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お神輿を創り担ぎ遊ぶ！
～内田学園のファミリー
フェスタ（お祭り）から～
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園長挨拶 『一学期を終えて』
盛夏の候、皆さま方にはご清祥にてお過ごしのこととお慶び申し上げます。
『田植え』
日頃から本学園の教育活動に対しましては、皆さま方より数多くのご支援ご協力を
『ファミリーフェスタ 2018』
賜り誠にありがとうございます。心から感謝申し上げます。
また、この度の西日本の豪雨災害では各地に甚大な被害をもたらした上に、数多
くのお亡くなりになられた方々や行方不明者を出し、想像を絶する大災害を被るこ
七沢幼稚園
４
とになってしまいました。ここに、お亡くなりになられた方々及びご家族の皆さま
『父の日プレイデイ』
には心からお悔やみ申し上げるとともに、避難生活を余儀なくされている皆さま方
『保育参加』
に対して、お見舞い申し上げ一刻も早い復興を心からご祈念いたします。
さて、７月１４日（土）には本学園の夏祭り「ファミリーフェスタ」を開催し、
七沢幼稚園児と七沢希望の丘初等学校児童をはじめ「ひまわり会」「エスポワール」
七沢希望の丘初等学校
５
の保護者の皆さま、地域・ご近所の皆さま方にご参加いただき誠にありがとうござ
『水泳学習』
いました。折しも、この猛暑という悪条件下でしたが、園児・児童たちは開会行事
『七沢里山サミット』
と合唱発表、お神輿の紹介説明とお神輿担ぎ（池の周回コース）、子どもの手作り
『イングリッシュデイ』
品出店と保護者の模擬店等々、多彩で賑やかなお祭りを楽しむことができました。
大いに保護者の皆さま方の力も得ながらの今年のファミリーフェスタでしたが、成
功裡に閉じることができましたこと、心からお礼申し上げます。
法人本部
６
ところで、今回のお神輿創りに係る一連の流れは、図画工作科の教科学習として
『人事のお知らせ』
の「創る造形活動」と、お祭りにお神輿を「担ぎ楽しく遊ぶ」二つの場面を一つの
『内田学園ファミリー
学習活動の展開として捉えたと言うことです。この点に本校の特色とする各教科指
フェスタ 2018 について』
導と「希望」の授業との横断的に融合的に取り組む教育活動という位置づけがここ
『ご寄付の報告』
にあります。
『幼稚園 中バスリニューアル』
その大きな特徴が、初等学校の「テーマ学習（希望）」では、この時期の学びの
『編集後記』
目標「ともに暮らす」に於いて、特にこの６～７月期の縦割り集団によるグループ
活動として、里山の自然観察・調査研究/発表活動から、学園創立記念のお祭り企画
に至るまで、子どもたち自身が各種の課題に向けて主体的に創造的に、協同的に取
り組む態度の育成をねらいとし取り組みました。
その結果として、「希望の時間」から学び得た里山の自然の不思議から新たな気づきや発見、身近な動植物への眼差
しから愛護まで、さらに学園の創立祭を祝い楽しむ計画作りに至るまでを、図画工作科の学習活動内容としての「お神
輿を創り担ぎ遊ぶ」ことに関連づけました。つまり、図画工作科のねらいである、創造することの楽しさを感じるとと
もに、思考・判断し、表現するなどの造形的な創造活動の基礎的な能力を育てること、生活の中の造形や美術の働き、
美術文化に関心をもって、生涯にわたり主体的に関わっていける態度をはぐくむことを大切にしています。また、「希
望の時間」と図画工作科の教科活動とともに、自然や崇高なものとの関わりや学園の一員としての自分の役割を自覚し、
みんなで協力して自分たちの学校をよりよくしようとする心を育てる「道徳教育」との関連性も大事にしている内容で
す。
最後になりますが、児童によるお神輿の実際をいくつか紹介しましょう。○名称/「生き物の島」神輿（冬グループ）
○神輿への願い/生き物が増えますように、絶滅危惧種が減りますように○説明/海には魚・亀・カ二の生き物がいて、
島にはベニマシコ・キビタキ・鳳凰がいます。鳳凰を飛ばして担ぐと鳥たちが揺れるところを工夫しました。□名称/
「日本の和」神輿（春グループ）□説明/本物のお神輿をイメージして、本当に神様がいるように工夫しました。みんな
が一つになるように、世界が平和になるようにと願いを込めました。掛け声は、ドッコイドッコイドッコイ、ソーラー
です。
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幼初連携
『一学期を終えて』
七沢幼稚園
園長 仲 早百合
今年の梅雨は例年より早く明け夏の厳しい暑さが続いております。今年も７月１４日（土）に‘ファミ
リーフェスタ 2018’が無事に終了しました。今年度は開始が午前中になり慌ただしい時間軸となりました
が、毎年大好評のバザー、お母さまたちの愛情のこもったかわいい手づくり品や飲食コーナー、ゲームコ
ーナー、新しい企画で園旗のデザイン投票からの発表、パンの販売，恒例の児童の店、子どもの店など沢
山の感動がいっぱいでした。
お伝えしたい事は多々ありますが、先ずは実行委員の皆様をはじめ、多くの方々のご協力のお陰で子ど
もたちと来場された全ての方々に楽しい思い出を作って頂いたと思い、この場を借りて感謝申し上げます。
また、ステージでは、園児の歌、児童の３、３、７拍子など暑さに負けず素晴らしいパフォーマンスが
繰り広げられました。おみこしも、児童の４基、園児４基が見事に並びました。おみこしの説明から宮出
し，宮入と子どもたちのあふれる勢いが止まらない一瞬でした。私達保育者も子どもたちと一緒に達成感
を味わった時でもありました。同時に一学期の終わりを感じています。
そして、いよいよ長い夏休みに入りますね。今の年齢しか出来ない時間をたくさん過ごして下さい。七
沢幼稚園の子どもたち全員が夏休みに手に入れた「経験」と「自信」をあらたな力にして体いっぱいに蓄
えてくれば、二学期の七沢幼稚園はきっと想像もつかない彩り豊かな時間で満ちていくと思います。先生
たちもみんなに負けないように素晴らしい夏休みを過ごします。また二学期元気に会いましょう。

本年度より、教育水田は
幼稚園・初等学校から
徒歩で行ける場所に借り
ました。面積は半分以下になりましたが、
全て自分たちで運営するようになります。苗の水やりは
児童たちが当番で行い、代掻きは校長先生、霜島先生が中心に
なって行いました。昨年度まで、田植えは“田植えの日からがスタート”
と思っていましたが、田植えをするにも色々な
準備が必要なことがわかりました。地域の方々も
地域の方々もあたたかく見守ってく
ださっています。おいしい、立派な
お米がとれるまでこれからもみんな
で大切に育てていこうと思います。

６月１３日（水）
園児・児童・保護者・
教職員が協力し、無事
に田植えが終わりました。
これからは直ぐに田んぼ
の観察に行けますね。
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幼初連携

～おみこし作り～
まず 6/14 に初等学校の 1,2 年生が幼稚園の“自分みこし作り”
に参加し、園児の自分みこし作りのお手伝いをしました。
お兄さん、お姉さんぶりを発揮しおもしろいおみこしがたくさん
できました。その後、おべんとうを一緒に食べ、遊び、
楽しいひと時を過ごしました。そして 7/5 には園児が
初等学校の図工の授業のおみこし作りを見学し
ました。創立以来、大切にしている
“おみこし作り”。
今年も子どもたち
それぞれの思いの
こもったおみこしが
完成しました。

７月１４日（土）
本年度は暑さを考慮し、
１０時開会にしました。
とは言え、例年にない猛暑。
みんな汗をかきながら、ファミリー
フェスタを楽しんでいました。

♪園長先生のパンは
完売しました♪

今年は猛暑の為、園児・児童席を
日陰に設置し暑さをしのぎました。

＜青組＞「ぼくたち七沢みこし」
七沢の自然を表現しました。

七沢希望の丘ショップ 2018
「いらっしゃい、いらっしゃい！」
店舗になりました。

宮入の後、校長先生の３本締で
舞台の部は終了しました。
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七沢幼稚園
『父の日プレイデイ』
６月１７日（日）に父の日プレイデイを行いました。クイズを解きながら、
お父さんと一緒に幼稚園の周りを探検だ！いつも忙しいお父さんと一緒
に歩きながら、たくさんお話しました。

『保育参加』
６月２８日（水）講師の先生をお呼びし、
お母さんと一緒にうどんを作りました。
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七沢希望の丘初等学校

４日間の水泳活動を通して子ども達はそれ
ぞれの技能に応じた目標を達成しようと、
集中して取り組みました。また、水中安全
教育として「離岸流」と、おぼれた人を
発見した時の対処法を学びました。
夏休みに学んだことを活かしていただけ
ればと思います。

実施日 6/12.19. 7/10.17
於伊勢原スイミングクラブ

自然に関する“？”
（疑問）を調べる
手立てを自ら追及し
それをまとめ発表す
る。
正に世に問われてい
る『プレゼン力』を
体現している活動と
言えるでしょう。
テーマ学習希望
「ともにくらす」

How
much
？
自分達で作った商品を英語で
売り買いしました。
恥ずかしがらずに言えたかな？
実施日

実施日 7/9
3.4 校時

I
made
this！
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7/3

4 校時

法人本部
～人事のお知らせ～
教諭：牛島晋治

（H30.7.7 退職）

～ご寄付の報告～
○ひまわり会／エスポワール（バザー売上金）
79,050 円
○ひまわり会（フェスタより）
30,000 円
○七沢郵便局長 石坂祐一様
5,000 円
○社会福祉法人清琉会
10,000 円
☆いただきましたご寄付は内田学園の教育に
関わる事業に大切に使わせていただきます。
ありがとうございました。
～幼稚園 中バスリニューアル～

～内田学園ファミリーフェスタ 2018 について～
去る７月１４日に内田学園ファミリーフェスタ
2018 を無事開催することができました。これ
もひとえに保護者の皆さまのご協力の賜物と、
心より感謝申し上げます。本当にありがとうご
ざいました。
学校法人内田学園 理事長 小島富司
学園長 内田文江
七沢幼稚園長 仲早百合
学校法人内田学園 教職員一同
内田学園ファミリーフェスタ 2018 実行委員会

～編集後記～
相撲観戦に行ってきます。そのあとちゃんこを食べて、更に美しく

長年頑張ってくれた中バスが
引退し、新しい中バスが
６月１５日より運行を始め
ました。車内も広くなり、
園児たちからもとても好評です。

なってきます。《SY》
1 か月もある夏休み！！童心にかえってエンジョイするぞ！！《J》
中華丼を食べようと思ったら白菜が入っていなかった！！せっかく
白菜を買いに行ったのに･･･入れ忘れちゃった。《NA》
開校以来初めて職員室のクーラーをフル稼働しています。やっぱり
今年の夏は異常なんですね!!!自然の風が自慢の学校なのに!《OI》

ウッドデッキから夏の大山を望む
撮影 小島 富司
七沢幼稚園
住所：厚木市七沢 590
ＴＥＬ046-247-3175 ＦＡＸ046-247-3139
七沢希望の丘初等学校 住所：厚木市七沢 433-1 ＴＥＬ046-270-6123 ＦＡＸ046-270-6122
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