ちに待 つたバーティーだ

≪魔をさんからお手紙が来事した≫
:

園庭か ら帽子がな <な った次の日,魔 女さん

10月 31日 。ついにお待ちかね のパーティーの 日がやってきました。9月 か ら

か らお手紙が来ま した。 しか し,肝 心な とこ

始まった魔女さんとふじ組・うめ組の子どもたちとのや りとり。運動会の表現でも
観て頂きましたが,パ ニティー を迎えるまでの様子を写真 と共にお知 らせします。

ろが読めません。
「読めないJ「 パ ーテ ィーの

≪魔セさんこの出合い ≫

お知 らせ じゃないかな」 と想像を膨 らませな
が ら,嬉 しそ うに読んでいま した。

キャップ入れの下に帽子の落 し物が

!!誰 のかな ?

みんなの帽子とは形が違う

!

「魔女の落 し物かも」と,こ の後,帽 子を被 って遊ぶ子ど

≪鷹をさんからお手紙が来きした Par+2≫

ももいま した。最初は,興 味のない様子だつた子どもたち
もいま したが;こ の後の大事件で年中組は大騒ぎに ll

またもや,お 手紙が !今 度は,泥 だらけだ
けど,最 後まで読めま した

̀封

筒の中には

CDが 入つています。「パーティァで踊る曲
≪お部屋が大蒙なここに

だつて♪
も」音楽を流すと,ノ リノリで踊る
子どもたち。パ ーティーが楽 しみです。

≪今度勝招待状だ r
運動会も終わり,ま たいつもの毎日に…と思
いきや,今 度は靴箱の中に招待状が

!

子どもたちは朝から大盛り上がり6お 便り帳
を開き,31日 を確認。
「夜か―。行けるか
魔女の帽子が落ちていた 日か ら数 日後,今 度はお部屋の中が大変なことに
「先生 ,泥 棒入 つてる

!」

な」と心配そうにしている子どもたちも。

!!

「 お家の人に聞いてみよう」とクラスで話

と朝早 <来 ていた子 どもたちは大騒ぎ。

し,お 家に帰 り訣した。

そんな中,あ る子が一言。
「 これ ,魔 女が したん じゃない」
この言葉を聞いた子 どもたちは,片 付けを しなが ら

≪さあ.パ ーテ ィーの準備だ

,

「帽子,探 しに来たのかも」
「 大1事 な帽子なのかな」 と話 し始めますし

rr≫

≪そうだ rみ んなに知らせなき ゃ r≫

≪鷹セさんに帽子を返そう≫
「空か ら見える
「 どこだ った ら見えるかな」
ところに しな <ち ゃね」な どと話 しなが ら

:

魔女の帽子を返す場所を決めま した。指令台
の上,最 初 に見つけた場所,中 庭な どな ど

,

子 どもたちは魔女に
気付いてもらえるよ うに,考 えを出 し含いま
す。最終的に,空 か らよ <見 える園庭の本 に
かけることに決ま りま した。
「 魔女さん,こ
こだよJと 空 に向か って叫び,「 取 りに来て

<れ るかなJと 楽 しみ に していま した。

「 やつぱり,夜 はだめだって」
「 うちはいいよって」
「 ママから夜
に魔女のところへ行<と ,み んな魔女にされち ゃうかもよって言わ
れた」
「 それはいやだ」
「帰れな<な るの」と,お 家の人とのやりと
りをみんなの前で話す子どもたち。
「 じゃあさ…」とある子が手を挙
￨ザ ま した。
「みんながいる時Fo3に こつそり来てもらおうよ」その提案
に,「 いいね」
「 そうしよう」とみんな大賛成 l!
さあ,31日 のバ ーティーに向けて,準 備を開始 !!
実習生の力を借りながら,衣 装,楽 器,飾 りづ<り をしま した。
1性
1固
豊かな衣装に身を包み,お 母さん先生と二緒につ<っ た輪飾 り
やおばけを保育室にた <さ ん飾りつけ,そ して, ドングリをいれて
つ <つ た楽器を持って…あとはパ ーティーの日を迎えるだけ。
すると,そ こへ,ま たまたお手紙が …。明るいうちは魔女さんが
来られないみたい。そのかわ りに,『 魔女のららさんのお反だちがみ
ヽんなにプレゼン トを持ってきて
<れ る』と書いていま した。
もう,パ ーティーの日が待ち遠 し<て たまらない子どもたち !!
・
それにしても,鷹 なのららさんのおなだぢ って誰なんだろう・
:

≪さあ,パ ーテ ィーの準備だ rJ≫

いよいよ,パ Tテ ィーの当日。いつ来るかも誰が来るかもわからないので,朝 からそわそわしている子どもたち。タ
で遊んでいても,時 々空を見上￨ず ては
ト
「誰もいない」
‐とつぎやぃていました,そ んな時,ど こからか,聞 きなれなぃ不思議な声が…16な んて言つてるかも間き取れないぅでもどこかで聞ぃたことが
∵
。
あるような。
「これはもしかして !!」 と中庭に飛び出す子どもたち6す ると,直 野先生と一緒に現れたのは…なんとミニオン !!ど うゃら,魔 女の
,

ららさんからプレゼントを預かってきて<れ たようです。その姿を見るや否や:興 奮して歓声をあ￨ザ る子,1近 <に 駆け寄る子,嬉 し<て 飛び跳ねる子,保 育室
に隠れようとする子と,自 分なりに喜びや驚きを表現していました。ミニオンからプレゼン トを受け取つて,「 おばけのパ■ティー」をみんなで踊りました。ミ
ニオンがり
弔る時には:最 後まで名残惜しそうに手を振り続けたり,追 いかけたりしていました。そ して,プ レゼントのマントに身を包み,「 これをつけると高く
ジヤンプできる」
「速<走 れる」と試したり
・「 これは魔法のマン トに違いない」とす日中着けたりと,嬉 しそうに遊んでいました。

パーテイ■までの約1か 月半,ふ じ組うめ組の子どもたちは51人 で,反 だちの言葉に耳を傾けたり,自 分の思いを話したりしながら過ごしてきました。
子どもたちの想像力と表現力の素0青 らしさ,そ して,ま だ見ぬ反だち 魔女めららさんを想う優 しぃ気持ちに感激しました。パニテキーが終ゎっても,登 園す
,‐

るとマントを着けて遊んでいる子どもたちがた<さ んいます。プレゼン トを大事にしようとしヽ
う気持ちが伝わらてきます。いうか,ら らさんに会わせてあげた
いなとも思いますが…実現するかはわかりません。保護者の皆様にも,た <さ んご協力をいただき,感 謝しております。ありがとうございました。
※写真は,に こにこフオトにもあげていますので,ぜ ひ,こ 覧<だ さい。￨

