平成３１年１月
★今年の抱負★

相田みつおさんの言葉～
「その時の出逢いが、人間を動かし、人間を変えてゆくものは、難しい理論や、理屈じゃないんだなあ
… 感動が人間を動かし、出逢いが人間を変えてゆくんだなあ…。」
今年も、二杉のお子さん達、保護者の方々から、たくさんの感動をいただき、又、積極的に色々な
場に出かけ、刺激を受け、感性を磨き、生涯学習に努めたいと思います。
★園児が購読している１月の絵本★
年中版 こどものとも『へそもち』
この絵本は、今は亡き渡辺茂男さん（作）、赤羽末吉さん（絵）の 1977 年 8 月号（42 年前）の作品
です。その当時、この絵本『へそもち』は作者の渡辺さんがパリーのエッフェル塔の上で思いついたとの
事です。日本の都会にいると空は忘れがちだが、ヨーロッパの高い塔に立つと忽然と日本の空が見え
てきたのかもしれないと、赤羽末吉さんが語っており、絵にするのは難しく、渡辺さんと話し合い縦長に
したと記録されています。内容は雷が「へそ」を食べないと雨を降らすことが出来ないという事を、和尚

栗原 和子
(くりはら かずこ)
みずがめ座

さんは、知恵を絞って五重塔に槍を付け、村中で餅をつき『へそもち』を作って、雷様に食べさせること
になった。その後、雷は「へそ」を捕りに来ることはなくなったとの事。
★最近感動したこと（出来事・本・テレビ・映画など・・・）★

平成 30 年 12 月 23 日 天皇誕生日の会見、31 年 4 月で御代替わりをなさる、天皇陛下のお言葉
は国の象徴として心から国民に寄り添って 国民に等しく真摯に天皇の任務を果たしてきた。また、皇
后は、一般人から皇族となり、長い間自分を支えてくれたことに感謝していると涙声で述べられた。
こうした天皇としての精神は、終戦後に家庭教師に就いたヴァイニング夫人や、小泉信三先生のもと
で徹底的に学ばれた事が身に付かれたと言われております。天皇陛下のお言葉には涙がとまらず、
平成天皇であった 30 年間本当にありがとうございました。

★今年の抱負★

『意気揚々』元気に、はつらつとして物事を行うさま。まさしく字のごとしの気持ちを忘れずにいたいと思
います。
★園児が購読している１月の絵本★
年中版 ちいさな かがくのとも『たいよう でてきたぞ』
折込付録の作者の言葉に“日の出というスペクタクル”と表題がありましたが、私は“スペクタクル”の
意味を知らなかったので、すぐ調べると「目を見張るような光景、壮観や壮大な見世物」などと解説され
ていました。大橋政人（文）・松成真理子（絵）のお二人の意気があった絵本に、引き込まれました。また、
出勤時に 2 カ所で玄関先に出て太陽に向かって両手を合わせている 70 歳代の方でしょうか？見かけま
した。こんな光景はあまり見らなくなりましたね。冬の日の出は何故か身が引き締まる感じがします。
★最近感動したこと（出来事・本・テレビ・映画など・・・）★

1 月 12 日に亡くなった女優の市原悦子さんが声優として 1975 年から放送されていた、
『まんが日本昔ばなし』が大好きでした。市原さんは常田富士男さんと二人だけで登場人物全てを演じ、
番組は約 20 年続いたとのこと。声優さんは違ってしまいましたが『まんが日本昔ばなし』は今も続いていて
つい見てしまいます。でもお二人の声は不思議にその物語に引き込まれていく感じがし、心地よかったこと
が脳裏に残っています。また、『家政婦は見た』『おばさんでデカ桜乙女の事件帖』も大好きで見ていまし
た。

稲葉 幸子
(いなば さちこ)
かに座

★今年の抱負★

「あきらめない気持ち」
年長の子ども達に園長先生が話してくれた言葉ですが“どんな時も「あ！できない」とあきらめるのでなく「や
ればできる」”という前向きの心に切り替えることです。
私も、今年は子ども達と一緒に「どんなことでもやってみよう」と挑戦する気持ちを持ちあきらめないで取り組
んでいけるよう心掛けていこうと思います。
★園児が購読している１月の絵本★
年長版 かがくのとも 『おばあちゃんのくろまめ』
おばあちゃんが畑で黒豆を育てて、植え替え、時には天候のあっかに苦労しながら、いよいよ収穫です。さ
て、その出来ばえは？また、おばあちゃんと離れて住む孫たちの心がしっかり繋がっていて微笑ましく温かさを
感じます。是非親子で読んでみて下さい(^^)/
★最近感動したこと（出来事・本・テレビ・映画など・・・）★

中山 年江
(なかやま としえ)
いて座

・1 月 13 日に次女が成人式を迎えました。成人式を迎える 1 週間前の 1 月５日に居眠り運転で自爆事故を
起こし、警察の方に「一歩間違えると命がなく悲しい成人式になるところだったね」と言われ成人式が迎えられ
ホットしました。その日の夜、娘から「お父さん、お母さん 20 年間育ててくれてありがとうございました。まだまだ
沢山迷惑をかけると思いますがよろしくお願いします」と言われ 1 本の赤いカーネーションをプレゼントされまし
た。いつもガミガミ怒り、当日の朝も段取りが悪く娘を怒ってしまった私も涙がこぼれてしまいました。一番おっと
りな次女からの心温まる言葉に感激でした。また、もう１本は、おばあちゃんに「素敵な成人式を迎えることが
でき、ありがとう。いつまでも長生きしてね』とカーネーションをあげました。おばあちゃんもとっても喜んでいまし
た。
親として 3 人の子ども達が成人を迎え、それぞれ自分達の道を切り開いて進んでいけよう陰ながら見守り応
援してあげようと思いました。

★今年の抱負★

ケガや健康に気を付け、笑顔を忘れず、自分の出来る事を一生懸命行っていきたいと思います。
また、『今日なすべきことを明日に伸ばすな。明日には明日の使命がある』を忘れずに過ごしていきたい
と思います。
★園児が購読している１月の絵本★
年少版 こどものとも『すきとおりすけのすけ』
姿形が見えない、すきとおりすけのすけ。鳥のフンが落ちて頭のてっぺんが見え、スパゲッティのソー
スがはねて、胸のあたりがわかります。車の泥がはねて体の輪郭が現れ、段々にすけのすけの姿が見え
てきました……と続きます。ところが、子ども達の前で読んでいても反応がありません。難しいのかなぁ…
と思っていましたが、「バスの中で絵本の内容を一生懸命話していたよ。」と、バス乗車の先生から伺
い、ちゃんとわかっていたんだなぁと思いました。薄い水色を基調とした繊細で美しい絵本です。どうぞ、
親子で楽しんでください。
★最近感動したこと（出来事・本・テレビ・映画など・・・）★

お正月に、3 歳 3 カ月になる孫家族と一緒に太平山神社に初詣に行きました。駐車場から神社まで
階段を登っていかなくてはなりません。今年は、孫と一緒にゆっくり登れるから良かった( ◠‿◠ ) と思って登
り始めると、とんでもない！息ひとつ切らさず、リズミカルにどんどん登っていく孫。息が切れるのは自分
だけ!(^^)!子どもって見かけによらずスゴイ！と思いました。手水舎で手と口を清めるていると、孫が一言
「お胸がドンドンしてる」と言っていました。子どもの成長を感じました。

小橋 久美子
(こはし くみこ)
いて座

★今年の抱負★

渡邉 花枝
(わたなべ はなえ)
おひつじ座

昨年、自分の中では“整理整頓・掃除”を怠けないようにしようと決めたのでしたが、暮れには大掃除が間
に合わないという状況でした。今年こそは、自分の持ち物の始末や身の周りの整理整頓そして断捨離を心が
けていきたいと思います。自分の不得意な分野の一つである“整理整頓”、いらないものは捨てるという決断
力を持ちながら、過ごしていきたいと思います。
★園児が購読している１月の絵本★
年中版 ちいさなかがくのとも 『たいよう でてきたぞ』
この絵本の、主人公ヒロくんとお父さんの素晴らしい経験が、わかりやすく描かれています。太陽が出てくる
時の周りの色の変化が何ともいえません。太陽が顔を出す時には、これだけいろいろな色に輝いているので
すね。今は、朝寒くてなかなか「太陽より早起きする」ことは難しいですが、私もヒロくんと同じようなドキドキワ
クワク感を味わってみたくなりました。
★最近感動したこと（出来事・本・テレビ・映画など・・・）★

新しい年になり３日の夕方、買い物に出かけた時のことです。歩道に自転車を止め、カメラを向けていた
人たちがいたので、私も振り返ってカメラの先を見てみたところ、きれいな夕日が目に入ってきました。大きな
太陽が山に沈むところでした。上記の朝焼けの美しさ同様、ものすごいきれいな情景が広がっていました。朝
焼けに比べ夕焼けは見る機会が多いはずですが、意外とその瞬間に立ち会うことが無かったような気がしま
す。自然の雄大さや美しさ、そして素晴らしさを直接見た時の感動は大きかったです！！

★今年の抱負★

健康管理に気を付け、元気に過ごしていきたい。
身の回りの色々なことに関心を持ち、知識や見識を広め、保育にも生かしていきたいと思います。
★園児が購読している１月絵本★
年少版 こどものとも 『すきとおりすけのすけ』

姿が見えない“すきとおりすけのすけ”。鳥のフンが落ちて頭のてっぺんが見えたり、車の泥がはねて体の輪
郭が現れ、少しずつ“すけのすけ”の姿が見えてくるのです。
もしかしたら私達のすぐ近くにも“すけのすけ”がいるかもしれないなと、この本を見てあたりをキョロキョロと見
回しました。不思議な世界です。

宮田 貴子

★最近感動したこと（本・映画・出来事など…）★

(みやた たかこ)

日本テレビの「はじめてのおつかい」を見ました。一生懸命、大好きな家族のためにおつかいにチャレンジす
るかわいいお子さんの姿を見ると胸がいっぱいになりました。
どのお子さんも真剣で、子どもって天使だな…と本当に感激しながら見ていました。

おひつじ座

★今年の抱負★

“笑顔”を忘れないことです。疲れていても、嫌なことがあっても、日々色々なことで悩んでいたとし
ても、“笑顔”でいれば、良い結果が生まれてくると信じたいです。また、“疲れた顔”は特に、お子さん
達に見抜かれてしまいますので、気をつけていきたいです！
★園児が購読している１月の絵本★

手呂内 幸代
(てろうち さちよ)
うお座

年長版 かがくのとも 『おばあちゃんのくろまめ』
くろまめが成長していく様子をリアルに表現しているので、今まで知らなかったことを知るきっかけとなり
ました。またこの絵本は“くろまめの成長”を表現しているだけでなく、お正月に “おばあちゃんの作ったく
ろまめ”の美味しさを感じながらお節料理を板頂く、家族の温かい絆を感じる、ほっこりとした絵本です。
★最近感動したこと（出来事・本・テレビ・映画など・・・）★

年末・年始にかけ、今年も家の片付けをしたのですが、子ども達がまだ小さかった頃に描いてくれた絵
や手紙が出てきました。必死で子育てをしていた時期に「ありがとう」「美味しかったよ」と書いてくれた手
紙を見て、とても懐かしくなりました。その子ども達が、今やっと、頼まなくても“お米研ぎ”をしてくれるよ
うになった…小さなことだけど、私にとっては大きな感動です。

★今年の抱負★

「使ったものはすぐに元の場所にもどすこと」です
家庭でも保育室でも、出したもの・使ったものを“ちょっとだけここに置いておこう”と近くの棚の上などに置き、
結局そのまま置きっぱなしに…ということが多いので、今年は“後で”はＮＧ！すぐに物の場所に片付ける習慣
を付けられるようにがんばりたいです！
★園児が購読している１月の絵本★
たんぽぽ版 えほんのいりぐち 『かぶさんとんだ』
とてもシンプルな文で、各ページの文は「〇〇が（も）とんだ」という文だけです。
文がシンプルなので、周りの絵をじっくり見ながら、お子さん達と一緒に「このおじさんやこのおばさんは何をし
ているのかな」「ここに牛・犬・魚」もいたねと、文で表現されていない場面の気付きも、この絵本の楽しみ方の
一つかなと思いました。
★最近感動したこと（出来事・本・テレビ・映画など・・・）★

私は栃木のバスケットチーム「栃木ブレックス」のファンで応援しています。先日、天皇杯という日本一を決め
る大会の決勝戦が生中継され、テレビに釘付けで応援しました！最後残り３秒で逆転されてしまい、惜しくも準
優勝でしたが、コートに出ている選手・監督・ベンチメンバー・応援しているファンが一体となって最後の最後ま
で諦めずに真剣に全身全霊に向き合う姿に胸が熱くなりました。
年に数回ですが、試合会場に足を運び、生で試合観戦・応援もしています。また宇都宮に応援にいきたいと
思います！

寺内 美佳
(てらうち みか)
おひつじ座

★今年の抱負★

今年の抱負は『心身を鍛える』ことを頑張りたいです。日々の生活の中で「あとでやろう」
「こ
こまででいいや」と後回しにしたり、やるべきことが中途半端になったり心の弱さが出てしまう
ことが多いので、必要な時にやるべきことを行う気持ちを忘れず､行動に移せる心の強さを持てる
ようにしたいです。また、私自身、趣味でサッカー観戦に行くことがありますが、観るだけでな
く、自分も身体を動かして､心身を鍛えていきたいです。
★園児が購読している１月絵本★

たんぽぽ版 えほんのいりぐち 『かぶさんとんだ』
絵本を読んでいく中で「かぶがとぶ！？」と野菜が飛んでいくことに､どんな風に話につながって
いくのだろうとワクワクしました。次々に､てるてるぼうず・たこ・かみなりくん・うちゅうじん
さんもあとをついて飛んでいく姿に、丸くて､なんとなく形が似たどこか仲間のように思えてしま
いました。絵本の中の『それからさきはしらないよ』というセリフに、色々な想像が膨らみ、土
の中にいるかぶ、海にいるたこ、空にいるかみなり・うちゅうじん(?)がそれぞれの場所を越えて、
仲間になり一緒に過ごしているように感じ、人間も色々な境界(男女や国籍など)を越えて仲間に
なることの大切さを私は感じました。
★最近感動したこと（本・映画・出来事など…）★

横手 亜紀
(よこて あき)
さそり座

毎年、箱根駅伝を見るとお正月だなと感じ､選手のみなさんが、たすきを仲間と繋げて走る姿の中
に、色々なドラマがあり毎年見入ってしまいます。全部のチームが毎日練習と努力を重ねて大会
に臨みながらも、勝負事に勝ち負けはつきもので、結果が出ます。
『努力は必ず報われる』という
ことわざがありますが、負けたチームの選手の努力も報われるのかな…と私は思ってしまいます
が、負けたチームの監督さんが、大会までの仲間と頑張ってきた努力が結果に繋がらなかったこ
とは悔しいが、何よりも､仲間と苦しい練習を乗り越えてきた大会までの道のり（プロセス）が大
切で、選手にとって宝物という話をしていて感動しました。どんなことも、結果よりも何かを行
うまでの『過程』が大切だということに改めて気付かされました。お子さんの成長も「こうなっ
て欲しい」と結果を急いでしまうこともあるけれど、お家の方と連携してじっくり考えて、成長
を見守っていくことの必要性を感じ、日々の生活で過程を大切にしていきたいと思います。

★今年の抱負★

今年の抱負は、気持ちに余裕を持って一つ一つの物事に向き合い、取り組むことが出来るよう
になりたいと思っています。慌てて行動すると、物事がおろそかになってしまい、また、慎重に
なりすぎると、やるべき事が積み重なってしまい、整理ができなくなってしまうことが多々あり
ました。しっかり自分を見つめ直し、出来ることからコツコツと物事に取り組むことができるよ
うになろうと思います。
★園児が購読している１月の絵本★
年長版 こどものとも 『せんにんみかん』
伊豆の昔話ということで、みかんの産地である静岡県ならではのお話だなと思いました。みかん
の中で仙人が囲碁を打って遊んでいるところはとても印象に残りました。桃の中から桃太郎が出
てきたというお話はよく聞いたことがありますが、このお話ではみかんの中には仙人が二人もい
るのです。結末には笑いあって碁石を投げ合って仙人たちは消えていなくなりますが、その楽し
そうな様子、元気いっぱいな仙人たちに読んでいて私までほっこりしました。
★最近感動したこと（出来事・本・テレビ・映画など・・・）★

12 月に横浜市で開催された『城ＥＸＰＯ』に行ってきました。たまたまインターネットを見て
いた時に、そのイベントがあることを知り、歴史が好きなことから行ってみようと思いました。
専門家のお話が聞ける講演会で、
「お城の石垣に一部大きな石が埋め込まれていることがある、そ
れはこんな大きな石を運べる技術と力があるということを他大名に見せつけているのである。し
かし、いざ掘り起こしてみると、その正体はただ大きいだけの薄い石だったということがわかっ
た」という話に、昔の人の知恵（力を誇示する知恵）に面白さを感じた。今回のイベントに参加
しお城の奥深さを学ぶことができた。

中山 佳織
(なかやまかおり)
みずがめ座

★今年の抱負★

昨年は怪我の多い年だったので、今年は転ばず、慌てず、ゆっくりじっくり、一歩一歩踏みしめながら進
んでいきたいと思います。
★園児が購読している１月の絵本★
たんぽぽ版 えほんのいりぐち 『かぶさんとんだ』
絵本の折り込みふろくの《絵本のたのしみ》に掲載されている作者のことばを読んで、五味太郎さんの
感性に感動し、そしてこの作品が生まれてきたのだなーという思いに至りました。
飛ぶはずのないかぶが飛び、タコが飛び、雷さんが飛び、最後は…どうなったかな～と、その先を読
み手にあずける…とてもシンプルなのですが、ぐいぐい吸い込まれていく素敵な作品でした。
★最近感動したこと（出来事・本・テレビ・映画など・・・）★

元旦に友人からメールがきました。

森田 信子

―ありがとうございますー

(もりた のぶこ)

すべてのものにとって新しい年、新しい一日が始まる。こころを込めて、《ありがとうございます》の一言
を心がけよう

おとめ座

という内容のものでした。凄く心に響いてきました。
感謝の気持ちを忘れずに過ごしていきたいと思います。

★今年の抱負★

「不自由なものを受け入れその枠の中に自分を入れる」（樹木希林）
年をとり、心身共に不自由になってきました。若い時のようにはとてもいかなくなってきまして焦りや不
安がありましたが、このことばで今を受け入れ、その中でベストを尽くして行こうと思います。
★園児が購読している１月の絵本★
たんぽぽ版 えほんのいりぐち 『かぶさんとんだ』
うちにもボロボロになってある絵本です。
かぶに目や口がつくと、いろいろな友達をつれてどこまでもとんでいきます。はっきりとしたきれいな色彩
の絵を楽しみながら、次は次はとページをめくるのをわくわくさせてくれます。
★最近感動したこと（出来事・本・テレビ・映画など・・・）★

映画『ボヘミアン・ラプソディ』
私の青春時代のロックバンド「クィーン」のヴォーカル、フレディ・マーキュリーの映画です。ただただ懐か
しくて一人でこっそり４ＤＸで見て来ました。感無量です。本当は生で聴きたかったと今更ですが思いま
した。

沼尾 恭子
(ぬまお きょうこ)
ふたご座

★今年の抱負★

わが子 2 人は好き嫌いが多く、食事のメニューもいつも同じものをローテーションしている毎日です…。
ですが、小学校の給食は「おいしい」と言い、完食やおかわりをもらうこともあるそうで、給食と同じものを
作ってとリクエストされることが増えました。でも、同じ味には作れず、ダメ出しをされてしまいます。今年こ
そ給食と同じ味を再現できるように頑張りたいです。
★園児が購読している１月の絵本★
たんぽぽ版 えほんのいりぐち 『かぶさんとんだ』
五味太郎さんの絵本です。台所からかぶがとんでいく話です。畑に行ったり、お鍋の中に入ったり…

影山 直恵
(かげやま なおえ)
さそり座

子ども達とどこへとんでいくか想像するのも楽しそうな内容です。
★最近感動したこと（出来事・本・テレビ・映画など・・・）★

最近では涙もろくなり、子ども達が幼いころのホームビデオを観ただけですっすら涙したり…。
このお正月休みは捨身を整理したり、ホームビデオを DVD に移したりしていました。そんなことであらため
て子ども達の成長が嬉しくもあり、懐かしいと感じたり、家族で思い出話ができて何気ない日常が感動し
た出来事でした。

★今年の抱負★

“笑う”ことは、心にも体にもいいと言われています。
笑顔を大事に、健康に過ごしていきたいと思います。
★園児が購読している１月の絵本★
年中版 ちいさなかがくのとも 『たいようがでてきたぞ』
太陽が出てくるときの何とも言えない空の色合い。きれいなグラデーションを描く空は、大人でも引き
込まれます。今年の冬、子ども達と日の出を見る機会がありました。山からうっすらのぞいた太陽と空の
色の変わり方に感激の声！子どもと共にとてもよい経験をした出来事を思い出しました。

赤羽根 真弓

★最近感動したこと（出来事・本・テレビ・映画など・・・）★

冬休みに帰省先の長野で天台ドームに行き、星の観察をしてきました。澄み切った星空で、肉眼でも
感激するほどの星の数々!！天台ドームの学芸員さんのお話を聞きながら、実際に望遠鏡で星を見せ
て頂き、そのキレイさにまたまた感激！！途中から雪が降ってくるほどにとーっても寒かったですが、心
が癒されたひとときでした。

（あかばね まゆみ)
うお座

★今年の抱負★

健康第一！！
★園児が購読している１月の絵本★
年少版 こどものとも 『すきとおりすけのすけ』
自分自身の気分により、“すけのすけ”の感じ方が全く変わる奥の深い絵本です。

柴田 裕美
★最近感動したこと（出来事・本・テレビ・映画など・・・）★

（しばた ひろみ)
てんびん座

全国高校サッカーの決勝です。
優勝が決まった瞬間、勝者の方が地面にうずくまり泣き崩れる姿を見た時は、胸が熱くなりました。

★今年の抱負★

今年も、健康に気を付け子ども達と元気に楽しい毎日を過ごしていきたいです。
★園児が購読している１月の絵本★
年少版 こどものとも 『すきとおりすけのすけ』
とても不思議な絵本です。心があたたかくなる“すけのすけ”の存在はとても嬉しいですね。
私も“すけのすけ”に逢ってみたいです。
★最近感動したこと（出来事・本・テレビ・映画など・・・）★

この冬休み、息子のちょっぴり驚いたことです。息子たちは数年前からオセロや将棋遊びを楽しんでいます。
特に長男は家族の誰かを見つけては相手になって欲しいと言ってきます。
私は説明書を見ながら行うので、全然対戦相手にはならず、つまらないと言うのです。家族の中では、祖父
と叔母が強く、お互い小学生相手に本気で対戦しています。昨年までは長男が負けるか五分五分だったの
に、この冬休みは二人に二勝することができたのです。祖父は「この指し方が間違っていたよ」と指摘され、と
ても悔しそうでした。その様子を見ていて「大きくなったなぁ」と痛感し、驚かされた出来事でした。

氏田 志保
（うじた しほ)
ふたご座

★今年の抱負★

“たくさん体をうごかす！”
お腹周りのお肉が気になり始めたので・・・普段からちょこちょこ動いたり、定期的に運動したいなと
思います。
★園児が購読している１月の絵本★
たんぽぽ版 えほんのいりぐち 『かぶさんとんだ』

鈴木 美歩
（すずき みほ)
おひつじ座

かぶさんがおうちから飛び出し、同じような形の仲間を連れて旅をするお話です。
最後にかぶさんがどうなったのかな？子どもの想像力が膨らむ楽しい絵本です。
★最近感動したこと（出来事・本・テレビ・映画など・・・）★

友人から「うしおととら」という少し昔のマンガを借り、少しずつ読み始めて読破しました。うしおという中学
生の男の子の純粋に人を信じる気持ち。それによって、最初は敵対していた人とも絆ができ、信頼し合え
るようになって、最後は皆で力を合わせ１つの大きな事をやり遂げるお話です。読み始めた時は妖怪が
出て来たり、戦ったり怖いマンガだと思いましたが、読んでいくうちに、人を心から信じる事の大切さを感
じ、感動の連続でした。

★今年の抱負★

月２回、栃木市の図書館に行くことが習慣化されてきたので、今年は本を１００冊読みたいです。
★園児が購読している１月の絵本★
年長版 かがくのとも 『おばあちゃんのくろまめ』
主人の実家から頂く野菜を「いただきま～す」とルンルン気分で食べるばかりでしたが、この本を読み、野
菜を育てることの大変さと丹精を込めて作っていることに気付きました。
最後のページ、義父母を重なります…。感謝します！

石﨑 絵美

★最近感動したこと（出来事・本・テレビ・映画など・・・）★

先日行われた吉田沙保里選手の引退会見。テレビ越しに見ていて、レスリング１本で厳しい練習を繰り
返し、数々の金メダルを手にしてきました。しかし、彼女にとってはたった１度の銀メダルが印象に残ったと…
「負けて得るもの、負けて知るもの」吉田さんのこの言葉、こころにとどめておきたいです。

（いしざき えみ)
やぎ座

★今年の抱負★

運動神経の良い次女に対し、運動の苦手な長女。マラソン大会などでは応援しながら「お母さんに似
ちゃってごめんね」と、心の中で謝っています。
今年は長女とともに足腰の強化に努め、体力や持久力をつけたいと思います。
★園児が購読している１月の絵本★
たんぽぽ版 えほんのいりぐち 『かぶさんとんだ』
たんぽぽ組くらいの歳の子どもたちにはあまりなじみのないかぶ。お顔がついたとたんに可愛くなって、空
へ飛んでいったり、仲間が増えていったり…と子ども達の心をつかみます。畑で出会うかぶさんやスープの

鈴木 宏子
（すずき ひろこ)
いて座

中にいるかぶさんに親しみがわきそうです。
★最近感動したこと（出来事・本・テレビ・映画など・・・）★

毎回、娘たちと楽しみに観ているテレビ番組『はじめてのおつかい』
大人には些細なことも、小さな子ども達には大問題で、それを一生懸命勇気を振り絞って乗り越えて行く
姿にいつも涙があふれてしまいます。子ども達に真剣に向き合うママたちを見て、自分もこうでありたいな
と思います。

★今年の抱負★

健康に気を付け、何か 1 つ新しい事に挑戦し、笑顔で過ごしたいと思います。
★園児が購読している１月の絵本★
たんぽぽ版 えほんのいりぐち 『かぶさんとんだ』
かぶやてるてるぼうず、たこ、宇宙人などがつぎつぎに飛んでいき、子ども達の夢膨らむ物語になって
います。最後はどこに行ったのかな？「畑かな？」「おなべかな？」と色々な答えが返ってくる楽しい本
です。

灰野 径子
★最近感動したこと（出来事・本・テレビ・映画など・・・）★

毎年 1 月に開催される恩師の水彩画の個展。今年で１１回目。
毎回絵を見るたびに、せまってきそうな迫力や、１つ１つを丁寧に描く繊細さ、包み込むような暖かさな
ど、今年も感動や元気をもらって帰ってきました。先生いわく、毎日筆を持つこと、毎日描いても楽し
い！との事…

（はいの みちこ)
うお座

★今年の抱負★

今年は亥年
猪というと「猪突猛進」という熟語もありますが、焦らず視野を広げて新しい年号の元年を歩みたいと
思います。

鴇田 里香

★園児が購読している１月の絵本★
たんぽぽ版 えほんのいりぐち 『かぶさんとんだ』
台所のかぶが空へ飛び出しました。
奇想天外な発想で子ども達を夢中にしてしまうユーモアあふれる絵本です。
★最近感動したこと（出来事・本・テレビ・映画など・・・）★

（ときた りか)
おうし座

今年初めて大平のある場所で初日の出を見ました。いつも見ている場所とは違い、遮るものはなく、
筑波さん脇から登る初日の出。
自然の作り上げる美に感動。
良き平成最後の初日の出に手を合わせることができました。

★今年の抱負★

「時間を大切に！」
日々の生活に追われず、物事を後回しにしないように、時間を有効に使える人になりたいです。
★園児が購読している１月の絵本★
たんぽぽ版 えほんのいりぐち 『かぶさんとんだ』
最近の青空には、この絵本のかぶさんだけでなく、子ども達も吸い込まれそうに空を見上げています。
★最近感動したこと（出来事・本・テレビ・映画など・・・）★

元旦に夫と娘（小１）2 人が晃石山に登ってきました。標高４１９ｍと、普段平地しか歩かない娘にとっ
て少し険しいのでは！？と心配しましたが、無事帰ってきて「楽しかった(^^)/」と言った娘にビックリしまし
た。１～２年後には家族皆で登れるかな？とワクワクする反面、体力をつけよう！と誓った元旦でした。

金沢 菜穂子
（かなざわ なおこ)

おひつじ座

★今年の抱負★

昨年末に三女も満一歳となりました。今年も家族皆が笑顔でいっぱいの健やかな毎日が続くよう過ご
して参りたいと思います。
笑う門には福来る！！ですね。
★園児が購読している１月の絵本★
年中版 ちいさなかがくのとも 『たいようがでてきたぞ』
“たいよう”より早起きするという書き出しに、子どもの頃何とも言えないドキドキワクワクな気持ちだったこ
とを思い出しました。朝焼けの様子が赤から紫になっていく描写に、私も娘たちが大きくなったら、初日の
出のその鮮やかな色・山々を見に行きたい！と感じさせてくれる一冊でした。
★最近感動したこと（出来事・本・テレビ・映画など・・・）★

年末に１２月生まれの三女の一升餅（誕生餅）をやりました。約２㎏になる丸い餅をリュックに入れて一
生懸命にかつぎ、一歩一歩進む姿に家族皆で応援し感動しました。
一升餅の丸い餅には、“一生、円満に過ごせるように”という願いが込めてあり、ずっと昔から続く伝統行
事ということで、家族で無事に素敵な行事が行え、心から良かったなぁと思う出来事でした。

※認定こども園國學院大學栃木二杉幼稚園のホームページの「職員紹介」の
ページにもアップされております。
職員紹介のページを更新した際は、園だよりやメールにてお知らせ致しますの
で、是非ご覧下さい。

