令和元年７月
★園児が購読している絵本 ６・７月号★

年長組 7 月号「てんにんにょうぼう」
今は亡き長谷川摂子さんの昔話、中井智子さんの日本画で美しい天女が描かれ、羽衣の天女
の表紙を一枚めくり次のページへと進んでいく内にすっかり心奪われてしまった。美しい日本画と天女
と羽衣等、原画が想像され、ぜひ観たいと…と感じた。新潟の昔話をもとにしているとの事、自分の
故郷山形の庄内弁に言い回しが似ており、懐かしい。羽衣伝説から七夕の由来につながり、しかし、
子どもの「たろう」はどうしたのだろうか。続きは読み手の想像の世界が広がるので、楽しさが無限に広
がる。 年長さんのお子さん達にも、感想を聞いてみよう。
★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★

先日、書店で「チーム ブライアン 新たな旅」の書籍を手にとり、前文に目を通した。
2012 年から故郷仙台を離れ、カナダ トロントでコーチ ブライアン オーサーのもとで練習を重ね
ているスケーター羽生結弦選手についての思いを語っている。
『自分の父親が長い間アルツハイマーを患っており、なるべく休日は父の側で過ごしていたが、
2017 年 3 月 3 日に還らぬ人になった。私は深い哀しみと、まだ、消化しきれない多くの思い出を抱え
て哀しみをかみ締めることに費やされていた。

栗原 和子
(くりはら かずこ)
みずがめ座

しかし、私は連日 笑顔を作り、何食わぬ顔でリンクに立ち、誰にも心配かけていないつもりだっ
た。ユヅルは、そんな私の変化に気付いているようだった。3 月末に行われた 2017 年の世界選手権
で優勝したユヅルはエキシビションで「星降る夜」で、この日いつもより以上にしっとりと美しく白鳥の
舞を見せ、驚くことに演技を終え戻ってきたユヅルが私に「ブライアンのお父さんのことを思いながら
滑った」と、父のために哀悼の演技を捧げてくれた。父の死を受け止められずにいた私は、 ユヅル
が私に寄り添って支えてくれている感覚を得たのは初めてのことであった。今後、ユヅルにどんな困
難があっても、友人として人間としてユヅルを支えようと心に誓った。』とあり、目頭が熱くなり涙が止
まらなくなってしまった。

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

【シカのはいしゃさん】
年長：こどものとも６月号 宮島千夏 作
『歯の生え替わり』の記憶は、何十年たっても残っているものです。歯が抜け始めるところから、抜け
る瞬間、抜けた歯を親に見せた時のこと。そして、絵本の最後のページの「じょうぶな おとなの は
が はえてきますように！」と、屋根に投げているところを見て「そうそう、下の歯は屋根へ。上の歯は
軒下へ‥‥」。懐かしくなりました。続いて生えてくる永久歯をその方向へちゃんと導いてくれるように、
というおまじない。幼い時は本当にそう思っていましたね。
★最近感じたこと（ちょっとした感じたことです…★

上記の歯の話を続けさせていただきますが、私の母は 93 歳になりますが、歯は全て自分の歯なん
です。すごいなと思います。そういえば私の記憶の中によく歯磨きしていた母の姿がありました。今更で
すが母を見習っておけば良かったと悔いが残る私。（ずっーと歯医者さんのお世話になっている私）

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★

年中版 こどものとも ７月号「まどのむこうのくだものなあに？」
四角い窓がついた仕掛け絵本です。窓があると、なぜかそこを集中してみてしまいます。
その先にある果物が一部しか見られないから、いつもみてるくだものの全体像とは全然違う風に見えて
きます。表紙から読み始めてもいいし、裏表紙から読み始めても大丈夫・・
果物の外側を当てるパターンと果物の中身を当てるパターンになっているので２回楽しめます。ぜひ、
親子でワイワイガヤガヤいいながら楽しんでください。
★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★

６月中旬の頃、早朝保育当番で保育部にいた時のことです。私が出迎えると泣いていた１歳の男の

中山 年江
(なかやま としえ)
いて座

子が、ママからスムーズに離れることが出来ました。そして、トミカで遊んでいる 2 歳の男の子に向かっ
て「ウーウーウー」と身振り手振りをしながら目で訴えているのです。おそらく「僕も使いたい、貸して」と
言っているのかなと思い、様子を見ていると、そこへ、2 歳の男の子の姉が来て「貸して欲しいって言っ
てるでしょ・・貸してあげな」と話していました。男の子は貸してあげられなかったのですが、１歳の男の子
はトミカを貸して欲しという気持ちが芽ばえ、「どうしたら貸してもらえるか」を工夫する姿は家庭では経験
できないことだなと思いました。また、異年齢（６歳、２歳、１歳）の発達を感じ、子ども達はあらゆること
が経験となり子どもたち同士で発見や気づきを日々感じ、成長している事に感動しました。今後も子ど
も達の成長を温かく見守っていけるように努力していこうと思います。

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

年少版 7 月号 『くびかざり』
赤と青の玉の首飾りが変身ごっこをして遊んでいたら、紐が切れてバラバラになってしまいました。そ
れならと、バラバラになった赤と青の玉が集まって、一緒にカタツムリやチョウに変身します。さらに、い
ろいろな首飾りの玉も集まると……、色鮮やかな鳥や花になりました！首飾りの色玉を丸いシールで表
現した、造形が美しい絵本です。
★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★

去年、さし木をした紫陽花が根を付け元気な葉っぱが出てくると、その横にスラーっとした１０㎝くら
いの細長い葉が２つ出てきました。草とも違い、何かの花かなぁ・・・と思ったものの、そのままにして忘れ
ていました。しばらくたったある日の朝、幼稚園に出勤しようと玄関を出ると、ピンクの花がちらっと目に
入りました。よく見てみると、かわいい小さな花を付けたねじり花が咲いていました。思わず、見入ってし
まいました(*^-^*)。

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★

【むしたちのおとのせかい】
年長：かがくのとも 7 月号
普段、よく聞いている“セミ”や“スズムシ”の声。この虫たちの声が聞こえると、季節の移り変わりを感じ
ていましたが、そればかりではなかったのですね…。相手を呼ぶ時、ケンカの時、身を守る時等、いろいろ
ある中、特に感動したのが、“ツチカメムシ”のお母さんでした。おなかをふるわせて音を出し、子供たち
に生まれる時を伝え、その合図で一緒に卵から出てきて、みんなと一緒にご飯を食べて大きくなっていく
…私達には聞こえない音をしっかり聞いている“ツチカメムシ”の子供たち。音でつながる親子のすばらし
さを感じました。

渡邉 花枝
(わたなべ はなえ)
おひつじ座

★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★

七夕飾りを作りながら、短冊に一人ひとりのお子さんの願い事を書きました。年長組になり、今の自分を
振り返りながら考えたのでしょう。『自分の名前が書けるようになりますように』『お友達の名前が読めるよう
になりますように』『雲梯が最後まで渡れるようになりますように』『スクーターで早く走れるようになりますよう
に』等々、意欲的に取り組んでいる事や興味ある物事に対しての「こうなりたい」という一人ひとりの気持ち
や意気込みを聞くことができ、感動しました。みんなの願い、叶いますように…。

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

年少版 ６月号『かさのえんそく』
雨が降っているのに気づかないねこのタナさん。コンコンコン…
「もしもし あめがふっていますよ。せんたくものがぬれますよ」と教えてくれたのは黒いかさ。
“ざんざんほいくえん”のかさのこたちと園長先生とタナさんのお話です。遠足の日が雨でもかささん達
ならどれほど楽しいのかと、新しい視点をもらいました。
★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★

映画「君の名は」が先日 TV 放送していました。映画館でも観ましたが、また新たに感じたのは映像の
美しさ！季節ごとの風景や東京（新宿）を美しくさせて夢のような世界にしてしまったたり、彗星や雨の
細かいところもとてもこだわりを感じて何度観ても飽きません。
新海誠監督の次の作品「天気の子」も是非診てみたいと思います。

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 ６・７月号★

年中版 こどものとも 7 月号

『まどのむこうのくだものなあに？』

窓を覗くと、美味しそうな果物の一部が見えてきます。いちご、すいか、パイナップル…。お子さん達は
『何の果物だろう…？』と、想像すると共に、味や香りを思いだし、その次には食べる真似をしていきます。
その時の表情と仕草がとっても可愛くて、ほっこりします。
初めはクラスの絵本を読み、その次は「○○ちゃんの絵本を貸してね！」と順番に絵本を貸してもらい「○
○ちゃん、頂きます！」とご挨拶して、お友だちの果物を食べる真似をしながら楽しんできました。単純な
絵本ではありますが、分かっていても、窓から見えてくる果物にワクワクドキドキ❢最後の窓からは何が見
えるかな？と、自分の顔に当てたりしながら、お友だちと一緒に楽しむことが出来ました。
小さなクラスのお子さん、または年長さんでも楽しめる絵本です。
★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★

手呂内 幸代
(てろうち さちよ)
うお座

『“乃が美”の生食パン』の美味しさに、感動しました
パンが何よりも好きで、美味しいパンに出会えると、嬉しくなってしまいます。5 月の連休に友だちに誘わ
れ、農家のお宅で作っている美味しい石窯パン屋さんに連れていってもらい、美味しさを味わいました。
今度はテレビでも紹介されている、並んでも中々買えないという『“乃が美”の生食パン』、を食べてみた
いと思っていたのですが、念願が叶ってやっと、食することが出来ました❢“焼かずにちぎって食べて下さ
い”という指示通り、そのまま食べてみたのですが、柔らかさと、甘味と、コクの深さと…。また、焼いて食べ
てみると、表面はカリカリ、中はしっとり…きめの細かさ等全てが感動の一言でした。
食リボは苦手であまり伝わらないとは思いますが、もし機会があったら、どうぞお味見して下さいね！美味
しいですよ～。他にもお勧めがあったら、是非教えて下さいね！

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

たんぽぽ えほんのいりぐち ７号『もりのおふろ』
７月あたまに室内遊びで新聞プール（プールの中にビリビリにした新聞を入れてそこに入って遊ぶ）を楽し
んでいました。初めはプール（水遊び）に見立てていましたが、途中からお子さん達のイメージはお風呂にな
り、お風呂屋さんごっこが盛り上がっていました。そんな時にこの「もりのおふろ」の本を読んであげると、「自分
達と同じだね！と大喜びのお子さん達(^^)/自分達がおふろごっこで遊んでいる姿が絵本に出てくる動物た
ちと重なり、親しみやすく、お気に入りの一冊となったようです。
★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★

小学校の朝の登校時の旗当番で月に１回横断歩道に立つことがあります。二杉幼稚園の卒園生も通りま
す。卒園した１・２年生は遠くから「せんせ～い！」と大きな声で呼んでくれ、駆け寄ってきてくれます。「先
生、今日プールに入るよ！」「頑張ってね！」と、一言会話を交わすだけですが、横断歩道を渡り終えたラン
ドセル背負った後ろ姿を見ると、卒園からたった数ヶ月でこんなにもたくましくなるんだなぁととてもうれしい気
持ちになります。１・２年生だけでなく、３～６年生の卒園生の毎年毎年大きくなっていくお子さん達と朝の挨
拶を交わすことができて、旗当番も楽しみの一つです(#^.^#)

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 こどものとも

月号『おとうさんやま』

2 人の子ども達が山登りをしようとしています。もじょもじょの坂だったり、ちくちく崖だったりと不思議な道を
進んでいき、最後に二つの洞穴をのぞいたら「ハックショーン！」と飛ばされて、その山の正体はお父さん
だったという面白いお話でした。最後のページの「おとうさんやま」の地図を見るとどこを子どもたちが通っ
て行ったのか分かります。すみれ組さんのお友達と読みながら、「すべすべばしは、おとうさんの腕だ
よ！」「ふかふかみさきはおとうさんの手だね！」と会話をしながら楽しく読んでいました。
★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★

子どもたちが大好きな「ポケモン」はゲームも発売されて、アニメも始まってからもう 20 年以上経ち、発売

中山 佳織

当初はポケモンは１５１匹いたのですが、現在は約８０７匹いるそうです。私も小さい頃はポケモンの絵を
描いていたり、ポケモンごっこして遊んだものです。

(なかやまかおり)

今度上映されるポケモン映画は、当時私も観ていた映画のリメイク版だそうで、懐かしく感じ、久しぶりに
ポケモンの映画を観てみようかなと思っています。この映画の主題歌も変わらず、小林幸子さんの「風と

みずがめ座

いっしょに」という歌で、小さい頃は映画の影響でよく口ずさんでいた歌でした。改めて聴くと、歌詞の意味
を知り、20 年経って聴くからこそ、懐かしさもあって、こみ上げるものがありました。これからも更に進化して
いくポケモンが楽しみです。

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

たんぽぽ えほんのいりぐち７月号『もりのおふろ』
絵本の中でもみんなが大好きな一冊です。子ども達が知っている動物が順番に出て来て、仲良しの
動物の背中を洗うと、とても気持ち良さそうな表情をしています。
子ども達は「ごしごししゅっしゅっ」の掛け声が大好きで毎回絵本を見ながら手振りを交えて楽しく見て
います。最後、お風呂へ入る「どぼ～ん」も大好きで、この本を見ると、早くお風呂に入りたくなってしまう
絵本です。

氏田 志保
（うじた しほ)
ふたご座

★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★

６月に息子たちの通っている学校の運動会がありました。小規模の為、保護者参加型の種目が多く、
アットホームな運動会です。今年は、児童と保護者が、赤・黄・オレンジ色の好きな T シャツを購入し、
みんなで「パプリカ」を踊る表現がありました。
みんなで１つの事をやり遂げることは、達成感があり、学校全体が笑顔に包まれた様で参加しても楽
しい、見ていても楽しい運動会になりました。

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

たんぽぽ えほんのいりぐち ７月号『もりのおふろ』
温かいお風呂の雰囲気がそのまま伝わってくる内容の絵本でした。
動物が次々に登場してきて言葉をかけるお話は、劇遊びなどにも発展させられるなーと思わされ
ました。
★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★

本「そよ風のように生きる．．．旅ゆくあなたへ」

バレンタイン・デ・スーザ

女子パウロ会

近頃の私は、とても怒りっぽくて、娘たちにも“すぐ怒る・・・”と言われてしまいます。そんな時読んだの
が、この本です。
「りんごが腐りはじめるのも小さな点からです。私たちの心のゆがみも少しのことを放っておくことから始
まります。“これくらいはいいだろう”という心の怠慢。日々の糾明が必要なのは、そのためです。」
心にびんびん響いて来ました。

森田 信子
(もりた のぶこ)
おとめ座

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

たんぽぽ えほんのいりぐち ７月号 『もりのおふろ』
みんなで仲良く背中を洗いあって、最後にみんなでお風呂にどぼーん。
みんなごくらく気分。温泉に行きたくなりました。
★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★

沼尾 恭子

４月に入園してきたお子さんと会話が出来るようになりました。
つたない言葉ですが、その中にとてもいろいろなものが含まれていて、楽しくおもしろく会話させて頂い
ています。

(ぬまお きょうこ)

自分が子育て中は時間に追われ、ちゃんと会話できていなかったように思います。大切な事を見過
ごしてしまいました。今更ながらもったいなかったと思う日々です。

ふたご座

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

たんぽぽ えほんのいりぐち ７月号 『もりのおふろ』
もりのどうぶつたちが次々にやってきて背中を洗ってあげて、最後はみんなで大きなお風呂に入る
というお話です。
たんぽぽのお子さんはこの絵本がとても大好きで、目をキラキラさせて読み聞かせのときに夢中
に
なっています。

影山 直恵
(かげやま なおえ)
さそり座

★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★

少し前の出来事ですが、５月の母の日のことです。母の日の前に TV「ドラえもん」で母の日にママ
を休ませるという内容のマンガを観た次男が「母の日はママ好きなだけ眠ってゴロゴロしてていいよ」
と言ってくれました。当日の朝、私より先に起きて息子二人で朝食を用意してくれました。主人がちょ
っとだけ手伝ってくれたようですが、息子が作ってくれた目玉焼きとワカメのみそ汁はとてもおいしく
て、子ども達の優しさに感動しました。

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

年少版 ７月号 『くびかざり』
お子さんたちは見立て遊びが大好きです。色とりどりの“丸”のかたちが、色々なものに変化し、心をワク
ワクさせてくれる一冊です。作者は事務所にあった丸シールを使用したそうです。
どんなものでも遊びのヒントになるのだなと感じ、読んでいてとても楽しい気持ちになりました。
★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★

地区のお囃子練習が始まり、我が家の子供たちも笛や太鼓の練習に参加するようになりました。
初日は「音が出ない…。出来ない…。」と肩を落とし落ち込む姿がありましたが、同級生の頑張る姿に刺
激され、日々練習！キレイな音は出ないものの、自分なりに曲を覚え、楽譜なしで参加できる程度まで
になりました。
子どもたちの覚えの早さに驚かされ、仲間と一緒に頑張れる姿や楽しむ姿はいいなぁとつくづく感じてい
る毎日です。

赤羽根 真弓
（あかばね まゆみ)
うお座

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

たんぽぽ えほんのいりぐち ６月号『かさ』
雨の日に“かさをさす”って何となく普段と違ってワクワクしますよね。
“かさ”が色々なものに変身する事、楽しいですね。
雨の日のお楽しみです。

柴田 裕美

★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★

『きっと明日はいい日になる』

（しばた ひろみ)

Instagram で仕事・家族・人生などをテーマとした言葉を綴り、「心に響く」と話題に。
読むだけで前向きになれる一冊です。

てんびん座

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

たんぽぽ えほんのいりぐち ７月号『もりのおふろ』
動物たちがどんどん来て背中の流しっこをする場面がとても可愛らしく微笑ましいお話です。
子ども達は動物が大好きなので、喜んで楽しく見られる一冊です。
★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★
今年度も小さい乳児クラスを担当させてもらい、年度初めは毎日、1 日のほとんどを泣いて過ごしていた子ども
達も次第に自分の安心できる場所や先生、お気に入りのおもちゃ等見つけ笑顔が増えた事、とてもうれしく思いま
す。最初はママと離れ、「この人誰？」状態で抱かれていたんだろうと思いますが、今では言葉が出ている子は
「せんせー！」まだの子は「ママー！」と言ってくれる子もいて、信頼関係がだんだん築けている証拠だなぁと実感し
ています。

鈴木 美歩
（すずき みほ)

日々の成長が大きい乳児クラスは毎日が感動の連続で、できなかった事ができるようになった時は本当に大き
な喜びです。

おひつじ座

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

たんぽぽ えほんのいりぐち ７月号『もりのおふろ』
もりのおくに池でも沼でもなく『おふろ』がある…。設定だけでなんだかほっこりします。
「ごしごし しゅっしゅ、 ごしごし しゅっしゅ」のリズミカルなセリフ…。子どもは大好きです。
おふろのあたたかさの伝わってくる絵もほのぼのして良いですね。
★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★

鈴木 宏子
（すずき ひろこ)
いて座

先日、小学校の行事があリ、ちょうど昼休み、校庭でドッジボールをしている長女を見かけました。見渡
すと男子の中に女の子が長女一人… 息を切らして楽しそうです。
幼稚園の頃はいつも女子とキャッキャッと遊んでいる子でしたが…。
そして今春一年生になった次女。下校のお迎えに行くと「もうお迎え、来なくていいよ」と私の方を一度
もふり返らず、ずんずん歩いて家に着いてしまいました。
あんなに甘えん坊だった次女…。
子どもはいつの間にか逞しく成長するんだなぁと思いました。

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

『まどのむこうのくだものなあに？』
この絵本には文字がなく絵だけの本です。
いちごのつぶの形やすいか・メロンの模様、リンゴやみかんのへたなど小窓から見える景色は、くだものの
断面図などがとても丁寧に描かれていて、果物の特徴がよく分かる本です。
「これは何に？」など子ども達とのクイズを楽しみながら果物に興味が持てる良い本です。
★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★

先日、とちぎ蔵の街美術館にて、イラストレーターの田村セツコさんの「HAPPY がいっぱい」の作品展示
と、「ハッピーライフ」という内田静枝さんとの対談を聞きに行ってきました。１９３８年生まれの田村先生、
とてもかわいらしく、イラストの絵の中に出てくる女の子のような方でした。
イラスト、油絵、コラージュなど多彩な才能で、時代の最先端を生きている事に感動してきました。

灰野 径子
（はいの みちこ)
うお座

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

たんぽぽ えほんのいりぐち ７月号『もりのおふろ』
お風呂が楽しくなる絵本です。
たくさんのかわいい動物たちが出てきてお互いに背中を洗いっこしたりと、ほのぼのとする一冊です。

★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★

鴇田 里香
（ときた りか)

息子が部活動で卓球部に入り、１年前より力がついてきて、支部大会、地区大会、と徐々に力をつけ
てきて、勝ち進んでいます。
また、県大会に行くほど強豪チームと競い頑張ってほしいなぁと思いました。
そんな力のついた姿を試合の応援に行って見て感動しました。

おうし座

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

年中版 ６月号 『あめあがりの しゃぼんだま』
雨が続く日々ですが、新しい発見があることを教えてくれる絵本です。
この本を読むと、“雨上がり”が待ちどおしくなります。そして雨上がりによくしゃぼん玉が飛ぶのは、雨でちり
が洗い落され、空気が澄んでいるからだそうです。探求心がくすぐられますね(*^-^*)
★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★

先日、裏山にいた主人が「すごいものがある！」と目を輝かせてきました。行ってみると、おもちゃのよう
に真っ赤なきのこがはえています。「これは毒きのこだね」と言いつつ、調べてみることに。すると、「タマゴ
タケ…食べるとおいしい。フランスでは高級食材」と書いてあります。平地で育った私は、きのこを採って
食べるなんて原木椎茸くらいです。しかし、主人は珍味好き。「食べてみよう」とせっせと調理を始めまし
た。心配になった私は更なる情報を求め検索…。そうこうしているうちに、きのこの赤色がうつったオレンジ
色のパスタが出来上がりました。主人に毒味（笑）をしてもらうと大丈夫そう…。進められるがまま一口食
べると、おししい！！シャキッとした食感でさっぱりした美味しさ！！これは来年も忘れずに収穫しようと、
スマホのカレンダーに予定を入れる私なのでした。

金沢 菜穂子
（かなざわ なおこ)

おひつじ座

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

年長版 ６月号『シカのはいしゃさん』
タイトルにくすっと笑ってしまいました。乳歯の葉の生え替わりのエピソードが描かれていますが、お子さ
んたちと読みながら、それぞれの動物によって歯の形や数が違う事が面白い中にもしっかりと語られてい
て、なるほど・・・と感じました。
歯の生え替わりも始まる時期のお子さんたちにピッタリの可愛いお話でした。
★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★

年中の次女が、七夕の短冊の願い事に「三女のお世話が上手になりたい」と書いてきました。「どうして
このお願いにしたの？」と聞くと、「ママみたいになりたいから」と話してくれました。いつまでも甘えん坊と思
っていた次女が、自分から「ももちゃん（三女）見てるよ。ママ休んでて」なんて言ってくれるようになりまし
た。将来の夢は助産師さんとはりきっています。これからがとても楽しみです！！
娘の言葉に心が“ジーン”とあたたかくなったエピソードでした。

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

年少版 ６月号『かさのえんそく』
ねこの棚さんがビスケットを焼いていると、「せんたくものがぬれていますよ」と窓をたたいて教えてくれた
のは、くろいかさ。ザンザンほいくえんのえんちょうです。タナさんが外にでると、ちいさなかさたちが洗濯物
の上で歌っていました。タナさんは洗濯物を雨で濡らさずに済んだお礼にビスケットをごちそうするという
楽しい交流を描いた絵本です。
今年は梅雨らしい梅雨。なかなか洗濯物がそとに干せず、お母さんたちにとっては悩ましい季節です
が、お子さんはかさが大好き。かさを差して雨の日のお散歩を楽しんでみるのはいかかでしょうか．．．？
★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★

坂本 久代
(さかもと ひさよ)

おうし座

私はあるドラマをきっかけに星野源さんのファンになり CD やライブ DVD を購入するようになりました。
元々音楽をたくさん聴くほうではなかったのですが、星野さんから音楽の魅力や音楽の持つ力を学び、
今まで興味のなかったジャンルまで耳にするようになりました。新しい生活が始まり、なかなか自分の時間
が持てず音楽を聴く余裕がなかったのですが、久々に星野さんの DVD を見て、「音楽っていいな」「疲れ
ていたり、元気が出ない時に力を与えてくれる素敵な物だな」と改めて感じることができました。

★園児が購読している絵本 ６・７月号★

たんぽぽ えほんのいりぐち ７月号『もりのおふろ』
生活習慣の一つであるお風呂。それが意識付いてくる２歳の時期にお風呂に対してより興味の持てる
内容だと感じました。
動物が次々と出てくると同時に繰り返されるリズムの良い言葉には、子どもたちも一緒に口ずさみたくな
る効果があり、最後に動物たちが皆でお風呂に一斉に入るシーンは、思わず叫びたくなってしまうような
盛り上がりがあります。
お風呂が楽しいと感じられるあたたかな絵本です。

福田 可奈子
（ふくだ かなこ)
おとめ座

★最近感動したこと（出来事・TV・映画・本など…★

帰省した茨城で蛍を鑑賞してきました。
幼い頃から初夏のこの時期になると家族で実家近くの田圃に見に行っていましたが、数十年経った今で
も以前より数が減ったものの、まだ蛍が生息していることに感動しました。
綺麗な水辺でないと生きることのできない蛍。自然環境もまだ守られていることに安心した思いもありま
した。息子たちが生まれ、家族３世代でまた季節を感じられたことに心がほっと和んだ時間でした。

