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“学校の日と教育環境の維持”

地島でみつけたスミレ
に ならない ように静 かに参 観してい るつもり なの

し た。特に 一年生は 喜んで くれます 。授業の 邪魔

い を受けて 、私もで きるだ け出かけ るように しま

誰 でも参観 できる日 です。 校長先生 方からの お誘

の 日で、保 護者はも ちろん 教育に関 心のある 方は

ら 話します 。宗像市 の小中 学校は毎 月十日が 学校

校 を見守っ ていらっ しゃる ので、時 々手伝い がて

時 間、学校 前の信号 機のと ころで子 どもたち の登

間 に一回は 適当な量 の水か えが必要 です。い くら

っ ています が、魚の 健康を 維持する ためには 二週

階 段の下の ところで 小さな 海の魚（ メジナ） を飼

境 の向上に つながり ます。 子育てラ ウンジに 行く

葉 を交わし ていただ くこと の積み重 ねが、教 育環

実 感してい ただき、 教諭や 園長と一 言二言で も言

実 際に足を 運んでい ただき 、子ども たちの育 ちを

方 々に見守 っていた だくこ とで育っ ていきま す。

小学校も 幼稚園も 、保護 者の皆様 はじめ多 くの

も できます 。担任か ら手を 怪我した 友だちを 助け

で すが、子 どもたち が手を 振ってく れるとつ い反

濾 過機が動 いていて も、少 しずつ水 質が低下 しま

地 島小学 校の 内田校 長先生 とは船 から 降りて 小

応 してしま います。 一年生 の皆さん はなかな か積

す 。幼稚園 はなおの こと子 どものた めに、環 境維

て いるクラ スメイト の話を 聞くと、 幼児教育 の仕

極 的に勉強 に励んで います 。幼稚園 の時間の 流れ

持 、改善に 気を使わ ないと いけない と思って いる

学 校までの 上り坂で 教育に 関する話 をします 。玄

か ら小学校 の時間の 流れに うまく適 応してく れ、

と ころです 。その原 動力は 保護者の 皆様のま なざ

事ができる幸せを感じます。

安 心ととも に幼稚園 の教育 を振り返 って改善 する

し です。子 どもたち にも先 生にも温 かなまな ざし

海 東小学校 の脇田校 長先生 は七時三 十分から 小一

と ころはな いかと思 いを巡 らしてい ます。学 校の

をくださいますようお願いいたします。

出会った気分です。

咲 いている ところを 見つけ ました。 一足先に 春に

昨日（十二月十三日）、地島でスミレがたくさん

日 には顔見 知りの保 護者の 方とも会 えるので 、幼
稚 園時代の 教育につ いての 感想など もお聞き でき
たらいいなと思っています。
幼稚園で はキラキ ラ委員 会、絵本 委員会は じめ
各 委員会活 動のご協 力あり がとうご ざいます 。こ
う して幼稚 園にお出 かけい ただくと 子どもた ちの
日 ごろの様 子もご覧 いただ くことが でき、特 に友
達 同士の育 ちは見て いて興 味深いも のです。 追い
かけたり追いかけられたり、組つほぐれつの遊び、
ヒー ローごっこ には少しひや ひやすると きもあり、
そ の反面思 いやり深 い行動 を見つけ たりする こと

