
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スイミングスクール 

（3歳児以上の希望者） 

スイミングスクールと保護者との直接契約です。 

※希望者は保育士へ問い合わせて下さい。 

  8 日・15 日・22 日・29 日 

 

お知らせ 

◎おゆうぎ会→今年度は、「成長展」となります。 

・1/30（土）AM9：30～12：00➡らいおん・くじ

ら・ようちえんにじ 

◆らいおん,くじら,にじ➡安謝小学校体育館にて行

います。 

◆かんがるー    ➡安謝公民館にて行います。 

◆ひよこ・うさぎ    ➡保育園で観て頂きます。 

・1/28（木）AM9：00～  →うさぎ 

・1/29（金）AM9：00～  →ひよこ 

・1/29（金）AM9：30～  →かんがるー 

1 月 1 日（金）～3 日（日）お正月休み（休園） 

4 日（月） 保育初め 

8 日（金） 保育勉強会（午後 6 時半～） 

11 日（月）成人の日(休園) 

13 日（水）防火消火避難訓練（分園） 

14 日（木）防火消火避難訓練（本園） 

16 日（土）職務会 

19 日（火）卒園・修了記念写真撮影 

※おしゃれ着で AM9：00 までに登園   

お願いします。 

20 日（水）ムーチー 

21 日（木）お弁当会（第 3 木曜日） 

28 日（木）成長展（うさぎ） 

29 日（金）成長展（ひよこ・かんがるー） 

30 日（土）成長展（らいおん・くじら・にじ） 

   職務会（午後 成長展後ミーティング） 

1 月予定 予定 

3 日（水）節分集会 

5 日（金）保育勉強会（午後 6 時半～） 

10 日（水）不審者訓練 

11 日（木）建国記念日（休園） 

18 日（木）お弁当会（第 3 木曜日） 

20 日（土）お別れ遠足（ようちえんにじ） 

※保護者参加 

※詳細については後日、ご連絡致します。 

20 日（土）園内研修（午後） 

23 日（火）天皇誕生日（休園） 

2/1～2/16 大庭学園実習生受入 

2/16～2/18 沖縄こども専門学校 

ボランティア 

個人情報により削除させていただきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｒ３年１月の園だよりは「本当（真実）の居場所」をテーマに書きました。長文です（４頁あります） 

まず初めに、風のうたブログ１２月２１日と２２日の記事をご覧ください。 

 

１２月２１日「サンタさんと会ったよ」風のうたブログより抜粋 

「お母さん、あのね・あのね・A 子ね昨日、サンタさんを見たの！！！。あ～プレゼントが置いてある。あの

ね昨日ね、サンタさんがお母さんの後ろから・・・」大騒ぎの A 子ちゃんにお母さんは「なぁに？ゆっくりお話

し聞かせて」と優しく微笑みました。 

居間でうたた寝をしていた A子ちゃんカサッという物音で起きたそうです。A子ちゃんは、ハッと息をのみ

ました。サンタクロースさんは、食器を洗っているお母さんの後ろをス・ス・スーと歩いて洗濯場のほうへ歩

いていったそうです。お母さんはサンタクロースさんにまったく気づいていません。カチャカチャと一生懸

命お夕飯の後片付けをしていました。 

 

A子ちゃんは「どうしよう。今お母さんがサンタクロースさんに気付いてと大声出したらきっとサンタクロー

スさんは、A 子の家にプレゼントを持ってこない」とドキドキしたそうです。 

でもお母さんは、サンタクロースさんに全く気付かず、カチャカチャと洗い物をしていました。 

A 子ちゃんは、そ～～とサンタクロースさんのあとを追いかけました。サンタクロースさんに気付かれない

ようにそうーとそううーと後をつけました 

サンタクロースさんは、洗濯場の天井に開いた小さな穴にスーと吸い込まれ、そのままお空に消えてしま

ったそうです。 

 

A 子ちゃんは「お母さん、サンタさんて本当に居るんだね。A 子はちゃんとこの目でみたんだよ♪～」 

A 子ちゃんのお母さんは、「きっと夢を見たんだわ」と思いました。 

でも・・・「そう！！よかったね。お母さんもサンタさんと会いたかったなぁ」と言いました。A 子ちゃんはサン

タさんの絵本を読んでもらうたびに「あ～サンタさんに会いたいなぁ」とつぶやいていたのでした。 

とうとう４歳のクリスマスの日に A子ちゃんはサンタさんの後ろ姿を見て、小さな穴にスーと吸い込まれる

サンタさんと遭遇したのでした。 

 

お母さんはこう思いました。「本当に居たかどうかなんて関係ありません。そんなことより A 子は憧れの

サンタさんに会えた喜びで胸がいっぱいなんです。そのことを一緒に喜んであげたいんだよ。 

そう！！A 子はサンタさんの後ろ姿感動し、お母さんに気付かれないか？と心配し、小さな穴から大き 

知念 みね子 



なお腹がヒューと小さくなってお空に吸い込まれていった驚きでドキドキワクワクしています。ホントに良

かったなぁ～会えてよかったなぁ～」と思っただけなんだと♪～ 

 

 

 

１２月２2日「本当の居場所」風のうたブログより抜粋 

１４年前の２００６年に「琉球新報社（落ち穂欄）」で「本当」の居場所というエッセイを書いたことがあります

（風のうた保育園 HP園長のお部屋第３回） 

 

そこには、子どもが信じている世界（想い）を大人が大人目線で組み替えていないか？という内容が書

かれています。 

 

（４歳まで集団生活をしたことが無い）４歳児 K君が、初めて保育園の門をくぐった日の事です。「お母さん

はどこにも行かない！僕を置いてどこにも行かない！！」と泣きじゃくっている際に、「お母さんはここ

（保育園）にはもういないよ。お仕事へ行ったよ」と真実を話し慰めるところから話が始まります。 

 

ところが４歳の K 君は「お母さんは一度だって僕を置いてけぼりにしなかった。だから保育園の外に居る

んだ。絶対に居るんだ」という K君の真実を主張し、泣きじゃくります。 

 

大人は「仕事から帰ってきたらすぐに迎えに来るよ。今はいないから、待っていようね」と真実（本当）を伝

えます。 

 

K 君の「本当（真実）」と大人の「本当（真実）」は大きく異なっています。そこで私は「それでは探しに行こ

うか？」と提案し、K君の真実（本当）を採用することにしました。ひとしきり探した後、公道で K君が大好き

な自動車の名前を当てゲームをしました。 

 

K 君の気持ちが穏やかになったとき、「お母さんはやっぱりいないけれど、お母さんは何て言ってたの？」

と聞いてみました。すると K 君は「お母さんは御用があるから保育園で待っててね。御用がすんだら保育

園に迎えに行くね！と言ってたよ」と朝のお約束を思い出し私に告げました。 

 

私は「そうなんだ。どうする？」と尋ねます。K 君はしばらく考えて「お母さんはここにはいない。そうか保

育園で待ってないとお母さんが心配する」と私の手を引いて保育園へ向かいました。そして自ら靴を脱

ぎ、積み木コーナーで遊び始めました。 

 

その時、K 君の「真実（本当）」と大人の「真実（本当）」が一致しました。・・・という内容です。（風のうた保育

園 HP で読んでみてください） 

 

昨日書いた「サンタさんと会ったよ」の A 子ちゃんも本当にサンタさんと会ったのです。誰がなんて言った

ってサンタさんの後ろ姿を見たのです。 

A 子ちゃんにとってはそれが真実（本当）なんです。 

                                                      次ページへつづく➡ 

 



大人の真実（本当）は、「きっと夢ね。」「夢を錯覚しているんだわ。」「やっぱり子どもね」・・・となるかもしれ

ません。 

大人にとっては「お母さんの側を通って見えないなんてないわ」「小さい穴に吸い込まれるなんて非現実

的ね」かもしれません。「あっそう、子どもの夢は大切にしなくちゃね。合わせておこうかな」となるかもし

れません。 

 

A 子さんのお母さんはこう言っています「本当に居たかどうかなんて関係ありません。そんなことより A

子は憧れのサンタさんに会えた喜びで胸がいっぱいなんです。そのことを一緒に喜んであげたいんだよ。

そう！！A 子はサンタさんの後ろ姿感動し、お母さんに気付かれないか？と心配し、小さな穴から大きな

お腹がヒューと小さくなってお空に吸い込まれていった驚きでドキドキワクワクしています。ホントに良かっ

たなぁ～会えてよかったなぁ～」 

 

 

「本当」の居場所は、どこにあるのでしょうか？ 

ニール・ドナルド・ウォシュは、「あなたの中にある真実以外に真実はない。」と言っています。 

 

K君の「お母さんが僕をおいていくわけがない」も A子ちゃんの「サンタさんを見たよ（会ったよ）」も、K君

の真実であり A子ちゃんの本当なのです。どんなに大人が「違う」と諭しても、K君 A子ちゃんの「真実」が

変わらない限り、そうなのです。 

 

K君は、朝のお母さんとの会話を思い出し「あーそんなんだ、お母さんは御用があってここには居ない」と

なったとき、大人の真実と K君の真実が一致しました。 

 

また、A子ちゃんのお母さんは A子ちゃんの「本当（会った事）」を大切にし、「あ～お母さんも会いたかった

なぁ」と気持ちを伝えています。 

※A 子ちゃんは、中学生になったとき、ふと思い出し「あれって夢だったのかぁ～」とつぶやいたそうです。 

 

「本当」の居場所はどこだろう？自分の中の「本当」を押し付けていないだろうか？自分の中の解釈だけ

で「本当」を押し付けていないだろうか？ 

寄り添うことが大事であることは頭の中では知っている。子どもたち（他者）は「頭で知っていることこと

を体験させ考える機会を与えてくれる。」 

すべての事に完敗だ！いやいや乾杯だ 

 

トトロや猫バスは、五月やメイにしか見えなかったんです（おまけ） 

 

※‥‥とまぁ、両日のブログはこんな内容です。最後の「子どもの嘘」について上野緑子先生のエッセイ

をご紹介いたします。参考にご覧くださいね。 

 

視点が違うと答えも異なったりしますね。子どもと対等に向き合う姿勢を持ちたいものですね。 

大人としての役割も忘れずに・・・・ 子育ては難しいけど面白い・・・💛 共に育ち合いましょう。 

 

 



ＡｌｌＡｂ○ＵＴ暮らしより 著者：上野緑子（幼児教育ガイド） 

※子どもの嘘の内容……問題のない、幼児期特有の嘘には・・・ 

○空想の世界の嘘 

成長とともに、少しずつ空想の世界と現実の世界との境界線がはっきりしてきて、こういうウソはつかな

くなってきます。 

○願望の嘘 

こうなったらいいなという強い思いから、ついてしまう嘘です。このような場合、本人は、ウソをついてい

る意識がない場合もあります。このように、誰かを騙そうというような「嘘」ではなく、幼児が成長してい

く過程の一つにこのような嘘があることを理解しておく必要があります。 

 

※子どもの嘘の内容…やめるように導く必要がある注意すべき子どもの嘘 

×叱られないようにするためにつく子どもの嘘 

子どもは本当のことを言うと叱られるために、嘘をついてしまうことがあります。親が「なぜ？」「どうし

て？」と厳しく問いつめると、自分を守るために嘘をついてその場を取り繕うこともあります。この場合

は、嘘にウソを重ねてしまうこともあります。 

×人に認められたい、注意をひきつけたいという気持ちからつく嘘 

小学生の子どもが親に対して「今日、学校で 100点のテスト返してもらったんだよ。でも、落としちゃった。」

とか、お友達に対して「ぼく、○○や△△のゲームソフト持ってるんだよ。」などと言ってしまう嘘×子ども

が親の真似でつく嘘 

親が子どもに適当なことばかり言っている場合、子どもも罪の意識がなく同様に気軽に嘘をついてしま

う場合があります。 

 

※嘘をつく子どもとの接し方！ 嘘をついたときの対処法 

■子どもに厳しすぎないかを振り返る 

子どもに対して厳しすぎないか、我慢させすぎていないか、振り返ってみてください。厳しすぎると、叱ら

れたくないという一心から嘘をつくことがあります。 

■どうして嘘をついてはいけないか子どもに理解させる 

嘘をつく癖（虚言癖）がついてしまうと、嘘に対する罪悪感もマヒしてきます。ですから、どうして嘘をつい

てはいけないのかを理解させなければなりません。 

嘘をついてしまうと、本当のことを言っても、またウソをついていると思われ、信じてもらえなくことがあ

り、それがどんなに辛いことかを伝えましょう。 

■本当のことを言った場合、絶対に子どもの嘘を叱らない 

「絶対に叱らないから、本当のことを言ってちょうだい。」と言って、子どもが本当のことを言った場合、絶

対に叱ってはいけません。そして、まず、正直に言ったこと自体は褒めてあげましょう。そして、次の段階と

して、子どもが悪かった点などがあれば、なぜそんなことをしてしまったのか理由を聞いて、今後はどう

したらいいか考えるようにしましょう。 

■子どもが正直に話したことを褒める 

また、子どもが悪いことをして、自分から正直に話した場合も、まずは正直に話したこと自体を褒めてあ

げてください。それから、悪かったことを注意してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

風のうた児童クラブ便り 

これまでに読み聞かせで使用した絵本・児童書をお知らせします。 

「絵本は大人が子どもに読んであげる本です。」福音館書店の松居直（まついただし）さ

んの言葉です。小学生になっても絵本を読んであげると、物語の中に入りやすくなります。

時間があればお家でも読み聞かせをしてみてはいかがでしょうか。 

「でんしゃにのって」「しずくのぼうけん」「ピーターパンとウェンディ」「イエペはぼうしが

だいすき」「よかったねネッドくん」「ふまんがあります」「なにをたべたかわかる？」「おばけパ

ーティー」「うさぎのぱんとぶたのぱん」「１１ぴきのねこ」「ろばのおうじ」「だれのあし」「お

かあさんありがとう」「ぐるんぱのようちえん」「おじいちゃん」「オオカミくん」「三びきのくま」

「かみそりぎつね」「とっかえべえ」「ぞうのぼたん」「とかげのきもち」「いつかはきっと」「じ

ごくのさんりんしゃ」「さんにんさんた」「青い目のこねこ」「おしっこちょっぴりもれたろう」

「なんげえはなしっこしかへがな」「さっちゃんのまほうのて」「はじめてのキャンプ」   他 

「白い森のなかで」  

 いちばんみじかいひのくれに・・・

という言葉からクリスマスのおは

なしというのがかいまみえる。雪

の世界の絵本。 

「３さいからのおとな」 

 3歳の女の子がイチゴのケ

ーキをめぐって葛藤します。

「お姉ちゃんは小さい子にえ

らばせてあげな！」大人もお

もわず涙がこぼれてしまう絵

本です。 

「おなはしきょうしつ」 

 あっちゃんあがつくでおな

じみのさいとうしのぶさんの

作品。小学校の筆箱やラン

ドセルがつぶやきます。学

校で起こるあるあるネタが

ユーモアをまじえて・・・ 

「の」  わたしのお

気に入りのコートの 

ポケットの中のお

城の・・・・・」不思議

な「の」に導かれた

世界へ連れて行っ

てくれます。 

「いつもちこくのおとこのこ」  

毎日遅刻をする理由が

あるんだけど、それをうそ

だと思い、信じてくれない

先生。でも、最後のどんで

ん返しで… 

「はれときどきぶた」 

 「日記にはれときどきぶたがふ

るでしょう。」とかいたが、その日

の午後、空からなんとぶうぶうと

聞こえてくる。 

日記は本当になってしまうので

しょうか。最高に楽しい本です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆火災避難訓練の様子 

11月 30日に、避難訓練を行いました。 

初めはスムーズに避難が出来ず、やり直しもありましたが、

子どもたちと「何のために避難訓練を行うのか」をしっかり

考えて、2回目は全員が真剣に避難訓練に参加していました。 

避難訓練の後は、水消火器を使用して消火器の使い方を確認

し、実際に体験してみました。 

消火器の使用方法を 

しっかり確認！ 

真剣にお話しを聞いています。 

消火開始！ 

 

 
 

お願い 

 

・寒暖の差が激しい日が増えてきました。予備のお着替えが半袖しかなかったということがあります。 

児童クラブに置いているお着替えをお子さんともう一度ご確認ください。 

・感染症予防のため、手洗いうがいの声掛けをご家庭でもお願いします。 

 毛糸のポンポン、ハンガー、

松ぼっくりを使って 

クリスマスリースを 

手作りしました☆ 

 

 クリスマス会に向けて 

ハンドベルの練習中♪ 

『きよしこの夜』を 

演奏します。 


