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い時間をどう保障する
かに視点がいくように
なりました。
それを導いたのが子
どもの笑顔とげんきな
声でした。
そこからは保育者魂
に火がつきました。運
動会の会場がなく隣町
の体育館になりまし
た。
﹁じゃ、そこをドリー
ムランドにしよう ﹂
など行事をこなせばこ
なすほど、工夫とアイ
ディアがいっぱいに
なっていきました。
〜震災より
１年が過ぎて思うこと〜

“

２０１２年３月 日。
この日は子ども達と震災
で犠牲になった方々に追
悼の祈りをし、自然災害
があったらどうするか話
し合いました。実際に揺
れや生活困難、友達がい
なくなる寂しい経験をし
た子ども達。いざという
ときの判断力、困った人
に対して自分は何ができ
るか考えて行動する人に
なること、などそれぞれ
の心に響き残ることがあ
ればいいと思いました。
そして迎えた春。１年
間足跡がつかなかった園
庭の木々が伐採されて
すっきりした景色にくっ
きり花を咲かせました。

スイセンやレンギョウの
黄色、桜のピンクなど自
然の発色がこんなにもき
れいであることに心が向
くようになりました。
そして、こうやって日
常を穏やかに過ごせる
日々を本当に愛おしく、
ありがたく思えました。
当たり前の幸せをかみし
めて、毎日の会話ややり
とりを大切にしたいと、
平成 年度がスタートし
ました。
〜２年目突入〜
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震災後の生活に慣れて
きて、ふとこれでいいの
か、外に出ないことが普
通になっている現状に驚
きもありました。子ども
の順応性の高さに感嘆
し、恐ろしくもなりまし
た。
保育の見直しをするな
かで、保育にとってほん
とうに大事なこと、子ど
もにとって必要な経験と
は何か、職員で話し合い
ました。
心と体が元気である。
自分のことは自分ででき
る。嬉しいときに伝えた
い人がいる、おもしろい
ことを一緒にする友達が
いる。思いやりの気持ち
をもって行動できる。い
いこと悪いことを判断し
て行動する。いろいろな
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〜私の転機〜

出来事や自然の事象に心
を動かせる感性をもって
いる。いろんな人に愛さ
れていることを感じられ
ることが、基盤になっ
て・・・

日本保育学会
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福島めばえ幼稚園

２０１２年９月。ご縁
あって私は北九州の地で
３か月間心のケアや保育
の勉強のため内地留学し
ました。言葉も空気も違
う場での生活に戸惑いな
がらも、講義の内容は被
災地の子どもや保護者の
支援に必要な物ばかり。
目からうろこの毎日に刺
激を受けていました。
留学中、震災の状況や
保育の取り組みをお話す
る機会を頂きました。
昨日まで知らない人が
知人になる不思議。見ず
知らずの私の震災の話に
対し、真摯に受け止め何
かしたいと行動を起こす
人々。
人は人の間で育つとい
うこと。支え合い、信じ
合い、関わり合うものだ
と強く思いました。この
新聞を書かせていただく
のも、九州での講演が
きっかけです。
そう、人の関係性は、
形や時間ではなく、その
人同士の心の距離なので
すね。

東日本大震災か

ら間もなく２年が

経とうとしている。

あの未曾有の災害

から遠く離れた長

崎に住む私達にとって学んだことは

何だったのだろうか？被災地ではい

まだに避難所生活を余儀なくされ

がかかりそうなのに、九州では何事

るなど完全復興にはまだまだ時間

もなかったかのように普通に時間が

成 年に地震が少ない九州でも福

過ぎて行っているのが現状だ。▼平

離は ㎝程度といわれているが福

い津波は発生しなかった。ずれた距

ので、海底を震源地としながらも幸

れを感じた地震は横ずれ型だった

なり、長崎県各地でも非常に強い揺

層沿いに延びた玄界灘が震源地と

岡県西方沖地震があった。警固断

17

可能性も指摘されている。大正 年

地震があった場合、連鎖被害が及ぶ

予想される南海トラフ沿いの巨大

びる雲仙断層群があり太平洋沖で

ているが、島原半島から橘湾まで延

のある海溝型地震は無いと言われ

だ。
▼一方、長崎県周辺には震源域

害に大きな差が出ていたとのこと

層を境に右側と左側では建物の被

岡市内中心部を南北に延びる活断

60

水と食料、ガソリンや
石油をなんとか確保する
毎日。いつまでこのよう
な状態が続くのかの不
安。そして原発事故。私
達の生活は一瞬にして、
変わってしまいました。

私はほんとうに子ど
ものための行動をしてい
るのか
避難しなくて
いいのか と迷い、家族
間の意見の食い違い、保
護者同士の関係など人間
関係が揺れたのもこの時
期でした。
夏休み。念願の表土除
去や木々の伐採が行わ
れ、空間放射線量が一気
に少なくなりました。
さあ、いよいよ２学
期。大きな行事をどうし
ていこうかと職員会議。
その話し合いが１学期と
は、変化が・・・。保育
者の表情が明るくなり、
意見が多くなりました。
﹁子どもが喜ぶことをし
たいよね﹂﹁どうしたら
できるかな？﹂とできな
いことを嘆くのではな
く、子どもにとって楽し

!!
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〜平成 年度スタート〜

４月。新学期のスター
ト。まず、子ども達の生
活をどうするかの話し合
いに始まりました。放射
線対策︵帽子、上着着
用。マスク使用。出入り
口に遮断シート︶手洗い
うがいの徹底。給食、牛
乳の選択制。保育内容の
改善︵外遊び・砂遊びな
し、自然物に触れない、
畑の中止、園外保育の中
止の現状︶。外遊びの代
用としての保育内容の工
夫を毎日思案しました。
子どもなりに異常事態
を感じ取り﹁外に行きた
い﹂の声はなく、入園当
初も泣く子がほとんどい
ませんでした。
６月になるとストレス
がたまって奇声
や泣く・けんか
するなど不安定
な姿が見られま
した。保護者の
心配は食品選
択、内部被ばく
防止、除染。そ
して避難するか
の選択でした。

無いように努力していきたい。
︵ ︶

立たないので、想定外という言葉が

過剰な位にしないと非常時に役に

ていることを考えると安全対策は

査の活断層などが県内にも存在し

応をしている。しかし未発見や未調

アルの再考など、どこの施設でも対

設備安全点検見直しや避難マニュ

彫りになり、震災後は県内各園でも

被害が異なるなどの問題点が浮き

大震災では小学校等、施設によって

害が過去には起きている。▼東日本

建物の一部破損や石垣破壊などの被

年には千々石町で群発地震があり

に大きな被害が生じ、また昭和

の島原半島の地震では半島を中心
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〜あの日︑あのとき〜
２０１１年３月 日。
この日より午前保育。い
つものように学期末の仕
事をしていたそのときに
あの地震がやってきまし
た。預かりの子ども 人
を必死で守り、親もとへ
お返しできたのは夜７時
分を回っていました。
何がおきているのか、
どうすればいいのかなん
て考えられない状態。そ
の瞬間は本能で動いてい
たように思います。
停電、断水、電話不
通。その日から町は闇
で、それぞれが孤立した
ような感覚でした。
電話やメールがつなが
らない状態が、今の時代
どれだけ不便か。休園の
周知や安否確認もままな
らず、ラジオや
局へ
依頼、給水所やスーパー
へ看板を立てる、自転車
での家庭訪問。お母さん
同士の伝言ゲームで確認
し合いました。
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続きは、お買い求めいただきご購読下さい。
お問い合わせは、保育所(園)または長崎県保育協会までお願い致します。

■ つれづれ
園長先生等のリレー式コラムです。保育に対する思いや考えなどを文章にしています。

■ 保育のひろば
● 地域との交流
各保育園の近隣の交流状況など画像を添えて紹介します。
● ランチタイム
給食やおやつ、食育等の取り組みを情報提供致します。
● 保育園めぐり
県下の保育園を地区別に順番で紹介しています。

■ すこやかなそだち
保育の専門家が、プロの視点で子育てに関する様々なテーマに基づいて書き下ろす
連載コーナーです。

■ 読者のひろば
子育ての思いやエピソードなど地区別の保護者に書いていただくコーナーです。

■ であい
保育士に保育に対する質問を投げかけそれに答えるコーナーです。

■ ＺＯＯ夢イン

家族のお出かけスポット情報

編集部一押しの地元のお出かけ情報です。家族向きのお出かけに参考になります。

■ つぶやき
■ わんぱく写真館
子ども達の日頃の保育園における活発な活動の写真を掲載しています。

■ え？！絵本
子ども向けのおすすめ絵本です。わかりやすく解説しています。

