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カットの挿絵は 2018 年

3月に卒園した子ども達

の卒園文集より 

２０１８年 

 

わかりにくい話ばかりで恐縮です 

 

由来 

明治38年（1905）元加賀藩家老、長男爵の母堂 長寛子が 

自ら園長となり、幼稚園を設立した。 

園舎には藩主前田家より寄付された武家屋敷が当てられ、 

前田家の紋所「剣梅鉢」にちなんで 

「木の花幼稚園」と名付けられた。 
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木の花では 子どもたちのやっていることも、一日の流れも、その日その日で本当にいろいろ

です。だから、見学の方から出される質問もバラバラです。 

 

クラスでお集まりするんですか？ 

「自由」だって聞いていたのに、えっ、みんなでダンスしたりするんですか？ 

子どもは好きなことしていいんでしょ。なのに、先生が、叱るんですか？ 

あんなことしてるのに、いいんですか？叱らないんですか？                          

などなど 

 

どうぞ、いろんな日の幼稚園をごらんになってください。 

そして、「？」と思われたら、遠慮なく聞いてください。木の花スタッフでも、先生によって

返ってくる答えは違うかもしれません。在園児のお母さんにも聞いてみてください。中学や高

校生のお子さんをもつ方、違う幼稚園の経験のある方、・・・同じ場面でも人によって「見方」

が違うことでしょう。 

違っていいし、違うからいいんだと考えています。 

 

見学に来られた方から一番よく出される質問は、 

 

子どもたちは ずっと好きなところで  

好きなことをして 遊んでいるんですか？ 

いいえ違います。自由遊びはかなり自由だけれど、クラスでお集まりする時間もあるし、「お 

仕事だよ」と子どもに課される活動もあります。見学の方が「こんな風にずっと遊

んでばかりいるんですか？」と言われる時でも、当の子どもたちは、「忙しい忙し

い。もう、お仕事ばっかりなんだから！」と言う時も。例えば、一見同じに見える

お絵描きも、子どもが自分で始めた「遊び」の場合も、クラスの「お仕事」の場合

も、先生の「お手伝い」の場合も、「休憩」の場合も・・・・同じ子でも、いろい

ろなお絵描き。それが「豊かな体験」ということ。体験の豊かさというのは、珍し

い体験や多彩なイベント、写真になるような思い出のことではありません。 

「お集まり」といっても、学校のように時間でチャイムはなりません。時間割が決まっている

わけでもありません。「だいたい、たいてい、１０時頃に」お集まりで、それも全

部のクラスが、一斉に、とは限りません。あるクラスだけ早くにお集まりしたり、

あるクラスの１つのグループだけがお集まり、ということもあります。 
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お集まりして どんなことを するのですか？ 

 

朝のお集まりは、おはようの歌を歌って、みんなで「おはよう」 

のあいさつをして、・・・そして、先生たちがその 

子たちといっしょにやりたいことを。たくさんの人数でやると楽しい！を体験して

ほしくて、ゲームや体操やダンスをすることもあります。それは、「楽しむ」レパ

ートリーだから、自信のない子はちょっと離れて見ていても構わない。見ているこ

とも参加していること。どうしようかなあ、って迷う時間も大切だし、じっくり見

て、ちゃんと理解してからでないと動きたくない子もいますから。  

「天気もいいし、こういう日は散歩だね」と出かけることもあります。車に気をつけたり、川

に落っこちたりしないように歩く体験もしてほしいし、園外で子どもたちが見せる、

園の中とは違う姿も見たい。お弁当の日は、お弁当持ちででかけるかもしれません。

「今度＊＊幼稚園に遠足にいく時、おみやげにクッキーを作るよね。お散歩の途中

に、材料を買ってこようか」ということになるかもしれません。で、「どこで買う？」

「クッキーの材料ならアピタまで行かないとそろわないんじゃない？」「近くに公

園もあるしね」・・・・年少さんなら、これは先生たちの間でする相談ですが、年

長さんなら、先生と子どもたちの間でこんな会話をして今日の予定が決まることも

あります。また行事に向けた取り組みをお集まりの活動としてすることもあります。 

 

行事のための取り組みは、木の花でも１年の保育の流れの大切な節目であり、きっかけです。 

入園式、創立記念日、お泊まり保育、運動会、木の花まつり、発表会、卒園式、な 

どなど。子どもたちにはそのための取り組みがいろいろ。例えば、お泊り保育。 

夜ごはんや朝ごはんのメニューを考えたり、夜寝るところを考えたり、夜のお楽し 

みを考えたり・・・・・。あるグループは流しそうめんを夜ご飯のメニューに決め 

て、竹を取りにお寺まで鋸を持って取りに行ったりしたことも。切って持ってきた 

竹を割って削ったり磨いたり、出来た竹を繋いで実際に流れるか実験したり、ある 

いはそうめんの出し汁の作り方をおうちの人に聞いたり・・・・。また別のグルー  

プは星空を見たくて寝る場所を屋上に決めてテントを張ることに。テントを持って 

いる子のおうちのお父さんにお手紙を書いたり、実際にテントを立てて寝る練習を 

してみたり。他にも当日行く銭湯に入浴料を聞きに行ったり、プールで頭を洗う練 

習をしたり、夜のお楽しみの「お化け屋敷」の製作に勤しむ子どもたちも・・・・。 

 

幼稚園という空間からさらに家庭や地域にも出かけて、子ども達が様々な活動に取り組んでい

く、そこでまた色々な出会いと体験を積む、行事はそんなきっかけのひとつです。 
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外から突然持ち込まれるものが、その日の活動になることもあります。例えば、誰かのおうち

から、「親戚からたくさん届いて食べきれないから」と白菜をもらったら、「年

少さんでお料理しようか。白菜なら手でちぎれるし」「子どもらが作ったお味噌、

まだ残ってたよね」と、お鍋のクッキングが年少さんのその日の活動になったり

するのです。近江町市場から、「子どもの絵のコンクールをするので食べ物の絵

を出して下さい」と依頼がきたら、あるクラスでは「おうちにある野菜をひとつ

持ってきてね」と子ども達に頼んで、子どもが自分でおうちの人に伝えるチャン

スにしよう、というねらいの活動になるかもしれません。また別の先生は、「食

べ物の絵コンクール」を子どもたちが畑で栽培している野菜をじっくり観察する

機会にしよう、と思うかもしれません。畑は狭いから（畑といっても、大きめの

花壇ですから）グループ毎に順番に行くことにしよう。その間に他のグループは、

お泊まり保育の献立を相談しよう・・・・というように、クラスの活動が二つ以

上あって、それらが並行して進む場合もあります。クラスの活動で「絵を描く」

としても、クラス全員に一斉に紙を配って描くとは限りません。その間、クラス

の他の子たちは自由遊びになるかもしれないし、上の学年のクラスとダンスの縦

割り体験になるかもしれないし、フリーの先生とお散歩にいくグループ活動にな

るかもしれません。こんな多様な活動の組み方が出来るように木の花にはクラス

担任ではない、フリーの先生がいます。              

 

畑にお絵描きに行った子どもたちが見たこともない虫を発見！「何してるの？」と寄ってくる

年少さんに説明したり、虫をつかまえてあげたり・・・。「図鑑、見てみよう」

と捜しに行ったり「ねえねえ、これ知っとる？」とお部屋でお泊まり保育の献 

立を相談中の子らを誘い込んだり・・その様子を見て、先生は「ちゃんと、お仕

事しなさーい！」と叫ぶかもしれないし、「野菜の絵と献立の相談は明日にして、

今日は虫の観察にするか」と予定を変更するかもしれません。こんなふうにして、

結果的に、その日のクラスの活動を子どもたちが決めていくこともよくあります。

子どもたちには幼稚園での生活を決める権利があります。「今日は何する？」と

言葉で相談することが「子どもが自分で決める」ことではありません。そして先

生も子どもたちにいっぱい提案します。先生にも「この子どもたちとやりたいこ

と」がありますから。 

 

 

 

 

 



- 5 - 

絵本の読み聞かせもしますか？ 

 

もちろんします。絵本や紙芝居、歌や合奏、ダンスや体操、折り紙やお絵描き・・・ 

・・・・それらは、幼稚園にとっては お昼にごはんを食べるのと同じくらいの日

常、生活の一部。お帰りの前のお集まりには、たいてい、どのお部屋でも先生が子

どもたちに絵本か紙芝居を読んでいます。「ごめんねえ。今日は時間がないから、

明日２つ読むからね」なんてこともあるけれど。先生が、この子はお話を聞くのが

苦手かな、と思ったら、少ない人数で読んでみようとか、言葉あそびの本はどうか

な、絵だけの本はどうかな、と読み聞かせもいろいろ。「発表会で劇をしたいんだ

けど、何のお話がいいと思う？」と相談したら、子どもたちが「絵本見てみよう」

と木の花文庫（絵本コーナー）に駆け出して、それぞれがもって来る本を先生がひ

たすら読み続けた日もありました。木の花文庫は、その数も、その内容もなかなか

のもの。アフリカやアジアの物語も、絵そのものを楽しむものも、言葉の響きを楽

しむものも。図鑑のような調べるための図書は、小中学生、あるいはおとなも楽し

めるレベルのものまで。おうちに貸し出すこともしています。 

 

 

 

クラスのほかに「グループで」という活動 

があるんですね。グループって何ですか？ 

いろんな子と出会い、いろんな人と出会うためにグループ活動があります。いつもいっしょ、 

の仲よしの関係もいいものだし、自由遊びの中で深まっていく友だちも関係もある 

けれど、自由遊びだけではいろんな人とは出会えない。「仲良し」ができちゃうと、 

新しい出会いは起こりにくいですし、おうちの方を安心させるために「仲良し」し 

ちゃう子もいるんですから。（そんなことがあるから、「誰と遊んだの？」「お友 

だちできた？」って聞かないでね、とおうちの方にお願いするくらい。）じゃあ、 

どうすれば子どもはいろんな人と出会えるの・・・・・？ それがグループ。自由 

遊びは好きな子と、でも「お仕事」は違う子といっしょにやってみようよ。５，６ 

人でお散歩に行ったり、お料理したり、バザーのお店屋さんをしたり・・・・。い 

っしょに「お仕事」すれば、それまであまり知らなかった子のこともわかってくる。 

合わない子とつきあう経験だってしておいた方がいい。「イヤな子！」と思ってい 

たけど、ふーん、こんな子だったんだぁ」と、人を知る体験、発見する体験をした 

ら、それはその子の一生の財産です。 
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出会わせてみたい子を先生が組み合わせる場合もあるし、「木の花祭りでしたいお店」という

活動の選択肢で集まった子でグループを作る場合もあります。例えば、「木の花 

まつりで大工屋さんしたい子」「めった汁屋さんをしたい子」「劇場をしたい子」

というふうに。偶然に任せてくじびきや、ゲームで決める場合もあります。グル

ープの人数も、取り組む活動によって様々。子ども達でその日の給食を作るグル

ープクッキングは、５～６人で献立を考え、買出しやお料理を担当します。また

クラスを超えて、年中と年長のたてわりグループでお芋畑の草むしりにいったり。

出会いのための少人数の場がいろいろ。同じ活動も違うメンバーとすると、違う

ものになる、だから面白い。 

 

 

「たてわり」のグループもあるんですか？ 

 

自由遊びの中でも異学年の子たちが自然に関わりあう姿が見られます。クラスの枠を

超えて、気の合う子どもたちを見つけることができます。そうした自由遊びの場とは

別に、活動の中で年間を通じた「たてわりグループ」を作り、異学年や担任以外

の先生と知り合い、関わる機会をここ数年、意識的に設けています。行事等でみん

なが集まったときにチームになってゲームをしたり、一緒にお昼ごはんを食べたり

（「ランチの日」と呼んでいます）、遠足に行ったり、玄関ホールに飾る季節の絵手

紙をつくったり・・・。恒常的に行うことで関わりが深まり、上の子は下の子の面倒

を見るなど、同じ学年の中でとは別の出番を作ることができたり、下の子は上の学年

の子をモデルにし、具体的に自分たちの学年が上がったときの姿に見通しを持ったり

することができます。 

 

グループの活動は、知らなかった「自分」との「出会い」の場でもあるのです。きょうだいの

関係や「いつもの友だち」の間ではいつの間にか役割が決まっているもの。違う

相手とだと、違う役割や出番のチャンスが生まれます。僕だっていばってみた

い！黙ってぼーっとしていたい！誰かの世話をしてあげたい！自分の提案が採

用される経験、却下される経験・・・・・はじめて経験して、「僕、こんなこと

できるんだ」「私、みんなの前で話すのが好きみたい」「私が、ちっちゃい子を

連れてくる」・・・・・自分について今まで知らなかったことをあれこれ発見す

る機会にもなります。 
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幼稚園の「お仕事」って、例えば どんなことですか？ 

 

木の花には、「お勉強」の時間はないけれど、「お仕事」はたくさんあります。お片づけした

り、給食の用意をしたり、お庭の穴ぼこを埋めたり、プール掃除をしたり、溝さら

えをしたり、お引越しで遠いところにいく子にお別れのプレゼントを作ったり、運

動会の競技を考えたり、木の花まつりに子どものお店を出す用意をしたり・・・・・。

やりたい子だけがやればいい「お仕事」もあります。「木の花の旗を作るから、誰

か、手伝ってー」と叫んで、「やってもいいよ」という子だけで縫う、なんて場合。

縫い物は、木の花保育メニューの１つだけれど、母の日のプレゼントに年長さん全

員がハート型の飾りを縫うこともあれば、「木の花まつりにカバン屋さんする」と、

毎日カバンを縫った子もいました。手縫いでは間に合わなくて、「ミシンにするわ」

とおうちからミシンを借りてきて。一人１枚、縫って絵を作って、クラス全員のパ

ッチワークキルトを作ったこともあります。そんな環境だと「人形作りたい」と自

由遊びの時に人形を縫う子もでてきます。何歳だから何を作る、なんて決まってい

ません。できるかな・・・のドキドキがあって、・・・できちゃった。僕ってスゴ

イみたい！！を体験する仕掛けが「お仕事」です。 

 

幼稚園の生活で「お仕事」を大事に考えているのには２つの理由があります。 

         ひとつは、「生活を通じて学ぶ」ということ。例えば、文字。木の花では「字の 

お勉強」はしないし、ドリルもありません。けれど、お買物のメモ、お店の看板

や値札、チケット、引っ越した子と文通、お泊まり保育の日程をお部屋に書いて

貼っておこう・・・「文字を使う」ことはよくあります。文字を覚えることが目

的ではありません。文字の形を覚えるより、文字ってこんな時に使うんだな、を

身体で知っていることの方が大事なのです。話し言葉を、赤ちゃんは おとなと

の「おしゃべり」を通じて覚えていきます。書き言葉も同じこと。本当に役に立  

つ学びは、そんなふうに「生活を通じて学ぶ」。特に幼児期には、おとなの働く

姿が見えにくくなり、「お手伝い」という子どもの参加の仕方も減って、「生活

を通じて学ぶ」チャンスが少なくなっています。だから、幼稚園が「お仕事」を

する場。（学校には「生活科」や「総合」という時間ができています。） 

もうひとつは、「お仕事」はそれぞれの子に「役割」を与えるということ。重いものを何人か

で運ぶ時、子どもは、あの子はどこを持つのかな、僕はここを手伝った方がいい

かなあ・・・・・なんとなくお互いに役割をつかんで動いていきます。 

「遊び」じゃないから「僕、やめる」には 

できない。とにかく、なんとかしなくっちゃ。 

「お仕事」は子ども一人一人に出番を作り、 
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遊びでは見えない「その子の力」を発揮させます。 

 

お昼ごはんを食べている子もいれば、まだ食べていない子もいますね。 

お昼ごはんは、いつ食べるんですか？ 

 

お昼ごはんを食べる時間は、その日の活動によってまちまちです。 

年少さんが入園したての頃は、自分で自分のお弁当箱を出す、給食を配膳する先生のと

ころにもらいにいくなど、おうちでの食事のときとは違う幼稚園での食事をするまでの

準備や片付けを知ったり、お友だちと一緒に食べる楽しさを味わったりするためにも、

早い時間に食べることもありますし、年中さんや年長さんもお弁当を持ってお散歩に出

かけたり、午後からみんなでじっくりやりたいことがあるときには１２時前に準備して

食べることもあります。逆に、年長さんになると、午前中の活動が長引いて食事の準備

を始めるのが１２時半を回ってしまうこともあります。「お仕事」をやり遂げる充実感を

年長さんには味わってほしいというねらいがあるとともに、年長さんならそれができる

と思っているからです。自分で「はあ、今日のお仕事は大変だった」と思うと同時に、

やり遂げた自分のことをきっと誇らしく思っています。やり終えた後に食べる食事のお

いしさはひとしお。「お腹がすいてかわいそう・・・」と思われるかもしれませんが、お

腹がすくという体験も、大切なことだと思っています。空腹の中で食べる食事のおいし

さ、ありがたさを子どもたちにはぜひ味わってほしいと思っています。 

また、あえて学年ごとに食べる時間をずらすようにもしています。 

先に食べ始める年少さんたちが食べ終えたころに、年長さんが食べ始める。そうするこ

とで、年少さんたちはホールやお庭、遊具を独占して、自分たちのペースで遊ぶことが

出来ます。朝見た年長・年中さんたちの遊びの再現をするなど、年少さんたちが大きい

子たちの勢いに押されず、じっくり遊び込むことが出来る時間、そんな時間を確保した

いと思っているからです。 

 

おもちゃが 少ないんですね。いいおもちゃで  

子どもは 賢くなるのではないの？ 

遊びのおもしろさは想像です。そして、想像は工夫すること、考えること、の源泉であり、思

いやりの源泉です。想像を総動員して遊んで、その結果として子どもは賢くなり

ます。だから、遊び方が決まってしまうおもちゃは なるべく置かないようにし
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ています。「遊びを通して学ぶ」は、幼児期の学びの特徴ですが、そのキーワー

ドは想像。おもちゃが子どもを賢くするわけではありません。例えば、今風のま

まごとセット、システムキッチンに電子レンジ・・・では 子どもは決まったし

ぐさで決まったストーリーをなぞるお料理ごっこになりやすいのです。木の花に

はそんなおもちゃはないから、そこらでみつけたダンボール箱１つがお風呂にな

り、自動車になり、次には犬小屋になって・・・・・・。子どもの中に生まれる

ストーリーに沿って変身していきます。大型積木はレンジになった次の瞬間には

病院の窓口。布はソリになってお姫様のドレスになる。新聞紙は剣になり、かば

んになり、服になりお団子になり雨になり・・・・。それは、ダンボール箱や大

型積木や布、紙という素材に「想像の余地」があるからです。木の花幼稚園には、 

こうした素材はたくさん用意してあります。そのためにゴミ箱をひっくり返した

ようなバタバタに見えるとしても。今の子どもたちは家でたくさんのおもちゃに

囲まれています。持っているだけでうれしいおもちゃ、遊び方説明書がつくお 

もちゃ、次々出るゲームソフトやスマートフォン等ＩＴの世界の普及で、子ども

たちは想像しなくなり、遊びを作れなくなっています。だから幼稚園は「ないこ

との豊かさ」にこだわりたい。本当に賢い子に育てたいから。 

 

そして、子どもの遊びを引き出し、支えるのは「空間」。遊び心をくすぐる、考える前に身体 

が動き出すような空間をぜいたくなまでに用意したいと考えていま 

す。ちょっと昔の子どもたちの遊び場は、お寺や神社の石段、河原 

のスロープ、物置の中、屋根裏、縁の下、窓から出た屋根の上、空 

き地の草むら、小川、水溜まり、落ち葉溜まり、雪溜まり・・・。 

今の子どもたちの生活にはなくなってしまった空間です。だから、 

建物として、お庭として、幼稚園に作りました。広い階段、その横 

の作りつけの滑り台、吹き抜けのホールの上の渡り廊下、狭い戸をく 

ぐって入るキャットウォーク、戸を開くとベランダのデッキにつなが

り、閉めるといくつかの小スペースができる部屋、出入りしてもいい 

窓､よじ登っていい棚、動かせばいろんな形、いろんな小さな空間を作り出せる家

具・・・・仕掛けはいっぱい。お庭は､昔からずっと草っ原。虫も鳥も来るように。

お庭の土を掘って川やダムを作ったら、もう砂場では足りない。それで砂場はなく

して、木を増やしました。森と呼べるくらいに茂って、夏ミカンも栗も柿もカリン

も生って、木からもいで食べられます。「雨だ！」カサを持ってお庭に飛び出すの

は、雨だからこその遊びを知っている子どもたち。大型積木を組み上げて 3階建て

地下室付きのおうちを作る、階段まで組み込んだ大型積木の迷路を作る、グランド

ピアノの下でおうちごっこをする、舞台全部をゴールにしてサッカー、2階の渡り
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廊下とホールの間で紙飛行機の応酬、渡り廊下の柵に縄跳びを結んでブランコをつ

くる、等 ・々・・・空間そのものを自分たちで使いまわして遊べる子どもたちです。 

だから、遊びのためのコーナー設定はしません。 

 

大きい布や長いヒモをもって 走ってたり、大型積木を 高く積み上げたり、

楽しそうだけどけがしませんか？ 危なくないですか？ 

 

自分で考えて動いている時には、けがは少ないものです。そもそも、子どもは本来、転び上手。

転びながら、身体のこなしを身につけていきます。自由遊びの個々の動きは危な

そうに見えるかもしれないけれど、私たちが安心して見ているのは、ここは、そ

のように作られている建物だから。広さと拡がり。そして材質と仕様。例えば床

は体育館仕様。木のフローリングの下にはスプリングが敷きつめられています。      

安心の理由のもう一つは、子どもたちの動きが、子どもから子どもへと伝わって

きたものだから。例えば大型積木。その遊び方、扱い方は、何年もかけて、言葉

ではなく身体から身体へ受け継がれてきたもの。年少さんが、年長さんの組み上げ

た積木のはしっこに上がってみる。年長さんが離れたスキにてっぺんまでよじ登って、

そして大きな積木を持ち上げてみる。年長の子どもたちの動きが、小さい子どもたち

に映って、遊べる身体になっていく。こんなことは、おとなは教えられません。 

「気をつける」ことも「危ない」ことも、使わないと子どもは学べません。お庭で火を燃やし 

てお料理します。包丁も使う。かなづちも、のこぎりも、縫い針も使う。子ども 

たちの周りから、取り扱いに注意の必要なものがどんどんなくなっています。見 

る機会さえない。それなら、幼稚園で見ればいい。幼稚園でするしかない。年長 

の子どもたちが扱う姿を、小さい子どもたちがやってみたい気持ちを高めながら 

見ていて、そして次の月に、あるいは次の年に、自分たちの番。気持ちのいい緊

張感と誇らしさとをセットに「危ないもの」と向き合っていきます。 
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けんかしているのに止めないんですか？ 

 

止める場合も、止めない場合もあります。でも、決まった基準なんてありません。まず、たい

ていの子どものけんかは当人たちで収束できるので、できるだけ、そこまで待ち

たい。でも、転ぶと危ない場所で、一人に大勢で、棒を持ってる・・・・ルール

違反だと判断したり、危ないと思えばおとなが間に入ります。ただ、その子たち

の関係を知っている私たちスタッフが止めるタイミングは、その場だけを見た方

が止めるタイミングとは違うかもしれません。（でも、見かけたら、遠慮なく、

ご自分の判断で止めて下さい。）だいたい、けんかになるのは、興味がいっしょ

で衝突しやすいか、あるいは、何か相手に惹かれるものがあって近づいてしまう

から、という場合が多いのです。 つまり、共有できるもののある、友だちにな

る可能性のある相手だということ。くたくたになるまで取っ組み合いして、すわ

りこんで、そして笑いあって終わりになるのを見たら、子どもはけんかして確か

めているものがあることがわかります。 そこまで確かめて友だちになる関係も

あるのです。 

最近の子どもたちは、小さい頃から常におとなに見守られていて、けんかになる前に止められ 

ています。（公園で自分の子が相手に手を出しそう、相手のおもちゃを取りそう、 

という時に「けんかも大事ですから」とは親は言えませんから。）でも、その結 

果、おとなの「仲裁」で、本当の友だちになる機会を失ったり、気持ちのコント

ロールを学ぶチャンスを失ったりしている子が少なくありません。けんかもして

みればいい。そして、その結果を自分で引き受ければいい。気まずい思いをひき

ずって降園して、家で「明日どうしよう」ってタメイキついて・・・・。それが

結果を引き受けるということ。そして次の朝、お互いに目が合って、お互いに相

手が困っていることがわかって・・・笑い合って・・・おとなが入らないからこ

そ学べる人間関係があります。 

 

人と人との関係は、何日も何ヶ月もかけて試して悩んで、作っていくもの。トラブルのない平 

穏な日々が、「いい関係」というわけではありません。その場面だけ見たら止めた

くなるけんかも、それまでのその子たちの関係を知っていると止められないことが

あります。この子があの子に向かっていけるようになった。やり方は下手だけど、

もう少しやらせてみたい。やってもいいんだ、イヤだと言っていいんだと知った方

がいい。あの子の驚いた顔。自分の思い通りにならないことがあった方がいい。・・・

その子たちの小さい頃のこと、兄弟や親子関係のこと、いろんなことを思いめぐら

せて止めるかどうかを判断しています。でも、私たちスタッフも子どもたちの人間

関係のすべてを知っているわけではありません。私たちの知らないところで起こっ
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ているトラブルもたくさんあります。隠れてしていることもあります。「あれ？」

と気になることがあったら、ぜひ幼稚園に教えて下さい。そして、何が起こってい

るのか、私たちの目で確かめる時間を下さい。 

 

 

子どもが泣いているのに先生は声をかけないんですか？ 

 

泣いたらすぐに先生が駆けつけて・・という対応はしません。この子は自分でなんとかしそう

だと思ったら、泣いていても声はかけません。大泣きしてすっきりした顔で切

り替える子もいるし、周りを見回して、なんだ誰もいないのか、とすっと立っ

て行ってしまう子もいます。周りの子が声をかけたり、なぐさめたりして友だ

ちとの関係につながっていくこともあります。だから、何があったのかな、け

がしてないかな、と気はかけるけれど、泣いたら「必ず先生が飛んでいく」と

いうことはありません。  

泣くことでおとなにアピールするのが上手な子もいます。泣いた

ら相手の子が怒られて解決。あるいは泣いたら「もういいよ」と

苦手なことをしなくてすむ。おとなを動かす方法としての「泣き」。

それもその子の能力だけれど、おとなを引っ張り出さずに、自分

でなんとかする経験もしてほしい。いつもおとなに解決してもら

っていては、本当の自信にはならないのだから。泣いてはいけな

いと思い込んでいる子もいます。そんな子が泣いたら、泣きやま 

そうとはしません。大泣きや大暴れは気持ちいい。その気持ちよ

さは、子ども時代に知っておくべき大切な感覚。幼稚園は泣いて

もいいところ。広いから大声で泣いてもかまわない、そんな場所

です。 

 

 

靴をはいてる子もはだしの子もいるけれど  

どっちでも いいんですか？ 

 

そう、どちらでもいいのです。この「どっちでもいい」はとても大切なことだと考えています。 

それは、自分で決めていいということ。同時に自分で決めないといけないとい

うこと。靴は、通園に履いてくる靴のほかに、内履きズックとお庭用のズック
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を幼稚園に置いておくことになっているけれど、履くかどうかは自分で決めれ

ばいい。足をけがしてる日には「ばい菌はいるから今日は靴はいとらんか」、

お茶のお稽古の日には「白い靴下だから、汚れないように靴も履いとかんなん   

       よ」・・・必要なことは、一つ一つ伝える。そういう会話を通じて子どもたち

は「何を基準に判断すればいいのか」を学んでいきます。その子によって似合

う服は違います。寒さ、暑さの感じ方も違います。する遊びも違います。同じ

服でいる必要はありません。自分が何を好きか感じられる、って素敵です。き

まりが多いということは、自分で判断しなくていいようにしてしまうことです。

考えることを楽しめる子に育てたいから、できるだけ「きまりごと」は少なく

して、その時その時に、子どもが自分で、あるいはおとなといっしょに「判断

する生活」にしておきたいのです。 

 

「どっちでもいい」と関連することに、「満３才入園」と「預かり保育」があります。 

       ３歳のお誕生日が過ぎたら、翌年の４月を待たずに年度途中から幼稚園に来て

もいいよ、が「満３才入園」（私達は「プチちゃん」と呼んでいます）。外の

世界に気持ちの向く子・周りに合わそうとして疲れる子・周りに誰がいてもマ

イペースな子・おとなより子どもが好きな子・おうちではエネルギーが余って

親がつきあいきれない子・この子がいてくれないとお母さんがさみしい・この

子といると口やかましいだけの親になっちゃう・・・・親と子の関係は、様々

です。だから、いつから幼稚園に行くかは、子どもと親の諸々の要因で、それ

ぞれに決めればいい。 

 

木の花の満３才入園は年少クラスへの編入にしてあります。年少さんだけは２学年の混合クラ

ス。同じ学年の子の同時スタートだとおとなは知らず知らずに子どもを比較し

がちです。そんなおとなの目に影響されて、子どもの力関係が決まったり、振

舞い方が決まってしまったり・・・・。幼稚園のスタートはもっと、ゆるやか

でいい。頑張らずに、自分らしく始まればいい。そのために年少さんは２学年

混合にしました。そしてプチちゃんが次年度に年少さんとして新しい３歳児を

迎える、兄貴分、姉貴分となり、古株としての存在感をもって幼稚園生活をリ

ードしてくれ、さらに年中さんに上がった馴染みの友だちと年少さんとをつな

ぐ橋渡しの役目を、結果的に果たしてくれています。 

 

幼稚園で過ごす時間は、子どもによって違っていい、そのために 

遊び場提供しているのが「預かり保育」です。家 

庭と、従来の幼稚園カリキュラムの間にある生活。 

ちょっと前なら「町内」「近所」あるいは「道 
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端」で子どもたちがしていた時間の過ごし方。おとなはどこかで見ているけれ

ど子どもにあまり構わない、そんな時間と空間。幼稚園だけど、通常の自由遊

びの時間とは違う。ホールの遊具庫は開けないし、残っている友だちも違って

いると、普段の遊び方も変わってくる・・・今日はいつものメンバーがいない

から、小さい子と遊んでみたら、結構おもしろかった・・・僕のお母さん、お

迎えに来たのに誰かのお母さんと話してるよ・・・・赤ちゃんが水溜りに入っ

ちゃったよ、僕抱っこしていこうっと、服が汚れたら先生に言って幼稚園の服

を借りよう・・・・もちろん、おうちの都合、お母さんの都合で預かり保育を

利用してくださって結構です。幼稚園は、緊急お手伝いの場として、できるだ

け協力します。けれど、預かり保育のねらいは、お母さんの就労支援や休息保

障ではなくて、「もうちょっと幼稚園で遊びたいなあ。友だちもいるし」とい

う子どもたちに時間と空間を用意すること。「町内」や「近所」を失ってしま

った今の子ども達の生活が拡がるように・・・・。 

 

こんなに自由に過ごしていて、 

学校にいって困りませんか？ 

 

木の花でだって、好きな時にお弁当を食べたりしていません。台所の冷蔵庫を開けて中のジュ

ースや牛乳を飲んでいいわけじゃないし、先生とけんかしても勝手に家に帰っ

てはいけない。お庭でおしっこしたり、お外の靴でホールに入ったりするのも

いけない。どんな風に落ちるのか調べてみたくてもテラスからシャベルは落と

してはダメ！（花びらならいいけど）。でっかい絵を描きたくても壁にはダメ！

（大きなダンボールがあるから、あれに描くのならいいけど）・・・・「して

はいけないこと」はたくさんあります。学校に行ったら、その基準が変わるだ

け。子どもはちゃんと理解していきます。よその幼稚園への遠足、公共の乗り

物、お茶のお稽古、満３歳入園の子まで全園児が参加する卒園式・・・・・・

緊張する時間も幼稚園生活のあちこちで体験しています。 

「学校はラク！」卒園生たちからよく聞きます。「学校の運動会って考えなくていいんだよ、

先生が言うようにしてればいいんだから楽だよ！」、「幼稚園では私たちがし

ていたことも学校では先生しかしてはいけないの。***ちゃんの車イス、私た

ちが押していたでしょ。遠足のときも交代で押した。学校では押しちゃいけな

いんだって・・・・」と不思議がった子もいます。「やってみてもいいこと」

も幼稚園の方が多いだろうけれど、「しなくてはいけないこと」も、幼稚園の
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方がずっと多い。その中で、自分のペースをつかみ、自分の中に「自信のある

自分」をみつけて卒園していく。信頼して見守ってください。もし、何かあっ

たら、いつでも相談にのりますし、学校に説明にもいきます。 

 

 

通園バスは出さないんですか？ 

 

通園バスを出していません。幼稚園にとってとてもぜいたくなことに。だから、バスの時間に

拘束されずに保育を組むことができます。登園は８：３０～９：１０というこ

とになっているけれど、少しはずれてもかまわない。「明日は９時までに必ず

幼稚園に来とってね。」と約束して９時出発でお出かけすることもあります。

金沢駅集合で電車に乗って遠足に行ったり、香林坊集合にして路線バスで遠足

に行ったりすることもあります。園にバスがあれば、バスで出かけることにな

るだろうけれど、ないから、出かける時は歩いていくか、公共の乗り物を利用

するかです。こんな遠足だからそれに付随してできる体験がいろいろ。途中で

いろんな人と出会い、いろんな関わりが生まれます。通学時間帯のバスで高校

生と乗り合わせて、「かわいい」って言われたり、ふざけて知らないおばさん

に叱られたり・・・。  

入園すると、子どもは家庭と幼稚園という ふたつの生活の場をもつようになります。母子カ

プセルでの子育てが問題になっている昨今だからなおさら、家庭と幼稚園が別

の場所として独立していて、なおかつ繋がっていることは大きな意味をもって

います。家から幼稚園への行き帰りの時間は、子どもが家庭の顔から幼稚園の

顔に切り替えていく大切な時間です。自分のテンポで、自分のやり方で、切り

替えられるのがいい。お母さんとおしゃべりしながら切り替える子もいるし、

むっつり一人で（でも後ろからお母さんがついてきてくれるから）道端の草を

かまったりゴミにいたずらしながらの子もいるし、年長なら友だちと誘い合っ

て来る子もいる。・・・・おうちの方に付き合っていただく値打ちのある時間で

す。その中でおうちの方から子どもに伝えてほしいこともいろいろ。車を避け

て歩く歩き方。傘をさして歩く歩き方などなど。お返しに子どもはおとなが見

落としている街のいろいろなことを教えてくれます。 

年中、年長さんの降園は、いくつかのコースに分かれて帰ります。私たちは「お列」と呼んで 

       いますが、住んでいるところが同じ方向の子での縦割りのグループで、おうちの 

       人と合流するところまで先生がついて歩いていきます。（在園きょうだいがいる 

年少または満三歳入園した年少さんも希望すれば、「お列」で帰ることが出来 
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ます。）歩く機会が減っている今の子どもたちには、この日々の「お列」はと

ても大事な日常の一コマと考えています。 

年長さんは意識して車が通る側になって年中さんと（あるいは年少さんと）手をつないで歩い

たり、またお散歩のような感覚で同じ方向で帰る友だち同士の会話を弾ませたり

しながら、「こんなところにこんなお店があるね」とか、「ここの公園で遊んだ

よ」とか、「あそこは誰々ちゃんのおうちなんだよ」とか、幼稚園から自分のお

うちの近辺のことを知り、地域のことを学ぶ機会にもなっています。一方、おう

ちの人には待ち合わせ場所でおしゃべりをしながら子どもたちを待ち受けてもら

うことになるので、おうちの人たちにもお互いのことを知るチャンスかもしれま

せん。 

 

 

「障がい」のあるお子さんもいられるんですね。  

幼稚園のねらいがあるんですか？ 

 

世の中には「障がい」をもつ子がいる。だから、いっしょに生活する。ただ、それだけ。でも、 

「障がい」をもつ子が周りの子どもたちに教えてくれることはたくさんあります。

その中で最も大切なことは、人には人それぞれの考え方や、感じ方や、楽しみ方

があり、それはどれも同じように尊重される、ということ。子どもたちは、もし、

自分のきょうだいがそうであったらそうするであるように自然に「障がい」のあ

る友だちを受け入れます。そして、知らず知らずに、人の価値、生命の価値につ

いて学びます。優れているから、何かができるから その人に値打ちがあるので

はない、ということを知り、優れているから、何かができるから その人が愛さ

れるのでもない、ということを感じ取っていきます。「遅くてもいい（でも、そ

りゃあ本当は早い方がいいけどね）」ではなくて、「遅いからいい（早い子には

できないことがある）」。   

受験システムが学校の教育内容に縛りをかけてきた時代に育った今の親世代は、「より早く、

より高い得点で」を無意識に望んでしまいます。おとなたちに、「そうじゃない

よね」と思い出させてくれるのが「障がいのある子」といっしょにいる生活なの

です。違う感じ方、違う考え方、違う文化の人を受け入れていっしょに生活でき

ることは、国際理解の基本です。英語の単語や言い回しを覚えても、それでコミ

ュニケーションできるわけではありません。大切なのは違うものを認め合うとい

うこと。ことばがなくてもいっしょに遊べる、この子はお話しないけれど私には
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この子の考えていることがわかる。「障がい」のある子どもたちと見事につき合

いながら、子どもたちは自分とは違うものを認め学んでいます。 

 

幼稚園によくお母さんがいるけれど、                

親の参加行事がたくさんありますか？ 

 

「どうしても出てください」あるいは「できれば出てください」というものはそんなに多くは

ないはずです。なんらかの形でお仕事されているお母さんは結構いらっしゃいま

す。幼稚園はいろんな企画を提案しますが、たいていは、「よかったら、どうぞ」。

おうちの方にも手伝っていただいて、私たちスタッフだけではできないことを子

どもたちに提供したい・・・というねらいですが、そのお返しに、おうちの方に

「もらっていただけるもの」がいろいろあると思っています。軽い気持ちで、よ

かったら、どうぞ、まざってください。 

例えば、保護者会のクッキング。おうちの方に年１回の当番をお願いしています。お母さんの

お料理メニューも増えるかもしれないし、ぜひ、クッキングしながら、普段の幼

稚園を、我が子の幼稚園での顔を覗いていってください。それと同時に、他の子   

とも知り合いになっていただけるとうれしい。直接知っている子が多いと、我が

子の言葉やお母さん方の噂話に想像を膨らませて、いらない心配をしないですみ

ます。それに、いろんな子がいるんだな、を体験として知っていると、自分の子

を広い視野で見られるようになります。今は、周りで子どもが育つ姿を見る機会

が少なくなって、それで、みんなが情報に振り回され、子育てが不安だったり辛

かったりするのだと思うのです。幼稚園で、おうちの方もいろんな子と出会って

ください。いっしょにお料理しながら、普段出会わないお母さんとも、知り合っ

てください。おとなもお付き合いが似た生活環境の方に偏りがち。似た人が集ま

ると、相談しても心配は増幅するばかり。転勤族と地元の方、子どもの多い家庭

と一人っ子のおうち、上の子は高校生というお母さんと最初の子が幼稚園に入っ

たばかりのお母さん・・・立場が違うと同じものを見ていても、違うポイントを

見ているもの。自分と違う見方をもらって視野が広がると、それだけで子育ては

グッと楽になります。 

 

子どもの中で起こっていることにおうちの方が共感できると、子どももうれしいし、おとなも

楽しい。それは子育ての醍醐味。おとなが子どもと共感できるには、本や講演よ

りも、おうちの方にも子どもたちとの同質の体験をしていただくのがいいみたい、
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と考えるようになりました。もし、よろしければ、いかがですか？たくさん歩く

遠足にいきませんか？ 切符をもって電車に乗るのはどう？というのが、「遠

足・お散歩行き隊」。畑作りをしませんか？耕したり、棚を作ったり、夏休みに

水やりついでに野菜をつまんで食べたりはどうですか？というのが「畑耕し隊」。

絵本の世界を色々な子ども達と一緒に創るのが読み聞かせ。そんな絵本の読み聞

かせはいかがですか？というのが「絵本読んであげ隊」。劇作りってこんなです

よ、人の前に立つって、こんな感じ、というのが発表会の親の劇。子どもたちは

「お仕事」を通じて友だちを作ります。お母さんも、保護者会の役員、あるいは

バザーなどのお仕事を通じていろんな方と知り合うのはいかが？バザーはお母

さんのお店屋さんごっこ、卒園アルバムはお母さんたちの「絵本」作り・・・・

などなど。自分が実体験することで、カメラで追いかけても見えない子どもの内

面が、たくさん見えてきます。 

 

あるいは子どもどうしの間で起こっていることを「見る練習（？）」をスタッフといっしょに

どうですか？ ビデオで撮った子どもたちの幼稚園風景についてワイワイ語りあ

いながら、子どもって結構考えてるんだな、とか、したたかなんだな、とか、自

分たちでやれるものなんだな、色々な姿を見て話し合い、発見や気づきを体験し

ていただきたくて始めたのが「ビデオトーク」。土曜休園を利用して、各学年の

「遊び・生活・活動編」とすべての家庭対象の「自由遊び編」、共に年２回あり

ます。 

 

お父さんたちも幼稚園にまざっていただこうと始めたのが「お父さんたちと遊ぼう会」。もう 

一つの土曜休園メニュー。各学年、年２回。近年、 

子育てに参加しようと思われているお父さんが 

増えているのを感じます。それなら、お母さんたち 

のできないことをやろうじゃないですか！？ 

男の遊びを直接子どもらに伝えるというのは 

どうですか？川遊びしたり、豪快アウトドア 

クッキングしたり、雪の山でかまくら作りしたり。 

我が子以外のいろんな子と遊んで下さい。 

今時の子どもにとって、「よそのおじちゃんと遊ぶ」 

なんてお金では買えない豊かな体験です。子ども 

たちをたくさんのおとなの目で、１０年２０年の 

長い目で見ながら育てる、ということを、幼稚園を核にしてそういう育ちを 

作っていきたいのです。どうか手伝ってください。 
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２歳児の小さい子とそのおうちの人に、木の花のことを知ってもらうきっかけ作りとして、木

の花幼稚園を開放して遊ぶのが、「ワイワイ会」（木の花で遊ぶぅ！？ワイワイ

ガヤガヤ体験会）。今年度も年８回土曜日に予定しています。この日は未就園の

小さい子とおうちの人にちょっぴり木の花幼稚園をおすそ分け。参加対象者は幼

稚園に未だ通われていない小さい子とそのおうちの人。木の花幼稚園の中のホー

ルや庭、ベランダやお部屋、毎回どこかの場所を開放します。そこでのんびりと

親子で遊んでみませんか？おうちでは味わえない空間での様々な遊び、廃材の遊

び、水泥遊び、夏みかんや柿など果樹のもぎ食べ体験などいかがですか？ そし

て遊びながら、子育てや子どもについておしゃべりしませ 

んか？同じ境遇の人たちと同じ空間で遊びながら語りなが 

ら、子どもの面白さ、幼児期の遊びの楽しさを一緒に再発 

見してみませんか？ 

その｢ワイワイ会｣の発展形態が「わいわい倶楽部」。２歳児のお子      

さんとおうちの方の平日の親子登園です。公園に行って   

も遊び相手がいない、泥だらけになって遊ぶ場所すら    

ない・・・という近年のご時勢です。四季の流れを感 

じながら、同じ２歳児さん同士の関わりの中で木の花暮らしの一端でも体感して 

もらえればうれしい。そして、前年度より、1歳児さんとそのおうちの方を対象 

にして、平日に幼稚園の遊びと環境をちょっぴりおすそ分けする「ぷちぷち会」 

を始めました。 

 

 

どうぞ、よかったら まざってください。 

 

           幼稚園って、子どもに便乗して、 

 

おとなも遊ぶ場所なんです。 
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木の花幼稚園は、 

幼稚園バスの送迎はないし、お弁当の日があるし、 

 

金沢駅集合の遠足なんてのもあるし、洗濯する着替えをいっぱい持って帰るし、  

 

虫や、切り刻んだ箱や、端材で作ったモノやらを大事に家に持って帰るし・・・・ 

   

・・・・・親からすれば ちょっと面倒な幼稚園かもしれません。 

 

でも、いやだからこそ・・・・・ 

 

３才～６才だからこその生活、 

 

３才～６才だからこその遊び、 

 

３才～６才だからこその人間関係、 

 

１００年を越えるときを  

 

子どもから子どもへと 伝わってきた、 

 

子どもたちの文化があります。 

 

3才～6才という時期 

 

それは  ことば以前  そして ことば以上。 

 

みつける やってみる わかる わかちあう つながる・・・ 

 

幼稚園は そのための 場所。 

 

 

 

 

 


