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●とうとう夏休みが終わりました。9月前半2週間は,

分散登校という変則的な授業が続きます。学童は通常通

りの開設時間です。今後もコロナについては、より一層

留意して過ごしていきます。マスクも下校後は新しいも

のと取り替えて過ごしますので、2枚目を持たせてくだ

さるとありがたいです。

●おおた福祉農園 7/26、8/2、24、31の全4回農園に

毎回7~8人ほどで行くことができました。女子の参加は

消極的で残念でしたが、男子はほぼ全員積極的に参加で

きました。草むしりや大根、白菜の種まき、ナス・ミニ

トマト・ピーマン等夏野菜の収穫のお手伝い等のお手伝

いをしました。途中の休憩時間には毎回アイスが出て、

酷暑の中にいた子どもたちにはこの上ないごちそうでし

た。中には草むしりをそこそこに虫取りに夢中になる子、

暑さと蚊の襲撃にイヤだイヤだと元気をなくす子もいま

したが、アイスと収穫の時間には機嫌を取り戻すことが

できました。

今年の夏休み、コロナの影響で水族館や動物園行きは最

初から計画しませんでした。その代わり「おおた福祉農

園」での時間が唯一のおでかけタイムで、暑くはあって

も少々の労働と収穫の喜び、農園を維持しておられるグ

ループの方々に挨拶する機会、大根や白菜の種のまき方

など社会勉強ができたことはいい体験をさせてもらいま

した。次は秋野菜の収穫時や冬休みにお邪魔したいと

思っています。

●サラ＆アンドリューさん英会話

9月中旬以降再開予定

●お習字（隔週火曜日）コロナの関係でお休み中ですが

時々自習の時間を設定します。

●お抹茶 こちらもコロナでしばらくお休みです。

月曜日以外は学童給食を提供。（㋇末コロナ感

染拡大の恐れがあり27日以降は中止にしまし

た）長期休み中スクールの西田先生が週3回給食

作りに来てくださいました。チャンヒさんも週2

回給食作りを担当してくださり、とても助かり

ました。「流しソーメン」は1回限りでなく3回

予定しましたが、最後はやはりコロナの関係で

中止し、計2回実施でき、子どもたちも大いにた

のしめたと思います。

★ピザ作りは5グループに分かれて生地作りから

取り組みました。夏休み中2回予定して2回目は

かなり慣れたものでスムーズに作業が進みまし

た。計10枚、トマトソースとホワイトソースの

味、色とりどりのトッピング、チーズたっぽり

の、それは美味しいおいしいピザに仕上がりま

した。

「学童保育のあ」だより
2021年度９月号

学童給食のこと



給食とは別に「マイお弁当つくり」

空っぽのお弁当箱、弁当風呂敷をもってきて、ご

はんとおかずを詰めていきます。卵焼きは2回と

も、とわちゃんとほたるちゃんが丁寧に焼いてく

れました。自分の食べられるものを食べられる量

だけ詰めて、お代わりもし、お残しなしで、よく

食べました！

弁当風呂敷で包んで結ぶところも練習しました。

結び方は今後も続けて上手に結べるようになって

ほしいと思います。

2回目は弁当箱ではなく、ワンプレートでそれぞれ

盛り付けしてみましたが、この時も食が進んでい

ました。食事はあてがってもらうより、出来上が

るまでの過程にちょっとでも加わると、食欲も

違ってくると実感しました。

給食メニュー
流しソーメン、カレーライス、唐揚げ弁当、かつ弁当、ハ
ヤシライス、焼きそば、すいとん汁と魚の缶詰(節食体験メ
ニュー）、ちらし寿司、フォカッチャと野菜スープ、スパ
ゲッティミートソース、マーボー豆腐丼、カレーバイキン
グ（辛口、甘口、ドライカレー）炊き込みご飯とトン汁

節食体験と平和を考える

8月は日本人として忘れてはならない覚えておきた

い日が3日あること、

➀6日広島原爆投下 ⓶9日長崎原爆投下

③15日終戦記念日

学童疎開や戦時中の子どもの食べ物等の動画を見

た後、子どもたちにじっくりお話をしました。戦

争を経験した世代が極めて少なくなっている今、昭

和の時代に起きた大きな戦争の事実を風化させな

い取り組み、平和を追求する学習を今後も続けて

いきたいと思います。

また、節食体験ではお鍋でご飯を炊き、すいとん

汁に魚の缶詰(さば、さんま、イワシから選択）と

いうメニューで昼食提供しました8/16。魚の缶詰

が苦手なお子さんもいましたが、緊急時の食べ物

としても普段から少しずつ慣れておくといいかも

しれません。

★スライム ★流しソーメン

★水遊び ★庭でスイカ

駄菓子屋さん 7/28

桂台東1の1で毎月第2・第4(土）のユトリーロで

開いている駄菓子やの桂台西への出張販売とし

て行うことにしました。店員は陽くんと龍生く

ん、レジはトミー、お金は厚紙で作った紙の

お金、様々な駄菓子と当てくじやくじ付き野球

ガムがありました。迷いに迷ってお買い物する

子、1人での買い物は初めてで何をどうやって買

うのか全くの初心者もいたり、野球ガムや当て

くじにお小遣いの大半をつぎ込もうとする子に

アドバイスする子、いろんな買い物風景があり

ました。

おやつの時間には、いろんな駄菓子の甘辛入り

混じった複雑な香りがプンプン漂っていました。

6・8月生まれ誕生会
8/19 6⃣Aちゃん、
1⃣Fちゃんの誕生会を
しました。



★スライム ★牛乳パックイス作り

全集中学習と名付けて頑張る時間を設定してみ

ました

学童保育のあでは、小学校低学年の学習はその先

の学習のためにとても大事だと考えています。

もしどこかでつまずいていたり、苦手感があった

り、興味を失っていたり、机に向かう習慣が形成

されていない場合、できるだけの支援をしていき

たいと願っています。また学習への意欲がすでに

育っているお子さんには、もう少し頑張ってみよ

うと励ましています。この夏もかなりのエネル

ギーと人材を持って取り組みましたが、なかなか

思い描いた通りにはいきませんでした。まず机に

向かうこと、せめて15分じっくり座って教材に

向かう、これが課題のお子さんが多かったです。

学童の役割は塾ではないので学習支援優先ではあ

りません」。しかし家庭生活でも学習時間がある

ように、「もうひとつの家」である学童で宿題や

課題を取り組むことは当然のことです。

夏休み後半 牛乳パックイス作り

自分のために、弟や妹のためにと2個以上作る子もあ

り、今のところ10こ程度仕上がっています。この作業

はチャレンジプログラムのポイントにもなります。

「花かごの小箱ショップで販売するためのイスを作

る」というレベル③をクリアした子はまだいません

が、Wちゃんが挑戦中です。

岡田雄太くんが来てくれました！8/2

小学校の時にもらった福袋に入っていたルービックキューブに

魅せられて始めたという雄太君、瞬時に解いて戻したり、目隠

ししてだったり、けん玉の「もしかめ」しながらだった

り、、、演技後の交流タイムでは、色んなグッズを実際触らせ

てもらって、子どもたちはいい刺激を受けていました。普段の

やんちゃ坊主も静かにできたひとときでした。

スライム作り

硼砂、洗濯のり、水を混ぜ合わせて

作るスライム、ネトネト プヨプヨ

した感触、ブヨーンとどこまでも伸

びるオモシロさで、いつまでも触っ

ていたいこどもたち・・・・

夏休み中8:50～10:00すぎまでと、夕方17:30～

18:00を学習タイムとして設定、その日の流れで

時間帯は少々変わることもありました。

学習場所は1/Fリビング、和室、ピアノ室、

2/F和室の4か所を使いました。スタッフは、

スクールの先生たち1～2人、普段のスタッフ2～3

人、学生アルバイトやボランティア1～2人、日々

1～2人が各部屋に張り付きました。

夏休み後半数回にわたり「全集中学習」と称し

て、その日の学習はいつもより集中して頑張って

みようという時間を設定、途中休憩時間を設けて

アメなど配ってリラックスタイム、そして残りの

時間をもう少しがんばろうね！と励まして再

開、、、、、さて、効果は？すぐには現れないも

のです。学校が始まった今も短時間の学習時間を

大切にして粘り強く子どもたちと付き合っていま

す。ご意見、ご希望を是非聞かせてください。



➀公園で・・・

ほぼ毎日、お昼前と夕方、1時間ほど公園に出ました。この夏2～4年男子を中心にブレイブボード（略称「ブ

レボ」）での遊びがブームでした。最初ブレボは借り物の1枚しかなく、そこで1枚買ってみましたが、ブレ

ボへの興味が徐々に増し、順番待ちに時間がかかったり、独り占めやもめごとが生じたり、、、少人数の学

童でなかなか集団遊びが成立しない中、こういったⅠ人遊び的なもので夢中になるところからまた何かが生

まれるかも？とブレボを更に4枚購入、女子向けに一輪車も数台購入しました。(残念ながら今のところ一輪

車は食いつきが悪いです）

そのうち個人持ちのブレボを持ってくる子もいて、最高で9枚くらい収納場所に整然と並んでいる

様子はうっとりするほどのものでした！ 男子はほぼ全員ブレボが滑れるようになりました。最初はおっか

なびっくりで始まり、必ず数回は転んですり傷をつくりながらもへこたれず、その内少し滑れるようになっ

てくると、あの木のところまで行けた！公園の入り口あたりまで行けた！コンクリート通路の端っこまで行

けた！と滑れる距離が伸びていく度に興奮して嬉しそうに報告してくる子どもたちにスタッフはみんな目を

細めて喜びました。誰一人途中で投げ出すことなく、滑れるまで、さらに上手になるまで！と頑張っている

様子があり、その中でこうしてみよう、こうしたらいいよ、どうしたらいい？という会話の中で仲間意識が

育っていき、他の遊びにもその気持ちが生かされていくような気がしています。

➂室内遊び・・・レゴで武器づくり→戦いごっこ（リアルフォートナイト？と称し）

学童っこの多くがレゴ好きです。ロボットや箱庭のような街づくりやビルディングや、

女の子はそこにままごと的な要素を入れて、お話を作っていったり、と色々創造的な遊

びが展開しています。

夏休み終盤、男子中心にレゴで長い「輪ゴム鉄砲」を作って戦いごっこが始まりました。

かくれんぼや鬼ごっこや戦いごっこの要素が混じった遊びで、時には1年生や女子も仲間

に入って遊んでいます。これまで大きなトラブルもなく展開していますが、折しも

8月半ば、平和を考える機会を考えていたスタッフにとっては、少々悩ましい遊びではあ

ります。子どもたちは遊びと現実の戦争の区別はつけているようには思われます。

もうしばらく眺めていようと思います。。。。

➁公園で・・・

2年以上の男子がブレボに夢中になっているそばで、1年男子や女子は

その様子を眺めたり、ブランコや鉄棒で遊んだり、滑り台の上と下で

鬼ごっこのような遊びをしたり、、、しかし1年男子はほとんどの

場合、虫取りに夢中で第1公園のフェンス沿いに虫網をもって根気よ

くセミやチョウチョウを追いかけていました。よく飽きないなあと思

うくらい虫をこよなく愛する男子たちで、虫に関する豆知識は半端な

く、ちょっと聞いただけでは覚えきれないくらいで、名前も内容もス

タッフは頭に叩き込むのが大変でした💦



スピード（トランプの遊びの1種）

夏の初めに「スピード」のやり方を紹介しました。

知っている子もいましたが、初めてでもルールが簡単

なのですぐ覚えられます。その先は練習あるのみ、

できるだけ強い人と当たって腕を磨くのがコツ。

徐々にスピード熱が上がっていきました。スキ間の時間や

昼食後など、相手を探して「スピードしよ」と誘っていきます。

「ひまー」と言ってウロウロしていた子が、暇つぶしツールを

得たように「スピード」にはまっていきました。

家に帰って家族とスピードして、腕を磨く子も何人か。

日頃何事にも消極的な子も今では、真剣に友だちと向き合って

対決しています。シメシメです。「スピード」の持つ魅力が

子どもたちをしっかり捉えてくれました。

試合したい！という声があがり、密にならないよう注意しながら、

8月31日に「スピード対決」と「チャレンジプログラム中間発表会」を開催しました。

チャレンジプログラム中間発表会 （最終発表会はもう少し先を予定）

夏休みの初めに「プログラム集」の完成が間に合わず、取り組みを始めた

のが後半からで出遅れましたが、「のあリンピック」等イベントが出尽く

した中で始められたのは、かえって良かったと思っています。

家庭用のプログラム集もありますが配り切れておらず、十分周知できてい

ませんが、このプログラムはもうしばらく続けます。

いくつかの項目についてクリアできた子もできてない子も出たい子は前に

出てチャレンジしました。

けん玉コースレベル①、バイブルコースレベル①、生活道場レベル①～➂

Englishコース➀、歌コースレベル①～⓶など、だんだん司会のえいたくん

やあおいくんが適度にふざけ始め、他のメンバーもつられてずっこけた

り、笑いあったり、、、夏の終わりに楽しい発表会となりました。

スピード対決結果

➀1回→各学年で総当たり→上位2位までが決勝戦へ

➁ベスト８でトーナメント（学年関係なくくじ引きで）

➂決勝戦

➀Z×➂R ➀Z×➃X

➁H× ➃X ➃X×➃W

➁B×➂Y ➂Y×➃W

➀F×➃W

オリンピックの聖火リレーに参

加した石松さんがトーチを見

せに来てくださいました。京

都でのセレモニーに参加した

こと、ご自身が国際的な子ど

お向けの活動をしている話を

してくださり、1人ひとりトーチ

をもたせてもらいました。



8月10日・11日「のあリンピック」

「ジョイジョイチャペル」からサムエル先生とボランティアの青年たち4人が学童に来所。

＜1日目＞ ＜2日目＞

10:30～12:00 第5公園で「のあリンピック」 10:30～12:00 第5公園で「のあリンピック」

水フーセンバレー、ドンじゃんけん、ビンゴ パラシュート、水フーセンリレー、フリスビーカーリン

グ

13:30～15:00 学童内で 130～15:00 学童内で「夏祭りごっこ」

「ヒーローからにげろ」「ヒーローをさがせ」 ワニワニパニック、輪投げ、スーパーボール

メダルさがし すくいなど

聖書のお話 最後に表彰式

（おやつタイム） (おやつタイム）

16:00～17:00 第1公園でトムジェリ他 16:00～17:00 ジョイジョイスタッフと一緒に遊ぼう

●両日とも「学童っこ」と「一時利用のゲストの子どもたち」も加わり、

ジョイジョイスタッフと学童スタッフで合計30名が「のあっこはうす」でワイワイ楽しい時を過ごしました。

有難いことに「のあっこはうす」は1階、階段、中庭、2階、庭、と広々とした空間に恵まれ、密に気をつけな

がらイベントを進めることができました。ジョイジョイのサムエル先生のリードのもと、若いスタッフたちが

体当たりで子どもたちに真剣に向き合って遊んでくれた時間は、他では得難いものでした。

夏休み中の学童生活がクライマックスに達したような中身の濃い2日間でした。

のあリンピック 第5公園
学童内

8月12日 Yuko先生が「フォカッ

チャ」の作り方を教えてくださいま

した。パン屋さんになった気分で、

材料を混ぜ合わせ、仲良く順番に

こねこねして、発酵タイム、膨らん

できたらガス抜きして成型、指で穴

を作り岩塩を振ってオープンへ・・・

美味しいパンの出来上がり！


