
 

  

社会福祉法人 光輝の歩福祉会 

 

子むすびの森保育園 

＊第1３号＊ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルスが発症してから、自粛期間や家庭保育で

の協力願い等で休んだり、登園したり・・・。長い間お休み

していたお友達が久し振りに登園してくると「○○さんおは

よう！！」と温かく迎え、休んでいる間に起きた出来事を教

えてあげたり、困っていると手伝ってあげたり・・・。保護

者の皆様からは「すみません。長い間お休みしていただき、

ありがとうございました。」と声をかけると「大丈夫です。

お父さん、おじいちゃん、おばあちゃんに協力してもらいま

した。保育園も大変ですね。頑張って下さい。」と励ましの

言葉をいただき、こむすびっ子達を守っていただくなど、大

変な社会情勢の中ではありましたが、思いやりの多い年でし

た。保護者の皆様方には、感謝の気持ちでいっぱいです。あ

りがとうございました。 

こむすびっ子達が思いやりのある優しい子に育ち、強く、た

くましく、自主自立と共生のできる人になってほしいとお祈

りするとともに子むすびの森保育園の思いやりを地域社会、

そして世界へ発信し、平和な社会になっていく事をお祈りし

ながら「おもいやりみーつけた！第 1３号」を発信できまし

た事を保護者の皆さまや子むすびっ子達、そして子むすびの

森保育園の職員の皆さまに感謝申し上げます。 

 

社会福祉法人 光輝の歩福祉会 

子むすびの森保育園 

園長 友利ミツ子 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本当の幸せってなんだろう 

 

 

 

思いやりは、相手が明るくなるお手伝い 

相手が明るくなれば、自分も明るくなります 

 

 

相手が良い保育をすれば、自分も楽しくなります 

自分だけの良い保育では、相手は楽しくありません 

 

 

相手の希望を育む、相手への思いやりは 

自分の希望を育む、源泉なのです 

 

 

真理は一つです 

自分でも相手でもなく、自他が一つになることにあります 

 

 

ここに気付けば 

人と人は誰とも手をつなげます 

 

 

『思いやり』の尊さを信じ、疑わず、愚鈍に生きること 

本当の幸せが、ここにあります 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同じ夢を見ましょう 

 

 

保護者と保育者の境界を越えて 

同じ夢を見ましょう 

 

保護者の夢は、子どもの幸せ 

保育者の夢も、子どもの幸せ 

 

二つの幸せを結ぶ糸は『おもいやり』 

子ども達は、二つの幸せを一つに結びます 

思いやりは０歳から始まります 

 

『手伝う』行動の思いやり 

『励ます』言葉の思いやり 

『ありがとう』を思う心 

 

思いやりは 保育の本質 子育ての原点 

 

保育園の思いやりが、ご家庭での思いやりを育み 

ご家庭の思いやりが、保育園での思いやりを育みます 

 

思いやりはやがて子どもの習慣になり 

人間形成の根っこになります 

 

やがて小学校で思いやりの花が咲きます 

親子断絶も 学校嫌いもない 

幸せな花となり、実となります 

 

ご家庭と保育園 二つで一つが子どもの世界 

 

同じ夢を見ましょう 

聖なる 子ども達と共に 



 

 

 

 

 

 

 

ひよりさん   髪留めなど「かわいい」と言って褒めてくれる。 

だいきさん   おともだちが寝ていたら、トントンして一緒に寝かしてくれ

る。 

ゆづきさん   泣いている子に「一緒に遊ぼう！」と誘ってくれる。 

すずなさん   先生が「おはよう」をすると、お辞儀をして挨拶してくれ

る。 

ゆうとさん   おやつの時にイスを引き「どうぞ」と案内していた。 

あおきさん   玩具を消毒していると、自分から「はい！」と玩具を持って

来てくれる。 

らいあさん   おともだちがケガをしないように手で支えていた。 

ふぇいりんさん おともだちがイスに登ろうとした時に「ブッブーだよ」と危

険を知らせていた。 

あんなさん   歌声に合わせてリズムにのってくれる。 

もとあやさん  絵本が終わると拍手をしてくれて先生達を褒めてくれる。 

えいまさん   玩具を「どうぞ」と渡して、シェアしてくれる。 

ゆづるさん   目が合うと首を横に傾けて、愛嬌を振りまいてくれる。 

ゆいさん    体を使って楽しみを表現し、周りまで楽しくしてくれる。 

りつさん    沐浴時、たたんだ洋服を袋に入れてくれる。 

あこさん    「ちょうだい」をして相手とのコミュニケーションをとる。 

あかりさん   門のところに立ち、「入ってもいいですか～？」と聞くと、

門から離れて「いいですよ」と合図してくれる。 

いおりさん   笑顔で歩き回り、愛嬌を振りまいている。 

えいとさん   ミルクを飲み終わった後、調乳室に哺乳瓶を片付けてくれ

る。  

めぐみ組 



 

 

 

いちかさん   おともだちが泣いていると、「泣いているねー」と心配して

教えてくれる。 

しおんさん   先生が片付けしているのを見て片付けてくれる。 

りあさん    おともだちがイスに座って倒れようとしているのを見て助け

てあげていた。 

あやのさん   お着替えする時にイスを準備してくれる。 

てっしょうさん 自分の使っている玩具を「どうぞー」とわたしてくれる。 

せなさん    合同保育の時、自分より下の子に玩具を持って来たりして可

愛がっている。 

さくらさん   おともだちの食事エプロンを取って渡していた。 

かほさん    お着替えの時、おともだちの背中を拭いてくれる。 

はるひさん   おともだちの手洗いが終わるまで待ってくれる。 

たかとさん   おともだちの玩具のお片付けを手伝っていた。 

かなせさん   嫌がらずに玩具を分けてくれる。 

なりとさん   おともだちのエプロンのマジックテープを着けてくれる。 

ひろもりさん  先生が手伝いをお願いすると喜んでやってくれる。 

とわさん    おままごとをしていて、先生のところに料理を持って来てく

れる。 

きっぺいさん  おともだちの分も先に取って渡してくれる。 

りたさん    泣いている子に声を掛けてくれる。 

さやさん    先生のお手伝いが好きで、何でも手伝ってくれる。 

ことこさん   「痛い！」という言葉を聞くと、「いたい、いたいのとんで

いけ～」と言ってくれる。  

つぼみ組 



 

 

 

ゆうだいさん  手を洗い終えたおともだちにペーパータオルを「はい、どうぞ」と渡し

てくれた。 

あおいさん   先生が片付けているのを見て、イスや玩具の片付けを自ら手伝ってくれ

た。 

いとはさん   大好きなアイス型のスプーンをおともだちに譲ってくれた。 

しょうへいさん おともだちが持っていた砂の入った重たいバケツを代わりに持ってくれ

た。 

ひびとさん   おともだちや先生が咳き込んでいるのを見て、背中をトントンして「大

丈夫？」と聞いてくれた。 

ここなさん   泣いていたおともだちにティッシュを差し出してくれた。 

ゆうりさん   先生が玩具を片付けていると「ゆうりもやるよ！」と手伝ってくれる。 

なるさん    お弁当会の日、必ず先生にお弁当を忘れていないか聞いてくれる。 

もなさん    先生のお手伝いをしてくれる。 

るりさん    先生が「痛かったー」と言うと「いたいのいたいのとんでいけー」とし

てくれる。 

るいなさん   おともだちに「こんなしてやるんだよ～」とやり方を教えてくれる。 

ゆずかさん   泣いているおともだちがいると「大丈夫？」と聞いたり、先生に教えて

くれる。 

ゆなさん    保育者がくしゃみをすると、「大丈夫？」と声をかけてくれた。 

みつきさん   片付けの時間、他のおともだちが遊んでいると「片付けだよ」と教えて

くれた。 

がくさん    荷物を持ちながら入り口にいると、入り口のドアを開けてくれた。 

つばきさん   食事の時間、おともだちがおしゃべりをしていると「静かにして」と注

意していた。 

あんさん    使っている玩具をおともだちに譲ってくれた。 

みあさん    水筒を結ぶものを探していると「はい、どうぞ」と渡してくれた。 

  

どれみ組 

 



 

 

 

はるとさん  片付けの時、おともだちが遊んでいた所も片付けてくれる。 

ななせさん  小さい子が転んだ時、優しくおこして砂をはたいてくれてい

た。 

みうさん   バラバラになっている食器を直してくれた。 

かなさん   牛乳パックのたたみ方をおともだちに教えていた。 

ゆうしんさん 「お弁当どうしようかな？」と先生が独り言を言っていると、

「ゆうしんのママにマイ先生のもお願いしとくよね！」と言っ

てくれた。 

こよりさん  おともだちがこぼしてしまった水を「拭いたら大丈夫」と一緒

に片づけてくれた。 

ふうとさん  おそうじの時にちりとりをお手伝いしてくれた。 

まつりさん  落ちていたゴミを拾い、ゴミ箱へ捨てていた。 

こはるさん  赤ちゃんが鼻水を垂らしているのに気付いて、ティッシュも準

備して教えてくれた。 

だいあさん  小さいおともだち(赤ちゃん)の面倒を見てくれた。 

まりあさん  おともだちが落とし物をしてしまった時、一緒に探してくれ

た。 

ここなさん  遊んでいた玩具や場所をキレイに片付けてくれた。 

かなとさん  率先してミニほうきを持って来て、先生のお手伝いをする。 

あいりさん  落ちていたゴミを拾ってくれた。 

ゆいとさん  先生がお掃除していると「いつもありがとう、手伝おうか？」

と気にかけてくれる。 

みなとさん  朝早いということもあり、積極的に「おはよう！」と挨拶をし

てくれる。 

ことのさん  玩具の片付けを最後まで手伝ってくれた。 

たいようさん お友だちの分までうがい茶を入れてあげていた。 

みゆさん   食後のお盆の片付けを手伝ってくれる。 

とうやさん  泣いているおともだちに「なんで泣いているの？先生呼ぶ？」

と声をかけてくれた。 

 

 

あゆみ組 



 

 

 

まひろさん  おともだちを大切にしようという話を真剣にした時、想像した

のか泣きそうになっていた。とても友達思いなんだなと感じ

た。 

わたるさん  ケンカをしているおともだちの仲裁に入り、怒っているともだ

ちに対して、「怒って言ったらダメだよ。ごめんねしたら許し

てあげないと」と優しく言っていた。 

ゆうがさん  先生が掃除をしているのを見て、何も言わずにそっとほうきを

最後まで手伝ってくれた。 

くりゅうさん 今何をしているのか分からず、戸惑っているおともだちに「○

○するんだよ」と優しく教えていた。 

ひろとさん  絵本の時間に絵本選びをして部屋に戻って来ると、さりげなく

イスを出してくれた。 

ゆなさん   お弁当会の時「先生デザート忘れちゃった」と言うと、「ゆな

のみかんあげるね」と言ってみかんをくれた。 

みきとさん  おともだちがぐずって困っていると、おともだちの好きな絵本

を持って来て勇気づけてくれた。 

らいかさん  おともだちが自転車に乗りたいと困っていると「これ乗ってい

いよ」と譲っていた。 

りつかさん  お部屋の掃除が終わると、ゴザを広げて準備してくれた。 

しいなさん  おともだちの弟や妹にとても優しく接している。小さな子が 1

人で園庭へ行こうとすると「1 人で行ったら危ないよ」とさり

気なく止めてくれた。 

かほさん   家族のことが大大大好きで、お父さんやお母さんの絵を描いた

り、何か作ってよくプレゼントをしている。 

 

のぞみ組 



 

 

 

まりのさん  ドッジボールで先に当たって見学になってしまうが、残ったお

ともだちのことを一生懸命応援してくれた。 

すかいさん  何をしていいか分からず戸惑っているおともだちに「今○○す

るんだよ」と優しく教えてくれた。 

むったさん  園庭で先生と 2 人で遊んでいると、途中で先生が手をかすった

のを見て「いたい？見して」と手を掴み、本人の手で先生の手

を包み、「あったかい～」と言いながら温めてくれた。 

こうきさん  先生がイスに足をぶつけて「痛い！」と言うと、遠くで遊んで

いたのにすぐに気づき、「大丈夫？」と何度も声をかけてくれ

た。 

みおんさん  食事の配膳中、しゃもじのお水がこぼれてしまいふきんを取り

に行こうとしたら、さっさと拭いてくれた。 

さきさん   園庭で遊んでいる時、3 歳児の子が転んでいるのを見て駆け寄

り、「大丈夫？」と優しく声をかけて砂を払ってくれた。 

  



 

 

たくやさん   お友達の為に、廃材を使ってゲームを作ってくれた。 

ともやさん   先生が困っているとすぐに気づき、お手伝いをしてくれる。 

あきとさん   登園の遅いお友達を「お休みかなぁ？」「熱かなぁ？」と心

配することがあった。 

さくやさん   帰りの会でお話を聞いていない子に「聞かないと困るよ！」

と声をかけてくれた。 

みなとさん   遊んだ後、片付け忘れのイスを 1 人で全て片付けてくれた。 

たいしんさん  お友達が悩んでいることやできたことに対し、すぐに「すご

いね」「できたね」と褒めたり、勇気づけてくれる。 

あかりさん   食事前、お友達が座るところを探していると「ここ空いてい

るよ」と教えてくれた。 

こうせいさん  大きい物を運ぶときに、よく手伝ってくれる。 

なおかさん   お友達が転んだり、気分が悪くなったりすると、すぐ保育者

に知らせてくれる。 

るのさん    保育者が眠そうにしていると「お腹痛い？」と心配してくれ

た。 

そうたろうさん 仲の良いお友達が休んだ時に保育者に「大丈夫？」「明日は

来る？」と心配して聞いていた。 

そうまさん   延長保育の時や合同保育の時に、小さい子の面倒をよく見て

くれる。とにかく優しい。 

ひかり組 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実家の犬の真似をして床にある食べ物を食べると、手を使わずに口で食べたり、水を飲む

ために柵に戻ると、一緒に入って水をペロペロとしそうになり止めたが、犬を目指してい

るよう（笑）(りつさん) 

・お店に行った時、消毒を忘れてお店を出ようとしたら、アルコールを指差して「あっあ

っ！」と教えてくれた。(ふぇいりんさん) 

・誰かが寝ているとお気に入りの毛布を掛けてくれる。テレビでお侍さんが寝ている時もテ

レビに向かって毛布を差し出していた。(ゆうとさん) 

・キッチンに入らないように設置しているベビーゲートのネット部分に顔を押し付け、入ろ

うと毎日必死に頑張っている。その時の変顔が面白い。(ゆづるさん) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

めぐみ組 



 

 

 

・寝る前にパパとママが携帯を見ていると、隣から「寝る前に携帯見たら鬼来るよ～」と言

ってくる。(りたさん) 

・2 つ上の従妹を同じ年と思って、名前も呼び捨てで「ほら、行くよ！」と声を掛けている。 

 家でよくちびっこ先生になり全員“ぐしけん”の名字でクラスの子の名前を呼んでいる。 

 パパが大好きでパパが来ると、「キャー！パパ！」とアイドルのように出迎えてくれる。

(さくらさん) 

・スポーツショップに行った時、人間より大きいクマのぬいぐるみが立っているのを見つ

け、目がそこから離れず、近づこうとすると、「あっち行く！(泣)」とママとパパにガシ

ッとしがみついてお店にいる間警戒していた。(いちかさん) 

おやすみやいってきますのチューをしているが、たまにパパやママがチューしたところ

をゴシゴシと拭かれている。(いちかさん) 

・写真を撮ると顎を出していて、お母さんと同じ癖なので写真を撮ると 2 人とも顎を出し

ている。(ひろもりさん) 

 サンエーのお玩具コーナーを覚えていて、普段抱っこでしか移動しないのに、自分で歩い

て向かう。どこにいても「上！(2F)」「エレベーター！(2F)」と誘導して、お家にない物

を探して「買い買いするー」とねだってくる。自分の欲しい物にあの手この手で油断でき

ない。(ひろもりさん) 

・言葉をハッキリいえる時があり、最近ドラえもんも好きで、パンツを替える時に「ドラえ

もん♪ドラえもんパンツ～」と歌ったり、ドラえもんを見ていた時に思いっきり「ジャイ

アン！！」と言ってみんなで笑った。(とわさん) 

・「大丈夫」を覚えたばかりで使い方を間違えて自分が転んだり痛い思いをした時に自分に

向かって「大丈夫？」と聞いてきた。(しおんさん) 

・立ってオムツにウンチしていたが、近くを通られるのがイヤだったようで、後ろを通ろう

としたお兄ちゃんに「こっちうんこの道だよー！」と教えていた。(せなさん) 

 

 

 

 

 

つぼみ組 



 

 

 

・たくさん遊んだ帰りに「足痛い！筋肉痛なっちゃった～」と言っているが、5 分後には走

り回っている。(ゆなさん) 

 おままごとで「ゆなお買い物行ってくるから、お利口して待っててね！」とママのマネっ

こしている。(ゆなさん) 

・big1 の CM で店長がテレビにでると、「じぃじぃ」と言っている。でも似ているのは頭と

肌色のみ（笑）(ゆうだいさん) 

・お祖母ちゃんが来た時に嬉しかった様で、大分に帰った後しばらく保育園から帰る車の中

で、「ばぁば先に帰ってきてる？」「おうちに飛行機ついている？」と話していた。(みつ

きさん) 

・バナナが 1 本しかなく「ねーねーに半分してあげてー」と伝えると半分してだいぶ小さ

い方をあげて満足気な顔をしていた。(るいなさん) 

・急に「マーマ―かわいいね。大好き！」と言ってギューッとしてくれてかわいいなぁと思

っていたら、「ちょっときてねー。かわいいねー！」と褒められながらついて行くと、お

茶を大量にこぼしていて、怒られたくなくて褒めていたのを知った。(あおいさん) 

道を歩いていたら大きい犬がいて「あっ！わんわんいるよー」と言ったら、「ママ、大き

いわんわんビックリしちゃうからシーだよ！見るだけね！」と言われた。(あおいさん) 

・車で移動中モノレールを見つけたなるが、「お母さんもモノレール見た？」と聞いてきた

ので「見えなかったなぁ」と答えると、「大丈夫！モノレールはまたすぐに戻ってくるか

ら！」と言われた。(なるさん) 

・三日月があり、それを見て「バナナがお空にあるー！」と言っていた。 

 数が数えられるようになり、自分の指を数えていると「がくの指、いっぱいあるー！すご

ーい！」と言っていた。(がくさん) 

・「お母さんグーね。パパはチョキね」と指定してじゃんけんをさせる。(ここなさん) 

 「お歌うたってー」と言われ、歌わなかったら「せんせい怒るよ！」と言っていた。(こ

こなさん) 

・お月様を見て「バナナみたいー」と言っていた。(つばきさん) 

・パパが腰にアンメルツを塗っているのを真似して、お尻にムヒを塗りたがる。(ゆうりさ

ん) 

・「ぺったんしたらかわいくなるよー」と言って、ママの顔中にキスしてくれた。(いとはさ

ん) 

・絵本を見ながら「◯はどこ～？」「あおは～？」とママに質問をしてドヤ顔でピンポーン

と言います。「□は～？」と言われ指差すと「ブブー！これ△だよ～。」あまりにも自信満々

に教えてくれた。(ひびとさん) 

どれみ組 

 



 

 

 

・宅配の人が来た時、「見て見て～パパとママが掃除したんだよ！」と家の中を指差して教

えていました。(ゆうしんさん) 

 スーパーでレジの人に「いらっしゃいませ」と言っていた。(ゆうしんさん) 

 アンパンマンの人形を寝かしつけていて「目つぶれるかな？」と不思議そうにしていた。

(ゆうしんさん) 

・寒いのにお風呂で遊んでなかなか上がろうとしなかったので、「えー！見て！鳥肌たって

るよ！」と言うと、妖怪と思ったのか「キャーッ！」と慌てて出てきた。(ことのさん) 

・モッツァレラチーズの事を「もったれらチーズ」と言う。(かなさん) 

・妹とごっこ遊びをしている時、妹が言うことに対して「〇〇なんかーい！！」と全部つっ

こみを入れていた。(ここなさん) 

・大きな高圧電線の鉄塔を見て「沖縄タワー！」と指差していた。(こはるさん) 

 

 

 

・コウノトリが赤ちゃんを運んで来ると思っているまひろは、サンエーに買い物に行く度に

コウノトリのお米を買ってとねだり、赤ちゃんができたと知っても赤ちゃんが大きくな

るから「買って！」とねだる。(まひろさん) 

・おしりかじりむし～♪のサビを「おしりかじむらし～♪」と大きな声で熱唱している。 

 最近“長女”“次女”“三姉妹”という言葉を覚えたため、知らない人や病院の先生などに

「お姉ちゃんが長女で、りーつーが次女で、なりかが三女」と言ったり、「私たち三姉妹

なの」と自慢するため、親は恥ずかしいが周りの方によく面白い子ねと言われる。(りつ

かさん) 

・お母さんの誕生日に好きな物(うなぎとお酒)のチラシを切り抜いてプレゼントしてくれ

た。(らいかさん) 

・毎日、寝癖がすごいが、頭が爆発してた時に「ウルトラマンみたい～！えへへ」と嬉しそ

うだった。(こうきさん) 

・お母さんと自宅で 2 人アイスを食べようとしていると、お母さんの分も欲しくなって「ア

ーンして？」と一口もらいそのまま、自分の席に持ち帰ろうとした。「それママのだよ～？」

と言うと、目を泳がせて「ゆっく～り～」と気を付けて運び、席に移動した。その後、満

面の笑みで手を合わせて食べていた。(むったさん) 

あゆみ組 

のぞみ組 



 

 

 

 

 

 

 

・タブレットをアルファベットと言ったり、一休さんを IKKO さんと言い間違いをしていた。 

 ガスの力で乾きます～♪のかんたくんの CM が流れると CM と一緒に真似をして顔や動

作をしてくれる。(そうたろうさん) 

・叱られてすねると、「もうギューしてあげないからね」とか「ギューして寝ないからね」

と大人が言いそうなことを言う。(たくやさん) 

・「電気チョン！としていい？」とチョン！が分からず「電気チョンするのー！」と何のこ

とか探すと明るさを調整する豆電球の事だった。(そうまさん) 

・プラネタリウム見学の日、お母さんが「先生に星座教えてもらってね」と声をかけると、

イスに座っていたともやが「せいざってこんなだよと」姿勢正しく座り直して正座をして

いた。(ともやさん) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひかり組 



 

 

  

 

 

 

・お皿から「ちょっとちょうだい」とつまみ食いすると、お父さんの口にアーン！と運

んでくれる。(ゆうとくん) 

・「ごめんなさい」と言葉はまだないが、頭を下げてできる。(ふぇいりんさん) 

泣いている仕草をすると、顔を覗き込み心配してくれる。(ふぇいりんさん) 

静かにして欲しい時に「しーっ」と指を鼻の前にしていたら出来るようになりまし

た。(ふぇいりんさん) 

・お兄ちゃんが泣いていると頭を“よしよし”と撫でてくれていた。(あんなさん) 

・洗濯物を干す時、カゴの中から洗濯物を取って渡してくれるようになった。(りつく

ん) 

洗濯物をたたんでいたら、自分の物をタンスに持って行く。(りつくん) 

ご飯や飲み物が終わると、お茶碗やコップを流し台まで片付ける様になった。(りつ

くん) 

大人のやる事をきっちり勉強していて、テーブルの拭き掃除もしてくれる。成長に

喜びを感じる。(りつくん) 

・テレビを見ようと座るとクッションを持って来てくれた。(あおきくん) 

・お買い物してきた物を片付けていると、小さな手で一生懸命運んでくれる。(ひより

さん) 

 

 

 

 
・「痛い！」「ケガした」と言うと、「だいじょうぶ？」と声を掛けてくれる。(ひろもり

くん) 

洗濯物を干していると、「はい、どうぞー！」と渡して手伝ってくれる。(ひろもりく

ん) 

父母がお家に帰ると「お仕事頑張ってきたねー！」と労ってくれる。(ひろもりん) 

・掃除機をかけていると、「やりたーい！」と言って手伝ってくれる。 

お兄ちゃんが怒られていると、「だいじょうぶ？」とギューとしたり、心配してくれ

る。(りたくん) 

・料理や掃除の片づけをしていると「ママ(パパ)ありがとうね！」と言ってくれて温 

かい気持ちになります。(いちかさん) 

人参を洗う等小さなことで「ママすごーい！」と褒めてくれる。(いちかさん) 

洗濯物をたたむことや分けること、お買い物のカート押しや商品をカゴに入れる事

を手伝ってくれる。(いちかさん) 

・「おてだい(おてつだい)する！？」と言って寄って来てくれる。(さくらさん) 

・洗濯物を干す時に「お手伝いする！」と言ってカゴから渡してくれる。(たかとくん) 

・「ゴミポイしてきて～」とお願いすると、たたたた..と走って捨ててくれる。(とわん) 

・「ご飯運ぶの手伝うよ～！」と言って、みんなのご飯を運んでくれた。(せなさん) 

・お兄ちゃんが「イテテ..」と倒れると「大丈夫？」と声を掛けて起こすが、今度はわ

ざと押し倒してまた「大丈夫？」と繰り返して遊んでいる。(しおんくん)  

 

めぐみ組 

つぼみ組 



 

 

 

・お部屋の掃除をしていると、「手伝うよ～！」と飛んで来て、一緒に重いイスを

運んだり、掃除機をかけて「ぴかぴかだねぇ」と楽しそうに手伝ってくれる。(ひ

びとくん) 

・ママが「怖いよ～」と言うと、「大丈夫だよ！」とギューッとしてくれる。(いと

はさん) 

・食事をする時、「はい、ど～ぞ！」とお箸を渡してくれたり、食卓へ食器を並べ

てくれる。(ゆうりさん) 

 ママに上着を「はい、ど～ぞ！」と渡してくれる。(ゆうりさん) 

・お水をこぼした時、気付いてティッシュを持って来てくれた。(つばきくん) 

 タオルを干している時、「干す～！」と言って手伝って、乾いたタオルは上手に

たたんでくれる。(つばきくん) 

・「頭痛い」と言うと、「ぺったんするね！」と絆創膏の貼り真似をしてくれる。(こ

こなさん) 

・ご飯を食べる時、毎回「いただきます！ママ作ってくれてありがとう！」と言っ

てくれる。(がくくん) 

 妹が泣いていると「大丈夫よ、泣かないよー」と言ってくれる。(がくくん) 

・頭痛があった時、「ナデナデしてあげるわ！」と言って頭を撫でてくれた。薬も

一緒に探してくれた。(なるさん) 

・「ごはんできるよー」と言うと、自分からテーブルを拭いてくれる。(あおいくん) 

 自分が食べているお菓子を「食べる？」と言って分けてくれた。(あおいくん) 

 保育園からの帰り道、お布団・リュック・水筒などの荷物と抱っこしながら家の

前まで着いたら、「頑張ったねー！おつかれさま！」と労ってくれた。(あおいく

ん) 

 道を歩いていて車が来ると、通路の端まで手を引いて「危ないから、こっちで待

とうね！」と守ってくれた。(あおいくん) 

・「頭いたい～」と言うと、冷蔵庫に走って行って、アイスノンにミニタオルを巻

いて濡らして「これで冷やして！大丈夫？」と言ってくれました。(みつきくん) 

・パパがストレッチポールをやっていると、「パパ、ちゃんとやってね！」と励ま

してくれる。(ゆうだいくん) 

 大きめのくまのぬいぐるみを間違って蹴ってしまった時、「くまちゃん、ごめん

ね」と優しく謝っていた。(ゆうだいくん) 

・妹が泣いていると、「どうしたのー？」とあやしてくれて、気付いたら寝かしつ

けていることも。(ゆなさん) 

 

 

どれみ組 

 



 

 

 

・弟が泣くといないいないばあをしてあやしてくれる。(とうやくん) 

・弟が「トイレするー！」と言った時にお母さんが食事を作っていて手が離せない

時に、「一緒に行くよ～」と 2 人でトイレをしていた。(ことのさん) 

・弟が泣いていると、ミルク缶とスプーンをテーブルに準備してくれて「お腹すい

たね～」と声かけしてくれた。(たいようくん) 

 弟が泣いていると、「ゆーづーどうしたの？」と気にかけてくれた。(たいようく

ん) 

・料理をしていると、卵を混ぜたり野菜を鍋に入れて手伝ってくれる。(ゆうしん

くん) 

 ママが「眠たい」と言うと、頭をヨシヨシして「寝ても大丈夫だよ！」と言って

くれる。(ゆうしんくん) 

 弟が泣くと側に来てたくさん笑わせてくれる。(ゆうしんくん) 

・食事の後お片付けを手伝ってくれる。(みなとくん) 

・貰ってきたお菓子を自分で食べずに、兄弟みんなに分けてくれた、(ここなさん) 

・お母さんがテレビを見て泣いているのに気付いて、「はいっ！」とティッシュを

渡してくれた。(かなさん) 

 よくお母さんの肩をトントンしてくれる。(かなさん) 

・妹が泣いていると顔を覗き込み、優しく「大丈夫よー」と声かけしてくれる。(こ

はるさん) 

 

 

 

・洗濯物の取り込みやタオル干し、皿洗いを手伝ってくれてお手伝い上手。(ゆう

がくん) 

・誰かが咳をすると「だいじょうぶ？」と背中をトントンしてくれる。(むったく

ん) 

 弟が散らかした玩具を片付けてくれたり、誰かが泣いていると心配そうに側に

いる。(むったくん) 

・率先して皿洗いや洗濯物をたたんでくれる。(まひろさん) 

・お母さんが「疲れたよ～」と言うと「お母さん、今日もお仕事おつかれさま！」

と言って頭をなでなでしてくれてギューッと抱きしめてくれる。(こうきくん) 

・公園のザイルクライミングに登っている時、妹が「怖い～」と言って泣きそうに

なっていると、近くで飛んで揺らしている男の子に「すみません。怖がっている

んで、ちょっとやめてもらっていいですか？」と伝え妹を助けてくれた。(らい

かさん) 

・妹が泣いていると、すぐに駆け付けて抱っこし、泣き止ませてくれる。(りつか

さん) 

 子守歌を歌って寝かせてくれる事もあり助かっている。(りつかさん) 

 進んで洗濯物をたたんでくれたり、靴の片付けをしてくれる。(りつかさん) 

 

あゆみ組 

のぞみ組 



 

 

 

・妹たちをお風呂に入れてくれる(たいしんくん) 

・登園時にお母さんの荷物が多い時、弟のカバンや布団をもってくれる。重たそう

にしていても、「大丈夫だから！」と言っている。(こうせいくん) 

・双子の兄が咳をしてむせていると、ご飯中でもすぐ側に行き、「大丈夫？」と声

かけをし、胸をトントンしてくれる。(さくやくん) 

・お母さんが包丁で指を切った時「いたっ！」と言ったことを聞いて、「なんで？」

と飛んで来て、「大丈夫？」と心配してくれた。(ともやくん) 

お母さんの肩をトントンしてくれる。(ともやくん) 

・「やることいっぱいあるな～」と言うと、「じゃあ、そうくんがお皿洗いしてあげ

るー！！」と手伝ってくれる。(そうまくん) 

・洗濯物を干していると、「お手伝いする！」と言って小さいタオルを干してくれ

る(たくやくん) 

 

 

 

・家事や育児の分担を普段からしているので、疲れていたらどちらかが休んで、も

う一方が変わってくれて心強い。「ありがとう」は意識してお互いに声を掛け合

っている。(いちかさん) 

・姉は、さくらがないたり、機嫌が悪いとあやしてくれる。(さくらさん) 

・お母さんが体調を崩すと、家族みんなで家事をしてくれる。(こよりさん) 

ゆっくり起きると、家事を全部終わらせてくれて、お昼ごはんまで作ってくれ 

いる。(こよりさん) 

・お父さんが早く仕事から帰って来たら、ご飯を作ってくれている。(まひろさ

ん) 

・お母さんが栄養バランスを考えた美味しいご飯を作ってくれる。(そうたろうく

ん) 

お父さんは寝ている時でも、そうたろうが痒がっていると薬を塗ってくれたり、

保冷剤で冷やして対応してくれる。(そうたろうくん) 

 

 

 

 

 

ひかり組 

ご家族 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・帰りに水筒を忘れてしまったが、みおんさんのお母さんが車まで走って届けに来てくれ

た。ありがとうございました。 

・子ども用の車いすを押してスーパーで買い物をしていた時に通路を譲ってもらえた。 

・お向いに住んでいる 2 人暮らしの老夫婦が子ども達を気にかけてくれ、お菓子をくれて

よくしてくれる。最近は家族 4 人分のムーチーも作ってくださり、いつもありがとうご

ざいます。 

・スーパーで買い物中、トイレに行きたかったともやをトイレまで連れて行ってくれた若い

男女がいた。あの時は親切な対応に感謝と感動をした。 

・フードコートで後ろに座っていた学生のお兄さんたちが小銭を落としてしまったのを見

て、一緒に拾ってあげたら「ありがとう」と言われて喜んでいた。 

・家の近くで自転車のブレーキの練習をしていた時、「ブレーキ固いよね？大丈夫？」とそ

うたろうに聞いていたら、側にいた初対面のご近所さんがブレーキの調整を教えてくれ

た。おかげでそうたろうのブレーキが上手になってありがたい。 

・スーパーで子どもの靴を落としたら、通りすがりの人が拾ってくれて、本当に助かったの

で、私もなるべく拾って声を掛けるようにしている。 

・ライカムでのイベントで子ども達にバルーンをプレゼントとしていて、かなせのバルーン

が割れてグズッているともう一つバルーンを作ってくれた！ 

・お迎え到着時、気付いた子どもが「ゆうり、おむかえで～す」と保育士やゆうりへ教えて

くれる。 

・ゆうりとパパが徒歩で帰宅中、「車で送りますよ」と他の保護者が声を掛けてくれた。 

 

・お店でエレベーターを待っているとベビーカーを押している私たちから先に乗せてくれ

て、降りる時も先にしてくれた。 

・外を歩いていると、近所の方が声を掛けてくださったり、なるが突然話しかけても笑顔で



対応してくださりありがたい。 

・うるさくしてしまっても、「もっと元気な声が聴きたいくらいよ」という言葉を掛けてい

ただいて心が軽くなった。 

・公園に行った時、自転車に乗っている親子がいたが、一緒に遊びたかったのか、急に走っ

て混ざりに行ったら優しく受け入れてくれて、しばらく一緒に遊んでいた。 

・スーパーでカートに乗せようとしていて、うまくできなかった時に、知らない方が乗せる

のを手伝ってくれた。 

・近所のお姉ちゃんが、自宅玄関前まで見送りをしてくれたり、お菓子をくれた。 

・雨の日のお迎えの時、傘やレインコートを持っていなくて、そのまま車まで行こうとする

と、そうたろうさんの保護者の方が傘を貸してくれた。大したお礼も出来なかったが、と

てもありがたかった。 

・送迎時に門を開けてくれた方がいて助かった。 

・スーパーに買い物に行った際、いちかがお母さんの肩で抱っこされて眠っている時に、レ

ジで袋詰めはセルフなのだが、店員さんが「やりますよ」とサッと入れてくれたので助か

った。 

・公園で 5～6 歳ぐらいの男の子が、乗ったばかりのブランコを「どうぞ」と譲ってくれた。 

・近所のおじさんやおばさんが朝早く保育園に向かう時、「持てないでしょ～、ゴミ持つよ！」

と声を掛けてくれる。また、缶やペットボトルを出したカゴが仕事終わりに帰宅すると、

家の前に戻してくれていたりして、ちょっとの優しさに嬉しく思う。 

・スーパーでの袋詰めの時、「大丈夫ですか～？」の一言があると「ありがとう」と感謝し

て頼っている。少しの心遣いにありがとうと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おもいやりについてのアンケートを依頼した 83

世帯中、提出して頂いた 38世帯の回答を基に

集計いたしました。 

お忙しい中、ご理解・ご協力をいただきまして、 

本当にありがとうございました。 


