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国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2621 回例会 平成 26 年 8 月 29 日（金） 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ ロータリーソング    我らの生業 

◇ 四つのテスト      小柳 政和 会員 

◇ お客様紹介 

成田コスモポリタンロータリークラブ 

 金子 公久 様 

◇ ニコニコボックス 

橘 昌孝 会員：先日ある委員会に参加し非常に嬉しいことがありま

した。その時ご一緒した新入会員に「あなたは２、３年しかいないの

だから、その期間、一生懸命頑張って成田ロータリークラブのクラブ

ライフを楽しんで欲しい。」とお話しました。そうしましたらその方

は「私も５カ月ほど経ちましたので時間もありません。これから１年

半ほどの期間、頑張って勉強したいと思います」とおっしゃっていただきました。こうい

う新入会員の方に会えたのは久しぶりで大変嬉しく思いました。将来を期待してニコニコ

したいと思います。 

 

石橋 菊太郎 会員：先週、好天の下、屋形船納涼例会を無事に終え

ることができました。江戸の情緒をたっぷり楽しみました。その企画

は皆さんから頂いた会費でほぼ賄うことができました。担当委員長と

して御礼申し上げます。ご協力ありがとうございました。 

 

遠藤 英一 会員：今年の松田年度のテーマはクラブメンテナンス。

私も身体のメンテナンスで７月８月は精密検査と例会がぶつかって

しまい、なかなか出席することができませんでした。結果は今までか

なりの量のお酒を飲んでおりましたのでしばらく控えることになり、

只今アルコールなしの宴会にでる訓練中でございます。月見例会もア

ルコールを飲まずに出席したいと思います。長期欠席のお詫びという事でニコニコさせて

頂きます。 

 

松田 泰長 会長：まず初めに遠藤直前会長の元気な顔が見られたこ

とに。そして屋形船、皆さんに参加して頂き盛大に楽しい一夜を過ご

す事が出来ました。最後に、日曜日に行われました中学校剣道大会。

そこで私は中学生の皆さんにお願いしました。「皆さんの周りに悩ん
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でいる人がいないですか？悩みを持っている人がいたら、是非声を掛けてあげて下さい。

皆さんから地域に、日本に、最後は世界平和になるように」と。大会が終わり閉会式の時、

審判部長の総評の中でこの話を取り上げてもらいました。そして閉会式が終わり、出口に

向かっていましたら、男の子と女の子二人が駆け寄ってきて、「今日は本当にありがとうご

ざいました。」と、また改めた子供たちに挨拶を頂き、暑い中でしたが清々しい気分で帰っ

てきました。ありがとうございました。 

 

神﨑 誠 幹事：８月２５日（月）成田市民ゴルフ競技大会が白鳳

カントリー倶楽部貸切で行われました。総勢１８０名。遠山地区で

３チーム出ましたが、その中で遠山Ｂチームが優勝いたしました。 

 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

皆さんこんにちは、成田コスモポリタンＲＣから金子さんよ

うこそいらっしゃいました。 

今日はお馴染みの「四つのテスト」についてお話をしたいと

思います。 

創案者であるハーバート J.テーラーは会社再生のため就任

した自分の会社のためにこの四つのテストを実行し成功しま

した。1954-55 年度、ＲＩ会長に就いた時、四つのテストの著

作権をＲＩに移譲しています。彼が実際に実行したものを紹介してみます。 

 

１．まず広告に対してそれは適用されました。「より良い」とか「最上の」とか、あるいは

「最高の」や「最高級の」といった表現が広告から削られ、製品に関する事実に基づ

いた説明文が載せられることになりました。競合他社の欠点を論ずる文面も、広告や

企業案内から取り除かれました。 

２．ある日のこと、販売部長が、調理器具 5 万点の注文が取れるかもしれないと発表しま

した。最高幹部の人たちは、明らかにこの販売の機会を逃すことなく、商談が成立す

ることを望んでいました。しかし、一つの問題点がありました。販売部長が聞いたと

ころでは、注文主である業者は商品を値引きして販売したいというのです。「これでは、

これまでわが社の製品を地道に宣伝し販促してきてくれたディーラーに対して不公平

となります」というのが販売部長の意見でした。結局、この注文は断ることになりま

した。 

３．ある日、彼は印刷業者と契約をしました。印刷業者は会社に帰ってから、自分の計算

違いから、その契約では大変な損をする事に気がつきました。今更契約のやり直しを

申し込める筋合いの事ではありません。さればと言って、みすみす損をすることが判

っていながら真面目な仕事ができるかどうかについても自信はありません。そこで印

刷業者は断られても元々だと思って、損をしない程度に契約のやり直しを申し入れま

した。申し入れを聞いたハーバート・テーラーは取締役会に諮りました。あの契約は

先方の言う通りの金額で当社は一銭も値切らずに契約に応じたのだから、計算違いは

当社の全く関知しないところで、当然、契約は守って貰うべきという取締役の意見が
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大勢を占めました。しかし、ハーバート・テーラーは「我々は 4 つのテストを誓い合

っているではないか」。この契約で真実とは何か。契約通りにことを運べば相手が確実

に損をすることである。そのことがみんなに公平と言えるのか、好意と友情を深める

ことになるのか、そしてみんなのためになるのか。と取締役会を説得して契約のやり

直しをしました。 

 

やがて、これらの事が口コミで拡がり、ハーバート・テーラーの会社と取引をしてい

れば安心だと言うことになり、信用を確立することが出来、会社を再建出来たのです。 

 

◇ 表彰 

米山功労者第 7 回 

設楽 正行 会員 

 

◇ 委員会報告 

・クラブ広報委員会  堀口 路加 委員長 

本日例会終了後、クラブ広報委員会をラウンジで開催いたしますので

担当委員の方はご出席をお願い致します。 

 

・職業奉仕委員会  諸岡 靖彦 リーダー 

お手元にお渡しした「職業奉仕の活動方針」をご覧ください。１０月

は職業奉仕月間ですので職業奉仕例会（１０月１０日）を設け、橘昌

孝会員にご自身の職業奉仕の原体験をお話いただきます。職業奉仕の

簡単な定義は、＜あなたの職業を通じて他人を助けること＞ですが、

一人の医師として、人を助けるという使命と成果と実績、社会的信用

を得られるまでには、大変なご苦労とご研鑽があったはずです。そう

した原体験をお話いただこうというわけです。一方、職業奉仕の卓話をお聞きいただく会

員の皆様にも同様に、前後に奉仕プロジェクト委員会又は職業奉仕委員会を開催して、こ

れにご参加いただいて、小グループでご自分の職業の原体験をお話いただきます。橘会員

の卓話を聞いた後には、ご自身の職業の道徳的水準を向上させることについて、話し合っ

ていただこうと考えております。 

 下半期にも、４月に同様の例会と前後の委員会を設けて、今度は橘会員のような専門職

業人ではない、小生のような営利職業人の会員に卓話講師をお願いして、職業奉仕の深い

意義をお話いただき、皆様にもそれぞれの職業奉仕をお考えいただこうと思っております。

なお、お手元の活動方針をお示しした資料には、職業奉仕に関するロータリーが積み上げ

てきた知恵の一端を、資料１．２．３．として付けておきましたので早いうちにお目通し

ください。 

 

・奉仕プロジェクト委員会  設楽 正行 委員長 

8 月 19 日菊屋で行いました第 2 回奉仕プロジェクト委員会のご報告

をさせて頂きます。 
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―委員の情報の共有化のために― 

・職業奉仕                         リーダー 諸岡 靖彦 

① 活動計画書に基づく活動方針についての報告（本年の活動計画書参照） 

② 実施計画 

上半期－10 月・下半期－4 月に職業奉仕担当例会を設け、会員に職業奉仕についての

原体験を語っていただき、会員相互、自身の職業の魅力、意義、社会貢献について語り

合い、職業奉仕の意義について考える機会としたい。 

③ 委員長より－職業奉仕はややもすると実践よりも理論の深堀をすることを本筋とする

傾向がある。日々実践することが本当に大事であり、それぞれの実体験を話し合えるこ

とは大変意義深いと思います。 

④ 昔のロータリーの資料に下記のような物がありました。参考までに 

職業奉仕－四つの反省 

1. 顧客に対して 

最上の品質、最高のサ－ビスを提供しているか 

常に正直と親切を旨としているか 

2. 従業員に対して 

彼らの長所を十分に認めかつ買っているか 

安全で快適な職場を確保しているか 

苦情に対して公正な態度で対処しているか 

自ら誠実、正直、善意の手本を示しているか 

  3・競争者に対して 

   公正な態度で接しているか 

   あなたは、行動を持って誠実を感銘させているか 

   彼らとともに事業水準の高揚に努めているか 

  4・協力者に対して 

   公平でしかも友情に満ちた関係を保っているか 

   いつも支払いをよくしているか 

このようなことも思いながら毎例会の４つのテストの唱和をしましょう。 

・社会奉仕                         リーダー 佐藤 英雄 

佐瀬年度実施の地区補助金を使用する企画について説明があった。以下 

① 3.11 大震災の東北に対する応援プロジェクトを立ち上げる 

・メンバ－企業各社による歌のリレ－方式を行う（40 社くらい） 

・ＣＡＴＶ 岩手、宮城２局にて放映する。 

・その目的は、アメリカにおいて住民が５，０００人にまで減った町で行われた事で、

その結果として２万人まで人口が増えたことを例にして東北を勇気づけるものとし

て行うものです。 

・制作はＮＣＡＴＶで行い、予算は１００万円位（企業広告収入にて） 

－地区への申請は３月まで、その前に取りまとめ 

・詳細については別紙がありますので佐藤まで申し出ください。 

② 現在の継続事業についてよりよい方向への見直しを行う。１２月まで 

 



5 

・国際奉仕                                       リーダー 福田 朗 

① 成田ＲＣは、国際奉仕については継続的な事業を行っていません。そこでモンゴルの元

米山記念奨学生シルネンくんが、現在現地で会社を興し活躍をし、その資金調達のため

来日の機会が多いとのこと。そこで、そのル－トを使いモンゴルに対する奉仕活動を模

索し、また、現在の米山記念奨学生であるムンクバト君にも相談しつつ、ガバナー補助

金を活用する事業を本年度中に企画したい。 

・青少年奉仕                        リーダ－ 近藤 博貴 

① インタ－アクトとロータリアンとの接触が少ない。募金活動を一緒にやるとか、普段の

例会にロータリアンが大勢参加するなどの活動を深めよう。 

② インターアクターが短期留学できることをもっとＰＲし、会員増強の一助としよう。 

③ ＲＹＬＡが成田で行われるが、地区の組織がしっかりしていることから関与は余りしな

くてよいだろう。 

・横田さんが出向しているのでよく相談の上行動する。また、親睦旅行と重なるため

事前の準備につき横田さんより要請があれば執り行う。 

 

以上の議題が話し合われましたが、それぞれ期限を守り、必ず実行しましょう。 

 

・親睦     吉田 稔 リーダー 

先週の屋形船例会、３８名の参加を頂き無事に終了することができまし

た。ありがとうございます。それと併せて駐車場の利用について、甲田

会員にご協力をいただきありがとうございました。お礼申し上げます。

続いて９月１２日、月見例会のご案内をしておりますので、是非こちら

の参加も宜しくお願い致します。 

集合場所 １７時   ビューホテル 

１７時半  ＪＲ東口観光案内前付近 

１０月１６，１７，１８日、知多半島、伊勢神宮方面への親睦旅行を予定しております。 

 

・成田環境ネットワーク  出向者 小川 賢 会員 

１０月１９日（日）第２６回印旛沼クリーンハイキングが実施されます。

成田ロータリークラブから受付を５名出して下さいと依頼が来ています。

お手伝いをよろしくお願い致します。９月半ばに参加をまとめたいと思

っております。 

 

◇ 幹事報告   神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・９月例会変更  佐原ＲＣ、多古ＲＣ、成田ＣＲＣ、 

白井ＲＣ（事務局森山さん８月で退職） 

・週報７月分   佐原ＲＣ、成田ＣＲＣ、多古ＲＣ、成田空港南ＲＣ 

・クラブ活動計画書  多古ＲＣ、成田空港南ＲＣ 

・米山梅吉記念館    館報 2014 秋 vol.24 
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・2014-15 年度地区奉仕プロジェクト委員会セミナー 

         8/10（日）三井ガーデンホテル千葉 

・第２６回印旛沼クリーンハイキング 

         10/19（日） 

・月見例会申込みについて 

 

◇ 卓話 

≪自己紹介及び私のしごと≫ 
学校法人浅野学園 玉造幼稚園 

理事長 浅野 正博 

 5 月 30 日に入会をさせていただきました浅野でございます。まだ入会をさせていただい

て、日も浅いこともあり、経験豊富な皆様方を前にしてお話をさせていただくということ

で非常に緊張しております。つたないお話となりますが、どうぞよろしくお願いいたしま

す。本日は、自己紹介と自分の仕事についてお話をさせていただきたいと思います。私は、

3 人兄弟の 3 番目で、昭和 48 年 1 月 11 日生まれの 41 歳です。生まれも育ちも成田市で、

江弁須という地で育ちました。江弁須というのは、成田ニュータウンの入り口で、大きな

くくりでいうと公津地区になります。私は玉造幼稚園という幼稚園の理事長をしておりま

すが、自分が卒園した幼稚園は、はぼたん幼稚園でした。この頃にはまだ玉造幼稚園は設

立されておりませんでした。そして成田高等学校付属小学校の第 7 期生として小学校に入

学し、付属中学校へ進学、そして成田高等学校に進学しました。高校時代は、吹奏楽部に

在籍し、ＳＡＸを担当しておりました。高校時代の思い出は、勉強をした記憶はあまりあ

りませんが、部活動にはだいぶのめり込みまして朝から晩まで楽器を片手に譜面とにらめ

っこをしていた記憶しかありません。大学は千葉大学に通い、そこでも吹奏楽をやろうか

と思っていたのですが、友人に誘われるがまま、都内の学生たちとバンドを組むことにな

って、大学時代はそっちにばかり時間を割いていた記憶しかありません。本質的に友人に

流されやすい性格のようです。 

 趣味は楽器の演奏や音楽鑑賞です。小さい頃はあまり音楽に親しむような生活をしてい

なかったのですが、友人の誘いに乗りやすい性格ですので、友人の趣味が私の趣味になっ

てしまったように思います。ジャズやロックが好きで、そのうえコレクションする癖があ

るので、中学頃から集めたＣＤがしまい切れなくなってしまい、結婚と同時に大部分を処

分してしまいましたが、手放せないコレクションがまだまだ残っております。今でもギタ

ーとＳＡＸは、少しだけですが演奏する真似事ぐらいはやっております。 

先程、私の通っていた幼稚園は、はぼたん幼稚園でしたというお話をいたしました。と

いうのもそのころの我が家は、共働きの兼業農家で、父は

エスエス製薬に勤めており母は県庁に勤めておりました。

時代は成田空港ができる頃でしたので、ベットタウンを造

るため成田ニュータウンが造成された頃です。私の父は、

千葉大学の園芸学部を卒業して、農業をやりたかったので

しょうが、我が家の畑などの土地は、ニュータウンの造成

計画にかかってしまいそのほとんどを手放すこととなり、



7 

やりたくても農業はできない状態になってしまったと聞かされております。当時の父は、

公津地区の青少年健全育成などに夢中になっていた頃でした。時代は、少年非行が社会問

題となり、教育の荒廃が叫ばれていた時代でした。そのような中、「子どもたちの基礎を

造るのは幼児期だ」と考え、次世代の育成のためにすべての財産をつぎ込んで玉造幼稚園

を設立いたしました。私はその家業を引き継いで、父の他界を機に理事長に就任いたしま

した。２代目の理事長ということです。 

 

【幼稚園の紹介】 

 それではここからは、私の幼稚園についてお話をしようと思います。 

・成田市の幼稚園の概要と沿革について 

 成田市の幼稚園は全部で 10 ヵ園ございますが、1 つは公立の幼稚園でその他はすべて私

立の幼稚園となっております。成田市の幼稚園は全体で 2,300 名程度の園児をお預かりし

ております。それに対して保育園に通っている子供たちの人数が、全体で 2,100 名程度で

す。これは 0～2 歳の子供も含んだ数字ですから、成田市にお住いの方々は、保育園よりも

幼稚園に通わせているご家庭が多くなっています。当園には 290 名の園児が通っておりま

すので、成田市の幼稚園に通っている子供たちの 13％ぐらいのお子様が、当園に通ってい

ただいている計算になります。 

一つの公立幼稚園というのも大栄と下総との合併がありましたので、大栄の町立幼稚園

が成田市に編入となり、公立となったものです。成田市の私立の幼稚園の中で一番古い歴

史を持つ幼稚園は成田幼稚園さんです。成田幼稚園さんは千葉県の中でも一番歴史のある

幼稚園ですので、ここにいらっしゃる方も成田幼稚園をご卒園された方も多いのではない

でしょうか？成田市の幼稚園は、成田幼稚園以外の 8 園については、ほとんどがニュータ

ウンの造成頃に合わせて設置されたものがほとんどですから、大体 48 年ごろから 56 年頃

までに設置されたものがほとんどでございます。そこで当園です。玉造幼稚園は、新しい

方から数えて 2 番目の幼稚園で、今年で 34 年目を迎える幼稚園です。 

昭和 56 年 4 月に園名にもありますニュータウンの玉造に『丈夫な体』『温かい心』「創

造性の育成」をめざし設置いたしました。当時の成田は、成田空港の開港が 53 年ですから、

それに合わせたニータウンの整備の真っただ中でした。中でも玉造は、ニュータウン整備

の最後の整備でありましたので、開園をした当時は玉造幼稚園と玉造小学校が建っている

だけで、住宅地にはまだほとんど住宅は建っておりませんでした。当時は野原の中に白い

建物がぽつんと建っていて、幼稚園の周りを野兎が飛び跳ねているようなところであった

ことを記憶しております。 

開園当時は 77 名の園児からスタートしまして、年々の人口増加に伴い増築をしながら、

今現在は10クラス290名をお預かりしており、今年で34年目を迎えることとなりました。

この 34 年の間、職員一同の献身的な努力をはじめ、保護者の皆様や地域の皆様のご協力と

ご理解をいただき、少子化時代ですが、園児の数も少しずつですが増えてきております。 

私もロータリークラブにお誘いをいただき、入会のご承認をいただきましたので、職業

奉仕に勤め、皆様に恥ずかしくないように原点を見直しまして、地域のために次世代の育

成に励みたいと思います。 

 

では、当園の教育方針についてお話しさせていただきます。 
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・教育方針について 

 教育方針は 3 つの柱を立てております。俗にいう「知」「徳」「体」ですが、幼児期で

すので体作りを中心にしております。 

 

 「丈夫な体」を造ろう 

 一番目の教育方針は『丈夫な体』としております。どんなに緻密な教育の計画を立てて

おりましても、毎日楽しく元気に登園することが出来なければその教育を受けることがで

きません。きちんとした体を作って、毎日元気に幼稚園に通いましょうということですね。 

 また、幼児期の身体は、疲れを知りません。子供たちが「疲れた」などと口にすること

がありますが、これは大人の口癖が子供に移っているのです。というのも大体 10 歳ぐらい

までの子供の身体は、疲労が蓄積されないようになっています。筋肉痛にならないように

できているのです。どんなに体を動かしても疲労が蓄積しないようにできているのです。

これは科学的に検証されておりまして、人間の身体は、運動をいたしますと血中に乳酸が

発生し、蓄積されます。これが筋肉痛の原因です。私なんかは運動不足なので、体を動か

すとすぐに筋肉痛になってしまいますが、幼稚園に通ってきている子供たちが運動のし過

ぎで筋肉痛になることはありません。だからと言って子供の身体に運動をしても乳酸が作

られないわけではありません。作られるのですが、蓄積をしないような構造になっている

のです。昔から「よく遊び、よく学べ」といいますが、こういうことなんですね。 

 また、運動と知能の関係にも触れておきます。体を動かす時にどこの部分が一番大事か

ということです。「かけっこ」をするときには、手足を動かしますね、手足を動かすのが

早い子はかけっこが早いわけです。では、その手足を動かす指令を出す部分は、どこでし

ょうか？それは、脳です。脳が指令を出して手足が動きます。かけっこの早い子は、脳か

らの指令が手足に伝わるのが早いということです。これは経験によって強化されます。つ

まり、小さいときに体を動かすということは、体の指令系統を強化している事になるので

す。逆にいうと、体を動かすことで、脳の活性化をしているということになります。『文

武両道』というのは、こういったことからも成立するといえます。 

 「頭のいい子は運動もできる」と言い換えることもできますね。では、東大生は運動も

できるのか？おそらく皆さんの認識では、「頭がいい人は運動がそれほどでもない」とい

うのが一般的でしょう。東大の野球部は今現在、76 連敗中ですが、あてはまっていないの

では？と思いますよね。これは、身体能力とその積み重ねは比例的に伸びるといことなの

です。小さいときから積み重ねてきたものは、積み重ねの多いものにはかなわないのです。 

では、スタートが同じもの、例えば、ラクロスとか乗馬とかボートといった大学に入っ

てから始めるようなスポーツで見てみますと、東大ボート部は日本一になったことが数多

くあり、部員の中でボートを経験したことがあるのは 1 割ぐらいだそうですが、全日本選

手権 18 回の優勝に輝き、大学唯一の４連覇も成し遂げているほどの実力を持っています。

新人戦（経験者はほぼなし）でも優勝をすることが多い学校です。このように、意外かも

しれませんが、東大生の運動能力は、我々の考えている以上に高いといえます。 

俗に運動神経が「良い」とか「悪い」とかいうことがありますが、体の神経系で運動神

経というものはありません。それと、運動能力が遺伝するということもありません。簡単

にいうとプロ野球選手のスター選手の子供は、必ずプロ野球選手で大成することはないと

いうことです。遺伝をするのは筋肉の質です。わかりやすく言うと白身と赤身の魚がいま
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すよね、白身の魚は瞬発力、赤身の魚は持久力といった筋肉の質は遺伝をしますので、生

活の環境や本人の努力次第で開花する可能性はあります。筋肉の質に合わせたトレーニン

グをすることが大切だということです。瞬発力が大切な短距離走型の筋肉を持っているの

に、持久力の必要な長距離をやらせてもダメなんです。 

少し脱線してしまいましたが、本題に戻します。 

 

2 番目の教育目標についてです。 

 「あたたかい心」を育てましょう 

 だいぶ脱線してしまいましたが、2 番目の教育目標に移ります。子供たちは、生まれて

から幼稚園に入るまでは、親と子供の生活をしてきます。大人と子供の生活です。そこに

は言葉がいらないことも数多くありますね。親子ですから、生活してきた時間も長いわけ

で言葉にしなくても伝わる部分があるわけです。特に母親は、子供が何をしてもらいたい

のか、言葉がなくてもわかるといいます。子供たちはそういう環境で 3 年間を過ごしてく

るわけです。 

 幼稚園に入園するのは 3 歳です。2 歳児頃の子供は、集団というものがありません。友

達と一緒に遊んでいるようでも、同じ場所にはおりますが別々の遊びをしていたりします。

それが 3 歳のころになると少しずつ小さな集団を作り始めるのです。そして、3 歳ごろに

なると「あれなに？」「これはどうしたの？」とか考えることを練習し始めます。そのこ

ろになって初めて親から離れて集団生活に入ります。幼稚園では、それぞれの家庭で育っ

た 30 名ぐらいの集団ができます。大きなルールはそれほど違いないのでしょうが、細かい

ところで違いがあります。家によっては、お父さんが手を付けるまでご飯は食べちゃダメ

とか、そういうローカルルールです。それが 30 通りあるわけですから、簡単にはまとまり

ません。時間をかけながら幼稚園のルールに馴染んでいかなくてはなりません。そこで大

切なのが、他人を思いやる心ですね。これが育っていかないと友達同士で仲良く遊ぶこと

はできません。 

 『丈夫な体』と『温かい心』の 2 つを合わせて心身ともに健康な子供を育てましょう。

ということになります。 

 

最後に 3 番目の教育方針です。 

 「創造性の育成」 

 幼稚園に入園すると、工作や、音楽、知育遊び、言葉遊びなどを包括的に行います。幼

稚園は小学校と違って、1 時間目は「こくご」2 時間目は「さんすう」のように時間割をし

て教育活動をしておりません。学校教育基本法では、4 時間を通して 5 領域を包括的に行

いなさい。ということになっております。5 領域とは、 

・心身の健康に関する領域「健康」 

・人とのかかわりに関する領域「人間関係」 

・身近な環境とのかかわりに関する領域「環境」 

・言葉の獲得に関する領域「言葉」 

・感性と表現に関する領域「表現」 

の 5 つです。これらは単体で存在しているものではありません。幼稚園での活動の中に総

合的に組み込まれているものです。この 5 領域を遊びの中から学んでゆく作業が幼稚園教
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育ともいえます。どれも単体で行うことは難しいですよね。玉造幼稚園で、これの特徴的

な活動に音楽活動があります。運動会になると鼓笛隊の発表がありますよね。この音楽活

動は、一人で行うことはできませんし、それぞれが別のパートを演奏するので、人の演奏

をよく聞いていないといけません。先生の言葉がけをよく聞いて、他のお友達と表現をし

ていかなくては、一つの作品作りはできないのです。こういったことから、様々な遊びを

通して考える力を育て、創造性の豊かな子供に育てましょう。というところに繋がります。 

 

 最後になりますが、我々幼稚園の一番やらなくてはいけないことは、卒園した子供たち

が小学校教育に耐えられるようにしてあげることです。今の時代、新聞やＴＶでは『小 1

プロブレム』とか『学級崩壊』などといったことを耳にする機会が増えてきてしまってい

ます。これには幼稚園にも問題があると思います。特徴があることを売りにするあまり、

あまりにも小学校教育からかけ離れたことを導入する幼稚園が増えてきてしまっている現

実もあります。『子供は自由に育てるのが一番だ』といって、自由保育の名のもと集団生

活をさせることをやめてしまう幼稚園が出てきましたし、それが良いと考える保護者も多

いのが現実です。幼稚園では将来の人間形成を考え、こういったことに走らないように、

子どもたちの生涯にわたる人間形成の基礎作りのお手伝いをしていかなければならないと

思います。 

 

纏まりませんが、私のお話を終わらせていただきます。最後までお付き合いいただきまし

てありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 
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