か

すくすくと －流れのほとりに植えられた木のように－

いかに幸いなことか 神に逆らう者の計らいに従って歩まず 罪ある者の道にとどまらず
傲慢な者と共に座らず 主の教えを愛し その教えを昼も夜も口ずさむ人。
その人は流れのほとりに植えられた木。ときが巡り来れば実を結び 葉もしおれることが
ない。その人のすることはすべて、繁栄をもたらす。
－詩篇１編１～３－

『良き伝統を継承するために』

コリントの信徒への手紙Ⅰ
１５章３節

神奈川部会は四十年を迎えまし
たが、
「四十」は大切な節目の意味
をもつ数です。モーセがイスラエ
ルの民を荒野で四十年間指導した
年数です。そして、後継者である
ヨシュア他の若者たちにモーセか
らバトンタッチされ、約束の地を
目指していくのでした。
キリスト教保育の環境も四十年
で随分変化があったのではないで
しょうか。しかし、世が移り変わ
ろうとも、子どもにとって何が大
事であって変えてはならないこと
か、主イエスに聴いて築いてきた
先達の理念や保育を継承していか
なければなりません。

２００７年８月２８日
第１１１号

最も大切なこととしてわたし
があなたがたに伝えたのは、
わたしも受けたものです。

キリスト教教育において大事な
姿勢として教えられていることで
すが、ウエスターホフ著『子ども
の信仰と教会』で述べているよう
に、良い伝統が継承されるために
は、三つの要素が大事であります。
第一は「共同体の儀式」であり
ます。キリスト教保育における礼
拝の生活であります。神を畏れ敬
う礼拝であります。礼拝抜きにキ
リスト教保育は成り立ちません。
観念化された キ｢リスト教的 な｣保
育が成されるだけになってしまい
ます。保育者に求められることは、
自分が保育者だから礼拝するので
はなく、礼拝者として保育におい
て礼拝をしているという意識であ
ります。そうでないと神への礼拝
でなく、子どものための儀式にな
ってしまうでしょう。それは子ど
もを礼拝から引き離すことになっ
てしまいます。
第二は「共通の物語」でありま
す。それは聖書であり、イエス様
の生涯と教えであります。それを
私たちの信仰の物語としていくこ
とであります。子どもの道徳物語
ではなく、福音として伝えること
であります。ここでは保育者自身
の聖書の取り組みが求められるこ
とです。
第三は「重層世代の交わり」で
あります。現代の家庭環境は、親
子二世代が多いのですが、伝統が

継承されていくためには三世代の
関わりが必要です。様々な年代の
者が関わる中で継承されて行くの
です。キリスト教保育は、信仰を
もって子どもに関わってきた先輩
たちの姿勢から学び、受け継いで
いくことが大切ではないでしょう
か。
今年は、メソジスト教会にとっ
て大切な人物であるチャールズ・
ウエスレーの生誕三百年です。讃
美歌作者として有名ですが、讃美
歌
には十五曲納められていま
す。兄のジョン・ウエスレーと共
にメソジスト信仰復興運動を展開
した人です。彼等の母（スザン
ナ）の家庭教育は徹底したところ
があり、十八人の子どもたちを一
人で育てたのです。彼女の教育方
針は三本柱からなり、第一は神を
愛する教育（宗教教育）
、第二は隣
人を愛する教育（奉仕と献身、友
のため世界のために祈る）
、第三は
自分を愛する教育（自己修練、良
い生活習慣、賜物を伸ばす）でし
た。そして、神の御心に適う子ど
もを育てるために祈り、神を愛し
て生きる人生の尊さを教えたので
す。キリスト教保育にとって大切
な視点ではないでしょうか。
神奈川部会は、次の四十年に向
かって良き伝統が継承されていく
ように、皆で祈りを合わせ助け合
って参りましょう。
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キリスト教
保育連盟
神奈川部会

聖 句

２１

部会だより

キリスト教保育連盟 神奈川部会 ２００７年度主題

誠
旗
横浜愛隣幼稚園
園 長 古

新任の先生に ききました
新入園児と同様、新任の先生方
も、園生活にすっかり慣れたころ
でしょうか。十六名の方々がアン
ケートにご協力くださいました。
Ｑ１．担当しているクラスと役割
は何ですか？
Ａ．年長担任
四名
年中担任
六名
年少担任
五名
全体フリー 一名

Ｑ３．子どもと歌いたい歌は何で
すか？
Ａ．
「さんぽ」
詩・中川李枝子／曲・久石譲

「アイスクリームのうた」
詩・さとうよしみ／曲・服部公一

「あめふりくまのこ」
詩・鶴見正夫／曲・湯山昭

「そうだったらいいのにな」
詩・井出隆夫／曲・福田和禾子
「パレード」 詩 新･沢としひこ／
曲・中川ひろたか

紙面の都合上、上位５曲をあげ
てみました。

と保護者とのコミュニケーシ
ョンが図れること。
・子どもたちから出た遊びを大
切にして、子どもたちにとっ
て良いものを考え、実行して
いること。
職｢員 ｣
・保育者同士の意見交換がある
こと。
・保育者一人ひとりの思いを尊
重してくれること。
・先生同士の仲が良く、不安な
こと、子どものことを相談し
やすいこと。

Ｑ４．自分の園の自慢を一つあげ
Ｑ５．保育者になっての抱負や心
てみてください。
境を一言お願いします。
この質問への回答を三種類
Ａ・子ども一人ひとりの気持ちを
に分けてみました。
「環境」
理解できる保育者になりたい。
「保育」
「職員」です。
・子どもと向き合って、少しで
Ａ．
「環境」
も子どもたちを理解できる
・園庭が広いこと。
ようになりたい。
・豊富な種類と数の絵本を揃え
・日々勉強の毎日ですが子ども
た文庫があること。
たちと共に成長していきたい。
・自然環境に恵まれていること。
・いつも心に余裕を持っていた
・教会が隣にあること。
い。
・海が近いこと。
・勉強してきたことが、そのま
・近くに動物園があること。
ま…… という感じではなく、
「保育」
難しい部分もたくさんですが、
・小規模でアットホームな保育。
子どもたちと毎日楽しく過ご
・チーム保育。
していきたいです。子どもた
・保育の中に、園独自の学びの
ちはとってもかわいいし、お
時間があること。
もしろいです。
・バス登園がないため、保育者
・子どもと共に楽しみながら、

共に成長していくことができ
たらいいなと思っています。
・保育者になって「責任をも
つ」ということの重大さが分
かり、気を配っていかなけれ
ばならないと思いました。
・保育を楽しみたい。喜びをも
って感謝して保育する。
・子どもたちへの対応、保護者
の方との関係、もちろん園生
活でもまだまだこれからです
が、幼稚園という場で、神様
や保育者に守られていること
を実感しながら、のびのびと
遊び、遊びの中で様々なこと
を体験して欲しいです。その
サポートができればと思って
います。
・子どもの日々成長する姿、豊
かな感性に驚かされます。子
どもたちと共に一瞬一瞬を大
切にし、様々な事柄に感謝を
していきたいと思います。
・･・・・・・・・・・・・・・・
日々の働きのただ中に神様がい
てくださいます。子どもたちも私
たちも、神様が成長させてくださ
ることを信じて、それぞれの場で
励んでまいりましょう。新任の先
生方の上に、神様の力強い支えが
ありますようお祈りいたします。
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Ｑ２．子どもと読みたい本、読ん
であげたい本は何ですか？
Ａ．最多票「 ぐりとぐら 」 中川李
枝子・
山脇百合子（福音館書店）
二位「 ありがとう どういた
しまして 」
ルイス・スロボトキン（偕成社）

「 くれよんのくろくん 」
ひきのねずみシリーズ」

なかやみわ（童心社）

「

トップはシリーズものを含める
と、多数の方があげていました。
子どもたちのために心が豊かにな
るような良い本を選び、子どもた
ちに出会わせてあげたいものです。

エリック・カール 偕(成社 )

「 はらぺこあおむし 」

筒井頼子・林明子 福(音館書店 )

「 はじめてのおつかい 」

いわむらかずお（童心社）

１４

創立４０年に

よせて
西田直樹

キリスト教保育連盟神奈川部会
が関東部会より分離・独立して四
十年を迎えることができました。
金児和子先生もお書きくださっ
ておりますように、この四十年の
間、歴代の部会長・副部会長そし
て委員や主任会の先生方によって、
神奈川部会は担われてきました。
神奈川部会の精神はキリスト教信
仰を中心に自主独立を貫き通すこ
とであります。連盟本部につかず
離れず、一定の距離を保ちつつ、
連盟にも協力して参りました。
私は神奈川幼稚園の園長時代か
らずっと神奈川部会の役員として
奉仕させていただきました。諸先
輩の先生方からお教えいただきま
した。特に日本基督教団以外の先
生方との交わりは貴重であり、ま
た様々な幼稚園・保育園 幼
･ 児施

設 養･成校から得られた知恵は、今
日も生かされております。神奈川
部会がなければ出会うことがなか
ったであろう先生方と出会い、交
わってくださいました。また、直
面する幼稚園の諸問題を相談させ
ていただき、適切なアドヴァイス
をいただくことができました。
さらには日本基督教団神奈川教
区の先生とも、教区や教会を離れ
てお付き合いさせていただきまし
た。亡き早川規先生とは、腹の底
から付き合っていただきました。
神奈川部会があったからこそ、親
しみは倍加したのでしょう。
わたしはある時、委員の一人と
して、「神奈川部会史」を纏（ま
と）めておくべきだと提案しまし
たが、その頃、主任会をリードし
てくださっていた先生から反対を
されて消えてしまいました。その
代わりとでも言いましょうか、浜
松の「エデンの園」に倉田俊丸先
生を訪問して、神奈川部会の始ま
りの頃の話を聞かせていただき、
それを録音して、
「部会だより」の
原稿と致しました。現在も野毛山
幼稚園に保管されている膨大な資
料をいつか整理して、
「神奈川部会
史」にまで纏めてくださるのは、
創立五十年の時でしょうか。だん
だん生き証人がいなくなってしま
いますね。
創立四十年を記念して、部会長

として聖句とメッセージを書くよ
うにとのご要望でした。
「喜ぶ人と
共に喜び、泣く人と共に泣きなさ
い。」 ロ(ーマの信徒への手紙十二
章十五節 )これは使徒パウロが未
だ訪れたことのないローマの教会
の信徒たちに、パウロ自身の自己
紹介並びに福音理解を紹介し、ま
た願いを書いております。その願
いの一つに、
「喜ぶ人と共に喜び、
泣く人と共に泣きなさい。
」がある
のです。
保育者にとって必要なことは共
感シンパシーです。同情ではなく
共感・共鳴です。主イエス御自身
も死んだラザロとその姉妹マル
タ・マリアに対して、
「イエスは涙
を流された」（ヨハネ十一章三五
節）
。また、幼子を迎え入れた主イ
エスは幼子と共に笑い、喜んだ聖
画があります。主イエスこそ共
感・共鳴をされました。
私どもはもっと感情豊かに喜び
や悲しみの感情表現を表に現して
良いのではないでしょうか。子ど
もと共に喜びも悲しみも分かち合
い生活をされておられるでしょう。
しかし教師や職員や教会員とは
どうでしょうか。ある人がこんな
ことを言っています。
「私たちは泣
く人と共に泣くのは可能だが、喜
ぶ人と共に喜ぶのは難しい。
」と。
なぜなら泣く人と共に（表面的
に）泣く。それは自分が一段高い

所に立って謂わば同情して泣いて
いるのに過ぎない。他方、喜ぶ者
と共に喜べない自分がおります。
その喜びに対して嫉妬心を抱き、
弱点を探し当て、何とかその喜び
からひきずり下ろそうとします。
何と心の狭い者でしょうか。
「福音」とは喜びのおとずれで
あります。主イエス・キリストの
十字架と復活こそ喜びの源泉であ
り、福音そのものであります。そ
の福音に生き、生かされるとき初
めて正しく「喜ぶ人と共に喜び、
泣く人と共に泣きなさい。
」という
使徒パウロの願いを満たすことが
できるのです。保育・教育を巡る
環境は厳しさを増し続けています。
その中で、それらの流れに抗して
福音に生き、生かされるキリスト
者・保育者によってキリスト教保
育が実現すると信じて止みません。
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神奈川部会

箱根の強羅ホテル、群馬の水上館、 を聴き、心のゆとりと豊かさの時
嵐山の国立女性教育会館、熱海の
が与えられました。
池田屋、大野屋、創立三十周年の
部会だよりも、広報委員のお働
時は貸切バスを連ねて白樺観光ホ
きにより、二〇〇七年二月には発
テルへ、研修会の合間のそば打ち
足以来一一〇号を発行することが
体験、霧ヶ峰の車山高原への散策、 出来、本当に感謝です。
チャプレンには、今は亡き早川規
部会だより一〇〇号に座談会と
先生がご奉仕くださったこと、あ
して、
「受けつぎ育てようわたした
んな事もこんな事もあったと懐か
ちの神奈川部会」と題した記事が
しく思い出されます。
載っておりました。座談会に出席
次第に一日の講習会になりまし
された先生方の、キリスト教保育
たが、多くの講師の先生方との出
に対する熱い思い、園児（幼な
会いがあり、たくさんの事を学ば
児）に接する保育者の態度を深く
せていただきました。その中での
示されました。
コンサートは、 間近に美しい音楽
部会四十周年を迎えるに当た
り、私たちは何を受けつぎ育て
ているであろうか、深く考える
機会にしたいと思います。それ
ぞれが与えられた責任を充分に
果たし、魅力ある神奈川部会に
発展することを祈ります。
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部会創立
四十周年を迎えて

部 会 長 西田直樹先生 一期
副部会長 青木勝次先生 一期
川又志朗先生 一期
そして二〇〇七年度の役員改選
に於いて
部 会 長 西田直樹先生
副部会長 古旗 誠先生
森田裕明先生
が選出されました。紙面の都合上、
その時代時代の役員の先生方を記
載出来ない失礼をお許しください。
また、部会の活動に忘れてはなら
ないことは、主任の先生方のプロ
ジェクトチームによる支えがあり、
過去三十九年間いろいろの研修会
が続けられたことは素晴らしいこ
とと、陰でご尽力くださった先生
方に心からお礼申し上げたいと思
います。
部会の特色の一つに夏期講習会
があります。八月末、二学期を迎
えるに当たって、同労の先生方と
共に交わり学び合い、愛する子ど
もたちとの再会を楽しみに、二学
期への希望と抱負を与えられる欠
かせない研修会となっております。
連盟の全国夏期講習会が神奈川部
会の当番に当たった一九八二年の
ホリデーインの時と、一九九九年
の横浜プリンスホテルで行われた
二回は、連盟の方に参加し、それ
以外はずっと神奈川部会独自の夏
期講習会を続けて参りました。今
思い出しただけでも、泊りがけで

部会創立３０周年に当り、マン
ダリンホテルで記念感謝の会を行
ったときの写真です。この中には
何人か、すでに天に召された先生
方がおられますが、たくさん懐か
しいお顔の先生方がおられますの
で、この写真を載せさせていただ
きました。

野毛山幼稚園
副園長 金児 和子
神奈川部会は、一九六七年（昭
和四二年）にキリスト教保育連盟
関東部会から独立し、一県一部会
としての歩みを発足しました。創
立に際しましては、当時の役員の
先生方のご苦労があったことと感
謝いたしております。
当時は加盟園が四十二園と聞い
ておりますが、現在では五十一園、
養成校二校、会友十名余となりま
した。
四十周年に至るまでの部会長、
副部会長の歴代の先生方をご紹介
したいと思います。
部 会 長 高田彰先生
五期
副部会長 故広井修先生 五期
部 会 長 故広井修先生 二期
副部会長 新美昭子先生 二期
部 会 長 新美昭子先生 二期
副部会長 金児栄治先生 二期
部 会 長 金児栄治先生 九期
副部会長 故依田駿作先生一期
故早川規先生 三期
山鹿昭明先生 五期
部 会 長 川又志朗先生 一期
副部会長 青木勝次先生 一期
小林誠治先生 一期

１９９６年１１月１８日

新任教師研修会の報告
「子どもの心を見る保育」
日 時
二〇〇七年五月十六日
会 場
横浜英和幼稚園
参加人数 二十五名
新任教師研修会担当 寺田千栄
短い礼拝をもって、会を始めま
した。講師の後藤當子先生は望記
念幼稚園前園長で、長い間の保育
者としてのご経験から、具体的に
子どもの心を育てる保育について
お話してくださいました。
「保育を
楽しむのも、つまらないものにす
るのも、保育者次第である」
「保育
の仕事は怠けようと思えばいくら
でも怠けられるし、追求しようと
思えばいくらでも出来る」という
言葉を園の合言葉として、時折心
に留めていたとお話されていまし
た。幼児期は子どもの心が育つ時
だから、自由に自己表現できる自
発活動の中で、近寄ってよく観察
していると、子どもの心の動きに
気づけるようになり、言動だけで
はなくその裏にある心の動き（内
的活動）が見えてくるようになる。
それを受け止め、理解していくこ
との大切さや、見えてくることに
よって、子どもの次の動きや要求
に気づけるようになる。そして、
子どもたちはその活動の中で自主

的に発動することと、静止する能
社会力 を育てることの大 切
力を身につけていき、自分の集団
の中での位置づけができる。つま
り、自分を自由に表現しつつ社会
講演会担当 河窪悦子
の要請に応えることのできる人に
なっていくことが、大切な精神面
六月二十日 水( 、)今年度第一回
の成長であることを教えてくださ
目の講演会が野毛山幼稚園で行わ
いました。具体例をあげて、子ど
れました。講師は、筑波学院大学
もの心が動いている（内語を使っ
学長 門脇厚司先生です。以下、
ている）時はじっと見守ったお話
ご講演内容を報告いたします。
とか、子どもに今持っている能力
のほんの少し上を刺激として与え
「社会力」とは、人が人とつな
ていった言葉がけのお話等でした。 がって社会をつくる力であり、こ
また、先生の所では「～クラ
の社会力をつくることが今こそ重
ス」 ～歳児 の保育計画ではなく、 要な時である。それは、若い親た
｢
｣
一人ひとりがみんな違うから、
「こ
ちも含め、子どもたちが社会力を
の子の保育」という視点で、全員
なくしている＝他者を喪失してい
の教師で、全員の子どもたち一人
る現実があるからである。他者を
ひとりについて話し合い、共通理
なくすということは、他の人のこ
解をもつようにされていたという
とを自分のことの様に理解するこ
お話でした。参加者それぞれが深
とができないということであり、
い観察をするにはどうしたらいい
それは結果として自分の立場や利
か課題を頂きました。その後、グ
益しか選びようがないということ
ループに分かれて懇談の時を持ち
になる。しかし、
「ヒトの子」は放
ました。それぞれに、先生のお話
っておいても他人（ひと）のこと
から課題を頂いて、目標をもった
がわが事の様に分かるような能力
ようでした。
を先天的に備えている。それは、
新任研修会の回を追う度に、互
ヒトと関わりをもつ、特に大人と
いに課題について報告し合い、深
相互交流するために産み落とされ
められればと思います。
たと断言する他ない。また、人間
は大きな脳を持っている。これは、
人間は社会を作ってしか生きられ
ない動物であり、様々な人たちと
いい関係を作って生きるため、大

きく、性能の良い脳が必要だった
と考えられる。なぜ今、社会力が
低下しているのだろうか。それは、
人といい関係を作るために必要な
環境がどんどんなくなっているか
らである。
「向こう三軒両隣」の時
代には、何百種類の人間関係の中
で子どもは人間形成され、成長し
ていった。しかし、現代は限られ
た人間関係の中でしか生きられな
い。ヒトの子は、どの子どもも大
人と関わりをもち、応答し続ける
能力をもっており、生まれた直後
からその能力をフルに発揮させる
ことができたら、今の時代のヘン
なことは起こり得ない。それでは
社会力はどの様に培われ、育まれ、
強化されていくのだろうか。それ
は、子どもが大人と関わり続ける
ことである。他人との関わりが人
間をつくり、その中で最も重要な
のが大人との関わりである。その
ため、子どもの周りにいる大人が、
“かわいい”という感情をもち続
けて、子どもとの応答の中身を豊
かにしていくことが大切である。
私たちは幼稚園の先生である前に、
子どもの前では大人なのだという
きちんとした自覚をもっている必
要がある。
以上、貴重な学びのひとときで
したが、可能であれば考え合う時
が持てればと思いました。
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《役員会報告》 書記 田名網 仁
皆様元気にお過ごしのことと思
います。六月七日 木( に)平塚二葉
幼稚園にて、二〇〇七年度最初の
役員会が行われましたので報告い
たします。
◆今年度役員は部会長・西田直樹
副部会長・古旗誠、森田裕明、
書記・鈴木裕美、田名網仁、
会計・島田美緒、豊嶋ときわ、
監事・島田勝彦、坪内克浩、
園長会・青木勝次、川又志朗、
主任会・國尾雪、堀口由利子で
す。
◆四〇周年記念夏期講習会
八月二十八日 火( セ)ントジェー
ムスクラブ迎賓館で行います。
主題は「いのち」
。講師は阿部志
郎先生（元横須賀基督教社会館
館長・神奈川県立保健福祉大学
学長）です。また、四十周年記
念式典も行われる予定です。
◆主任研修会
七月六日 金( 、)みくに幼稚園に
て行われました。講師は船本弘
毅先生です。
◆四月十七日 火( 野)毛山幼稚園で
行われたキ保連神奈川部会総会
議事録が承認されました。
◆二〇〇七年度キリスト教保育連
盟総会（五月二十八日）報告が
されました。
◆辻堂教会の押川幸男先生が会友
になることが承認されました。

ボード（壁面）の

毎日忙しく保育をされてい
る先生方。他園の見学に行
くのは難しいことと思いま
す。そこでいろいろな園の
壁面を紹介し、参考にして
いただければと思います。

年少組、初めての“のり”の活動で画
用紙の汽車に好きな色の紙を貼って遊
びました。
（めぐみの子幼稚園）

小枝やドールハウスの人形を使
って立体的に。
（ひかりの子幼稚園）

編集後記

今回も原稿依頼を快くお引き受
けくださった先生方、ありがとう
ございました。今年度から広報担
当が替わり、不慣れではございま
すが、今後も皆様にご協力をいた
だきまして、保育に活かせる部会
だよりがお届けできればと考えて
おります。ご意見、ご感想等あり
ましたらお寄せください。

発行日
二〇〇七年八月二十八日
発行所
平塚市見附町六―十八
平塚二葉幼稚園 内

キリスト教保育連盟 神奈川部会

編集者
神奈川部会 広報担当
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かわいい動物が手に持っている
のは、子どもたちが色を付けた
カラフルな風船。草の部分には
やわらかな素材を利用して工夫
しています。 横(浜英和幼稚園 )

おいしそうなおにぎりは包装
紙で、チェックの布をピクニ
ックシートに見立てました。
遠足をした頃に作ったボード
です。

（ひかりの子幼稚園）

お花に布を使って、素材
の工夫が活きています。
（横浜英和幼稚園）

アイディアいろいろ

