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長かった梅雨

がやっと明けま

した。それを教え

てくれたのは天

気予報ではなく

蝉でした。土のなかで今か今か

と待ち続けていたのでしょう、

一足早く近くの山々から一斉に

る﹂対象と考えがちです。

大人は子どもを﹁育て
くることが大事なのです。

い﹂という思いが生まれて

い﹂﹁できるようになりた

がみずから﹁やってみた

だってそうなのです。本人

が跳べるようになること

ようになったり、なわとび

いになって、文字を読める

て自分の世界を広げようと

自身に自信が持て、安心し

るからこそ、子どもは自分

愛され、受け入れられてい

親などから自分がしっかり

関係︶が基盤になります。

愛されていると実感できる

りとした愛着関係︵自分は

大人︵親など︶とのしっか

レビやビデオなども子ども

力的な環境が必要です。テ

心がわくわくするような魅

界を広げていくためには、

子どもが自分で自分の世

的な環境に出会わせたいも

ひ、心が躍るような、魅力

られています。幼児期にぜ

ちには非常に大事だと考え

境との出会いが子どもの育

けるような可塑性のある環

で多様なモノに変化してい

メージできたり、工夫次第

は子どもが自分で自由にイ

言えるでしょう。ポイント

てみようと思ったりしま

食べていれば、自分も食べ

ンを﹁おいしい﹂と言って

します。その友達がピーマ

やってみたいとチャレンジ

乗りをしていれば、自分も

その友達がブランコの立ち

もやってみたくなります。

やっていることなどを自分

きるとその友達が魅力的に

た。
▼ 年前の長崎大水害のと

安な気持ちに駆り立てられまし

事が繰り返されるのでは？と不

様子と重なり、再びあの様な惨

の様子は 年前の長崎大水害の

で報道される九州北部の大水害

きまといます。テレビや新聞等

けではなく一年中雨の心配がつ

にある私達の園は梅雨の時期だ

言をしてくれたのです。川の側

鳴き出し賑やかに梅雨明け宣

でも、子どもは﹁育てられ
大人は子どもの先回りをし

します。赤ちゃんだって歩

だったね﹂などと受け止め

しっかりと抱き抱え﹁いや

そんなときは、親などが

てしまうこともあります。

かったり、できなくてめげ

ても、現実はうまくいかな

くれるのです。そうは言っ

よ﹂という後ろ盾になって

実感が﹁あなたなら大丈夫

す。こうした愛されている

が、自信につながるので

めてくれる大人がいること

どと自分をほめてくれ、認

いね﹂﹁よくできたね﹂な

です。﹁〇〇ちゃんはすご

かって突き進んで行けるの

まですが、積み木やブロッ

境です。オモチャもさまざ

行う、育ちを促す豊かな環

に子どもが喜んで繰り返し

りや植物を使った遊びも実

イティブな環境です。虫取

のに変化する知的でクリエ

よって、実にさまざまなも

ディアや想像力、工夫に

なったり、子どものアイ

なったり、硬いおだんごに

ケーキになったり、山に

す。たとえば、砂やどろは

的好奇心を刺激する環境で

を生み出すことのできる知

﹁自然﹂はさまざまなもの

りません。それに比べ

かを生み出せる環境ではあ

保育園で大好きな友達がで

と思うことが多いのです。

自分も真似てやってみたい

がやっていることを見て、

す。子どもは、他の子ども

す。３歳以降は特にそうで

が育つ上で重要な環境で

に、人の存在もまた子ども

なかで育つと言われるよう

子どもは子どもの群れの

︵次号へ続く︶

のです。

大切な経験をたくさんする

夫するなど、人生に必要な

たり、自己主張の仕方を工

あったり、思いやりを持っ

がまんしたり、相手と折り

けでは通らない経験をし、

が、自分の一方的な主張だ

ルを通して、葛藤もします

も大切な経験です。トラブ

友達とのけんかやトラブル

ても大事なのです。また、

子ども同士のかかわりがと

の世界を広げていく上で、

す。だから、子どもが自分

と立ち尽くしている私達のもと

夢を見ている思いでした。茫然

ての物が所かまわず散乱し、悪

椅子、本棚、整理棚、室にある全

くされ、そのなかに転倒した机、

流れ込んだ大量の汚泥で埋め尽

がありました。床一面、川から

ると変わり果てた無惨な園の姿

した。一夜明けて園に行ってみ

ときだったのが 一 番の救いで

ら夜、園児も職員も誰も居ない

豪雨が園舎を襲ったのは夕方か

を受けました。床上浸水１ 、

きは私達の園も少なからず被害

れる前に、大人が一方的に

りたい﹂という意思が生ま

身が﹁立ちたい﹂﹁しゃべ

しょう。もし、赤ちゃん自

然性があったとも言えるで

﹁しゃべりたい﹂という必

ん自身が﹁立ちたい﹂

もあります。でも、赤ちゃ

本能的な発達のプロセスで

ト﹂が﹁人﹂になっていく

す。それは動物である﹁ヒ

らしゃべりはじめたので

ら立ったのであり、自分か

もありませんよね。自分か

も﹁話し方﹂を教えたので

が﹁立ち方﹂を教えたので

しゃべりはじめるのも、親

立って歩くのも、言葉を

子どもが育つとは、赤

てくれるからこそ元気を取

ク、人形なども子どもが多

ビデオは受動的な一方的な

ちゃんが立てるようになっ

り戻し、自信をもってまた

様な遊びを生み出していく

着関係があるからこそ、マ

歩き方を教えようとした

たり、しゃべれるように

自分の世界を広げて行こう

ことのできる創造力や知的

刺激の強い環境で、自分が

り、話し方を、教えようと

なったりするなど﹁自分の

とすることができるので

好 奇 心 を 触 発 す る環境と

直接働きかけ、工夫して何

すればきっと赤ちゃんはと

世界を広げていくこと﹂だ

す。それは、３歳以降の幼児

マから離れて興味のある遊

ても嫌がるでしょう。そし

と言えます。そして、子ど

期もまったく同じなのです。

具など見知らぬ世界に向

て﹁立とう﹂とする意欲や

もがしっかりと自分の世界

④ 多様な人との
かかわりの
なかで育つ

﹁しゃべろう﹂とする意欲

を広げ、育っていく上では

（写真と本文は関係ありません）

︵

︶

災害は忘れたころにやって来る

と経験したくないことですが、

１週間経ってからでした。
ニ度

保育が再開されたのは災害後、

するまで時間がかかり、通常の

が遮断され、電気・水道も復旧

てくれました。土砂災害で交通

い流し、拭き上げ元の姿に戻し

らバケツリレーで水を運び、洗

外に運び出し、床の汚泥も川か

共に濡れた畳や備品、全てを室

園児達の保護者でした。職員と

に一早く駆けつけてくれたのは

m

I

②大人との
しっかりとした
愛着関係が基盤

がそがれてしまうかもしれ

30

か そ

る﹂前にみずから﹁育と
過ぎないよう注意が必要か

その他・家族は子ども3人、妻１人、犬1匹

う﹂とする存在なのです。

著書 『これでスッキリ
！子育ての悩み解決
100のメッセージ』
（すばる舎）
『支えあい、育ちあいの子育て支援』
（関東学
院大学出版会）
『よくわかる子育て支援・家族援助論』
『保育者論』
『保育方法・指導法』
（ミネルヴァ書房）
『幼稚園教師になるには』
（ぺりかん社）
『つたえる＆つたわる園だより・クラスだより』
（赤ちゃんとママ社）ほか多数

のです。

社会的活動
NPO法人びーのびーの（親子のひろば）理事、
日本保育学会理事、
横浜市の各種委員会委員、幼稚園・保育所の
理事、
ＮＨＫ教育テレビ「すくすく子育て」出演、等

にとって魅力的な環境では

青山学院幼稚園教諭
関東学院大学准教授 等を経て現職

あります。でも、テレビや

専門

青山学院大学大学院文学研究科教育学専攻
修了後

くことができるようになる

①子どもはみずから
育とうとする存在

☆☆☆☆ プロフィール ☆☆☆☆

経歴

ひろとも

だ

おおまめ う

と、安心できるママとの愛

③心がわくわくする
環境にかかわる
なかで育つ

大豆生田 啓友

もしれませんね。

（Ｃ）ヤマグチイッキ

だって、赤ちゃんが次第に

玉川大学教育学部准教授

ません。それは、４歳くら

30

と言われます。
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（写真と本文は関係ありません）
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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。

