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★第29回港区子どもまつり参加調査書

さて︑右の写真︑もしかし
たら今年度のベストの一枚に
もなるかもしれない︑今の彩
の様子がわかる一枚です︒い
かがですか︑ユッキーの表情！
こんな高学年の子たちがい
る学童︑いいですね︒

→提出締め切り日 10月2日(金)
＊父母会の時に配布した用紙は廃棄し、本日お子さんに
持たせる修正版に必要事項を記入し提出して下さい。
不明な点があれば遠慮なくお持ち下さい。
積極的なご協力をお願いいたします。
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今度の土曜日・3日は
合同保育、港楽開所です！

《持ち物》手作り昼食(お弁当不要)・水筒

白黒ではよくわからないので、今度HPなどにアップしますね。→
★そこでもんだい！まとわりついてくるユッキーに、この時、彩はなんて言ったでしょうか(#^.^#)？
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子どもの成長と︑何かがで
きるようになることには︑本
当にタイミングがあります︒
昨年の今頃︑さや華はあま
りけん玉などには興味を持っ
ておらず︑従ってモシカメも
あまりできませんでした︒し
かし︑昨年の港区子どもまつ
りへ向けての取り組みの中な
どで︑突然︑さや華の中でモ
シカメ・スイッチ︵笑︶が入
りました︒もちろんそれは良
きお手本となる上級生のホッ
チが居たり︑その時一年生な
がらメキメキと力をつけてい
た伊織が居たからこそ︒こう
した中参加した︑港区子ども
まつりでの﹃港区モシカメ王
決定戦﹄で︑彼女はナント
位に！
がんばってできた喜び︑認
められた喜び︑そんな体験な
どを通して︑その後︑さや華
が 年生らしく成長してきた
こと︑きっと皆さんもご存知
でしょう︒
6

高学年のいる風景と…
2009年度
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年 篠田 彩
︱おばあちゃんとお話しして
おばあちゃん︑いつもめい
いると︑
わくや心配ばかりかけて︑ご
﹁ちっとも勉強しなくて！﹂
とこぼされていますが︑さや めんなさい︒今は︑何もして
華も︑彼女自身いろいろ考え あげられないけど︑いつかお
ているので︑大丈夫ですよ︒ ん返しが出来るように︑がん
先日紹介したキャンプ ばりたいです︒
の感想文でも︑﹁さい
この表彰されたことについ
ごのキャンプ﹂と︑も
うすぐ学童生活が終わ て︑お母さんから次のような
ることを意識していた メールが届きました︒
さや華︑今回の作文で ﹁昨日の表彰式はおじいちゃ
もそのことを書いてい んおばぁちゃんのギャラリー
ます︒こういう想いを も多く大盛況でしたよ︒たっ
もつことができること︑ た 文字︵だったかな？︶の
さや華のいいところだ 短いメッセージの中には︑お
なぁと思います︒
年寄りを大事にする気持ちや︑
そして 位になった 感謝の気持ちなどが込められ
彩︑これはまさに
て ホロリと来るようなメッセー
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ジも数々ありました︒
目標は︑いつもそこにいる高学年！低学年の部優勝 温･輝！
彩のメッセージには
﹁いつのまに︑そんなにうま ﹃心配掛けてばかりで
先 日 行 っ た ﹃ 第 回 学 童 モ シ カ メ 王 決 定 戦 ﹄ 総 合 の 部 くなっていたの！﹂
今は何もしてあげられ
︵高学年の部︶は︑優勝・さや華︑そして 位は彩⁝とい です︵笑︶︒どんな時も飄々 ないけれど︑いつか恩
う︑シャリバン的には︵笑︶予想外の結果に！普段の練習 としていて︑しかしほとんど 返しが出来るように頑
量やその中での成功持続率は夏詠の方が上なのに⁝︒
のことはサラリとこなしてし 張りたいです﹄⁝と
学童内のことといえ﹁公式大会﹂で普段の力を出せるこ まう彩︒何度も書かせてもらっ 彩が日頃面と向かって
と︑また︑それ以上の力を出せること︑さすが 年生です︒ ていますが︑この子は色んな なかなか言えない気持
ことに対しての基礎的な力は ちを︑大勢の前で堂々
さて︑そんなさや華の 学 本当に高いものをもっていま 言えたってことが 拍
期のがんばり目標は？
す︒だから︑時には松岡修造 手パチパチパチ⁝ 成
とまでいかなくても︵笑︶︑ 長したなぁ〜っ！
熱くなってほしいと思ってし
年 山田 さや華
普段憎たらしいこと
学期にがんばりたいこと まいますが︑こうしてみると︑ やわがまま放題を受け
は︑べんきょうとあそびぜん この飄々としているところが 止めてくれるおばぁちゃ
んに︑どんな形で恩返
ぶです︒とくにあそびのこと 彩で︑それでいいのかな︒
例えば低学年に接すること しするのかわからない
では︑けん玉や金ふり︵将棋
けれど︑彩を可愛がってくれ
を使ったあそび︶をうまくす も︑さや華の
てるおばぁちゃんの気持ちを
ることです︒あと︑まりかや ﹁私がめんどうみなきゃ！﹂
低学年とあそんで︑楽しくやっ とは正反対に︑彩はさりげな 忘れずいてくれれば それだけ
ていきたいです︒べんきょう く学童の弟や妹たちを受け入 で恩返しなんだけどね！
優しい気持ちを育ませてく
では︑算数や社会などにがて れてくれています︒
なところをがんばりたいです︒ 飄々とはしていますが︑そ れた学童に感謝です ありがと
もう来年がないので︵小学校・ んな彩もさや華同様︑その心 う﹂
学童生活︶︑今できることは︑ の中では︑しっかり自分に向
今やっておきたいです︒楽し き合っています︒敬老の日へ
かったと思える思い出をつく 向けて書いたお手紙︑彩は入
選し先日表彰されました︒
りたいです︒

‑学童で育んできたこと‑
港区七番町4‑8‑16 TEL&FAX 651‑5196
E‑mail n̲g@na.commufa.jp
URL http://lovekids‑dream.com

09 ・9・30
親と子と指導員の心をつなぐ学童通信 通巻№2733

中川学童保育所
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年 Ａ子
おばあちゃん︑いつもめい
わくや心配ばかりかけて︑ご
めんなさい︒今は︑何もして
あげられないけど︑いつかお
ん返しが出来るように︑がん
ばりたいです︒
この表彰されたことについ
て︑お母さんから次のような
メールが届きました︒
﹁昨日の表彰式はおじいちゃ
んおばぁちゃんのギャラリー
も多く大盛況でしたよ︒たっ
た 文字︵だったかな？︶の
短いメッセージの中には︑お
年寄りを大事にする気持ちや︑
感謝の気持ちなどが込められ
て ホロリと来るようなメッセー
ジも数々ありました︒Ａ子の
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★第29回港区子どもまつり参加調査書

たら今年度のベストの一枚に
もなるかもしれない︑今のＡ
子の様子がわかる一枚です︒
いかがですか︑Ｕッキーの表
情！
こんな高学年の子たちがい
る学童︑いいですね︒

→提出締め切り日 10月2日(金)
＊父母会の時に配布した用紙は廃棄し、本日お子さんに
持たせる修正版に必要事項を記入し提出して下さい。
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今度の土曜日・3日は
合同保育、港楽開所です！

白黒ではよくわからないので、今度HPなどにアップしますね。→
★そこでもんだい！まとわりついてくるＵッキーに、この時、Ａ子はなんて言ったでしょうか(#^.^#)？
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子どもの成長と︑何かがで
きるようになることには︑本
当にタイミングがあります︒
昨年の今頃︑Ｓ華はあまり
けん玉などには興味を持って
おらず︑従ってモシカメもあ
まりできませんでした︒しか
し︑昨年の港区子どもまつり
へ向けての取り組みの中など
で︑突然︑Ｓ華の中でモシカ
メ・スイッチ︵笑︶が入りま
した︒もちろんそれは良きお
手本となる上級生のホッチが
居たり︑その時一年生ながら
メキメキと力をつけていた伊
織が居たからこそ︒こうした
中参加した︑港区子どもまつ
りでの﹃港区モシカメ王決定
戦﹄で︑彼女はナント 位に！
がんばってできた喜び︑認
められた喜び︑そんな体験な
どを通して︑その後︑Ｓ華が
年生らしく成長してきたこ
と︑きっと皆さんもご存知で
しょう︒
さて︑そんなＳ華の 学期
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目標は︑いつもそこにいる高学年！低学年の部優勝 Ｈ･輝！
配掛けてばかりで今は
にうまくなっていたの！﹂
何もしてあげられない
先 日 行 っ た ﹃ 第 回 学 童 モ シ カ メ 王 決 定 戦 ﹄ 総 合 の 部 です︵笑︶︒どんな時も飄々 けれど︑いつか恩返し
︵高学年の部︶は︑優勝・Ｓ華︑そして 位Ａ子⁝という︑ としていて︑しかしほとんど が出来るように頑張り
シャリバン的には︵笑︶予想外の結果に！普段の練習量や のことはサラリとこなしてし たいです﹄⁝と Ａ子
その中での成功持続率はＮ詠の方が上なのに⁝︒
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学童内のことといえ﹁公式大会﹂で普段の力を出せるこ らっていますが︑この子は色 かなか言えない気持ち
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います︒だから︑時には松岡 パチパチパチ⁝ 成長
修造とまでいかなくても︵笑︶︑ したなぁ〜っ！
熱くなってほしいと思ってし
年 Ｓ華
普段憎たらしいこと
学期にがんばりたいこと まいますが︑こうしてみると︑ やわがまま放題を受け
は︑べんきょうとあそびぜん この飄々としているところが 止めてくれるおばぁちゃ
んに︑どんな形で恩返
ぶです︒とくにあそびのこと Ａ子で︑それでいいのかな︒
例えば低学年に接すること しするのかわからない
では︑けん玉や金ふり︵将棋
けれど︑Ａ子を可愛がっ
を使ったあそび︶をうまくす も︑Ｓ華の
てくれてるおばぁちゃんの気
ることです︒あと︑まりかや ﹁私がめんどうみなきゃ！﹂
低学年とあそんで︑楽しくやっ とは正反対に︑Ａ子はさりげ 持ちを忘れずいてくれれば そ
ていきたいです︒べんきょう なく学童の弟や妹たちを受け れだけで恩返しなんだけどね！
優しい気持ちを育ませてく
では︑算数や社会などにがて 入れてくれています︒
なところをがんばりたいです︒ 飄々とはしていますが︑そ れた学童に感謝です ありがと
もう来年がないので︵小学校・ んなＡ子もＳ華同様︑その心 う﹂
さて︑右の写真︑もしかし
学童生活︶︑今できることは︑ の中では︑しっかり自分に向
今やっておきたいです︒楽し き合っています︒敬老に日へ
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︱おばあちゃんとお話しして
いると︑
﹁ちっとも勉強しなくて！﹂
とこぼされていますが︑Ｓ華
も︑彼女自身いろいろ考えて
いるので︑大丈夫ですよ︒先
日紹介したキャンプの感想文
でも︑﹁さいごのキャ
ンプ﹂と︑もうすぐ学
童生活が終わることを
意識していたＳ華︑今
回の作文でもそのこと
を書いています︒こう
いう想いをもつことが
できること︑Ｓ華のい
いところだなぁと思い
ます︒
そして 位になった
Ａ子︑これはまさに
﹁いつのまに︑そんな
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