平成３０年９月

★園児が購読している絵本 ８・９月号★

年長 こどものとも ９月号 『ノボティとかいぶつ』
この物語は、イランの昔話です。再話をされた愛甲恵子さんによると、ちいさな「ノボティ」が対決す
る怪物はペルシャ語で「ディーブ」と言います。小さな体に秘めた知恵や機転、大きな勇気で道を切
り開くという痛快な主人公に、年長さんのこれからの未来を想像し、胸を打たれました。色々な国の
絵本に親しんでほしいと思います。ぜひお父さん、お母さん、お子さんに読んであげて下さい。
※保護者の皆様へお願い※
絵本のたのしみ（しおり）を必ずお読み下さい。
（ハルワーというイランの料理に関心を持ちました）
★夏休み中の出来事★

ボランティア花みずき会「山本有三の精神」を伝承する、朗読会主催のバスツアーに参加させて

栗原 和子

頂き、桐生の大川美術館などで松本竣介等の名画を鑑賞した後、佐野での安藤勇寿「少年の日」

(くりはら かずこ)

美術館！色鉛筆で丹念に描いた「少年の日」の世界は、誰もが心の奥底に持っている「ふるさと」と
の出会い。調度その日安藤勇寿さんと直接お会いし、安藤さんの画家としての心情等拝聴し、感動

みずがめ座

しました。是非、園の子ども達たちと一緒に美術館に行き、共感したいと思う。
「私という絵描き」 安藤 勇寿
身近にいる生き物や草花や木々といっしょに季節の中に身を置きながら「少年の日」の絵を描いて
いると目に映るものをただ見ているだけでは気付かなかったこと、心にも目があることが分かった。
そしてその心の目が、命の色や輝きや強さや儚さを感じとるんだなぁ・・・と、そういうことを絵に教えて
もらった。私は、人として何が大切なのかを分かる人間になりたい。そしてそのような絵を描ける絵描
きになりたい。

★園児が購読している絵本 ８・９月号★

年中 こどものとも 8 月号『ぱたぱた するする がしーん』
表紙を見て、色々なものが組み合わさって何かの形が出来ていく絵本と思いページを開いていくと
“あれ 車？”“あれ 次はロボット？”と、まったく想像していなかった物が合体する。「するする」「がっしー
ん」「ぱたぱた」「がしーん」と。この繰り返えしの場面につい大きな声になってページをめくる私。こどもの
ともの科学の本は興味関心がふくらみ、自分で観て（観察）想像してみて(思考)実際に確かめて(実
験)その過程で驚き感動する心が育っていく本です。こういった絵本に幼児期を通して、ふれることが出
来るのは素晴らしいと思います。ぜひ、繰り返し、絵本を開いて見ていきましょう。

稲葉 幸子

★最近のニュースを見て感じたこと★

(いなば さちこ)

2 歳児の思いもよらない行動、そして生命力にビックリです。一口に 3 日間というが 2 歳児がたった一
人で 3 日間山の中にいることが、今も想像すらできない。そして、ボランティアで参加し探し当てた 78 歳
の尾畠さんに感動でした。ボランティアの精神で人に迷惑をかけないで、困っている人に手を差し伸べ
る姿「人に、世の中に、恩返ししたい」を口癖に、「人の命より重いものはない。尊い命が助かって良かっ
た」と涙を浮かべていた姿「特別な事ではない。当たり前のことをしただけ」と、尾畠さんの考え方思いに
感動と感謝です。また、このような方が日本にいるということは、嬉しく誇りに思った出来事でした。

かに座

★園児が購読している絵本 ８・９月号★
年長 かがくのとも ８月号 『すいぞくかんのおいしゃさん』

体重わずか２グラムのタツノオトシゴから、１トンを超えるジンベイザメまで！様々な生き物の体調管理や
治療をする水族館の獣医さんの物語。タツノオトシゴやジンベイザメの他にも、深い水槽の底でぐったりとす
るエイや、診察しようにも捕まえられない速さで泳ぎ回るイルカ等も登場します。いったいどうやって診察し治
療するのでしょうか！？
親子で楽しめる本なので是非読んでほしいです。また、この絵本を通して、水族館での魚の見方が変わ
るかなと思います。
★夏休み中の出来事★

中山 年江
(なかやま としえ)
いて座

幼稚園でよく歌っている「君と僕の間に」「みんながいるから」「チームアース」「きっとできる」「君と僕は友達」等の
作詞・作曲者であります中山 讓さんの「つながり遊びうたサマー・カレッジ研修」に参加させて頂きました。久しぶりの
研修ですが、ゆずりんやまっちゃん（町田 浩志）の歌遊びや運動遊びを通して１日のみの研修ですが、知らない方と
お知り合いになり最後には、励まし合い「お互い頑張ろうね」と声をかけ合い別れることができました。とっても気持ちが
リフレッシュできました。また、ゆずりんが最後にミニミニコンサートで歌って下さった「先生」は最高でした。ゆずりんが
歌の歌詞の中で「子どもの命を守る先生」と歌った時、涙があふれてきました。
この仕事を続けていく中で、どれだけ子どもを思い、守ってあげなければいけないことを感じ、２学期からの保育に役
立てていこうと思います。

★園児が購読している絵本 ８・９月号★
年少 こどものとも 8 月号

『ゴトガタ トラック』

ゴトガタ ゴトガタ プップー。緑、青、赤……いろいろな色のトラックが走っていきます。くねくね道を走り、トンネルを
通り抜け、さあ、到着しました。トラックたちが荷物をおろすと……、思いもかけないものが現れます！ 子ども達は、早
くページをめくって欲しくて、「先生、早く…」とせかします。次にどんなトラックが来るのか楽しみながら見ていました。
『ゴトガタ ゴトガタ』『ゴトゴト ゴトゴト』『ウイーン ウイーン』『ガタン ゴトン』『グィーン グィーン』…と想像が広がる言
葉も楽しいようです。繊細で美しい世界ですのでどうぞ読んでみてください。
★夏休み中の出来事 or 最近のニュースを見て感じたこと★
夏の研修で『園の管理体制・危機管理体制を考えるー防災対策を中心にー】という分科会に参加させていただき
ました。東日本大震災害にまつわる映像から、先生方がどのように子どもの命を守ったか…を学びました。命にかか
わる大きな自然災害が続いている日本。今年は台風も毎月のように発生しています。何が起こっても冷静に判断を
することの大切さを感じました。二杉幼稚園においても職員間でいろいろな危険を想定して訓練を重ね、子ども達の
命を守っていきたいと思います。

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 ８・９月号★
年中こどものとも

９月号『ヤドカリだんちのおまつり』

“ヤドカリだんち”の 2 作目となる今回のお話。私たちが毎年楽しんでいるお祭りが、海の中では、こ
んな風に行われているのかなぁ…と、想像するのが楽しい絵本でした。何と言っても“やたい”が面白い
ですよね！私は「タコさんのじゃんけんたいかい」と「アナゴたたき」を、是非やってみたいと思いまし
た。楽しそうですよね！！
“ヤドカリだんち”自体が、ユニークですよね。3 作目も期待して待っていようと思います。

渡邉 花枝
(わたなべ はなえ)
おひつじ座

★夏休み中の出来事★
お盆に、義理の両親の実家がある岡山県へ行ってきました。義父の育った家が津山市にあります。今は、
誰も住んでいないので、年に１度この時期に家族で行って家の周りをきれいにしてくるのが、ここ数年の
恒例となっています。昨年、草を刈り、木の枝を思い切り落とし、随分きれいにしてきたのに、１年で草
木の成長はこんなにもすごい物かと痛感してきました。今年は暑さも厳しく、ばて気味になりつつも頑張
ってきました！

★園児が購読している絵本 ８・９月号★
年少 こどものとも ９月号 『うえからみたり よこからみたり』
丸くて白いものが描かれています。上からだと何だかはじめは分かりませんでしたが、横から見ると子どもたちの大好
きなソフトクリームだと分かりました。
色々な物を上から見た時と横から見た時でずいぶん違うんだな！と楽しい気持ちになる絵本です。もっと身近なも
のを様々な角度から見てみようと思いました。
★夏休み中の出来事★
今年の夏は、教員免許更新講習を受け一生懸命学びました。これらの講習で得たものがこれからの保育で大いに
生かせられるよう頑張りたいと思います。
中でも、“藍染め”の講習は T シャツを染め上げ、出来た模様に感動しました。後日、“玉ねぎ染め”も園に講師の先
生を招き、教えて頂きました。私達の身の回りにある草花、木…様々なのもを材料に布を染まられることに驚き、もっ
とやってみたいと大きな興味を持ちました。

宮田 貴子
(みやた たかこ)
おひつじ座

★園児が購読している絵本 ８・９月号★
年長 こどものとも

8 月号『さるがいっぴき』

MAYA MAX（まや まっくす）

食べることが命を守ることの基本。命あるものは、食べる。食べることは生きること。生きることは、愛を見つける
こと。自分だけでなく、他者の存在を受け入れること。いっぴきのサルの姿を通して、生きていく力強さが描かれて
います。
淡々とした文と絵で表現されていますが、ページをめくるごとに、サルの目の動き、表情にその思いを感じました。
子どもたちの成長過程で、一番大切な“生きる力”を、お子さん達と一緒に読みながら、感じて下さいね。
★最近のニュースを見て感じたこと★
劇団四季創設者の『浅利慶太』さんが、7 月 13 日にご逝去されました。いつまでも現役で、素晴らしい演出をさ
れるのでは…と、楽しみにしていたのでとても残念です。

手呂内 幸代
(てろうち さちよ)

劇団四季との出会いは、「オペラ座の怪人」でした。その頃トップで活躍されていた、市村正親さんと、野村玲子さ
んの素晴らしい歌声に魅了され、その後は「美女と野獣」「コーラスライン」等々、多数のミュージカルやストレートプ
レイを堪能しました。他の劇団の同じ演目を観ても、劇団四季を超える感動を受けたことはなく、浅利さんの演出の
素晴らしさを肌で感じていました。夏休み中に、ミュージカルを観に行けたら良かったのですが、その機会がなかった
ので、You tube を観て過ごしました。今後は、浅利さんの思いを引き継いでいる、新生劇団四季の作品にも、触れて

うお座

いきたいなと思います。

★園児が購読している絵本 ８・９月号★
えほんのいりぐち

８月号

『あさですよ

よるですよ

この絵本はお豆ちゃん一家の一日の生活のお話です。文章はシンプルな一文なのですが、イラストがとて
も細やかに描かれています。朝のシーン４分の 1 ページの中でも、うがいをしている豆・顔を洗っている豆・
顔をふいている豆・トイレに座っている豆と…一粒一粒のお豆ちゃんたちの動きがページごとに丁寧に描か
れているので、
「このお豆は〇〇してるね！」
「こっちのお豆は⬤●だよ！」と、園でも読み聞かせしてあげ
るたびに新たな発見が増えました(*^^)v ぜひお家での家族の方と一緒に発見を楽しんでほしいと思います。
★夏休み中の出来事★

今年の夏休みも家族でキャンプをしました。昨年と同じ場所（福島県裏磐梯）でのキャンプでした。昨年は…
夜から大雨でタープが壊れてしまい、散々でした。今年も天気だけが心配でしたが、今年は昼も夜も晴！昼
は川遊びも満喫し、夜には満天の星空が★★★
山の中のキャンプ場なので、星空がとても近くに感じ、なんと！！流れ星も３回見ることができました!(^^)!
子ども達も私も大興奮！１泊のキャンプですが、『自然』に癒されてきました。

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 ８・９月号★
えほんのいりぐち

９月号『おしりがいっぱい』

動物の正面の姿ではなく、後ろ姿のおしりにスポットが当たっていることに、普段見ることの少ない所
を絵本で見て､楽しめました。また、動物も虫が身体に着くことは気になり、払おうとする姿に、人間と
同じだなと微笑ましくなりました。何事も、一つの方向から見るのではなく、色々な角度から物事を捉え
られる柔軟な考えを持ち続けられるように心がけたいと思います。
★夏休み中の出来事★
私は、夏休み中に東京ドームで「GENERATIONS」のライブを観てきました。大きな会場に端から端までお

横手 亜紀

客さんが入り、会場一体となって音楽を楽しみ、私も思いきり楽しんできました。ステージ近くの席から、

(よこて あき)

客さんの反応が直に返ってくるので、夢や希望を与えてくれる職業だからこそ、人前での表現は緊張する

さそり座

歌う前に深呼吸をして気持ちを整える姿をみて緊張感が伝わってきました。生でのパフォーマンスは、お
のだろうと感じました。
私も、お子さんの初めてに関わらせてもらうこと、初めての見本となることがある中で、お子さんから
見られているという緊張感を持ち、日々お子さんたちと楽しむことを忘れずに、良い見本となれるように
頑張ります。

★園児が購読している絵本 ８・９月号★
年長 こどものとも ８月号 『さるがいっぴき』
最初に読んだ印象は文章は短くてシンプルな話に思いました。これをどうやって読みきかせをするべきか少し難しさを
感じました。いざ読んでみるとこの絵本をどう読むか、捉えるかは人それぞれだなと思いました。「お猿さんは何を食べて
るのかな？」と聞くと「みかん！」「おにぎり！」という応えが返ってきたり、「お猿さんは誰にあったのかな？」と聞くと「メス
のお猿さん！」「友達！」という応えが返ってきました。文章も少なく答えもないけれども想像力で楽しむことができる絵
本だと思いました。

中山 佳織
★夏休み中の出来事★
お盆休みに旅行で滋賀県に行きました。主にお城を見に行きました。その中で安土城跡は 1 番印象に残りました。城

(なかやまかおり)

自体はなく階段と石垣だけが残っている状態でした。入城すると長く続く階段を見て気が遠く感じましたが覚悟を決めて
登りました。一段一段が高いため登るのが大変でした。天守閣跡に到着するとそこからの景色はとても素敵でした。ここ

みずがめ座

の城主である織田信長もこの景色を見ていたのかなと思うと感慨深かったです。

★園児が購読している絵本 ８・９月号★
えほんのいりぐち ８月号 『あさですよ よるですよ』
豆ちゃん一家の一日の様子が書かれていますが、ひとコマ、ひとコマが丁寧に描かれていて、とても興味がそそ
されました。
私たちの毎日は、豆ちゃんと同じように過ぎていきますが、その日、その時の気持ちが絡んでくるので…
すんなり一日がお話のように進むことはまずないのかな…と！思ったりして。
でもお子さん達はこの本と出会って、自分を絵本の世界と重ねて、楽しんだりするのでしょう。そこから、ワクワク
感やドキドキ感が生まれてくるのかな。そう思っただけで、私はワクワク、ドキドキしてきてしまいました。
かこさとしさんの作品は、子どもの視線で書かれています。大好きな作家さんのひとりです。

森田 信子
(もりた のぶこ)
おとめ座

★夏休み中の出来事★

今年の夏休みはとにかく家で過ごす時間が多かったので、スポーツからドラマまで、実によくテレビを観
ました。
その中で、一番印象強く残ったのが、高校野球甲子園大会でした。
白球に向かっていく球児たちの力強い姿に、涙・涙・涙でした。

★園児が購読している絵本 ８・９月号★

えほんのいりぐち ９月号 『おしりがいっぱい』
たくさんのいろいろなおしり。動物のおしりの穴はとっても不用心なようですが、しっぽがずいぶん役に
立っているのだと思いました。
今度動物園に行ったらゆっくり見てみよおうと思います。

沼尾 恭子

★夏休み中の出来事★

ジュラシックワールドの映画を４DX で観たいというので、孫３人と行ってきました。画面に合わせて椅
子が動いたり、水がかかったり、風が吹いたり…ディズニーランドのフィルハーマジックやスターツアーズ

(ぬまお きょうこ)

のアトラクションを２時間くらいずっと体験した感じです。
子ども達はもちろん興奮したまま帰宅となりました。

ふたご座

★園児が購読している絵本 ８・９月号★

えほんのいりぐち ９月号 『おしりがいっぱい』
動物のおしりがたくさんのっている絵本。子ども達はきっと大喜びすることと思います。
「おしり」という言葉に反応して笑ったり、大喜びしたりする年齢。
おもしろおかしく読み聞かせしていきたいです。

影山 直恵
(かげやま なおえ)
さそり座

★夏休み中の出来事★
夏休みは主人の実家に帰省しました。今年は義父と義母が流しそうめんをやろうと竹を近所から頂いて、
ふしなどもきれいにして用意してくれていました。子どもも私も流しそうめんは初めてで大人数でワイワイ楽し
い流しそうめん大会になりました。
毎年様々なサプライズをして下さる義父母に感謝です。

★園児が購読している絵本 ８・９月号★
年中 こどものとも ８月号『ぱたぱた するする がしーん』
表紙から「何だろう？」「どうなるんだろう？」と、ワクワク感が高まる絵本です。ページをめくる度に、いろいろな
形がぴったりとくっついて、気分もスッキリしながら、「何ができるのかな？」と楽しみながら読み進めることができ
ました。

赤羽根 真弓
★夏休み中の出来事★

夏休み中に、長野に帰省しました。その中で、実家近くの天文台へ行き、星空観察をしてきました。
雲ひとつない満天の星空の中で、天体ドームで土星を見たり、肉眼で流れ星や天の川も見ることが
できました。
夜遅い時間でしたが、子どもたちも大興奮の、思い出に残る貴重な一日を過ごすことができました。

（あかばね まゆみ)
うお座

★園児が購読している絵本 ８・９月号★

年少 こどものとも ９月号 『うえからみたり よこからみたり』
“いろいろな見方・見え方”
物に限らず考えてみても、すごく奥の深い絵本だと思いました。
★夏休み中の出来事★
夏休みは子ども達にとって、貴重な時間です（私談）（笑）。学校では教えてくれない事！？

柴田 裕美
（しばた ひろみ)
てんびん座

今回、私が企画したのは、まず寺小屋修業、そしてプロ野球観戦、社会科見学、そして海遊びです。私が一番心に
残っているのは、やはり海遊びです。シュノーケルを体験させたいというのが目的だったのですが、子ども達の遊びっ
てすごく広がるな～！！と実感しました。観ているだけでは物足りなくなり、息子が素手で魚を捕まえてみたり、今度
は魚網を持ってきて大きな魚を捕ってみたり…と。
魚とお友達になった所で、私も一緒になって動く貝を見つけ『ヤドカリ』と思い潜ってみたら『タニシ』だったり…と（笑）
日常では日焼け対策もしっかりしていますが、やはり子どもと遊びだすと楽しさに夢中になり、気が付けは真っ黒！！
やっぱり、子どもと一緒になって遊ぶことが大好きです！秋はお肌のお手入れも忘れず（笑）園児たちと“あそび”を
見つけ、広げて楽しみたいです。

★園児が購読している絵本 ８・９月号★

年少 こどものとも ９月号 『うえからみたり よこからみたり』
この本は、子ども達が良く知っているものから知らない物を上からと横から、かわいらしい絵で描かれている
絵本です。一つの向きから見るだけでなく、見方を少し変えるだけで見え方が変わってきますね。子ども達
も同様、色々な角度から接し、子ども達の「できる！」を増やしていけるように、励ましながら温かくサポートし
ていきたいです。
★夏休み中の出来事★
夏休み、家族で国立科学博物館へ行ってきました。夏休みともあって、特に小学生や家族連れが多く、賑わってい
ました。館内はとても広く、いろいろな標本をたくさん見回って来ました。次男は恐竜が好きでトリケラトプスの実物化
石標本に驚き、見入っていました。

氏田 志保
（うじた しほ)

貴重な経験ができた 1 日で、息子たちは目や心で感じ取り、良い勉強になったようです。皆さんも興味があったら是
非行ってみて下さい。

ふたご座

★園児が購読している絵本 ８・９月号★

えほんのいりぐち ８月号『あさですよ よるですよ』
お豆ちゃん一家の一日が描いてある可愛い絵本です。
子ども達は、豆の子ども達を見て、自分と同じと共感し、喜んで楽しく見られる一冊です。

鈴木 美歩
（すずき みほ)
おひつじ座

★夏休み中の出来事★

長女が中学校でソフトテニス部に入りました。私も主人も中学生の頃テニス部だったので、夏休み家族
でテニスの練習へ。社会人になってから少しテニスをしていた時期もありましが、６年ぶり位だったので、
動けるか心配でしたが、意外と普通に動けて、入部して間もない長女よりも打てていたので、私もまだイケ
るな（笑）と確信した夏でした。

★園児が購読している絵本 ８・９月号★
年長 かがくのとも ９月号 『たぬきのくらし』
「たぬき」と聞いても、日ごろ目にすることなく生活している私にとっては「ピン！」とはこないのですが…
この絵本を読んでみるとたぬきの生態について書かれていて、この栃木市でばったり出会う日が来るのだろう

★夏休み中の出来事★

『普段行けない所へ！』と主人の一言で沖縄に行ってきました。
子ども達にとって初めての飛行機、目の前の魚と泳ぐ海… 良い経験となりました。
私は、平成最後の終戦記念日を沖縄で過ごし、なんとも言葉にできない時間でした。
家族でのんびりできたこと、主人に感謝しています。

石﨑 絵美
（いしざき えみ)
やぎ座

★園児が購読している絵本 ８・９月号★

えほんのいりぐち ８月号 『あさですよ よるですよ』
豆ちゃん一人ひとりの姿が生き生きと描かれています。
園での様子もままごとを楽しんでいたり、虫とお話している子がいたり、泣いている子がいたりと、いつもの
子どもたちの姿そのもの。
ページの隅々まで“絵”を見るのが楽しい絵本です。

鈴木 宏子
（すずき ひろこ)
いて座

★最近のニュースを見て感じたこと★

山口県の行方不明２歳児救出のニュースが印象に残りました。
我が家にも、間もなく２歳になる親戚の子が遊びに来ていました。我が家から親戚の家までは約１００ｍの
一本道ですが、その小さな姿を見ると、1 人で歩いて行かせるなど到底できないと感じます。小さな子に
「大丈夫だろう」は通用しない。周囲の大人が目を離さず、しっかり守っていかねばならないと改めて思った
事件でした。

★園児が購読している絵本 ８・９月号★
えほんのいりぐち

８月号『あさですよ

よるですよ』

かこさとしさんの絵本は、子ども達が日常の生活を描いた作品で、かわいいお豆さんたちが朝から晩まで
一日を楽しく過ごしているお話です。
えほんのいりぐち

９月号『おしりがいっぱい』

子ども達が大好きなおしりや動物を描いた作品で、馬のしっぽでハエをはらったりする動きも、子ども達
にとっては楽しい絵本だと感じました。
★最近のニュースを観て感じたこと★

先日、山口県周防大島町で行方不明となった２歳の男の子のニュースを見て、よく無事で頑張れたことを
「本当にえらかったなぁ」と感心しました。
それと共に、カリスマボランティアの尾畠さん。色々な所に出むき、「何もいただかない！」という理念のもと
に、現代のスーパーマンのように人助けをしては全国を飛び回っているすごいおじいさんだなぁ～と、またまた
感心させられました。

灰野 径子
（はいの みちこ)
うお座

★秋におすすめの絵本 ★

『１４ひきのおつきみ』
高い木の上のお月見台で月を愛でるなんて、美しい満月を独り占めしているみたいで素敵です。
夕日の赤から薄紫、そして青へだんだんと日が暮れていく色合いも情緒あって引き込まれます。
１４ひきシリーズはこまかいとろこまでリアルで楽しさがたくさん隠れているので大好きです。

鴇田 里香

★夏休み中の出来事★

（ときた りか)

「語りと尺八のゆうべ」という地元の旧家見世蔵で行われた、以前から交流のある語り部間中一代さんの怪談話を聞

おうし座

夏休み、毎年ながら週末我が家はお祭りの日々。 神輿担ぎに参加したり、和太鼓・お囃子演奏などしてきました。
きに行きました。また地元に伝わる怪談有名な小泉八雲の怪談話 間中さん一人で色々な役柄を声で演じ、聞いて
いる人を引き寄せ怖かったです。
私も怖々聞いていましたが、子ども達への読み聞かせをするにあたり色々と学べたと思う。

★園児が購読している絵本 ８・９月号★
えほんのいりぐち ９月号 『おしりがいっぱい』
おしり…と言っただけで、みんなのニコニコ顔が想像できます。
動物たちは表情を変えずに、虫たちを追い払う姿に憧れます。
昆虫は好きですが、ハチ・ムカデなどを見つけると怖気づいてしまいます。反省・・・
★夏休み中の出来事★

家族で水族館に行ってきました。バックヤードツアーに参加すると、「マンタ」に餌をあげることができ、我
が家の娘は戸惑いながらも飼育員さんと餌をあげることが出来ました。
聞くと、マンタの餌やりができるところはとても貴重だそうで…。
平成最後の夏！素敵な思い出が出来ました(^^)/

金沢 菜穂子
（かなざわ なおこ)

おひつじ座

