予習しました。
最初はあまり興味のなさそうな様子でした。
腕だけでロッククライミング！
車椅子ごとフライングダッチで縄跳び！
パラリンピックでの決勝戦で、相手選手とぶつかる姿。

中には、アイスホッケーの試合で足を怪我したから
車椅子を使っていると思っている子も。
「どうやってご飯食べると？」
「どうやってお買い物いくと？」
普段歩いて生活するのが当たり前の子ども達に、
車いすで毎日を過ごすことが想像を超えていたようです。
「治ると？」と質問も。大ちゃんは生まれながらの障害です。

子ども達の表情は、大ちゃんの姿にどんどん夢中に！

子どもの頃から大ちゃんは車椅子でスイスイ進んでなんでも一人でやってたというから
いろんな事が気になる様子。

「ぶつかって痛そうね」

大人が、「裕子さんの腕と、大ちゃんの腕、触って比べてみる？」

「これ、すごーい！」

大ちゃんの腕の太さを感じ、足の代わりに腕で何でもやるカッコイイ人！と気づいたようです。

「かっこいいね！」

車椅子を押させてもらい、触らせてもらい、銀メダルを触らせてもらいました。
「これ、チョコレートじゃないやん！」という無邪気な発言も。

そこで素直な疑問。
「なんで足が動かんと？」

午前中は大ちゃんの予習をして、
午後の登場を待ちわびました。

「明日も来る？」最後は大ちゃんから離れたくないうめ組。
翌日「大ちゃん先生は？」と子ども達から声が出ていました。

