
谷戸の

「後伸び」 保育って？ママ座談会

谷戸幼稚園（以下谷戸）の保育は、後伸び保育。

先生や園長先生からよく聞くこの言葉。

具体的にはどういうことなのでしょう。

在園・卒園児のお母さんに聞きました。

Y.N さん ：小 4、小 2、年中（いずれも男子）

Ts.Y さん ：小 4（男子）、小 1（女子）

S.S さん ：中 2、年長（いずれも女子）

Ta.Y さん ：小 2（女子）、年長（女子）、3歳（男子）

O.Y さん ：年長、年少（いずれも女子）

T.Y さん ：年長（男子）、年少（女子）

未就園児以外は全員卒園・在園児

文・構成 ：菅原然子（旧父母の会役員）

Y.N ――近所なのでよく散歩で幼稚園の近くを歩いていて、
子どもたちも「幼稚園＝谷戸」と思っていたところ
があって。いつ見ても、園児たちが楽しそうに遊ん
でいて、いいなと思いました。

Ts.Y――「おにいさんおねえさんとあそぼう」で、ずっと泣
いている息子に、担当の年長の男の子が本当に一生
懸命接してくれた姿が印象的でした。その男の子を
見ながら先生が私に「この子も年少の頃は、よく泣
いていたんですよ」とそっと教えてくださって。あ
あ一人ひとりのことをよく見てくださるんだなと。

S.S  ――こぐま組が魅力的で。長女のときも 2 年保育を希
望していて、当時は週 2 回でしたが、その頻度がちょ
うどよかったので谷戸にしました。

Ta.Y ――夫が谷戸出身で、義父母から「いい幼稚園だよ」
と聞いていたのと、長女は 0 歳から保育園に通って
いたのですが、同じような五感を使わせてくれる幼
稚園に入れたいなと思って。見学に来たら子どもた
ちが同じことをするのではなく、スカートをはいて
踊ったり、お芋のつるで遊んだりと、みんながやり
たいことを楽しんでいるのを見ていいなと思いまし
た。

O.Y ――長女の幼稚園探しの頃、近所の公園や児童館に行く
と、お母さんたちがみんな「谷戸は人気が高くて入
れないよ」と言うんです。それを聞いていったいど
んな幼稚園なんだろうと思って。私も昔、幼稚園で
働いていたので、知り合いに聞いてみたら「谷戸は
とにかく先生方が素晴らしい」と。それで運動まつ
りを見に来てみたら、普通の幼稚園でするようなマー
チングやお遊戯がなんにもなくて、「え？！運動会っ
てこれでいいの！？」といい意味でびっくりして、

――最初に、入園希望のきっかけをお願いします。

出席者

（2017 年 7 月実施）

「おにいさんおねえさんと

　　　　あそぼう」で 感動

そこに惹かれました。「おにいさんおねえさんとあそ
ぼう」では、子どもへの年長さんの接し方がとって
も優しくて。普段から他の学年の子と一緒に遊んだ
り、何か困っている子がいたら、どうしたのかな？
と先生や友だちと一緒に考えたりしているからか、
いろんな子に対する接し方が自然とできていること
が伝わってきました。娘が「私もあんなおねえさん
になりたい」と言ったひと言が決め手になりました。

T.Y ―― 私は仕事をしていたので息子は保育室でお世話に
なっていたのですが、そこが 2 歳児までということ
で、市に問い合わせたところ、保育園入園は共働き
でも難しいから幼稚園もあたってと言われて。でも
後ろ向きなのもいやだったので、じゃあと、市外も
含めて幼稚園はたくさん見学しました。預かり保育
が充実している幼稚園のプレに入れてみたら、先生
が動かしやすいような集団行動に子どもを持って行
く印象で。悩んで谷戸の運動まつりを見に行ったら、
園長先生はじめ、先生方もすごく楽しそうで。なお
かつ子ども一人ひとりをよく見て、自主性を育てて
くれるところに魅力を感じました。



O.Y―― とにかく自分が「やりたい」と思ったことを存分に
させてくれる環境です。幼稚園でしている遊びをそ
のまま家でもしていることがしょっちゅう。長女は
先日、段ボールに頭を入れて本を読んで「映画館み
たい！」って。私も「すごいね！」と。その時「目
が悪くなるからやめなさい！」と言わなかった自分
に、あら、私も谷戸に染まってると思いました。

S.S――  段ボールは、渡すと延々遊ぶよね。

O.Y―― そうなんです。段ボールカッターも、普通危険だか
ら園児に使わせることあまりないと思うんですが、
谷戸では使わせてもらえて。

Ta.Y ――長女が年長だったときは、縫物もさせてくれて、
驚きました。針は危ないからやめて、ではなくて、
子どもたちがやりたいと言ったことはとことんやら
せてくれるんだと。

Ta.Y――そうです。服を縫って、園内でファッションショー
をやって、他のクラスや学年の子たちも見に来てく
れて。年長最後の「おでかけ」では、長女のクラス
は文化服装学院に行って服作りやファッション
ショーの現場を見学しました。子どもの「やってみ
たい」「しりたい」という思いを本当に大切にしてく
れるんです。

T.Y ―― 尊重してもらえるから、よくよく考えて行動してい
ますよね。年長になって幼稚園で種を植えて、鳥が
食べないようにするにはどうしたらいいだろうとみ
んなで話し合ったみたいで。CD をつるすといいら
しいとなったら、息子が「CD を持って行く」と、
自分で古い CD を出してきて、使えそうなのを選ん
で準備していました。自分たちで考えると行動力も
違うんだなと思いました。

Y.N―― 稲も麦も育てるんですよね。その麦で麦茶を作って
飲むと聞いた時にびっくりして。今の時代、パック
ですぐにお茶を作れるのに、麦を炒って煮だして飲
むってすごい体験だなと。「あの麦茶まずかったな
～」って子どもたちの中にも確実に残っているんで
すよね。

S.S ――  木登りもみんなよくしますよね。以前、園に来た
とき、園庭の高い木に年長さんが登っていたんです。
かなり上のほうにいたから一瞬「大丈夫？！」と思っ
たら、近くにいた先生が年少さんに「ねえねえ見て
みて！おさるさんがいるよ～」って（笑）。あとで聞
いたら「S.S さん大丈夫、あの子はちゃんと自力で
降りてこられる力を持っているから見守るだけ。無
理な子だったらすぐに下に行くわよ」と。ああ、先
生たち全部わかっているんだと感動しました。

――実際に谷戸に子どもを入れてみての感想を聞かせてください。

やりたいことは

　　とことん

Ts.Y――勉強面ではまだまったくわからないですが、対人関
係では今まで特に大きな問題はなくすごしています。
先生に対する信頼感がすごい。どんな担任の先生で
も、息子は「大好き！」って（笑）。たぶん、幼稚園
時代に先生方がちゃんと向き合ってくださったから
かなと。

Y.N―― 昨年度、市の作品展を見に行ったら、圧倒的に谷戸
出身の子の作品が多くて驚きました。4 年の息子の
も出ていたのですが、テーマが、ある音楽を聴いて、
その場面をイメージして絵にするというもので。ど
うやって描いたか聞いてみたら「最初この色、間違っ
ちゃったんだよね。でもいろんな色を混ぜてたらこ
んな色になってさ」と。そういえば幼稚園のとき、
好きなだけ絵の具で遊ばせてもらっていたなと。だ
から失敗した、と投げ出さず、混ぜてみる方向に行っ
たのかも。その頃の経験が土台になっているのかな
と思いました。

S.S ――  うちは、長女の入園当時から「後伸び」という言
葉を先生から聞いていたので、何が後伸びなんだろ
うと、ずっと娘を見てきたんですが、勉強面では小
学校高学年になるにつれて、調べ学習というか、自
分で掘り下げていく勉強が多くなってくるんです。
その時に谷戸でした、自分たちで考えて発表して、
それをみんなに見てもらう劇あそびとか、日々の表
現遊びとか、そういう経験が生きてきている気がし
ました。

　　　  　小学校のうちは、暗記力のある子が頭がいいと言
われるけれど、中学になるとそれプラス調べ学習の
比率が高くなる。その時に、わからないことにぶつ
かっても、自分で「じゃあこうしたらどうだろう」と、
考えて動く力がものをいうというか。小学生のとき
はあまりわからなかったけれど、中学になって、親
がいちいち言わなくても自分でやっていく姿を見て、
ああこれが後伸びなのかなと思いました。

一同――わーいい話が聞けました！

あとから効いてくる
　　　　　　教育とは？

――ファッションショーがはやったクラスですよね。

―――確かに、「木登りするのを手伝わないで」と園長先生に言われ
      たことがあります。自力で登れたら降りられるけれど、
      人が助けてしまうと自力では降りてこられなくなるからと。

――谷戸で育った子の強みは、「後伸び」力があること、とよく
    聞きますが、実際のところいかがでしょう。



Ts.Y――先日のゆたか祭りでも、小学生がボランティアでお
店の売り子さんして。あれ、すっごく楽しいんですっ
て。去年参加した息子が言ってました。小学 3 年ま
ではお金が扱えないので、年上の人と一緒にするん
だけれど、学年が違ってもすぐになじめる。小学生
のうさぎ組（延長保育）に行っていたときも、これ
でもかってくらい泥んこになって帰ってきていまし
た。

Y.N―― そうそう！うちも弟のお迎えにお兄ちゃんと一緒に
行くと、幼稚園についたとたんに土山から滑り降り
てる。一瞬で真っ黒。「帰ってきました！」みたいな
感じで遊ぶよね。

　　　　  向かいの小学校の生活科の時間に、小学生が幼稚
園にきて一緒に遊ぶというのがありますが、知り合
いのお母さんが「あの授業があった日に子どもに”
お母さん、なんで私をあの幼稚園に入れてくれなかっ
たの！ “って言われたのよ」と。子どもたちって本
能的に五感をつかった遊びが大好きなんだなと思い
ました。

S.S ――  実は昨年の夏休みに、長女が友人 3 人と一緒に幼
稚園でうさぎ組のボランティアをしたんです。娘以
外は他の幼稚園出身で。最初はその 3 人のお友だち
は豪快に遊ぶ子どもたちを前にびっくりして動けな
くなったらしいんですけど、娘は「帰ってきた！」
という感じでどんどん一緒に遊び始めて。いくつに
なっても、あの頃に戻れるんだなと。

　　　　  お友だちも一日過ごして最後には「楽しかった」と。
「幼稚園時代にこんな楽しい思いをしたことがな
い」って言うの。どんな幼稚園時代だったの？と聞
いたら、お習字、英語、プールって小学校のプレみ
たいだったと。でもこの夏に幼稚園時代を少しでも
取り戻してくれたなら嬉しいなと思いました。小さ
い時の 3 年間は、勉強じゃなくて、泥遊びとか、親
が「うわーやめてー！」っていうようなことをやれ
る環境が大事。

　　　　  長女は幼稚園時代に担任だった山田先生に進路相
談にものっていただいて。家では見せない真剣な顔
で、先生の話を聞いていて本当にありがたかった。

いつでも

温かく迎えて
　　　　くださる先生

――先生方が卒園児に「いつでも来てね、待ってるよ」と、
　　社交辞令でなく言ってくださるのがいいですよね。

Ta.Y ――在園中も、先生方がよく子どもたちを見ていてく
ださるのは、特にお迎えの時に感じます。その日の
出来事を必ず教えてくださって。バスの時も、まだ
慣れない頃はお電話で伝えてくださってとてもホッ
としたことを思い出しました。

O.Y―― 懇談会も。最初保育懇談会ってなんだろうと思った
ら、担任と園長先生が日常の保育の様子を写真を見
せながら細かく伝えてくださって。谷戸の保育は、
元幼稚園教諭から見てもすごく大変だと思います。
普通のカリキュラム（時間割）がない分、子どもた
ちを見て考える。よく職員会議をなさっているのを
見ても、子どもファーストで考えてくださっている
のがわかります。

T.Y ―― 谷戸はその子らしさを大事にし、「自分は自分でい
いんだ」と子ども自身が思える、自己肯定感を育ん
でくださる。そうすると自信がついて、自分たちで
いろんなことに挑戦してみようという気持ちになっ
て、他の子と一緒に生活を創ろうとしますよね。当
然ぶつかり合いもあるけれど、違いを受け入れて一
緒に目的に向かい、共感して仲間で創り上げていく
生活の楽しさや喜びを知れるのかなと。谷戸はそう
いう自主的な集団生活を通して、自分も他人も尊重
し、社会の中で自分らしく生きる種を植え、芽を育
んでくれる所。私自身学童の指導員をしていたので
想像できるのですが、こういう保育は先生方がとて
も大変なんです。でも、どの先生もその子らしさや
芽が大きくなるのをすごく喜んでくれる所が本当に
ありがたいです。

　　　　  もうすぐ年長の長男がお泊り保育なのですが、テー
マが「生活を創り出す」となっていて、まさに積み
上げてきたことの集大成なのかなと想像しています。

Ta.Y ――自己肯定感といえば、うちの子も、「自分が一番好
き」って。どうして？と聞いたら、「自分が好きじゃ
なきゃ、他の人も好きになれないでしょ」って言っ
ていました。



Ts.Y ――谷戸というと豪快な泥遊びがクローズアップされ
て、中には「うちの子できないかも」と思われる方
もいるかもしれませんが、やりたくない子はやらな
くていいので、安心してください。

Y.N ―― そうそう。あと、文字も教えてもらえなくて不安、
という声も聞きますが、子どもたちって顔の絵から
始まって、自然と文字にも興味を持つんですよね。
友だち同士で手紙を交換したり。それで自然に覚え
る子もたくさんいますよ。

S.S ――  お母さん同士のつながりもいいですよね。どのお
母さんもクラスの子を我が子のようにかわいがって
くれる。「今日〇〇ちゃんこうだったよ！」と教えて
もらえて。子どもが阻害されていないから、親も安
心してつながっていけるんだと思います。

Ta.Y ――本当にそうですね。そして自分も、クラスの子み
んなが可愛く思えて。

T.Y ―― わかります。そして親も、先生方にいつも励まして
いただいて。私、子育てでやり直したいことだらけ
なんですけど、谷戸に子どもを入れたことだけは胸
を張って「よかった」って言えます（笑）。

O.Y―― 話だけではわかりにくいこともあるかもしれません
が、ぜひぜひ一度、見学に来ていただきたいです！

【編集後記】

　教育は、すぐには結果が見えません。だからこそ、幼少期に何を教えるか、どんな

環境に子どもをおくかに、親は悩みます。もちろん、文字が書ける、計算ができる、

という、目に見えることは結果も見えやすいですが、今教育界では「非認知能力」、

つまり他者とのコミュニケーション能力や自尊心などを含む、様々な目に見えにくい

力を、幼少期にいかに伸ばすか、ということのほうが注目されています。こうした力

のほうが、その子が自分らしく前向きに生きていくためには役立つからです。

　ある取材でそれを知ったとき、「まさに谷戸幼稚園の教育で身に付くこと！」と思

いました。今回の保護者座談会では、園生活で育てられる子どもたちの非認知能力が、

卒園後どのように展開されていくのかがよくわかり、とても興味深いものとなりまし

た。これからの世界を生きていく子どもたちに必要な、「根っこ」を育ててくださる

教育が谷戸にはあります。ものすごく手間のかかる、そして時間のかかる教育ですが、

実現可能です。私は、こうした谷戸の教育が、日本中に広がってほしいと、ひそかに思っ

ています。

　　　　　　　　                  　　　　　　 菅原然子（フリーライター）

気がついたら、おやじの会の一員になってまし

た。と、いうくらい最初は気軽に参加しました。

子供たちが毎日楽しく通っている幼稚園のため

に、何かお手伝いができればという気持ちから参

加させていただきましたが、イベント毎に在園児

や先生方と触れ合うのがとても楽しく、今では不

定期ながらイベント時におやじの会主導でのお店

の出店など、少しずつ園児にもおやじの背中(お

腹？)を見せることが出来るようになりました。メ

ンバー制といったような堅苦しいものではなく、

出来るときに、出来る人が、出来ることを、とい

う任意参加型なので、どのお父さんも気負いなく

参加している様に思います。またイベントの打ち

上げと称し、夜のおやじの会も開催しておりま

す。我こそは！というおやじの皆様、是非ご参加

お待ちしております。

おやじの会TシャツもXXXLまでご用意あり。おや

じのお腹もカバーします！（K.Y）

OB 会のメインの活動は、

ゆたかまつりのボランティア。

卒園すると幼稚園に来る機会が少なく

なってしまうので、年に一度、プチ同窓

会の様な気持ちでみんなでワイワイ楽し

みながら、おまつりのお手伝いをしてい

ます。（A.Y）

お母さん同士も

　　つながれる

――これから入園を希望されている方にメッセージをお願いします。

OB会
ご挨拶

卒園後も楽しく

おやじの会
ご挨拶




