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★園児が購読している絵本 ６・７月号★
年長版

７月号 こどものとも 『なむちん かむちん』

ちいさいやさいの子どもたち、“なすびのこ”“かぼちゃのこ”“そらまめのこ”“とうがらしのこ”たちが、かぼ
ちゃのおばあちゃんにおまじないをかけて大きくしてもらいます。
子どもたちの早く大きくなりたい気持ちを柳生弦一郎さんが、ユーモアたっぷりに描いております。
『なむちん かむちん』この絵本を通して、おおらかに笑って楽しく親子で何度も何度も読んでみましょう。

★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…）★

先日、ＮＨＫＢＳプレミアで没後３０年を迎え、今でも多くの人々に愛されている名優、石原
裕次郎さんの３時間生放送の特集があり、本人にゆかりのゲストが大勢集まり、愛情たっぷりの
エピソードを披露された。北海道小樽市にある裕次郎記念館と中継を結び、貴重な遺品の紹

栗原 和子

介や交流の深かった倉本総さん等による思い出話等、特に奥様の石原まき子さんが裕次郎さ
んとの思い出話を語られた時は、涙が止まらずに号泣してしまった。８月いっぱいで記念館が閉

(くりはら かずこ)
館されるとの事。数年前訪れた折、裕次郎さんの看板パネルとツーショットした記念の写真。一
生の宝物となった。

みずがめ座

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

年少版 こどものとも ６月号 『ギ―コギーコ』
『ギ―コギーコ』の言葉を聞いただけで、その人が何
どんな物
どう
何をしてるか、その物がどんな
をしてるか
どんな物か、その場所がどう
いう所
どんな状況
状況か
いう
所か、今、どんな
どんな
状況
かなどが、簡単にイメージでき、おもしろいです。作者の言葉にもありますが、
「自転車の魅力はなんといっても自分の足の力だけで歩く速さの 4 倍以上で移動できることです」とあ
りますが、その通りです。ゆっくりこいで、周りの景色などに目を向ける。時間がない時は必至でこぐ…、
自由自在に操れる自転車には、学生の時、随分お世話になりました。

★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…）★

保育部の小さなお子さん達は本当に無条件で可愛いですね。両手を広げママ代わりの保育者に抱っ
この要求！！「ぎゅー」と抱きしめてもらうと、トコトコと歩き出し近くにある遊具を手に持ち見せるしぐさ
…。保育部のママ先生がニコッ(^^♪と返すと、そのお子さんもニコッ(^^♪と。見ている私までニコッ(^^
♪となってしまいます。認定こども園になって色々な課題がありますが、元気・頑張ろう…のやる気をもら
っている私です。

稲葉 幸子
(いなば さちこ)
かに座

★園児が購読している絵本 ６・７月号★
年長版

こどものとも

７月号 『なむちん かむちん』

なすびの子、かぼちゃの子、そらまめの子、とうがらしの子が遊んでいると、かぼちゃのばあちゃんがやって来て、
「はやくおおきくなりたいか」とたずねます。子どもたちが「なりたい」と答えると、かぼちゃのばあちゃんは「なむちん
かむちんおおきくなれ…」とおまじないの言葉を唱えます。するとあっという間にみんな大きくなりました。
そのおまじないの呪文がゆかいでおもしろく、読んでいてもワクワクドキドキの気分になりました！！

★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…）★

先日、じゃがいも堀りをした子ども達は、早く掘ったじゃがいもを食べたくて、進んでおいもを洗い、「園長
先生、シオシオコロコロじゃがいもおねがいします」と口々に園長先生にお願いしている姿が見られました。

中山 年江

食べたいという気持ちが自分の行動に現れたのだと思います。

(なかやま としえ)

４月から草むしりをして育てたじゃがいもを収穫し、食べた時はどの子も幸せな気分になったのではない
でしょうか。特に園長先生が作ってくれる「シロシロコロコロじゃがいも」は、抜群の味で最高です。みんな

いて座

「おかわりないの？」と言うくらいおいしくてどの子も笑顔になります。私まで食育を通して子ども達とおいし
さを味わえて感動してしまいました！！

★園児が購読している絵本 ６・７月号★
年少版

こどものとも 7 月号

『おおきくなってね』

きゅうりの黄色い花。その先に小さな実がなっています。「ちいさな ちいさな きゅうりの あかちゃん おおき
くなってね」。やさしい語りかけのことばでページをめくると、ずんずんと大きな実になったきゅうりが描かれま
す。ほかにも、夏の畑でできる定番の、なす、ピーマン、すいかの花が実になる様子が、生き生きと描かれる
野菜の絵本です。幼稚園の畑で収穫したきゅうりやなす。実際手に持って「痛い、トゲがある」「きゅうりの先に
花がついてる」…等といろいろな発見をしています。もちろん、取り立ての野菜を園長先生に調理してもらい
おいしくいただいています。

★最近感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など…）★

朝、30 分早く家をでて、太平山のあじさい坂に行ってきました。例年より花の数が少ないなぁ…と思いなが
ら、六角堂の庭に咲いている、大好きな白紫陽花の花を見に行きました。白紫陽花は重そうに首を下げ、今
年も、たくさんの花を付けていました。『大切に育てている花です。触らないでください』と立札が立っているの
で、直接触れることはできませんが、柔らかそうにふんわり咲いている紫陽花を見ているだけで、とても幸せ
な気持ちになりました。また、今年も素晴らしい紫陽花を咲かせてくれた紫陽花の木や管理して下さる六角
堂の方に感謝です。

小橋 久美子
(こはし くみこ)
いて座

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

年少版 こどものとも
６月号 『ギーコ ギーコ』
ギーコ ギーコと自転車をこいで、ぞうさんの待つ湖までお出かけ。途中で出会った動物さんたちも自転
車に乗っていました。ペダルをこぐ音を響かせながら、湖に向かいます。
湖のほとりで出迎えてくれたぞうさんは、大きな水上自転車にみんなを乗せてくれました。乗り物をこぐ擬
音が、動物ごとに違って、とても楽しく、さわやかな絵本です。

★最近感動したこと（出来事・TV・映画・絵本など…）★

渡邉 花枝
(わたなべ はなえ)
おひつじ座

上野動物園でパンダの赤ちゃんが誕生したことです！！
大きなお母さんパンダが小さな赤ちゃんパンダをくわえたり抱っこしたりする姿が何とも言えず、母親の愛情
を感じます。少しずつ大きくなり、白黒模様もはっきりと、どんどん可愛らしくなってきましたね。公開されたら
是非見に行きたいです！！

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

年中版 こどものとも ６月号 『おいしいおやつをくださいな』
いろいろな動物が“ふんわりしててあまくてまるくておいしいおやつ”を見つけに行きます。スーパーで
買い物をする現在ですが、「かなものや」「こなや」「かんぶつや」という今では耳にしなくなった専門の
お店の名前に、子どもたちも不思議な顔をしていました。
でも、伝えていってあげたい言葉だと思いました。

★最近感動したこと（出来事・映画・TV・本など…）★

幼稚園の第二園庭で遊んでいた時のことです。「先生！大変！来て来て！しずくだよ！」

宮田 貴子
行ってみると、園庭の隅の葉っぱの上にキラキラしたしずくのつぶを見つけました。「きれいだね！」と思
わず一緒に見とれてしまいました。
身の回りの小さな科学に大いに興味を持てるきっかけとなる年中の月間絵本『しずく』の本から大きな
刺激を受けているなぁと実感した出来事でした。
素敵な絵本に出会えてうれしく思いました。

(みやた たかこ)
おひつじ座

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

年長版 こどものとも 7 月号

『なむちん かむちん』

なんとも言えない“ほっこり”した気持ちになるお話です。おばあちゃんの“おまじない”は、何でも叶
えてくれるし、解決してくれるし！そんな、夢のある楽しいお話です！

★最近感動したこと（出来事・映画・TV・本など…）★

手呂内 幸代
(てろうち さちよ)

『発達障害の
栗原 類 著
発達障害の僕が 輝ける場所
ける場所を
場所を みつけられた理由
みつけられた理由』
理由』
ある研修会に行かせていただいた時に、講師の先生から「栗原 類君…彼はとても素晴らしいで
す…」と、最後に一言だけ付け加えられ終了となりました。彼が出版していた本は目にしていたの
で、すぐに購入しました。著者でもある類くん自身の現状、お母さまの子育てに対する考え方、担当
医師との信頼関係等、様々な視点から書かれています。その中で、お母様の子育てに対する考え
方、捉え方に学ぶことが沢山ありました。自分の子育てを見直す良い本ではないかと思います。

うお座

★園児が購読している絵本

６・７月号★

たんぽぽ版 えほんのいりぐち ６月号 『どうぶつのこどもたち』
いろいろなどうぶつの子どもたちが遊んでいる様子が描かれている絵本です。子どもたち同士でじゃ
れ合っている様子（表情や動き）がとても繊細なタッチでやさしく描かれているので、見ている子どもた
ちも私達大人も温かい気持ちで自然と笑顔になれる絵本です。
動物園に行って本物の動物こどもたちの動きや表情を観察してみたいなぁと思いました(*^-^*)

★最近感動したこと（出来事・映画・TV・本など…）★

バスケットボール「B．リーグ」の中での栃木のチーム“栃木ブレックス”が、日本チャンピオンになりま
した。学生時代にバスケをしていた私ですが、しばらくバスケの試合を観る機会はありませんでした。
地元栃木のチームが決勝リーグに進出したというニュースをきっかけに興味を持ち、決勝リーグの３試
合はテレビの前で夢中になって観戦しました。接戦に大興奮し、すっかりブレックスファンになってしまい
ました(^^)/
来シーズンは宇都宮にあるブレックスアリーナで生の試合を観戦したいです!(^^)!

寺内 美佳
(てらうち みか)
おひつじ座

★園児が購読している絵本 ６・７月号★
年中版 ちいさなかがくのとも

６月号

『しずく』

葉っぱの上に乗っていたり、落ちているしずくについて、“ありなら大きなしずくというかもね”と本の中にあり、違う立場
からの視点に立っていろいろな物事を考えることの大切さを感じました。
また、お子さん達は戸外に出て“しずくあった！”と探す姿もあり、絵本の世界のものを実際に目にすることで、たくさ
んの感性が育っているのだなと微笑ましく思います。

★最近感動したこと（出来事・映画・TV・本など…）

私の姉が、７月に出産を控えていて、初めてお腹が大きくなっていくのを近くで見ていて、お腹の中で赤ち
ゃんが育っていることに命の大切さをとても実感しています。

横手 亜紀
小さな体で産まれた赤ちゃんたちが、成長して初めての集団生活となる場所でお子さんの成長を見られる

(よこて あき)

ことに幸せを感じます。
お子さんの日々の成長を見逃さずに、感動を感じる心を常に持った保育者でいられるように努めていきた
いです。

さそり座

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

年長版 こどものとも ６月号『パパとドライブ』
酒屋さんのパパのお手伝いをしながらドライブを楽しむみかちゃん。
届け先をまわって得意先の人に出会ったり、ドライブ中にハプニングがあってもパパと一緒なら何でも楽し
いし、お手伝いも頑張れる。パパと一緒にいられて嬉しそうなみかちゃんのいきいきした表情を見ると、読んで
いて私自身もほっこりしました。

★最近感動したこと（出来事・映画・TV・本など…）

映画「美女と野獣」を観ました。小さな頃は、よくアニメーションのほうを見ていたので、今回実写化された
「美女と野獣」はどのようなものかと楽しみに鑑賞しました。
物語の内容はよく知っていたはずなのに、フィナーレは涙がでるほど感動しました。アニメーションと舞台版
にもない新しい楽曲や、物語が挿入された全く新しい「美女と野獣」でした。
今度は、字幕版も楽しみたいと思います。

中山 佳織
(なかやまかおり)
みずがめ座

★園児が購読している絵本 ６・７月号★
たんぽぽ版 えほんのいりぐち ７月号 『がちゃ がちゃ どんどん』
身の回りにあるいろいろな音が、色と形で表されていて、“おもしろい！”と思い、どんどん引き込まれていった。
短い言葉で表す“音”

それを表す“線”そして“色” 子どもたちをどこまでも果てしない空想の世界へ誘っていくの

だろう・・・と、とても興味深く、私は読み終えた。

★最近感動したこと（出来事・映画・TV・本など…）★

森田 信子
(もりた のぶこ)
おとめ座

主人から１枚のプリントを受け取りました。
「子は親の鏡」のプリントでした。『子どもが育つ魔法の言葉』（ドロシー・ロー・ノルト
レイチャル バス
ＰＨＰ研究所）の本の中からの抜粋でした。
その中でいちばん心に残ったのが「認めてあげれば、子どもは、自分が好きになる」ということばでした。
お子さんたちと、また新しい気持ちで向かい合っていきたいと思いました。

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

たんぽぽ版 えほんのいりぐち ６月号 『どうぶつのこどもたち』
どうぶつのこどもたちが遊んでいる絵本です。おいかけっこをしたりじゃれ合ったり、そうやって遊びの中
から一人ではない世界の中で自然と学んで成長して行くのだと思います。それは、大人との関わりでは
学べない大切な時間だと思います。
子どもたちの好奇心とあふれ出るパワーを上手にコントロールできるように見守ってあげられたらとお
思います。

★最近感動したこと（出来事・映画・TV・本など…）★

沼尾 恭子
小林麻央さんが亡くなられました。体調が悪い中でも、子どもたちのことを慈しみ愛情をかけていたこ

(ぬまお きょうこ)
ふたご座

とを痛いほど感じました。女性である前にママでした。という言葉に胸が熱くなりました。
末娘が社会人となり、小さい時にしていた合言葉や キスしたり 抱きしめたり いつの間にかしなくな
った今、もっともっとしておけばよかったと思っています。
みなさん、今のうちですよ。うんと抱きしめて ギュッ して下さい。

★園児が購読している絵本 ６・７月号★
たんぽぽ版 えほんのいりぐち 『がちゃがちゃ どんどん』
様々な音（がちゃがちゃ、ざぁー、ぐにゃ）を、絵で表現している絵本です。まだ文字を読むことが難しい年齢のお
子さんが、絵だけ見たらどんな言葉で表現するのかを聞いてみてもおもしろいかもしれません。

★最近感動したこと（出来事・映画・TV・本など…）★

５月に我が子二人（長男９歳、次男６歳）が誕生日をむかえました。子どもの成長は“はやい”と感じる
一方で、自分も年を重ねる“さびしさ”をひしひしと感じました。
次男は幼稚園の誕生会に参加し、自分の名前の由来に関心が出てきたようで、何度も聞いてきます。
同じことを何度も説明していますが、漢字がまだよく分からないから納得できないのでしょう…。
でも、パパとママが考えてつけてくれたことだけは分かっているようです。まずはそれだけでも嬉しいで
す。自分の名前に自信と誇りを持ってくれればと思います。

影山 直恵
(かげやま なおえ)
さそり座

★園児が購読している絵本 ６・７月号★
年中版

こどものとの ７月号 『たなのうえのひこうじょう』

どこにでもあるお部屋の中を小さな小さな飛行機が飛び回ります。見慣れた風景、家具、道具も視点を変え
ると「これ、な～に？」と不思議がいっぱい！！
ページをめくる度に“何だろう？！”とドキドキワクワクする絵本です。

★最近感動したこと（出来事・映画・TV・本など…）★

赤羽根 真弓
（あかばね まゆみ)

年長組の息子が先日あさがおの鉢を持ち帰ってきました。今までは、登園後にやっていた水やりが、
今は登園前のお仕事に変わりました。“自分のあさがお”という自覚が芽生えてきたのか、グズグズだっ
た起床が自分から目覚めるようになり、水やりをする姿が続いています。目標・目的ができるとすごいな
ぁと息子の姿に驚きを感じると共に、続いていってくれたらいいなと願っているところです。

うお座
★園児が購読している絵本 ６・７月号★

年長版

こどものとも

６月号 『パパとドライブ』

パパとの何気ない時間の過ごし方が子どもにとって、とってもうれしく、楽しい時間なんだな～
と感じさせられます。

★最近感動したこと（出来事・映画・TV・本など…）★

私の２０年来の愛読書『みつを』さん詩集ですが…。
常に目の付く本棚に置いてあり、時々ペラペラ～と読むのです。
読書好きの娘が、不意に『しあわせは、いつも、じぶんのこころがきめるんだよ！』といった時、『ん？』
意味を理解して言っているのか…？！
とにかく、私の大好きな言葉の数々…いつか励みにたくさんの事に挑戦してほしいと強く思った瞬間でした。

柴田 裕美
（しばた ひろみ)
てんびん座

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

１・２歳児版 えほんのいりぐち ６月号 『どうぶつのこどもたち』
いろいろな動物の遊びが描かれている絵本で、子どもたちはじっと静かに見ていました。一見その動物た
ちはケンカしているように見えますが、動作は全て遊びで、その遊びが大きくなってからの体の動きの練習
になっているようです。動物の子どもたちも人間と同様に遊びから多くのことを吸収し、学び、世界が広がっ
て大人になっていくのだなと思いました。

★最近感動したこと（出来事・映画・TV・本など…）★

６月に息子たちの小学校で運動会が行われました。今年も、全学年の中から選抜されたメンバーが、曲
に合わせて「一輪車パレード」を見せてくれました。息子たちは一輪車に乗れない為参加できず…。しかし、

氏田 志保

長男は、運動会後周りの友達に刺激を受けたのか、毎日空いている時間に練習を重ね、今では校庭を一
周できる位になりました。出来なくて何度も悔しい思いをしたけれど、出来た時の喜びは本人の自信へとつ

（うじた しほ)

ながったと思っています。
来年の運動会には、2 人ともパレードに参加できるように、今次男も練習にはげんでいます。

ふたご座

「出来ることが増える」って嬉しいですね。

★園児が購読している絵本 ６・７月号★
１・２歳児版 えほんのいりぐち ７月号 『がちゃがちゃどんどん』
色々な音が出てくる絵本です。
目には見えない音が“形”になっている所もとても楽しくて、子どもたちも大好きな本です。

★最近感動したこと（出来事・映画・TV・本など…）★

鈴木 美歩
うちの一番下の娘（今年３歳）が、トイレトレーニング中で、間隔が短くタイミングが合わず出てしまうことが
多いのですが．．．トイレに誘い、出た時にお互い『やった！』と喜び合える事が嬉しいです。通っている保
育園でも毎日日中パンツで過ごしていて、帰りに洗濯物を見ると失敗したかどうか分かります。
最近、失敗が減ってきているので成長を感じます。先生方にも感謝です。

（すずき みほ)
おひつじ座

★園児が購読している絵本 ６・７月号★
年中版 ちいさなかがくのとも

６月号

『しずく』

梅雨のこの時期、雨が降っていて外で遊べなかったり、洗濯物が部屋干しでなかなか乾かなかったり・・・
気持ちも下がりがちですが、雨上がりの外の景色にスポットを当てたこの絵本。
大小さまざまな「しずく」がぶら下がったり、転がったり、かんむりや、くもの巣のシャンデリア。
雨上がりならではの楽しい場面たくさんの一冊です。

★最近感動したこと（出来事・映画・TV・本など…）★

戸沢 ちひろ
（とざわ ちひろ)
うお座

実家の両親が、畑でじゃがいもやきゅうり、トマト、とうもろこしと、たくさんの野菜を作っています。
休みの日には私も娘たちも水やりや草むしりを手伝って、長女は特に自分で収穫することを心待ちにして
います。苦手だった野菜も「自分で育てた」という経験でチャレンジしてみたり、美味しく食べられるようにまで
なりました。
自分で土を触り食べ物を育て頂く。とても貴重な体験だと実感している毎日です。

★園児が購読している絵本 ６・７月号★
年少版 こどものとも

７月号 『おおきくなってね』

野菜の成長に「おおきくなってね」と語りかえる絵本…。小さな実が日に日に大きくなっていく様子に子どもたちの
成長が重なります。
あせらずゆっくり見守りたいです。

★最近感動したこと（出来事・映画・TV・本など…）★

石﨑 絵美
断捨離をはじめました！！必要なもの、そうでない物を分け、部屋がスッキリしてきました。

（いしざき えみ)

今まで見向きもしなかった子どもたち（特に長女）は、なんとおもちゃを整理したり掃除機をかけてくれてい
ます。一緒に片付けしようという思いに感謝したいと思います。

やぎ座

★園児が購読している絵本 ６・７月号★
年長版 こどものとも

６月号 『パパとドライブ』

パパと娘が仲良く車に乗って楽しそうにドライブしている姿を子どもたちはいつも笑いながら楽しそうに見ていた。
「僕も、私も、パパとドライブに行きたい」と言っていた。

年長版

かがくのとも

６月号 『ハナムグリ』

年長児は昆虫に興味があるので、読んでいる時に「すごいねぇ」「でも、ハナムグリってこんなに小さいんだね」と、
意見を言い合いながら見ている姿が微笑ましかったです。

★最近感動したこと（出来事・映画・TV・本など…）★

年長児がたんくさんの事（リボン、太鼓、スクーター等）を積極的に挑戦する姿が見られます。苦手だなっ
て思って自信がなく泣いてしまったり、出来るかと不安で泣いてしまう子、出来なくて悔しいと思う子、たくさん
の子がいるけど、皆諦めずに頑張って練習する姿を毎日見ていて、日々成長・上達する姿を近くで見られ、
とても感動しています。
「出来たよ！」「頑張ったよ！」という顔がとても輝いています。

宇賀神 朋美
（うがじんともみ)
おひつじ座

★園児が購読している絵本 ６・７月号★
えほんのいりぐち ７月号 『がちゃがちゃどんどん』
簡単な色と形、短い音だけの絵本です。それだけに「何の音かなぁ？」と、想像が膨らみます。誰の声で読むかも感
じ方が違ってくるでしょうね。
家族みんなで読んであげたいと思います。

鈴木 宏子
（すずき ひろこ)
いて座

★最近感動したこと（出来事・映画・TV・本など…）★

我が家の長女（小１）と次女（年中）。昨年まではケンカすれば背を向け合っていた 2 人ですが、最近長
女が変わってきました。『双子コーデ』という言葉を覚え、お揃いの服を着ようと誘ってみたり、お風呂に入れ
ば「ほら、お尻を出しなさい！」と洗ってあげたり・・・仲直りしようと努力します。
いつの間にかお姉さんらしくなったなぁと嬉しく思います。

