
                                                

 

 

 

 

 

 
 

 

ランゲージ・ハウス Fujisaki 保育園（開園当初） 
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アンケート合計１２人でした。 
※各カテゴリーで使用しているアンケート結果は、 

2022 年 5 月に幼稚部の保護者の方にご協力を頂きました。※ 



海外英語失敗談 
 

 
そもそも大学時代に英語学習に真
剣に取り組まなかったことが問題であ
る。外国語学部英語科に在籍していた
が、友人の協力なしでは卒業すら危う
かったことを考えると、私の英語は基本
が欠如している。ただ持ち前のいい加
減さがプラスに働くことがよくあり、特に
外国人にはヘンテコな英語が受けた
り、諦めかけていた案件が動くことがあ
る。 

 

その昔サラリーマンをしていた頃、社
長と一緒に NYにあるビルディングメン
テナンスの会社を訪問した。社長はそ
の会社に投資をする代わりにアメリカか
ら技術者の派遣をしてほしいという要望
だった。しかし先方は技術者の人件費
を日本側で持って欲しいということにな
り、年俸を日本円で２千万要求してき
た。私はその旨を社長に話した。「あち
らは２０００万ドルを要求していますが。
大丈夫でしょうか。」と聞くと社長は急に
怖い顔になって立ち上がり、ふざけるの
もいい加減にしろと言わんばかりの剣幕
で「帰るぞ！」と怒鳴った。その場にい
た全員が一体どうしたのだというような
顔になり、事の次第をつかめずにいた
が、気がついたら社長とエレベーターの
中だった。「黒部さん、２０００万ドルは
日本円で２０億以上だよ。冗談じゃな
い！」社長は怒りが収まらないと言った
顔つきで私を怒鳴りつけた。 
その瞬間「あれっ、２０００万ドルじゃ
なくて、日本円で２千万って言ってたよ
うな、なんかゼロが違ったかな？」と思
い直し頭の中で計算を始めた。元来数
字には弱いので、それがドルから円、円
からドルになるとなおさらである。やっと
頭の中での計算がまとまった。「社長、 

 

黒部 美子 
 
これ年俸２０００万の間違いかもしれま
せん。つまり私がドルの数字にあるゼロ
を間違えて勘定したようで、すみませ
ん！」社長は唖然とした表情で私の話
を受け止めると「おい、先方にすぐ連絡
しろ！戻るぞ！」と。先方のオフィスに
戻ると皆ニヤニヤとしながら我々を迎
えてくれた。アメリカ人の社長曰く“Mrs. 

Kurobe you can just take two ZERO 
number off from Japanese Yen, that 

is US$” 
一件落着とはいえ、これが契約など

の案件だったら首はつながっていなか
った。 

 

 海外での生活は英語の間違いが人
を成長させてくれると思っている。だい
たい間違いなく話そうと思うとうまく言葉
が出てこないし、うまくコミュニケーショ
ンが取れない。 
私は NYに住み始めた当初、話の相

手には私が間違った英語を話していた
ら途中で止めてくださいと頼んでから話
をすることにしていた。これが功を奏し
たのか１年もすると英語のニュアンスの
大切さが分かってきて、話の場面ごと
に使う単語やセンテンスも理解するよう
になった。 
しかしこれに行きつくためにどれほど

多くの人たちと話したかは覚えていな
い。道端やビルの前、タクシーの相乗
り、地下鉄の乗客、公園の隣人などな
ど暇そうな人を見つけては話をしてい
た。だから多くの英語での失敗談もあ
る。しかしこれが英語を学習する醍醐
味みたいなものだと思っている。失敗
大歓迎である。 
 

 



 

  

先月の GW、ちょっとだけだか

らと日焼け止めを塗らずに海

で遊んだら真っ赤になり、か

なり痛そうで可哀想なことを

したと反省した。 

一歳半の頃、床で何かしていたので

覗いたら、体調が悪かったようで、

少し吐いてしまった物を大量のティ

ッシュで自分で拭こうとしていまし

た。ごはんはお口から出さないよ、

自分のことはまずは自分でしてみよ

うね、の言葉を守ったのでしょう

が、泣けてきました。。 

指しゃぶり姿がかわいくて辞めさせる時期を逃したため、

眠いときは未だおしゃぶりが。。 

現在母を困らせるのが好きで困ってます。 商業施設にて、トイレで手を洗

っている母のことが待てず先にトイレから出てしまった子供。追っかけて

いくと何処にもいない！必死になって探していると、少し離れた柱の影か

ら必死になって探している母のことをニヤニヤしながら見ていました。目

が合うとまた逃げる。足が早くて追いつけません。 

息子の発言の意図をきちんと聞かずに、自分の思い込みで解釈し叱って

しまった事がありました。話しているうちに息子の本心が明らかにな

り、最初から冷静に聞いてあげられなかった事を反省しました。 

毎日、今日も怒ってしまったと反省中。 

第 1子だったこともあり、口移しやペットボトル等の回し飲みなどに気をつけて

いました。息子にママの飲んでるのちょうだいと言われても「口付けちゃってる

からダメだよ」と。 お友達と遊んだ時に優しさで自分の飲んでる飲み物をくれ

ようとしてくれた子に「いらないよ！口付けちゃってるからダメだよ」と私が言

っていることを言っており、難しい気持ちになりました。 第 2子が出来てから

私は色々なことがどうでもよくなりましたが、、ww息子は少し神経質な子にな

ってしまったのではないか、、、とたまに思う部分があります(｡>人<) 

【子育てに関する失敗談】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『英語の授業・英語の思い出や経験について』 

～Mercury 女子のママさん～ 
授業の思い出は先生のキャラクター次第で好きにも嫌いにもなるということ。先生の 

キャラクターが面白いと楽しくてついつい勉強してしまうので、楽しいことを面白いことを

通して学ぶのが 1 番だなぁと感じたことが英語の授業では印象的でした。困ったことは

最初の頃は“正解”が全ての学校教育を受けていたので、間違えないと覚えないのに

間違えることを怖がってしまってなかなか最初の一歩を踏むのに時間がかかったことで

す。今は改善されていたらいいなと思います。英語で嬉しかったことは、他の国に友人

ができること。英語が第一言語ではない国へ行ってローカルな人たちと話すのが好き

なので、お互いに拙い英語でも楽しくその場を過ごせたり、その後もずっと友人関係を

保てたりするのは嬉しいなと思います。 

保護者の方に聞きました！ 

～Saturn 男子のママさん～ 
子供の頃、海外旅行先での食事や買い物の際に、自分で伝える練習をしていました。

アイスのトッピングや種類が上手に伝えられず、思ってもいないアイスが出てきた苦い

思い出もあります。(間違って伝わった生まれて初めてのミントチョコにハマって、滞在中

に何度もリピートしたこともあります！) 

両親がお店の外で見ていてくれて、一人でオモチャを買いに行き、Where are you 

from?How old are you?などの簡単な質問でしたが、レジのお姉さんと会話をして、 

シールをオマケでもらえた時の達成感は今でも覚えています。 

今では英語で対応する自信が全くなくなってしまったので、子供達には、自分は英語が

使える！という自信を持ったまま成長していってほしいです。 
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お家での学習は何をしていますか。 

黒部 美子                     

 

 『英語を好きになったきっかけを教えて下さい！』 

ランゲージ・ハウス Nakajima保育園＆ 

Fujisaki保育園の先生に聞きました！ 

Nakajima 保育園 清水先生 

元々私は長野県のウィンタースポーツが有名な場所の出身で冬になると全世界からスキー

ヤーやスノーボーダーが集まる場所で育ちました。学生時代、私はスキー場でアルバイトをし

ていて、世界中からきた同僚と一緒に働いたりと英語に触れる機会は多かった気がします。で

も、そのときはなんとなく会話が分かるほどの英語力しかなく、もっと色々な人と自分も英語を

つかって話したい！留学したい！と思うようになりました。それから高校時代のアメリカ ユタ州

での数週間のホームステイを経て、言語や文化に刺激をうけてますます英語に興味をもち、

もっと広い世界を見てみたいと思い、長期留学を目指しました。そして、北カリフォルニアのハ

ンボルトという小さな田舎町の大学に約２年間留学し、留学中は寮やシェアハウスに住みなが

ら２年間の間で世界中から集まった約 20 人のルームメイトと暮らしたり、英語はもちろん様々

な国や地域の文化に触れながら刺激を受けて過ごしてきました。英語をきっかけに、私の視

野が広がりました。 

Fujisaki 保育園 橋本先生 

私が初めて英語に触れたのは、幼少期に遊んだアメリカ人の女の子との出会いがきっかけでし

た。Hello や my name is の簡単な英語でしたが、生の英語は刺激的でワクワクした事を覚えて

います！ 

記憶を辿ってみると英語を本当に好きになったのはつい最近なのかも！と思います。 

大学生以降、様々な国へ行き仕事や生活をする中でテストや受験の為の英語ではなく、生き

た英語を吸収する機会があったんです。 

そこで身についた物が自然と口に出て、会話が成り立った瞬間「楽しい！自分の思いが皆に伝

わっている！」という喜びとなり、「英語が好きだ！もっと話せるようになりたい！」という気持ちに

なりました。それは初めて英語に触れた時に感じたワクワク感と同じ感覚でした。 

これが私の英語との出会い、好きになったきっかけです！ 



 

  

 

 

【好きな先生は？】 

Carlos teacher! 

【先生のどんなところが好きですか？】 

全部が大好き！（その中でも、頑張って捻り出して１つ挙げるとすると）楽しい英語

のクラスをしてくれるところ！ 

 

【幼稚園のどんなところが好きですか？】 

全部が大好き！ 

ランゲージは天井が空みたい。柱が木みたい。クラスが３つしかない。日本なのに英

語をしゃべるから。 

【幼稚園で好きな時間は？】 

12時！お弁当が食べられるから。（もう 3度程同じ質問をした結果） 

13時過ぎの Free Time。パウパトロールごっこできるから。 

【反対に嫌いな時間は？】 

ない！ 

【毎日楽しいですか？】 

楽しすぎる！ 

 

【1番印象に残っていることは？】 

体操スタイル（＝体育座り）。 

最初は前の幼稚園の座り方（＝胡座）をしちゃったけれど、周りのみんなのことを見

ながら、どんどんやり方を覚えていった。〔何度聞いても、答えは「体操スタイ

ル」。運動会等もっといろいろあるのでは⁉︎〕 

【1番思い出に残っているクラフトは？】 

クリスマスリース作り。 

【1番思い出に残っているクラスは？】 

English classの Hang man game。 

言葉が隠れていて、英語の letterを言って、間違った letterを言うと、hang manの

顔とかを消されちゃう。 

 

【ランゲージハウスに何があったら、もっと良くなると思いますか？】 

English class time。 

だって英語がしゃべることが良くなると思うから。 

【どうしたらもっと英語を話せると思いますか？】 

もっとしゃべれば。 

【じゃあ、なんでもっと話さないの？】 

幼稚園でいっぱいしゃべってるよ（憤り）！ 

〔なぜ家では話さない…‼︎〕 

ILHの好きなところ 

Mercury 男の子が答えてくれました！ 

 



 

  

【先生に褒められて覚えていることは？】 

先生はいつもすごいって言ってくれるから、わからない。 

 

【先生に怒られて覚えていることは？】 

先生に怒られたことは全然ない。 

あんまり悪いことしてないから。 

〔怒られず、叱られるようなことは”あんまり”していない、と？…先生方、いつも

ごめんなさい。〕 

 

『インタビューしたパパ＆ママより』 

「全部好き。嫌いなことは何にもない。けど、幼稚園の時間は 2時半まで。終わった

らすぐお迎えに来て欲しい。〔え…〕」とのこと。 

多少おかしな回答でしたが、いろいろ経験しながらも、総じて幼稚園が楽しく大好き

なようで、親としては何よりです。 

 

 

 

 

【好きな先生】 

カルロスティーチャー 

【先生のどんなところが好きですか？】 

カルロスティーチャーは家族を大切にしてと言ってくれる 

帰ったらママに大好きだよと言ってハグするんだよって、 

カルロス先生の優しさが伝わってくる。 

 

【幼稚園で好きな時間は】 

クラフトの時間、家で作れないものを 

幼稚園でいつも作れる、自分を表現できる大好きな時間。 

嫌いな時間はありません 

 

お友達と遊べるフリータイムの時間も好き。 

クラスメイトはみんな優しくて嫌いなところが見つからない 

 

『インタビューしたパパ＆ママより』 

途中入園でしたがこの幼稚園にいれてよかったと思っています。 

Mercury 女の子が答えてくれました！ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚部・認可保育園の英語クラスに違いはあるの? 

各園で実際の英語クラスを見学させて頂きました。 

Jupiter クラスの英語クラス 

派遣の先生とあかり先生。泣いている児のフォローにあかり先生がまわり、 
英語クラスがスタート！ 

主に天気の話。カード、歌とジェスチャーで天気を教える。 
先生「Yesterday was ～？, see all」「Do you remember?」 

カードで天気を聞く。子供が「Rainy」と答える。 
♪How is the weather today～sunny/rainy/cloudy/Snowy 

天気の歌と共に天気を表す言葉を教えてる。 

最後にRainyでUmbrellaを使う話が出てきたので、一人ずつ「What colour is your 
umbrella？」で色をこたえる。答えは「red」「Thomas」「Kitty chan」「Paw Patrol」
「Purple」などそれぞれ。それに対して先生が「Ok,I think Thomas is blue」
とか「Kitty Chan is Pink」で返答。終了まで左記のような感じ。 
 

Mercury クラスの英語クラス 

カルロス先生がホワイトボードでスペルあてゲームをしてみんなを集める、集中させる。 

今回のテーマは Conversation 
まず、Comversation とは？を聞いて、両手をパクパクさせて話をするイメージ（先週の
復習）だよと伝え、テニスのボールように行ったり来たりするねと確認。今日は「What did 
you do on weekend?」をキーワードにして会話の練習。子供たちを二人指名して、前に立
ち、会話の練習をする。 
シナリオは以下。4組 8人ほど実施。 
Ａ「Hello how are you?」Ｂ「Im ●●,how about you?」Ａ「Im ●●,what did you do on 
the weekend?」Ｂ「I go to ●●」Ａ「wow,cool」などのレスポンスＢ「How about you?」
Ａ「I’m go to the ●●」Ｂ「Nice its cool」 

だんだんと慣れてきて、会話がスムーズになると、難易度を上げる。例えば、「I went to 
Karaoke」に対して「what did you sing?」の質問を誘導したり、子供が言葉に詰まって
も少し待ったり変化させていた。どうしてもわからない言い回しなどは、オーディエンス
に聞いて、挙手した子供がヘルプするシステム。これでほとんど全員発言する機会があっ
た。本日の Home work は兄弟や親と上記のような会話の練習をすること。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jupiter クラスの英語クラス 

元気に Good Morning と Shanda 先生と挨拶して英語クラスがスタート! 

ダンス タイムがスタート。ダンスしながら、 
Step, Punch, Run, Right, Arm, Self hug, Up, Down 等 英語で次のダンスの動きを Shanda
先生が教えていく。途中途中で、体のパーツの質問が始まり、”What is this?”と色ん
な体の部分を指しながら先生が質問、子どもたちが”Leg” ”Head” ”Shoulder”と
答えていく。 

一回踊り終わったあと、ダンスに関して Shanda 先生が ”Do you need help?”と子ど
も達に聞いていく。聞かれた子どもたちは、それぞれ”No, thank you!” または ”Help, 
please”と回答し、再度ダンスの練習がスタート。 

 

サークルタイム。サークルになって順番に、”I am ●●”と自分の名前の言い方を練
習していました。 
一巡した後に、What did you eat for breakfast? と先生が一人一人に質問し、子供
たちは朝食で食べた bread, humburger, ice cream etc.を元に”I ate ●●” と答え
ていました。時々、”Is it yummy?” と先生が聞いたり Shanda 先生の感想が入りなが
ら一巡していきました。言葉が詰まる子供には先生が幾つかヒントをだすか英語の言
い方を教えていく。 
最後は、先生も子ども全員が手を重ねて円陣を組み、おしまい。 
最後の最後に、子供達から”Thank you, Shanda!”とご挨拶で 英語クラスは終了です。 
 

Mercury クラスの英語クラス 

参加者は Mercury さん７名（普段は 10 名）と Shanda 先生とジョスラン先生。 

みんなで Circle になって、順番に What did you eat for breakfast? I eat ●●. や I didn’t eat. 
の質疑応答を順番に子どもたち同士でする。途中途中で、先生達の感想や質問（ex. Did you 
eat all? Wow！）が入って行く。途中で、Shanda先生とジョスラン先生から、eye contactを意識し
て質疑応答しようと注意が入る。 

 

そして、ダンスタイム。Jupiter クラスの英語クラスと同様のダンスタイムです。 
Mercury さんは、もう一曲他の曲でダンスを練習。 
最後に、整理運動的なものを Deep Breath、Neck、Switch 等英語を交えて行っていました。 

最後に先生も交えクラス全員で一か所に手を重ね円陣的なものを組んで、Good Job＆
Shanda 先生に Thank you, Shanda の挨拶で終了しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

そうなんです！ 

例えば、各園の保護者のニーズ！ 
幼稚部だと英語学習出来る環境を必須の条件で上げている方が多いですが、認可保育
園だとまずは認可保育園の機能を求めている方が多いとお聞きしました。 
そして、外国人講師の先生の配置！ 
幼稚部では各学年に外国人の先生が担任としてついています。保護者のニーズに対応
した先生の配置をしているのだなと納得です。 
 
黒部園長（幼稚部では園長先生なんです）が、Nakajima 保育園と Fujisaki 保育園に
お願いしているただ１つの条件は、幼稚部も使っている幼稚部の Thom teacher が考
えた子供たちが先生のお手伝いを分担して行うシステムを使うことだけなんだそう
です。 

幼児クラスの英語クラス 

※幼児クラスの人数が少ないため Mercury&Saturn&Jupiter 合同クラス

Rakia 先生が公園に行きみんなで絵を書くことを説明。 
その際に、Rakia 先生が実際に絵を書きながら絵を書いて「これ何?」 や 「他
に何がある?」 との問いかけに、英語で Tree、Flower、Grass、Sunny 
と子供達から答えがかえってきました。時々、Rakia 先生や日本人保育士さんが
ヒントをあげていましたが、日本語でも英語でも子供達が答えていました。 

Rakia 先生の Are you ready?の掛け声に、子供達がいっせいに帽子をかぶりマスクを外
し LINE UP リーダーもとにみんなで整列していました。 

２グループに分かれて、絵を描き始める。 
Rakia 先生はそれぞれのグループを回って、The flower is beautiful! とか Is this 
grass?など、子供達の書いているものに関して伝えたり質問して、 
やりとりを行っていました。 

おしまいにしようと先生方が声をかけ、みんなで集合。Rakia 先生からどんなものが描
けたのかと子ども達とやり取りし、Bye Bye Good Bye の歌を歌って、 
English Class は終了しました。 

公園に到着。Rakia 先生から子ども達にスケッチブックとクレヨンを渡しながら、Thank 
you、You're welcom のやりとりが自然と出来ていました。 
 

どの園も個性豊かな先生のカラーが出て楽しそう

な英語クラスだけど、色々環境も条件も違うよね? 



ILH History 
 

とかく人というものは、特に金銭感覚の鈍い私などは、自分の財務状況に疎い。そも

そも貯蓄などはほとんどなく、それでも５人の子供達をインターナショナルスクールや私

立校に送っていたのだからアホと言われても仕方がない。前号で話した我が家の新築

もしかり、将来設計もないままローンを組んでしまったというアホ、というよりは世間知らず

で無謀な行動だったかもしれない。実はこう話している今もローンの返済は終わってい

ないのだが、数十年前はこのローンが払えるかどうかで夫婦喧嘩も絶えなかった。それ

ぐらい計画性のない中での新築だった。結果的にはその家が数十年後に幼稚園として

大活躍してくれるとは思いもしないのだが。 

 

 子供５人に主人の母、そして我々夫婦の部屋をとなると少なくとも６部屋は必要にな

る。と考えていた。日本で６部屋なんていうのは、旅館や民宿のような他人を泊めて収

入を得るというのなら良いのだが、収入が限られている中で６部屋を作るというのは見栄

と自己満足以外の何物でもないと今では思っている。それでもその計画を強硬に進め

ると建物だけで７０００万近い予算が必要になる。これをお付き合いもない銀行から借り

入れしようとお願いに行ったのだからすごい。（このすごいは世間知らずのすごさである）

銀行が貸してくれたのは主人の叔父がアットホームの創業社長で、その会社の大口取

引先が今ではどこかに合併されてしまったさくら銀行だった。 

 

「ほう、社長様の甥御さん、それはそれは、ぜひ当銀でお手伝い致しましょう。」と支

店長自らが満面笑みで迎い入れてくれた。実は主人は甥ではなく、主人のおばあさん

のお姉さんの息子がアットホームという遠い親戚だった。「社長のご親戚となれば、もち

ろん信用は絶大ですから。」と副支店長まで同席していた。今となれば簡単な話で、ア

ットホームが保証人となってのローンであれば一億円だって借りられたかもしれないと思

っている。 

しかし返済は主人の稼ぎからのみ、頭金は国連の退職金、私はこれらに何の疑問も

感じないまま、新築計画はトントンと進み、半年もすると大きな新しい家がお目見えして

いた。のちのランゲージ・ハウス幼稚部である。大きな大黒柱の一階には囲炉裏のある

ダイニングがあり、続きの部屋はヒノキを利用した純日本間、キッチンは東京システムキ

ッチンというブランドを入れ、７人家族分の皿を洗浄できるスウェーデン製の食器洗い、

タイルを施した食器棚、イタリアのテラコッタを使った断熱の壁、そこにニューヨークでス

ターバックスが倒産思想になった時に（８０年代のお話）放出したスタバのロゴが入った

タイルを入れ込み、ちょっとしたセレブ感覚のキッチンを演出した。2階はマスターベット

ルームと義母の部屋、両方とも大きなクローゼットを作り、吹き抜けからは１階の様子が

見え、天井からの自然光が 2階の雰囲気を品良くまとめていた。３階は子供達の部屋

で屋根裏をうまく利用した遊びのある空間となっていた。バスルームは２階にあり（今で

もここは変わっていない）冬はお風呂に入りながら富士山が見えるという贅沢さである。 

しかし、人間というものは自分の身の丈に合わない生活をしていると、必ずしっぺ返し

があるということをこの時の私はまだ知る由もなかった。



 

 

                                                                                                                                                                 

 

☆週末に父親のことをトム teacher！と呼んでしまったり、姉のことをお友達の Mちゃ

ん！Kちゃん！と呼んでしまい、「あれ〜間違えちゃったー」と恥ずかしそうに笑ってい

ることがあります。 私も子供の頃、母親を〇〇先生と呼んでしまったり…同じことやっ

たことがあるなぁと思い出して可笑しくなりました。 

☆それなりに人がいる菊名駅のプラットフォームで、息子がいきなり「パパのこととって

も好き？愛してるの？」と大きめの声で言ってくれました！しばし固まった私に、答えを

要求する息子。色々な言葉を今勉強中のようです！ 

☆目に付く書いてあるものを全て読み上げたがる時期です。トイレでも「TOTO！」

「INAX！」と読み上げます。。。ある日、外出先で「ママすごいよ、このトイレは TOTO

じゃない!」と大発見をして、私は大笑いでした。 

☆園で鯉のぼり作ってきましたよね。きっと『屋根より高い鯉のぼり〜♪』って、お歌も

歌ったんだと思います。そのせいか、鯉のぼりのことを『やねより』って言ってます。。 

☆娘が園で「パーペチュアルゲームした」というので、何だろう？と思い、perpetual 

（＝永久の、絶え間ない）？難しそうなゲームだな、と思っていたのですが、どうやら

「パウ•パトロールゲーム」だったようです。発音が磨かれているのかな？！ 

☆ほしい物を選ぶ時「なやむ」が言えなくて、いつも「やなむな〜」と言いながら選んで

います。悩むポーズ付きです。 

☆最近少し太った主人に対し、息子が、「お父さんは厚紙！」と言い出しました。 

☆キンダー大好き、あかり先生が大好きすぎて、休みの日でも「キンダーチェックに行

く！」と車を走らせて土日どちらかは毎週園まで行ってます！ 

☆最近、体のパーツを使ったことわざが娘から出てくるようになり、「目がない」と言う

意味は夢中になっていることだよと教えたら、ある日電車で、娘からお父さんは携帯に目

がないねと言われ、ハッと自分の行動を改めるキッカケになりました。ことわざは日本語

を比喩的表現をしているので娘から聞くと何故か凄い成長を感じました。 

☆美容院行くたびに、トムティーチャーみたいにしたい！と言っており、憧れています。 

 

 
 

子供の名言・おもしろ発言 

アンケート結果 

ご協力ありがとうございました！ 



 

 

 

 

  

 

 

  

 

アンケートや原稿依頼に 

ご協力頂いた保護者様方や先生方、 

どうもありがとうございました！ 

また、取材協力を頂いた 

ランゲージ・ハウス Nakajima 保育園 

Fujisaki 保育園のスタッフの方々へ、 

どうもありがとうございました！！ 


