﹁被災地の小学校へ編み物で
エールを﹂活動報告
楽しみにしている授業以外の行事が

だりした影 響もあって︑子ども達が

した︒
プレハブの仮校舎への引っ越し

で授業を行っているところもありま

災から半 年以上 経ったとはいえ︑子

が終わったばかりの学 校 もあり︑震

す︒
また福島県では放射能の影響に

なかなか出来ない状況にあるようで

実施校一覧

「ナチュラル タ・ワ・シ」
「誰でもできる かんたんゆび編み」

送付先

学校名

学年

参加人数

10月24日（月）

宮城県亘理郡 山下小学校
山下第二小学校

4年生
クラブ活動4〜6年生

79名

10月25日（火） 福島県相馬市 中村第二小学校

クラブ活動4〜6年生

29名

10月26日（水） 福島県相馬市 山上小学校

1〜2年生

27名

10月27日（木） 宮城県仙台市 荒浜小学校

6年生と保護者

33名

11月8日（火）

宮城県仙台市 折立小学校

5年生

69名

11月9日（水）

宮城県仙台市 南光台東小学校

クラブ活動4〜6年生

23名

11月16日（水） 宮城県仙台市 鶴谷東小学校

6年生

62名

12月6日（火）

福島県相馬市 山上小学校

3〜4年生

27名

12月6日（火）

福島県相馬市 大野小学校

クラブ活動4〜6年生

18名

12月7日（水）

福島県相馬市 磯部小学校

2〜5年生

53名

12月7日（水）

福島県相馬市 日立木小学校

クラブ活動4〜6年生

20名

12月8日（木）

宮城県亘理郡 山下第二小学校

3年生、5年生

63名

12月9日（金）

宮城県仙台市 中野小学校

5年生

23名

1月19日（木）

宮城県仙台市 鶴谷東小学校

4年生と保護者

80名

特別学級の子どもも一緒にゆび編
みに参加してくれました
（12/9中野
小学校）

1月19日（木）

宮城県仙台市 南小泉小学校

4年生

86名

1月19日（木）

宮城県仙台市 小学校家庭科教育研究会

家庭科の先生

40名

1月25日（水）

福島県相馬市 桜ヶ丘小学校

クラブ活動4〜6年生

27名

いつもはにぎやかなクラスも、
ゆび編み
が始まると真剣そのもの
（12/9中野
小学校）

1月26日（木）

福島県相馬市 日立木小学校

4〜6年生

62名

1月27日（金）

福島県相馬市 日立木小学校

1〜3年生と保護者

80名

「ゆび生きいき健康ライフ はじめてのゆび編み」
「ヴォーグ基礎シリーズ 新かぎ針あみ
［改訂版］

10月の手芸クラブで体験した子
ども達が丁寧にクラスメイトを指
導してくれました
（12/8山下第二小学校）

よくわかるかぎ針あみの基礎」
「はじめて かんたん できちゃった！ はじめの一歩
あみもの できた！」

手芸クラブでの活動の様
子。器用な子どもが多く、
飲み込みが早い
（10/24
山下小学校・山下第二小
学校）

活動後の支援協力企業
（財）
日本ホビー協会、
ハマナカ
（株）
（
、株）
コーダ、
アトリエ
HONDA

視察に訪れた瀬戸理事長
（左）
より、
日本ヴォーグ社
の書籍を校長先生
（右）
に
贈呈しました
（10/27荒浜
小学校）

小学校へ贈呈した毛糸や
書籍

N A Cジュニア・ニッティングメン

「銀イオン配合の糸で編む エコでかわいいたわし105」
「銀イオン配合の糸で編む エコたわし101」

ども達も先生達もいつも通りとはい

「どっちが長く編めてる？」
（12/6山上
小学校）

えない環境で授業を行っています︒

エコたわし111」

「マフラー編みたかったんだ！」
かわいい
毛糸に笑顔
（11/9南光台東小学校）

今 回のような屋 内で出 来る体 験 授

「ちいさなニットギャラリー コサージュ ブローチ ブレスレット」
「カンタン、
かわいい、使いやすい！ かぎ針あみの

コツをつかむと真剣な表情で編
み進める子ども達
（10/24山下
小学校）

よって屋 外での授 業がしにくいため︑

●ゆび編み・かぎ針編みの書籍10冊…日本ヴォーグ社様
「ちいさなちいさなモチーフ編み」、

気づけようと
﹁被災地の小学校へ編

●かぎ針3本…クロバー
（株）
様

バーチームは被災地の子ども達を勇

小学校への贈呈品

そんな状況の中で学校によって被

みんな夢 中になって編んでいたのは

●NACジュニア・ニッティングシステムのチラシ1枚
●ゆび編みの編み方説明書1枚

災 状 況に差はあっても︑子ども達が

どこの学 校でも 同じでした︒
いつも

ゆび編み指導をする横山
先生
（手前）
と松本先生
（奥）
（10/24山下小学校）

業はとても歓迎されました︒物資支

ちで手を動かす支援は少ないようで︑

はやんちゃな 子 がおと なし く 席に

●「伝統のニット」1冊…
（社）
日本編物文化協会

援は色々あったそうですが︑自 分た

子ども達だけでなく 先 生 方も楽し

ーナショナル様

上 げました︒事 前にテーマ作 品であ

るゆび編みのエコたわしとマフラー

そ うに編 まれているのが印 象 的で

●マフラー用ファンシーヤーン1玉…
（株）
ダイドーインタ

み物でエールを﹂プロジェクトを立ち

趣旨をお伝えしたところ︑宮城県と

ていたり ︑ちゃんと 編 めているのに

を教育委員会に送付し︑
この活動の

もっときれいに編みたいと最 初から

日 ︑最 初の訪 問 先である

座って編んでいる姿に先 生 達が驚い

今回訪れた小学校の中には︑学校

やり直 す 子がいたりと︑楽しみ方に

月

した︒

自 体が津 波や地 震の被 害によって

も個性がありました︒今回の活動に

24

福 島 県の小 学 校から指 導の要 請が

校舎が使えなくなり︑別の学校へ間

よって︑手を動かすことの楽しさ︑無

10

届きました︒

山 下 小 学 校・山 下 第二小 学 校へは︑

借りしているところが多くありまし

心になって編むことで生まれる癒や

た︒そうした学 校の校 舎の中にはふ

しが子ども達の心に届くことを願っ

NACジュニア・ニッティングメンバー

を貼ってどの小 学 校のクラスかわか

たつの職員室と校長室があり︑校章

チームの横山真弓先生︑松本京子先

生のほか︑仙 台 市 内のN A C 支 部

●エコたわし用アクリル毛糸1玉…ニッケ商事
（株）
様

長である根 本 正 美 先 生 ︑木 村 利 根

子ども達への配布物

ています︒

たわしもマフラーも完成したあとに二
つめのたわしに取りかかる子ども達。
後ろでは早速出来上がったたわしを
試しています
（11/8折立小学校）

るようになっていたり︑家 庭 科 室や

前回指導した1〜2年生か
ら手紙を受け取った横山
先生
（右）
と松本先生
（左）
（12/6山上小学校）

子先生︑
そして子ども達にNACか

ありました。

音楽室など通常の教室ではない部屋

させる内 容が多く

ら贈呈される
﹁伝統のニット﹂
の著者

な創作意欲を感じ

である横 山 起 也 氏がゆび編み指 導

を行いました︒
アクリル毛糸のたわし

でゆび編みの基本を体験︑後半でポ

ラーを作ります︒子ども達は夢中に

ンポンのついたファンシーヤーンでマフ

折おしゃべりをしたり︑編めたものを

なって手を動かし︑慣れてくると時

互いに自慢し合う姿が見られました︒

出来上がった作品を手に︑﹁お母さん

ケーションや新た

にあ げるんだ！﹂﹁これはぼ くが使

う！﹂﹁もうひとつ作りたい！﹂﹁なん

た」
「ゆび編みにはまりました」
「出来上がったマフラーを
つけて帰ったらあたたかかったです」
など、授業のあとに
家 族とのコミュニ

だかはまっちゃった！﹂
と︑
それぞれに

んにほめられてうれしかったです」
「妹におしえてあげまし

震災によって学校の現場では遅れ

「一番早く編むぞ！」
と気合いの入っ
た表情で編んでいます
（10/26山上
小学校）

満足げな表情を見せてくれました︒

出来ました」
「 今度はセーターを編みたいです」
「お母さ

返上したり︑先生の異動がずれ込ん

ゆび編み体験の感想を書いたお礼状がたくさん届きま
した。
「最初は上手に出来なかったけどちゃんとたわしが

た授 業 を 取り戻 すために夏 休みを

子ども達からお手紙をいただきました！

お父さん、
お母さんと一緒にゆび編み
体験！大人も子どもも真剣です
（10/27荒浜小学校）

「ポンポンがかわいいよね！」ペースがつかめると時折笑顔もこぼれます
（10/25中村第二小学校）

