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三学期になりました

運動会を終えて

この前﹁二学期を迎えて﹂と書
いたと思っていたら︑もう三学
期です︒雑用に追われ︑時間を
過ごしている間にも 園児達は
日々着実に成長しています︒そ
の素晴らしさには︑いつも驚か
されるばかりで︑そんなこども
達の成長に関わる幼稚園という
仕事の大切さに改めて気づかさ
れます︒
前号で
触れま
したが ︑
諸般の
事情で
今年か
ら運動
会の会
場を︑
坪井川
遊水公
園から

とうほんせいそう

わずら

け ね ん

も

県の運動公園に変更
しました︒保護者の
皆様には︑戸惑いも
含め︑場所が遠くなっ
た事等色々と大変な思いをさせ
ました︒申し訳ありません︒し
かし︑園児達は︑こちらが懸念
していた問題等も吹き飛ばすパ
ワーでしっかり頑張ってくれま
した︒駐車場問題にもさほど煩
わされることもなく実行できま
した︒私としては︑会場と揉め
ることなく気持ちよく開催でき
たことに安堵しています︒練習
の時点から当日まで頑張ってく
れ た園 児達 ︑準 備 か ら実 行 に
東奔西走していただいた役員の
皆様︑遠い中しっかり最後まで
応援いただいた保護者の皆様︑
この場を借りて心よりお礼申し
上げます︒ありがとうございま
した！来年の会場は更に検討中
です︒よりよい場所を探してい
るところです︒

はっぴょう会もありがとう

こども達は︑毎日成長し変化
しています︒それを目に見える
形で︑大人に示してくれるのは︑
運動会やはっぴょう会です︒運
動会で︑人と共に過ごす楽しさ
を経験した園児達は︑劇や合奏
という共同作業で一つのものを

作り上げる楽しさを︑自分の身
体感覚で理解します︒この体験
こそが幼児期においての一つの
教育であり︑学びであり︑そこ
で身につくものが幼児教育の一
つの成果です︒我々大人は︑教
育というと何かを覚えさせたり
習得させる事と考えがちです︒
しかし︑幼児期の教育は︑体験
や経験を通して身につけさせ︑
それによって脳のシナプスを大
きく成長させ︑それを基本にし
て小学校以降の学校教育での学
びに結びつけることができるよ
うに導く事だと思います︒そう
言う意味で︑園児達は︑彼らな
りにしっかり学び成長し︑それ
を見せてくれました︒ご観覧い
ただいた保護者の皆様にお礼を
申し上げます︒それと共に︑こ
どもの成長から学ぶのが親とし
ての学習であり︑成長だと思い
ます︒三
学期も色々
な行事や
参観もあ
ります︒
私も含め
て︑先生
達も子ど
も達から
しっか

破草鞋

き ずな

やから

大震災以来︑
少しずつ︑生
活の風景が変
わり始めた気がする︒私が 実感す
るのは﹁お墓参り﹂の風景である︒
以前は老夫婦だけでお参りに来られ
ていたのが︑孫も含め一家で花を供
え手を合わせている様子が増えてき
た︒震災で︑家族の﹁絆﹂を認識し
始めた︵﹁絆﹂まで商売にする輩が
いるのはあきれるが︶？それもある
だろうが︑それだけではあるまい︒
大自然の力の大きさと︑人間の浅知
恵のちっぽけさとの差に心が反応し
始めたのではないだろうか︒大自然
の脅威を前にして︑我々人間は︑必
死に努力をして暮らしを守ってきた︒
しかし一方では︑その大自然の力な
くしては我々の生活や存在はあり得
ないのである︒大自然だけではない︒
他者の存在があって︑我々は今この
時 生活しているのである︒更に言
えば︑親がいて︑先祖がいて︑私た
ちは この場に存在し︑呼吸してい
るのだ︒その事実に改めて気がつい
た時に﹁有り難う﹂の一言が生まれ
る︒肥大した自我と欲望︑目の前の
問題解決に追われているのが我々の
日常である︒震災というパワーを目
にして︑自分達が自然と他者の中で
生きている現実に気がついたなら︑
感謝の気持ちと共に︑生きる力が湧
いてくる筈である︒祈りと願い︑謙
虚と感謝︑大事にしたいものである︒
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り学んでいきたいと思います︒ 障のための消費税増税と言って 化問題﹂が︑この先どうなるか
大人として︑一緒に成長してい ますが︑未来を作る子どもへの は︑まさしく五里霧中です︒よ
きましょうね︒宜しくお願い申 大切な運用など歯牙にもかけて り良いシステムになるように話
し上げます︒
いないのは見え見えです︒ＯＥ し合いの議論百出で白熱して︑
ＣＤ︵経済協力開発機構︶教育 一見迷走しているような状態な
園長 東へ西へ
局のアナリストと知り合いにな ら ︑救 いも あ りま す ︒ しか し
れましたが︑国際機関もあきれ ﹁財政支出を抑える﹂という目
熊本県私立幼稚園連合会の副 る政策で︑いくら提言しても聞 的の為︑そして︑その批判をか
理事長になり一年半が過ぎまし く耳を持たないという愚痴さえ わす為に意見を聞き︑その場し
た︒就任した頃に内閣が﹁幼保 出てました︒この国の政治家と のぎの小手先の変更をしている
一体化﹂政策を発表し︑たまた 官僚にとって︑日本の長期的展 ようにみえてなりません︒何よ
ま行政問題担当になった私は︑ 望より︑我が身の明日の方が最 りも︑着地点に﹁乳幼児の子ど
園に居る時間も儘ならず︑会議 重要課題だとしたら︑未来は無 もの育ちの確保﹂という最も重
や出張︑打ち合わせにと東へ西 いなという気さえしてきます︒
要な部分が抜け落ちているよう
へと走りまわっています︒その
天下国家を考えることも大事 に映ります︒ずっと追い続けて
上 夏から十月まで︑熊本では︑ ですが︑私にとって現在高平幼 きた私としても︑いい加減うん
九州地区の私立幼稚園教師研修 稚園に通う子どもの環境こそが︑ ざりです︒この国の未来という
大会と全国私立幼稚園の園長研 最重要課題です︒せめて︑熊本 と大仰ですが︑私たちが暮らし
修会がダブルで開催され いさ だけでも子どもを大切にして︑ ている世界を︑担っていく子ど
さか本人もバテ気味です︒
子どもが羽ばたける地域にした もの育ちを︑ここまでないがし
私自身は︑大変気が弱く︑揉 い と与えられた仕事に頑張り ろにするか？と言いたい気持ち
め事は大嫌いなのですが︑行政 ます︒今は︑日頃顔が見えない で す︒ 私は 坊 主で す ︒ 仏教 に
官との折衝など苦手な仕事ばか 分︑私の顔を見ると﹁えんちょ ﹁因果応報﹂という言葉があり
り押しつけられて︑閉口してい うせんせーい﹂と寄ってきてく ます︒自己保身と利益しか見え
ます︒一月二十日に今国会提出 れる子どもが沢山います︒その な い政 治家 や 官僚 に 対 して ︑
用の﹁子ども・子育て新システ 笑顔が私のパワーの源です︒
﹁しっぺ返しは我が身に帰る﹂
ム﹂を見てみると︑一見色々な
という意味だよと教えたい思い
この国の幼児政策は
意見を聞いているように見せて
で一杯です︒
ますが︑一番大切な子どもへの いずこへ？？
ありがたい
財政支出を削減して︑大人に媚
びる政策という基本スタンスは
今国会に上程された﹁子ども ･
ありがたい
全く変わっていません︒社会保 子育て新システム﹂﹁幼保一体

か じ

ご存じの方も多いと思いますが︑
私自身は幼児教育のプロではあ
りません︒しかし︑園長になり︑
幼稚園の団体の役員になり︑更
にこの﹁新システム﹂の勉強を
しているうちに︑色々な勉強を
させられましたし︑考える機会
もいただきました︒特に︑この
数年ＯＥＣＤ教育局の方︑世界
の保育学の最先端を研究してい
る方︑脳科学の日本の権威の研
究者とそうそうたる方々と接触
する機会もありました︒そんな
中で︑理想通りではないけれど︑
幼児教育保育のあるべきイメー
ジを与えられた範囲の中ではあ
りますが︑抱く事ができるよう
になりました︒
私は大学時代は︑法律家を目
指していました︵バンドマンの
方向に走ってしまいましたが︶︒
学生時代は刑法︑その後 別の
大学で法学の
﹁法社会学﹂
を囓った事も
ありましたが︑
寺もあったの
で︑禅寺の道
場に修行に行っ
たりもしまし
た︒この時は︑
仏教の勉強を
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する余裕もなく︑横目で周りを
見ながら︑考え方を身体で覚え
ていく作業が中心で︑学問的な
仏教哲学の研究などは︑現在ま
でしたことがありません︵この
数年︑講義依頼があり泥縄式に
勉強している現状です︶︒幼稚
園長と言っても︑教育学や保育
学などは雑誌学問に過ぎず︑毎
日子ども達と先生達に現場で教
えて貰っているのが現実です︒
しかし︑私も園長になり十五
年以上が過ぎました︒そして
幼稚園長として何を考え︑何を
為すべきか少し見えてきた気が
します︒制度がどんな風に変わっ
ても︑景気の動向や社会情勢が
変わっても﹁幼い子ども達の為
の施設﹂として決して忘れては
ならない事︑大切にすべきコア
︵芯棒︶が重要です︒今までも︑
漠然としたイメージとして感じ
ていました︒そして︑それに近
づく為に高平幼稚園はどうある
べきか︑試行錯誤︵と言うより
七転八倒︶してきました︒現在
も明確な像を結んでいる訳では
ありません︒ただ︑世の中︑そ
して我が国のエスタブリッシュ
メントの中で︑将来のビジョン
とそれを担う子どもという視座
がポッコリ抜け落ちている事を

痛感します︒ならば今︑この園
でやるべき事は何だろうか？︒
私が思うことについて︑保護者
の皆様も一緒に考えていただけ
れば良いなと思います︒

親学講座？
誰でも 自分を否定する意見
を言われるのは大嫌いです︒そ
して︑肯定され同感応援される
言葉だけを聞きたいものです︒
それは︑私も同様です︒その事
を一番身に沁みている人は議員
の先生方でしょう︒特に選挙の
時は︑噓偽りなく本気で選挙民
の声を肯定している筈です︒し
かし︑民主主義の大原則は︑異
なる意見を摺り合せて︑多くの
人々が納得できる政策を作るこ
とです︒結果︑八方美人をした
くても叶わなくなるのは当然で
す︒子育て政策も同様でした︒
最後は本人のポリシーに対する
信念と堅固さでしょう※前提１
家庭に於いては︑まず暮らし
が整うことが第一義です︒それ
は家計の安定＝収入の確保と繋
がります︒そこで両親共に収入
を得る為に外に働きに出ること
になります︒そうなれば︑子ど
もが居る家庭は︑託児が必要に
なります︒※注意１

一時期︑少子化対策という言葉
が流行りました︵もう死語になっ
たのかな？︶︒そして︑少子化
対策と子育て支援という言葉が
同義語のように取り扱われ︑具
体策としては女性︵家庭内の主
婦︶の就業支援の為の公費支出
が行われるようになり︑つい最
近まで続きました︒※注意２
又︑核家族化を問題にして︑
﹁子どもは地域で育つのです︒
地域みんなで子どもを育てましょ
う﹂と呼びかけられていました
︵これも一時期でしたが︶︒こ
の場合︑地域とは近所の大人や︑
せめて老人会や町内会等をさし
ており︑公的な地方自治体の自
主性は見えないし︑少なくとも
国は 呼びかけても金はかけな
いようです︒※注意３
以下は大原則です︒日本国憲
法で保障され︑国連の﹁児童に
関する条約﹂の前文にも﹁児童
が︑その人格の完全なかつ調和
のとれた発達のため︑家庭環境
の下で幸福︑愛情及び理解のあ
る雰囲気の中で成長すべきであ
ること﹂と記されています︒た
だ ︑注 意１ 〜 ３の 中 に ︑こ の
﹁子どもと家庭の重要性﹂がき
ちんと意識されているでしょう
か？更に同条約前文には﹁家族

が︑社会の基礎的な集団として︑
並びに家族のすべての構成員︑
特に︑児童の成長及び福祉のた
めの自然な環境として︑社会に
おいてその責任を十分に引き受
けることができるよう必要な保
護及び援助を与えられるべきで
あること﹂と書かれています︒
即ち批准国である日本の国家は︑
子どもの成長のために家庭と家
族を保護し援助しなければなら
ないとされてるのです︒確かに
憲法の教育権︵教育を受ける権
利︶と義務教育制度により︑小
中学校の児童生徒自身は制度に
守られて平等な権利を与えられ
ています︵私立の小中学校に通
わせるのは親の側の教育権でしょ
う︶︒しかし︑生まれて小学校
に通うまでの子どもと︑それを
育てる家庭への保護と援助がど
れほどきちんと配慮されている
でしょうか？家庭にとって親に
とって︑その
状況と考えは
様々です︒両
親働く事を積
極的に選択す
るケース︑子
どもとの時間
を大切にした
いけど預けて
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やみくも

外に出ざるを得ないケース︑若
い世帯にとっては収入は限られ
ているけど子どもとの時間確保
の為に働きに出ないケース色々
でしょう︒子どもへの対応も︑
自分が保護できない時間を施設
に代行して貰う場合︵本来の認
可保育園は ここが主眼でした︶︑
子どもの成長のために︵親以外
の人間との接触や保育が必要と
考えて︶施設に通わせる場合な
どがあります︒しかし︑いずれ
にせよ家庭の収入によって︑子
どもへの対応を決定しなければ
ならない︑その決定の結果によっ
て子どもの成長に格差が発生す
る︑そのような事は避けなけれ
ばならない筈です︒ましてや︑
家庭が子どもの成長の為の機能
を果たせなくなるような政策の
流れ︵保護者のニーズに応える
と称して︑子どもが家庭で過ご
す時間を結果的に減らしてしま
う事態の発生︶は大問題です︒
この部分をしっかり考えて︑
財政的な基盤を踏まえた上でな
ら︑幼歩一体化ーと言うより未
就学児の子どもの施設の一本化
も意味があると思います︵闇雲
に一体化反対を叫んでいる訳で
はありません︶︒乳幼児の子ど
ものための施設として︑その成
あんたん

長をしっかり考えた最低基準を
備え︑家庭の状況で子どもに対
する保育︵教育︶内容が変わる
ことがない施設である経済的な
支援が必要だと思うのですが︑
消費税問題と同様 目前の諸問
題と避難を回避することに優先
した政策ならば︑この国の未来
は暗澹としたものになるでしょ
う︒前提１として触れたように︑
色々な有権者︵保護者の声︶が
あるのも事実だし︑政治家は実
行させる義務もあるでしょう︒
ただ︑展望を持った政策をお願
いしたいところです︒
親として︵親学の前に︶
﹁親は子どもによって親にな
れる〜子どもが親を親にしてく
れる﹂何度もプレスに書いてき
たフレーズです︒但し︑我が子
が生を受けたなら︑好むと好ま
ざるとに関わらず 子どもの両
親は親であり︑それ以外の何者
でもないのも厳然とした事実で
す ︒それ では ︑
親 がちゃ んと し
た 親にな る為 の
マ ニュア ルが あ
るのでしょうか？
近 年﹁親 学﹂ と
い う言葉 が一 人
歩 きをし 始め た
つ ら

・

・

ようです︒親としての学びを大
切にしようという姿勢は大切だ
と思います︒しかし︑その前提
になるのは︑自分が一人の人間
の保護者であり親である︑と言
う自覚を持つことであり︑その
自覚から発生する自分の責任の
重さも感じることから始まるも
のだと思います︒周りが出来る
のは︑親が子に対して自覚を持っ
て責任を果たす場所＝家庭とい
う環境を整える為の支援が第一
歩でしょう︒親の責任を代行す
ることは誰にも出来ないからこ
そ︑親への支援が必要になる事
実を周りが理解しないと逆に自
覚や責任感の芽を摘むことにも
なりかねません︒まして︑親を
教育する権利など誰も持ってい
ませんし︑親もエクスキューズ
︵言い訳︶が効かないからこそ
自覚も育ちます︒
子どもは辛い時に最後に逃げ
帰るところは親の所だと思いま
す︒そして︑それをきちんと受
け止めるのが親の義務であり︑
親には一時避難所や休憩所はあっ
ても最後の逃げ場は見つからな
いと思います︒
近年︑園で気になる保護者の
フ レー ズが あ りま す ︒ それ は
﹁子どもが望んだから﹂です︒

子どもが望むことをさせたい︑
のびのびと遊ばせたいと考える
ことは大事です︒でも︑子ども
は自分でちゃんと判断できない
事も沢山あるのです︒だから保
護者が大人としての判断をして︑
子どもに従わせる必要がありま
す︒これは子どもを守る︵保護
する︶為の親の義務です︒今の
季節だと﹁子どもが幼稚園に行
きたいと言ったから﹂と体調不
良︵時には感染症︶の状態で連
れてこられる時があります︒結
果︑本人の体調が悪化し︑場合
によって感染症が広がり一緒に
遊ぶ友達も出てこれなくなった
りします︒食の問題も同様です︒
﹁子どもが好きだから﹂と︑お
菓子ばかり与えたり︑偏食をさ
せたら子どもの成長に悪影響を
与えます︒その結果に対しては︑
親の保護者としての義務不履行
になります︒私も中学生の親で
す︒日々反省です︒﹁親として
の自覚と責任﹂︒この言葉を︑
一緒に自分に問い直しましょう︒
間違ってたら︑足らなかったら︑
気がついた時から変えれば良い
と思います︒それが親になるこ
とじゃないでしょうか？
年度内に発行予定の３号で当園
の具体策に触れる予定です
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