平成２９年７月 倉吉東こども園

日 曜
1

土

2

日

行 事
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給 食 時 の 音 楽
今週の音楽♪●バッハ・主よ人の望みの喜びよ・恋するガリア・アヴェマリア
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今週の音楽♪●モーツァルト・アイネ・クライネ・ナハトムジーク
・ディヴェルティメント・ピアノコンチェルト
月 交通安全指導

4

火 ちびっこ探検隊（ふじ組） 運動あそび（すみれ組） 総産インタ-ンシップ ～６日まで
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7

水 運動あそび（さくら組）
保育参観（さくら組）
絵本貸し出し 書道教室（ふじ組）
木
子育て相談 ＡＭ10：00～12：00
子育て相談 ＡＭ10：00～12：00
金 七夕祭り会
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土
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日 今週の音楽♪●ショパン・華麗なる大円舞曲・子犬のワルツ・ワルツ・雨だれ
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10 月 プール開き

子育て相談

ＡＭ10：00～12：00

11 火 ちびっこ探検隊（すみれ組）
12 水 保育参加（もも組）
保育参加（もも組）
13 木

夏の交通安全県民運動

書道教室（ふじ組）

～20日

絵本貸し出し

14 金 保育参加・会食・クラス懇談・おやつ（ふじ組） 子育て相談

PＭ４：00～5：00

15 土
今週の音楽♪●チャイコフスキーバレエ音楽「くるみ割り人形」より・小序曲
・行進曲・中国の踊り・あし笛の踊り・花のワルツ
17 月 海の日
ちびっこ探検隊 JR旅育（すみれ組）
子育て相談 ＡＭ10：00～12：00
18 火
身体測定（さくら組）
19 水 保育参加（ゆり組） 身体測定（たんぽぽ②・もも組）
16 日

20 木 保育参加（ゆり組） 絵本貸し出し 書道教室（ふじ組）
21 金 誕生会

身体測定（すみれ・たんぽぽ①組）

保育参加（たんぽぽ①・②組）

22 土
23 日 今週の音楽♪●シューベルト・ピアノ５重奏曲イ長調「ます」
24 月 避難訓練（火災）

身体測定（ふじ組）

25 火 ちびっこ探検隊（ふじ組）

保育参加（たんぽぽ①・②組）

26 水 保育参加（ゆり組）

保育料等口座引落し日

27 木 保育参加（ゆり組）

書道教室（ふじ組）

身体測定（ゆり組）

絵本貸し出し

28 金 保育参加（たんぽぽ①・②組）
29 土
30 日 今週の音楽♪●エルガー・愛のあいさつ・エニグマ変奏曲
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六月 一日に、関金総合 運動 公園 ・多 目的広場
でさくら組 の親 子遠 足を実施 しま した。前 日 の
夕方 から激 し い雷雨 で天候 が心配されま したが、
当 日は子どもたちが作 った てるてる坊主 の効果
もあ り、と ても良 い天気 の中、活動す ることが
できま した。広場 では自 己紹介、親 子 でふれあ
い遊 び、絵合わ せゲー ム、 し っぽ とりを しま し
た。ふれあ い遊 び では、「
パ ン屋さ ん」の手遊 び
や 「
な べな べそ こぬけ」 のわら べうた遊 びを皆
で 口ずさ みながら親 子 でゆ っくりと触 れ合 って
頂 いたり、大きな カードを使 って の 「
絵合わ せ
ゲ ー ム」 では、友だちと 一緒 にど のカードをめ
く る のか決 めたりしながら絵合わ せを楽 しみま
した。 また、 し っぽとりでは、大 人も子どもも
一緒 におも い っきり広場を走 り回 ってし っぽと
りを楽 しみま した。 し っぽ をと った子から景品
にボ ー ルをもら って親 子であそぶ姿 も見られた
りと、 子どもたち の笑顔をたくさ ん見 ることが
出来ま した。待ち に待 ったお弁当 タイ ムでは、
お家 の方 と 一緒 に嬉 しそう に食 べて いた子ども
たち です。
また、今年度 も、 キー ワードと して 「
対話」
を大事 に取り組 ん で いきた いと考え、保護者 の
方 に、
親 子遠 足 で子どもさ んと 一緒 に過ごさ れ、
子どもさ ん の良 い所、あらた に発見した こと、
楽 しか った ことなどを子どもさ ん へのメ ッセー

ジ と して書 いて いただきま した。お家 の方 の気持ち は、
子どもたち 一人 ひとり の心 に届 いたと思 います。 あ り
がとうござ いま した。
一部 ですが、連絡 ノートに感想を書 いて いただきま
した ので、ご 紹介 します。

とても暑い中、役員の方々先生方お世話にな
りました。○○とすごす時間は少なく、２人で
遊ぶ時間がもててとても感謝しています。
ありがとうございました。

天候にも恵まれて外で楽しくすごす事ができました。○
○は終始ゲームや話に参加することなく走り回っていま
したが、最近は朝大泣きする○○の姿しか見ていなかった
のが、友達と楽しそうに遊ぶ姿を見て安心しました。先生
方には本当に感謝しています!!

遠足お疲れ様でした。かわいいてるてる坊主のお陰で、とっ
ても良い天気になりましたね！友だちと遊んでいる姿も見れ、
私も久しぶりに○○と２人で遊ぶことができ、とてもいい時間
を過ごせました。先生方、役員さん有難うございました!!!

６/１の遠足とても楽しかったです。ありがとうござ
いました。○○の成長をあらためて実感できた時間で
した。久々にたくさん走り、次の日は軽く筋肉痛でし
たが、一緒に遊べて○○の嬉しそうな笑顔は宝物にな
りました。毎日お迎えが遅く淋しい思いをさせてしま
っているけど、接する時間はとてもとても大切です。
行事通してこのような時間があることに感謝です。

昨日は大変お世話になりました。ありがとうござ
いました。フリーダムすぎる娘を見て心配にもなり
ましたが…笑
今後ともよろしくお願いします。

ぱんだ ・ぞう ・きりんルーム
新しい友達ができたよ～異年齢活動を通して～》
《
日差しが強 い日も多くなり、日中は半袖で過ごす のが丁
度良 い気候にな ってきました。梅雨の時期ですが、今年は
あまり雨も降らず、子どもたちは戸外でし っかり体を動か
して遊んでいます。
新年度がはじまり三ヵ月がたとうとしていますが、同年
齢での生活にも慣れてきて、五月下旬頃からは、三年齢で
一緒に朝夕園庭で遊んだり、本格的にルームでの活動も始

まりました。異年齢での活動の際には、大きい子が小さい
子と二人組のペアにな って戸外 へ出かけたり、食事をして
います。
はじめは少し恥ずかしそうにしながら、さくら組の子に
「
ペアになろう」と手を差し伸べていたふじ組 の子ども達。
一つ大きくな ったすみれ組の子ども達 の中にも、小さい子
に興味が出てきて、ふじ組の子と同じように真似してお世
話をしてくれる子の姿も見られます。さくら組の子もお兄
さん、お姉さんと嬉しそうに手を繋 いでいました。
ルームでの活動が本格的に始ま って 一ヵ月がたち、少し
ず つ同じルームの友達 の名前も覚え、生活にも慣れてきま
した。戸外あそびの時には、大きい子が小さ い子を誘い、
あぶくた った等 のわらべうたあそびをしたり、大きい子が
虫探しをしていると、小さい子も興味津 々で覗き込み、そ
の姿に大きい子も 「
見 つけてあげようか？」 「
こっちにお
るよ！捕まえれる？」と声をかけてあげる姿等、快く仲間
に入れてくれて、一緒遊んでいる姿も見られるようになり
ました。服が汚れてしま った時には 一緒に着替え のお世話
をしてくれたり、泣 いている子がいると 「
どうした？」「
先
生！○○ちゃんが泣いとるよ！」等と、話を聞いてくれた
り、保育者に知らせてくれたりと、優しく微笑ましい姿も
ありました。
しかし、なかにはまだ慣れなくて、ルーム活動に抵抗を
示す子どもさんもありますので、無理せず保育者が仲立ち
になりながら少しず つルーム活動が楽しめるようにして
いきたいと思 います。
小さい子にと って、大きい子がやる事は魅力的で、そこ
からたくさんの刺激を受け、真似してみたり、遊びが広が
っていきます。大きい子は小さ い子から頼りにされる事で、
はりき ってお世話をしてくれています。 一緒に遊んだり、
過ごしていく中で、同年齢だけでなく異年齢での子ども達
同士のつながりも大切に、関わ っていきたいと思 います。
福(井 梨紗 )

ふじ組 （
五歳児）
《
書道教室頑張 っています！》
五月中旬より、子どもたちがとても楽しみにしていた書
道教室が始まりました。書道教室 の日には朝から 「
何時か
ら書道はじまる？」「
浦田先生、来なる？」と、とても楽し
みにしています。
まずは、『
書道教室での約束事』を聞きました。
①始めと終わりには姿勢を正して 「
よろしくお願いします」
「
ありがとうござ いました」と挨拶する
②話を聞く時は、話をしている人の方に体を向け、
目を見て話を聞く
③姿勢よく座る
④おしゃべりはしません
⑤聞きたい事がある時は、静かに手を上げる
そして、一人ひとりに鉛筆と消しゴムが入 った筆箱を配
りました。子ども達は、昨年のふじ組さんが使 っていたの
をみていたので 「
皆 のがあるか？」ととても嬉しそうに中
を確かめていました。使 い終わ ったら ロッカーに片づけ、
自分の持ち物は自分で管理するようにしています。
最初に鉛筆 の持ち方を教えてもら いました。鉛筆は２Ｂ
で、三角 の鉛筆を使 って鉛筆用 のグリ ップを付けています。
このグリ ップは指を置く所が分かり正しい持ち方が出来
ます。子どもたちは 「
これでいい？」と持ち方を意識しな
がら持 っていました。箸と同じように、いつのまにか自己
流 の持ち方になりやすいので、お家でも鉛筆 の正しい持ち
方が身に付くように見ていただけたらと思います。
書道教室 の目的は 『
文字を書く』ことだけではなく、「
三
十分間正しい姿勢で椅子に座る」 「
話す人の目を見て話を
聞く」 「
友達と協力して机、椅子の準備、片付けをする」
「
鉛筆 の正しい持ち方を知る」などがあります。
今は、曲線やジグザグなど色 々な線引き、迷路を自分 の
ペー スで楽しんでいます。 「
おもしろか ったなあ」 「
また、
迷路したいな」「
今度はどんなプリントするかなあ？」「
早

く木曜日にならんかな～」と、子どもたちにと って、書道
教室はとても楽しみな、特別な時間にな っているようです。
そして、書道後には、プリントをファイルに つづ ってい
ます。その際、順番にファイルに喋 々結びを取り入れまし
た。 「
輪 っかを つく って…穴に入れる？こう？」等と聞き
ながら挑戦しています。六歳にな った子から少しず つ取り
入れているところです。
これからも、書道教室を通し、じ っくり物事に取り組む
姿勢、正しい椅子の座り方や鉛筆 の持ち方、話を聞く時 の
姿勢などを身に つけていけるよう関わると共に、一人ひと
りの文字 への興味を広げていけるよう、楽しみながら取り
組んでいきたいと思 っています。
クラス懇談だよりでもお知らせしましたが、『
親子で楽
しむ』ことをポイントにお家からは、『
絵本 の読み聞かせ』
や『
かるた』等 のあそびを親子 一緒に毎日楽しみながら続
けてみてほしいと思います。そのことでさらに、文字 への
興味も広が っていくと思 います。
（
山田 美穂）

すみれ組 （
四歳児）

《
や ってみたいな！できるようになりたい！
～できたことが自信に～》

梅雨の時期ではありますが、今年は雨が降る日が少なく、
一気に夏が来たかのような日差しにみまわれた六月。園庭
に照り つける暑さにも負けず、毎日のように戸外でのあそ
びを思 いっきり楽しんでいます。
子ども達が意欲的に取り組んでいることの 一つに、鉄棒

や縄跳びがあります。鉄棒や縄跳びは、運動あそびの中で
も繰り返し取り入れていますが、大きい子と園庭で 一緒に
遊ぶ中での刺激は大きく 「
僕もや ってみたいな～」 「
でき
るようになりたいな～」と挑戦する子が日に日に増えてき
ました。
子ども達 の姿に鉄棒と長縄 の “チャレンジカード”と
いう、出来るようにな ったことにスタンプを押すカードを
用意してみると、更に意欲的に取り組んでいる子ども達 の
姿が見られています。
長縄跳びでは、郵便屋さんで沢山回数が跳べるようにな
ってきた子や 「
まわして入るのやりたい！」と回 っている
縄 の中に入 って跳ぼうとする子の姿も見られるようにな
ってきました。
また、鉄棒では、足掛け回りや尻上がり、逆上がりに挑
戦している姿があり、先に出来るようにな った子が 「
○○
ちゃん、ちょ っとみといてよ」とやり方を教えている姿も
見かけます。中には、
“できるかな ”という表情 の子も
ありますが、保育者が体を支えながら 一緒にしたり、お家
の方にも様子を伝え、一緒にしたり励ましてもらうことで
挑戦している子もいます。
できなか ったことができるようにな った瞬間 の子ども
達 の表情は輝 いています。「
や った～出来た！」「
お母さん
にも見せてあげる！」と喜んだり、クラスの友だち皆 の前
で紹介すると、「
や ったな～」「
○○ちゃん、すご い！」と
大人だけでなく友だちにも認めてもらうことで、自信にも
つながり、更に練習をしている子ども達です。
日々の活動の中で、子ども達が興味関心をも っているこ
とをよく観察し『
や ってみたい』『
できるようになりたい』
という意欲を大事に関わ っていきたいと思 っています。
そして、 一人ひとりにあ った援助をしながら 『
挑戦して
みたらできた』『一生懸命練習したらできた』という経験
や喜びに共感し、一人ひとりの自信に つなげていけたらと
思 います。
（
荒瀧 千里）

さくら組 （
三歳児）

《
身体を動かす のって楽しいね》

五月の中旬から始ま った運動遊び、部屋のホワイトボー
ドを見ながら 「
明日は運動か？」 「
体操服がいるな」等と
毎週の活動を楽しみにしている子ども達です。運動遊びは、
「
面白そうだな」 「
や ってみたいな」という気持ち の中で
体を動かすことを大切にし、色 々な運動遊具を使用しなが
ら色 々な身体 の動きを楽しめるようにしています。
また、遊びを始める前には、必ず約束 の話をし、楽しい
運動遊びも話を聞 いていないと怪我に つながる事や、順番
を待 つ事、友だち の頑張 っている姿を見たり、応援をして
あげる事も伝えながら取り組んでいます。
子どもたちにも馴染みのあるはしごや滑り台、トンネ ル
や跳び箱、 マットなどを組み合わせた 『
サーキ ット遊び』
から取り組み始めました。ホールに入ると 「
わぁ～！すご
い！」と目の前 のコースに期待 いっぱ いの様子。保育者が
見本を示すと 「
上手上手！」と自分 の事 の様に喜んでくれ
た子ども達でした。いざ自分たちがする番になると 「
こう
だよな」 「
ここは簡単」と楽しそうに何周も繰り返し楽し
んでいました。『
ケンパ』をするところで難しそうな姿が
多く見られたので、翌週には両足跳びを意識して取り入れ
たりと、その日の子ども達 の様子を見ながら次 の運動遊び

･
･
･

に つなげていくようにしています。
動物に変身して遊んだ時には、四 つ這い移動やジ ャンプ、
走り方もゆ っくりだ ったり速か ったり、スキ ップやギャロ
ップ…色 々な動き方があり、自分たちでも 「
ライオンはこ
うだよな」と動き方を考えて、低 い声で吠えてみたりと、
なりき って遊びを楽しんでいました。
もうすぐ生まれそうな恐竜 の卵に見立てたボー ルを子
ども達に渡すと、見た目はいつものボールなのですが、ボ
ールを扱う子ども達 の姿には変化が見られ、生まれないよ
うにそ～ っと触 ったり、落とさないように慎重にお友だち
に渡してあげる姿がありました。
活動 の最後には 『
振り返り』の時間を設け、その日の遊
びがどうだ ったのか、自分の気持ちを自分 の言葉で表現で
きるようにしています。思い出しながら 「
○○が楽しか っ
た」「
全部おもしろか った」等と皆 の前で発表しています。
子ども達にも得意不得意はあります。また、なりきる遊
びは好きだけれど恥ずかしい、そんな姿もありますが、お
友だち の楽しそうな姿を見て保育者と 一緒に挑戦してみ
たり、自分からしてみようとしたり、回数を重ねる事で子
ども達 の姿も変わ ってきている様子が伺えます。
また、運動遊びの時間だけに限らず、ふじ組すみれ組 の
姿を受けて鉄棒やホ ッピング、竹馬などにも興味を持ち、
挑戦する姿も見られています。子ども達が『
や ってみたい』
と思える活動を大切に、これからも取り組んでいきたいと
思 っています。
遊び の前後 の着替えも大切な活動 の 一つとして捉えて
います。脱 いだ服を表に返して畳む事、使用した体操服な
どはナイ ロン袋に入れる事。ついササ ッと済ませてしまい
がちですが、 一つ 一つ確認しながら、身 の回りの事が自分
でできるように関わ っている所です。お家からも、少しず
つ自分でできる事を増やしながら関わ ってあげて下さい。
（
福光 奈保美）

ゆり組 （
二歳児）

《
食べる って楽しいね》

五月中旬に植えたゆり組 のミ ニト マトも、少しず つ色づ
き始め、ミ ニト マトの生長が子どもたち の楽しみの 一つと
な っています。第二園庭 へ遊びに行 った際に、時間を見 つ
けて水やりや観察をしています。見に行く度に姿形を変え
るミ ニト マトの変化に、少しず つ気付く子どもたち。朝の
会で 「
今日はト マトさん見に行 ってみようか」と話をする
と、 「
ト マトさん、お っきくな ったかな」と楽しみにする
姿がありました。
そんなある日、ゆり組 のミ ニト マトの隣に植えてある、
園長先生 のト マトが 一足先に赤くな っているのに気が つ
きました。そのト マトを見て 「
赤くな ったら、食べれるよ
なー」と嬉しそうにする子どもや 「
ゆり組さんのト マトは
いつ赤くなるかな」と話す子どももいました。
そのように自分たちで水をあげて、生長する様子を見て、
身近で食べ物が育 っていくことを見ることで、食材に興味
を持 ったり、園周辺に散歩に出かける時には、近所の畑に
植えてある野菜を見て、「
たまねぎだー」「
これは何？」と、
友だち同士や保育教諭に話をすることもあります。
また、給食 の時間には食事を食べる前にその日の給食に
使われている食材を、３つの働きに分けて紹介するメ ニュ
ーボートいう物があります。そのメ ニューボードを使 って、
メ ニュー紹介をする際には、食材の名前を聞きながら 「
こ
れ？」と聞 いたり、 「
ここに入 っとる！」と確認する姿も
あります。
子どもたちがよく絵本や畑等で見る食材と、調理されて
から見る食材とでは姿が変わるのですが、目で見て食事を
楽しむことで、『
これ畑で見た玉ねぎだな』『
ゆり組のト マ
トと 一緒だ』と感じ、食べることが楽しいと思える環境を
作 っていきたいです。
この年齢では、自分たちで野菜を育てていくことは難し
いですが、少しでも食材 の生長に触れる事で、興味を持 っ

ていけたらと思います。

（
英 瑞季 )

たんぽぽ①組 （一歳児）
《
おし っこでた！じぶんでぬげた！》
～少しず つ排尿の感覚を つかんできました～
生活 の面で子どもたちも少しず つ次 の行動に見通しが
持てるようにな ったり、自分で出来ることも増えてきまし
た。特に排泄の場面では、子どもたち の意欲的な姿がたく
さん見られます。その姿を少しご紹介させてくださ い。
排泄に向かうとき、 「
おし っこにいくひと～」と声をか
けると、『
はーい！』『
し っしする！』と自ら排泄 コーナー
に向かう子どもたち。まずはズボ ンを下すところからして
みます。下すときに服の裾を 一緒に引 っ張 ってしまい、『
ん
ん～できん…』と難しいときには、 「
ここに親指入れてご
らん」と親指をズボ ンの腰部分に入れることを知らせてい
ます。親指を引 っかける場所がわか ってきた子は、『
ここ？』
と指を入れて、グ ッとズボ ンを下し、『
できた！』と嬉し
そうに知らせてくれる姿が見られるようになりました。ズ
ボ ン、そして紙パンツを脱ぎ終えると、さ っそくオ マルに
座 ってみます。
オ マルだけでなく、進級して３週目くらいからは洋式 の
便器に座ることにも誘いかけています。落ち着 いて座るこ
とに慣れていけるように、水を流すレバーがある方に身体
を向けて、『
し っし～』と座 ってみます。おし っこが出る
感覚が つかめてきた子や、座ることに挑戦できた子は、嬉
しそうに 『
おし っこでた！』と知らせてくれる姿も見られ
ます。 「
おし っこでたね。ジ ャーして流そうか」と 一緒に
レバーを赤 い●印がある、おし っこを流す方向にひね って
水を流すことを繰り返し知らせていくうちに、自分でその
方向にレバーをひねることも少しず つ覚えてきました。便
器に座れることが嬉しくて、なかなか便器から離れられな
い子も、水を流して保育者と 一緒に『
おし っこば いばーい』
と便器に手を振 ってから、気持ちを切り替えて着脱に向か
う姿も見られます。

排泄は 一日の中で、朝 のおや つの前、食事前、昼寝前、
そして昼寝起きに積極的に取り組んでいます。紙パンツが
濡れる間隔が 一定になり、オ マルや便器に誘 ったタイミン
グで排尿できる回数が安定してきた子には、布 のトレー ニ
ングパンツを履くことも、少しず つ誘いかけています。「
お
ねえさんのパンツあるかな？」と声をかけると、『
これ！』
とカゴ の中から探してきて、自分で意欲的に足を入れて履
き始める姿も。昼寝起きに排泄し、トレー ニングパンツを
履 いて、３０分～ 一時間様子を見ていると、おし っこの出
る感覚を つかんで 『
おし っこでる』と言 ったり、ズボ ンを
抑えてもじもじする子も。その子どものサインをポイント
に、排泄に誘う間隔を伸ばしていきながら、様子をみてい
るところです。
オ マルでおし っこが出る回数が安定するのに、もう少し
時間がかかるかな～？という子もたくさんおられます。け
れどあせる必要はありません。身体 のしくみとして、まず
「
膀胱に尿がし っかり貯めることができること」ができた
上で脳から のはたらきかけにより排出すると いう システ
ムができ、自然とそのタイミングが つかめてくるようにな
ります。この年齢は特に発達や月齢に個人差がありますの
で、まずはオ マルや便器に座ることに慣れていくことを大
切に。そして触 ったときに紙パンツが濡れていな い時や、
昼寝起きにオ マルに誘いかけていくと、おし っこが出る機
会も増えていくと思います。
これからも、子どもたち の無理のな いように、「
でた！」
という気持ちを 一緒に喜びあいながら、傍で見守 っていき
たいと思います。
野( 一色 優衣 )

たんぽぽ②組 （一歳児）
《
『
何だろう？』
》
～ 興味津 々の子ども達 ～
今年は梅雨に入 っても天気がよく、戸外に出て散歩や、
第二園庭で思 い切り身体を動かして楽しんでいます。散歩
車に乗らな い散歩は自分 の足で歩けるという喜びと同時
に、探究心いっぱ いの子ども達にと って楽しい時間です。
園をスタートしてすぐに見 つけたのは小さなアリ。しゃ
がんでアリの観察が始まりました。『
何？』と気づいたお
友達も 一緒に観察です。アリを指と目で追 っていくと小さ
な穴を発見！地面に顔をく っつけて穴を覗き込んだり指
を入れたり興味津 々。そんな探究心旺盛 の子ども達 の散歩
は二十 ｍ先 の第二園庭まで十分以上、楽しく続きます。
雨の日に、室内で楽しめる探索遊びをしました。
棚 一面に所 々に穴を開けた大きな紙を貼りました。
『
何だろう？』穴を覗くと次は指を入れます。穴は少しず
つ大きくなり、破 って大きくするとボールを持 ってきて穴
に…。ボールが棚 の中に落ちると今度はそれを取りだそう
と紙をダイナミックに破り始めました。
また壁に切込みを入れたチラシを何枚も重ねて貼りま
した。ビリビリ～と破 っても次から次からチラシは出てき
ます。何枚ものチラシを破 った後に出てきたのはアンパン
マン。「
あ っ… マン！ （
アンパンマン）
」驚きと大好きなア
ンパンマンが出てきた嬉しさが表情から伝わ ってきます。
「
アンパンマンでてきたねえ」保育者も言葉で応えます。
箱 の中に、ボールや洗濯ばさみを花紙やワックス紙で包
んで入れ、和紙に小さな穴を開けてふたをします。『
何だ
ろう？』持ち上げて揺らして音を確認したり、穴を覗いた
り…ふたの紙に開いている穴に指を入れて破り、中 の玩具
を取り出すと、包んである紙を取ろうと 一生懸命。床や壁
に貼 った新聞紙を破るとミラーシートや動物 の写真が出

てきて、その度に 「
おお っ」「
あ っ」ミラーシートに映 った
自分の顔を見てにこっ。素敵な笑顔です。
シー ルやテープを貼 ったりはがしたり、紙に包まれた
『
何か』を取り出したり…ひとりひとりが夢中にな ってあ
そんでいます。保育者は声をかけず側で見守り、 「
見 つけ
た」「
できた」「
見て」と子ども達が仕草や言葉、目線で知
らせてくれた時には言葉を返したり、うなず いたりしなが
ら子ども達 の思いに共感します。そのことが子ども達 の安
心感や 「
できた！」という満足感、達成感に つなが ってい
きます。
これからも身 の回りの様 々な物事に興味や関心を持ち、
探索しながら関わろうとする姿を大事に、子ども達 の 『
何
だろう？』の思いに応え、保育者も 一緒に楽しんでいきた
いと思 います。
（
中森 春美）

もも組 （
〇歳児）
◎六ヶ月児～ 一歳児
《「
ゆらゆら」と 「
トントン」
》
六月は、音あそびを繰り返しあそんだ時間がとても楽
しか ったので、その様子を紹介します。
『
ゆらゆら』というゆ っくりの曲をキーボードで弾いてい
きます。「
ゆーらゆーら ゆれましょう ・・・
」と歌いなが
ら、保育者はゆ っくりのリズムに乗 って、体を動かしてあ
そびます。 一回、二回、三回 ・・と、その様子をよーく見
て、聞いていた 一才児 の子ども達。そのうちに、音楽を聞
きながら体を少し右に揺らしたり、反対の左に揺らしたり
し始めました。ゆ っくりゆ っくりのリズムの中、穏やかな
表情をして、ゆーらゆーら。こんなに音をよく聞いて、体
でこのゆ っくりのリズムを表せるんだなあと思 いました。
そして次は、軽快でテンポ の速 い『
トントン』の曲です。
保育者が、トントン、トントンとリズミカルに膝を叩いて
あそびます。子ども達も頭を上下に動かしたり、両手をぶ
らぶらしてトントン、トントン。弾むように体を動かして
あそびます。その表情はとても生き生きとしていて、体と
一緒に気持ちも弾みながらあそんだ場面でした。
六～十 一ヵ月の子は、タンバリンが気に入 ってあそびま
した。保育者が小さ い音で 「
パンパン」
。大きい音で 「
ド
ン」と叩くのに興味を持ち、腹ば いでタンバリンを触 って
みたり、お座りで保育者と 一緒に叩いてあそびました。新
入園児 の泣 いていた友だちも、 「
あれ？なんのおとかな」
というようにじ っと見 つめ、タンバリンの音を聞いている
姿もありました。
音楽を聞いて、自然と体が動く楽しさ、心地よさ。楽器
から音が聞こえるおもしろさ。それを保育者や友だちと 一
緒に感じながらあそぶ楽しさ。月齢 の小さいうちから音あ
そびを経験し積み重ねることで、ひとり 一人の子どもにと
って、音楽が長く楽しみに つながるものになれば いいなあ

と思います。

田(中幸佳

)

【
ぱんだ ・ぞう ・きりんルーム】
ねらい
夏 の健康 ・衛生面に気を つけ、身 の回りのことを
自分でしようとする。
○衣服の調節をする。
○汗を拭く。
○水分補給をする
○休息をとる。
○手洗 い ・うがいをする
○ ロッカーの整理、汚れ物の始末をする。
◎食育
・スイカを目の前で切り分けてもらい食べる
◎夏ならではのあそびを十分に楽しむ。
・水あそびをする。 （
色水 ・シャボ ン玉 など）
・どろんこあそびをする。
◎ご っこあそび
・美容院ご っこ
◎わらべうた
・とおりゃんせ
・あんたがたどこさ

★ふじ組 （
五歳児）
《食 育 》
○夏野菜 （
なす、おくら、きゅうり、えだまめ、とまと、か
ぼちゃ） の観察や世話をし、収穫をする。
・交代で水やり ・草取りをする。
・支柱にテープで印を つけ、高さを測る
・夏野菜を収穫して食べる。
○野菜 の皮むきをする。
○とうもろこしの皮むきあそびをする。

○氷柱花を作る。
《 文字 ・数あそび 》
○迷路をする。
○ジクザグ、斜めなど 鉛筆で書く。
○ひらがなカードを読む。
・身近なものの名称と関連付けて興味を持 って覚える。
○頭韻集め、しりとりをする
○カレンダーの数字や文字を読む。
《 運動あそび 》
○竹馬に乗る。
・介助されながら乗 って進む。
・バランスを取りながら自分で前に足を出して進む
○縄跳び
・短縄…連続前回し跳び
・かけ足跳び
○鉄棒
・補助逆上がり
○プール遊び
・プールでの約束を守 ってあそぶ
・頭から水かけ ・おはじき拾 い ・ワ ニ歩き ・だるま浮き
・けのびでフープくぐり ・３秒以上顔を つける
《 ちび っこ探検隊 》
・セミの抜け殻を探し、種類や生態を知る。
・海にいる生き物を見 つけ観察する。
《 季節 の歌 》
・たなばた
・プール
・うみ

★すみれ組 （
四歳児）
《食 育 》
○夏野菜 （
きゅうり ・なす ・ピー マン ・かぼちゃ ・オクラ）
の観察や世話をし、収穫をする。
・交代で水やり ・草取りをする。

・支柱にテープで印を つけ、高さを測る。
・夏野菜を収穫して食べる。
○野菜 の皮むきをする （
玉ねぎ ・とうもろこし）
《 文字 ・数あそび 》
○ひらがなカードを読む。
・言葉集めをする。
○数字を読む。
・形に興味を持 つ。 ・数を数える。
《 運動あそび 》
○ボール
・片手、両手で壁当てをする
・的にあてる
○プールあそびをする
・プールでの約束を守 ってあそぶ
・バシャバシャ進み
・水送り競争
・顔 つけワ ニ歩き、フープくぐり
《 ちび っこ探検隊 》
・セミの抜け殻を探し、種類や違 いを調べる。
・バ ッタやトンボ の種類を知る。
《 季節 の歌 》
・しゃぼんだま
・たなばた
・プール

★さくら組 （
三歳児）

《食 育 》
○ト マト ・きゅうりの世話をする
・交代で水やりをする
・支柱にテープで印を つけ、生長を知る
・収穫して食べる
○野菜 の皮むきをする （
玉ねぎ ・とうもろこし）
《 文字 ・数あそび 》
○ひらがなカードであそぶ
・カルタとりをする
・言葉集めをする

○すうじあそび
・すうじのうたを歌う
・数を数える
《 運動あそび 》
○プールあそびをする
・プールでの約束を知り楽しくあそぶ
・水たたき、ジ ャンボ洗濯機、ワ ニ歩き、フープくぐりをす
る
○登り棒
・棒に捕ま ってからぶら下がる
○鉄棒
・尻上がりをする
・鉄棒に跳びあが って腹支持をする
・前回りをする
《 戸外あそび 》
○川にいる生き物を見 つけて観察する。
（
ざりがに ・かえる など）
《 季節 の歌 》
・プール
・たなばた

・色水あそび ・ジ ュース屋さんご っこ ・洗濯ご っこ
室内あそび
○ホールであそぶ。
・跳び箱 マット
・ボールあそびをする。
◯ スライムであそぶ。
○ままごとご っこをする。
○わらべうたあそび
「
む っくりくまさん」
「
ここはとうちゃんにんどころ」
○絵本を見る。
「
どろだんご」
「
ゆうれいとすいか」

>

･

○オ マル ・便器におし っこをすることが少しず つ増える
○保育士や友だちと 一緒に、水や砂などに触れて感触を
楽しむ

たんぽぽ組 （一歳児）

<

・オーシャンドラム ・レインスティック等
を使 って音を楽しむ
○わらべうたあそび
「
ニュウメン ソウメン」
「
おやゆびねむれ」
○絵本を見る。
「
こぐまちゃんのみずあそび」
「
おばけがぞろぞろ」

もも組 （
０歳児）

戸<外あそび >
〇六カ月～八カ月
・散歩に出掛ける （
おたまじゃくし、バ ッタを見る）
・
水あそびをする （
洗面器やプールに玩具を浮かべてあそぶ）
○八ヶ月～ 一歳児
・散歩に出かけ、靴を履 いて立 ったり歩 いたりしてあそぶ
・水あそびをする （
カ ップ、じょうろ）
・片栗粉であそぶ。
室内あそび
〇六ヶ月
・布や エアーク ッションの色 々な素材の感触を楽しむ。
・玉落としやプレイジムを見て、腹這い姿勢や寝返りをして
あそぶ。
・座 って玩具を持 って遊ぶ。
○八ヶ月～ 一歳児
・大型遊具の坂道を這い這いで登 ってあそぶ
・小麦粉粘土であそぶ
○音あそびをする （
全月齢に取り入れる）
（
フレームドラム、 マラキタス、薄布）
○わらべうたあそび
「
ぎ っちらこ」
「
にゅうめんそうめん」
○絵本を見る。
「
じゃあじゃあびりびり」
「
みずちゃぽん」

<

>

ゆり組 （
二歳児）
・汗が出たらタオルで拭 いたり着替えたりする。
・友だちや保育士と 一緒に水あそびを楽しむ
食 育

<

>
>

○丸いすいかを切り分けてもらう
○野菜 の皮むきをする （
とうもろこし）
○ミ ニト マトの世話をする
・水やりをする
・収穫して食べる
戸外あそび
○どろんこあそびをする。
○水あそびをする。
・ペ ットボトルのシャワーあそび ・シャボ ン玉あそび
・フィンガーペインティング ・ボデ ィペインティング
・絵 の具でお絵描きをする

食< 育 >
○畑の野菜を見に行く
○丸いすいかを切り分けてもらう
戸<外あそび >
○散歩に行く。
・
おたまじゃくしやバ ッタなどを採り見たり、触れたりする
○水あそびをする
ウォーターク ッション、ペットボトルのシャワー、水風船、
洗たくご っこ、フィンガーペインティング、色水あそび、
シャボ ン玉あそび
○砂あそび （
どろんこ）をする。
室<内あそび >
○ホールであそぶ。
・平均台をまたが ってすすむ
・平均台に補助されて、立 ったり飛び降りたりする
○見立てあそびをする
・ままごと、お風呂ご っこをする
○小麦粉粘土であそぶ
○音あそびをする

<

･

《うさこちゃんとうみ》
作・絵 ディック・ブルーナ
訳 いしいももこ
出版社：福音館書店
お父さんのひく車にのってうさこちゃんは海へ行きま
す。貝ひろい、水遊び、砂山作り…くたびれるまで遊び
ます。
。
「おおきなうみにいくんだよ。いきたいひとだあ
れ？」
「よろしい。ではくるまにおのり」など、やさしく
語りかける文章が心地良いです。もっと遊びたーいと言
いつつ、車に乗ったら眠っちゃううさこちゃんがかわい
かったです。

たんぽぽ②組
『うわーっ』
表紙に大好きなカエルの絵。ページをめくるとヘビが出
てきてビックリして「うわ～っ」
「うっ」で息を飲み込み真
剣な表情の子ども達、ページをめくると動物たちが「うわ
～っ」と飛び跳ねます。思わず子ども達も立ち上がって「う
わ～っ」ビックリの表情やビックリして飛びはねる様子が
楽しい子ども達の大好きな 1 冊です。

すみれ組
『かえるくんとけらくん』
夏の夜、池に住むカエルと土の中に住むおけらがお互いの歌
声に引き寄せられて出会います。一緒に暮らすには難しい環境
で、2 人は喧嘩をしてしまいます。でも、かえるがヒヨドリに
食べられそうになった時、けらくんが必死でかえるくんを助け
出します。その、必死のけらくんの様子に子ども達も真剣な表
情で見入っていました。無事、けらくんの所に帰り 2 人仲よく
なると「たすかってよかったよなぁ」とほっとした声でつぶや
いていました。
「どこが面白かった？」と聞くと「けらくんの
『♪ジールーボー』と歌ってるところが面白かった！」と話し
ていました。今すみれ組で、カエルの歌を歌ったり、探検隊で
モリアオガエルを見たりしているので、身近で、興味関心のあ
る絵本の１つになっています。

《ぐりとぐらのかいすいよく》
作： 中川 李枝子
絵： 山脇 百合子
出版社：福音館書店
のねずみのぐりとぐらが、波打ち際で遊んでいると、
ぶどうしゅのビンが流れ着きました。中に入っていたの
は手紙と地図と浮き袋。ぐりとぐらは浮き袋にゆられて
「しんじゅ・とうだい」へむかいます。いぬかき、くら
げ・およぎ、くじら・およぎ、バタフライ、イルカ・ジ
ャンプ・・・泳げないぐりとぐらにいろんな泳ぎを教わ
ります。その泳ぎ方が面白いです。

【
おばけなんてないさ】

【いなかのおじさん】
たんぽぽ①組

～１歳児～

「♪ いなかのおじさん、たんぼみちとおって、かえ
るをふんでげのげのげ ♪」
（となえうた）
かえるのうたが大好きなたんぽぽ①組の子どもた
ち。このわらべうたにもかえるが登場します。そして
リズミカルな、このわらべ歌に合わせて、手を叩いた
り、立ち上がってピョンピョンとんだり、足踏みをし
たりして、それぞれ表現して楽しんでいます。
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ゆり ・たんぽぽ ・もも組

チームごとに週に二回程、屋上小プールに入ります。
それ以外に、子どもたち の様子を見て、屋上大プールに
入ることもあります。
【
準 備 物】プールバ ック ・フ ェイスタオル ・水着
水泳帽 （
屋上プール使用時には必ず必要になります
ので毎日準備をお願いします）

ゆり組

【
準 備 物】プールバ ック ・フ ェイスタオル ・水着
※ 持ち物にはすべて名前 の記入をお願いします。
今年も水あそびカードを使用し、これで水あそびがで
きるかどうかの判断をします。
詳細に つきましては、配布した文章 のとおりです。

土 プールには入りません

プールあそび （
水あそび）が始まります。

月

プールに入れる
……○
プールには入れないが
水あそびはできる
……△
この場合は理由もお知らせくださ い
（
例 とびひのため、鼻水が出るため等）
どちらもできな い
……×

10：20

～11：00

全園児
月）
:七月十日 （
プール開きです。次の物を準備してください

9：40

～10：20
曜日

ふじ ・すみれ ・さくら組
【
準 備 物】
プールバ ック ・水泳帽 ・水着 ・フ ェイスタオル
※バスタオルは大きすぎて子どもが自分ではふきにく
いので避けてくださ い。
※持ち物にはすべて名前 の記入をお願いします。
※プールに入るには水泳帽が必要です忘れな いように
しましょう。
○連絡 ノートの受け入れ表の健康欄に次のことを記入し
てくださ い。
◎プールに入れるか入れないかの判断をこれでしますの
で、記入もれがないようにしてくださ い。
◎ 今年もプールあそびと並行して、どろんこ ・色水あ
そびも充実させていきます。プールに入らない日も
ありますが、プールバ ック 一式、サンダ ルまたはぞ
うりの準備だけは毎日してきてくださ い。
◎ 表 のように実施しますが、その日の状況や行事等
によ っては、入らな い日もあります。
ホワイトボードでお知らせしますので、送迎時に確
認をしていただきますようお願いします。
わからない事は、
各クラスの担任にお聞きくださ い。
◎ 入水前には排泄 ・着替え ・体操 （
ホール ・児童セン
ター二階遊戯室）をして入 っていますので、余裕を
も って早めに登園をお願いします。

時間

・ ・
・

屋上プール入水時間

・入園のしおりＰ 14
にも載せていますが、使用する水着に つい
ては指定はありませんが、泳ぐという運動を考えた時、水着は
体にピタ ッと合 ったものがふさわしいです。女 の子は華美な装
飾がな いものやワンピー ス型をお勧めします。男 の子も体に合
った水着がお勧めです。トランクス型は空気が入 ってしまい泳
ぐという運動を考えた時には不向きです。

・髪 の長い子どもさんは、ゴムで結ぶか短く切られるかしてプ
ールあそびが楽しめるようにしましょう。髪が長 いと水泳帽が
かぶりにくく、濡れるとなかなか乾きません。

・ヘアピンを付けてプールに入ると危険です。他の子どもさん
を傷 つける原因にもなります。髪 の毛を止める際には、ゴムで
お願いします。

・０ -157
や ノロウイルスの対策として、前日に下痢便 のあ った
場合は、当日普通便であ ってもプールには入れません。

プールあそびに限らず、汗をかきやす いこの時期は髪 の毛が皮
膚にまとわり ついてあせもの原因にもなりますし、前髪が長 い
と目を悪くします。
子どもは動くことが大好きです。活動しやすいことを第 一に
考えて、今後も大人が環境 ・道具 ・服装に ついて考えていきた
いと思 います。

もも組保育参加

【
日 時】 七月十二日 （
水）～七月十三日 （
木）
※詳細に つきましては、配布しています文章をご覧くだ
さ い。

ふじ組保育参加 ・会食 ・クラス懇談会

【
日 時】 七月十四日 （
金）
※詳細に つきましては配布しています文章をご覧くださ

【 ゆり ・たんぽぽ ・もも組 】
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します。ごほうびに ついては担任と子ども達で相談
して決めます。
※カードが金曜日から始ま っているのは、木曜日に
全員で振り返りをするためです。

すみれ

〈
日 時〉十月二十六日 （
木）を予定しています。
詳細は後日文書でお知らせします。

親子遠足 （
ふじ組）

今年度よりプールあそび参観に変わり、この水あそび
の時期に保育参加を実施させていただくことになりまし
た。
詳細に つきましては、配布しています文章をご覧くだ
さ い。

（
ゆり ・たんぽぽ① ・たんぽぽ②組）

屋上でのプールあそびをご覧ください。
〈
日 時〉八月二日 （
水）～八日 （
火）

（
ふじ ・すみれ ・さくら組）

プールあそび参観

２日
（水）

カードまでは配布しませんが、従来通り連絡 ノートに
記入してもらい、生活リズムを整えて、引き続き早寝 ・
早起き ・朝ごはんを習慣づけていきましょう。

～11：00
～10：20

10：20
9：40

●このカードの使用は子ども同士が競争するものでは
なく、子ども達自身が大人の手助けを借りながら自分
で自分 のことを振り返るためのものです。
ご家庭の事情でどうしても○を記入するのが難しい
場合は担任にご相談ください

●朝食に ついては朝 の受け入れ表と重複しますが、
カードとして子ども達と 一緒に振り返りたいと思
います ので御協力おねがいします。

●ふじ ・すみれ組では数字に興味が出てきている年齢で
す ので、この機会に目覚まし時計などを利用するのも
良 い方法です。さくら組さんはまだまだ大人の手が必
要ですが少しず つ身に ついていって欲しいと思います。

・入浴時間が決ま っていて難しい
・仕事から帰る時間が遅く難しい など

（例）

すみれ組 探検隊 【
旅育】
【
日 時】 七月十八日 （
火） 登園時間 八時三十分
特急列車体験乗車 「
旅育」に参加します。
・駅見学 ・体験乗車 ・環境学習を目的に、 スーパー
はくと６号に乗車し、鳥取駅にて 「
トワイライト エク
スプレス 瑞風」をホームでお見送りした後、復路はス
ーパーはくと３号で倉吉駅に戻 ってくる コースになりま
す。
・当日、列車ダイヤが大幅に乱れた場合は中止になる場
合があります。

●毎週木曜日に各クラス全体で 一週間の振り返りを

●下記の表をカードにしたものを六月二十七日 （
火）に
子ども達に説明をし配布しました。
親子で確認し○×を記入し毎日連絡 ノートにはさみ、
持たせて下さい。
実施期間は九月三十日までとします。

なお、実施期間は七月～九月の三ヶ月間とします。

力をよろしくお願いします。

習慣が身に付くようにと考えておりますので、
御理解御協

朝の忙しい時間ですが、保護者 の皆様 の協力のもと良 い

作成し、各家庭に配布をしています。

昨年同様、今年度も早寝 ・早起き ・
朝ごはんのカードを

【 ふじ ・すみれ ・さくら組 】

早寝 ・早起き ・朝ごはんカード

七月十八日 （
火） の探検隊はすみれ組になります。ふ
じ組は七月二十五日 （
火）に変更になります。

探検隊の変更に ついて

JR

なんだかとびひになりそうだな？』

細菌による皮膚 の感染症です。ブドウ球菌や溶血性連
鎖球菌 （
溶連菌）などが原因菌です。接触によ ってう つ

【
とびひ （
伝染性膿痂疹でんせんせいのうかしん）とは】

と、思われたら早めの通院に心がけ、楽しい夏を過ごし
ましょう。

『
あれ

・刺された場合は、園で使用している痒み止めを塗りま
す。顔には薬は塗れませんので、水で洗 い流し冷やすな
どの対応をします
年齢 の大きい子どもたちには
「
痒いところがあ ったら、先生に教えてね」と伝え、自
分で言 って来れるように話しています
・
予防 のために外 へ出かける時には、希望であれば長袖 ・
長ズボ ンにはき替えます
（
蚊は黒い色が好きな様です 白 っぽ い綿 のシャツが良
いようです。市販されている衣服には、すでに虫よけ対
策がされているパーカー のような物も販売されていま
す）
虫よけ対策と同時に、これから 【
とびひ】の流行も考
えられます。せ っかくの水遊び ・プール遊びが楽しめな
くなります ので、予防にこころがけ

子ども達 への対応

んこ遊びなど夏ならではの遊びが展開されます。
『
とびひ』 に注意
できるだけ水たまりにならな いようにとは思 います
今年は梅雨入りしたものの前半は空梅雨で雨が少なく、 が、難しい面もあります。
また、近隣には河原や地域 の方 の畑などもあり、完全
『
とびひ』 の子どもさんもまだわずかですが、これから
に予防する事は難しい状況ですが、職員も気にかけて出
雨や梅雨明けと同時に流行してきます ので、園での虫除
来る範囲内 の対応はしていこうと思います。
け及び 『
とびひ』 の対応に ついてお知らせし、予防をお
・玄関や保育室出入り口に、蚊取り線香を置いています
願いします。
・保育室内にはリキ ッドタイプ の虫よけを置いています
もも組 ・たんぽぽ組 ・ゆり組の子ども達 の園での
虫よけシートの使用に ついては、保護者 の意向を聞い
て、希望の方 のみ足だけに使用しています。
虫よけリングや虫よけシールの使用に ついて
・虫よけリングに ついては、遊ぶ際に危険を
伴う事も有り、園では使用を控えて頂く
・虫よけシールに ついては、基本家庭から
衣類に つけてきていただく
虫よけシールを衣類カゴに 一つ入れて置かれると、匂
いが他 の衣類にう つり多少効果があるようだ と聞きま
した。
しかし、子どもさんの中には、年齢や体質的に蚊に刺
されたら腫れたり熱をも ったりする子どもさんもありま
す ので、その場合は職員に相談して下さい
園庭や保育室内での蚊による虫刺され防止のために
・園庭 （
前 ・北側） のログ ハウス近くや砂場付近などに
は、広範囲 の為効果は大して期待はできな いですが、
広範囲タイプ の太巻き蚊取り線香を吊り下げ ていま
す。
・できるだけ水たまりや落ち葉などが溜まらないよう、
清掃に心がけるようにしています。
これからの時期、園庭ではプール遊びや水遊び ・泥ろ

って、
火事 の飛び火 のようにあ っと言う間に広がるから、
たとえて“とびひ”と言うのです。あせも ・虫刺され ・
湿疹などをひ っかいたり、転んでできた傷に二次感染を
起してとびひになります。
また、鼻孔の入り口には様 々な細菌が常在しているた
め、幼児 ・小児で鼻くそをほじるくせがあると、鼻 の周
囲からとびひが始ま ったり、その手であせもや虫刺され
などをいじることでとびひにな ってしまいます。
園では登園時爪チ ェックをし、爪が伸びていないか確
認し、伸びていればその場で切 っていただくよう声をか
けたり、無理な場合は、三歳未満児は職員 の方が切るよ
うにしています。
また、手洗 いも予防には有効です ので、手洗 いの励行
で良 い習慣が見に つくよう声をかけ、未満児は 一緒に手
洗 いをしています。
こども園は集団生活ですので、子ども同士の接触する
場面が多く、接触することでう つる病気なので、患部を
覆うことが大事ですが、患部にカ ットバンを貼ることは
してはいけません。
カ ットバンは通気性が悪く、患部 の乾燥が進みません
し、蒸れて余計に細菌が繁殖しやすい環境を作 ってしま
います。
『
あれ
なんだかとびひになりそうだな？』
と感じたら、保護者 の方にお伝えするだけ
でなく、園でも早めに患部をガー
ゼで覆う処置をしていきたいと
思 います。
また、七月十日 （
月）はプー
ル開きです。
とびひと合わせてこの時期、 「
頭しら
み」の発生もよくあります。ご家庭でも
子ども達 の頭髪 の状況を見てあげて下さい。
これからが夏本番です。 保護者 の方だけでなく、職
員にと っても子ども達が元気に園に来て、遊びや生活を
満喫してくれることを願 っています。

苦情 ・ご意見 ・ご要望にお答えして
副園長 足達 佐恵子
梅雨入りしたものの、雨が少なく子ども達にと っては
大好きな戸外活動がたくさんでき、この時期ならではの
小動物や植物などに出会 い、様 々な経験や身体をし っか
り使 った遊びを楽しんでいます。
しかし、予報では七月は例年並みの降水量になるよう
です ので、大雨に気を つけながら園生活が充実できるよ
うにと考えています。
今月は、保護者 の方からたくさんご意見ご要望 ・感想
などをいただきましたので、ご紹介します。
先月より、三歳以上児クラス （
さくら ・すみれ ・ふじ
組）は、お茶を園で準備し水筒に入れるようになりまし
た。このやり方にも少しず つ慣れてきたところですが、
中には 「
家に帰 ったら、水筒に葉 っぱや砂が入 っていて
び っくりしました」と、教えてくださる保護者もありま
した。
早速子ども達には、
水筒 の管理も含めなぜお茶を （
水）
を飲むことが大事なのか、熱中症予防 の意味も含めそれ
ぞれの年齢に合わせた話をしました。
そして、水筒 の件ではもう 一つ気に
なることがありました。
昨年度も同様に水筒を園に置き忘れ
られ、次の日別の水筒を持 ってこられ
る保護者もおられます。
その場合は、新しい水筒にお茶を入れ対応させていた
だいています。
しかし、忘れて帰られた水筒は、 一応園で水洗 いだけ

はしますが、消毒まではできませんのでお茶を入れるこ
とはしていません。
この対応が職員によ ってまちまちでしたので、保護者
の方にはご迷惑をおかけしました。
前日忘れられた水筒にはお茶は入れられませんので、
その日は水を飲む対応にさせていただきますのでご了解
ください。
また、ある保護者 の方からは、睡眠時間のことでたく
さんご要望がありました。
・
「
お昼寝はどの位寝ていますか？ 短いと夕方グズグ
ズで機嫌が悪いので教えてください」
・「
夜なかなか寝なくて、試しにお昼寝の時間を短くし
て様子を見たいんですが、どうですか？」
・「
今朝は五時半起きで、多分早く眠たくなると思うの
で、よろしくお願いします」
等々
睡眠に限らず、生活面はとても
個人差が大きく、子どもさんのご
家庭 の様子を聞きながら対応させていただ いていますが、
やはり、大人の責任として生活リズムを整えていくこと
は、とても大事です。
今月の食育目標でも掲載させていただいていますが、
「
早寝 ・早起き ・朝ごはん」は、時代が変わ っても大事
にしたい生活習慣の 一つです。
七月から三歳以上児クラス （
さくら ・
すみれ ・
ふじ組）
は、早寝 ・早起き ・朝ごはんカードを配布し、ご家庭と
一緒に協力しながら良 い習慣が つくようにと考えて配布
しています。
詳細は配布していますお便りをご覧下さい。
それに合わせて給食 の担当者も、紙芝居などを利用し
て、なぜ早寝 ・早起き ・朝ごはんが大事な のかを子ども
たちに理解できるように話す予定です。
この取り組みは、西郷小学校や河北中学校でも取り組
まれています。

また、今月は今年度から取り組んでいます給食 の 一汁
三菜に ついて保護者 の方からご意見をいただきましたの
でご紹介します。
「
今週は、すごくすごく調子がよく、きちんとかばん、
すいとうを持 って歩いて園に入り、自分から遊びにいけ
る姿を見れてすごくうれしく思 っています。給食も全部
食べれた～とうれしそうに話してくれて○○ちゃんの自
信につなが っているのかな～と思 っています。
」

「
最近、自分なりに色々な面で少しずつでも頑張 ってみ
ようという面がすごく見えます。私も嬉しくて褒めて褒
めていい所をい っぱい伸ばしてい ってあげたいです
給食すごいですね。家でもよく食べてくれます。
」

※このコーナー へのご意見ご感想などありましたら、
ノートや 口頭 ・
意見箱でもお受けしています。

四月は新しいメ ニューに苦戦していた子どもたちでし
たが、嬉しい姿がたくさん見られています。子どもたち
が育てている夏野菜も次 々と給食で出してもらい、とて
も喜んで食べています。
し っかり食べて、暑 い夏を乗りきりたいですね。
そして、これから本格的に水遊び ・プール遊びが出来
る時期になり、持ち物がたくさん増えます。
三歳以上児クラスの今 の様子を見ますと、保護者 の方
が子どもさんの持ち物を持たれ、子どもたちはそれを待
っている という姿を見かけます。
中には、きちんと自分で自分の持ち物を持 って登降園
されている子どもさんもあります。
どちらが、将来 の子どもさんにと って良 いでしょう。
物の管理は毎日の積み重ねで、身に ついていきます。
今 一度子どもさんの様子を振り返 っていただき、子ど
もさんが困らな いよう良 い習慣が身に つくようにしてい
きましょう。
その為には、必ず持ち物には名前がよく分かるように
書いておいてください。
ご協力をよろしくお願いします。

!!

給食室からこんにちは
６月の食育から・・・
６月の食育目標は「よくかんで食べましょう」
「歯みがきをしっかりしましょう」でした。
４月から＜よく噛んで食べる献立＞を提供してきました。その中で子どもたちの噛む力を今よりも、もっと育て
ていきたいと考えています。
今月は、４・５歳児にどのように噛めば良いのかを、口の中と体の中のイラストを使って子どもたちと一緒に
考えていきました。
「食べ物はどこの歯で噛めば小さくなるのか？」
「食べたものはどこを通ってうんちになるの
か？」
「よく噛んで小さくなった食べ物のうんちはどうかな？よく噛まなかった食べ物のうんちはどうかな？」
と聞くと、
「奥歯だよ！」
「胃を通るだよ～」
「いいうんちかな～コロコロうんちだよな～」といろんな答えが返っ
てきました。
しっかり噛んで食べ物を小さくすることで、胃や腸も元気に動いて、みんなの体を元気にしてくれることを伝
えました。

また、すみれ組とふじ組の子どもたちには、おやつの時間に＜あたりめ（するめいか）＞を用いてしっかり噛
む練習をしました。始めは「かた～い」と噛みにくそうな子どもたちでしたが、
「奥歯で噛むだよ～」と声をかけ
ながら１分・・・２分・・・３分と噛むにつれ柔らかくなっていく様子があごの動きからしっかりと見られまし
た。どの歯で噛んだら良いのかを考えながら真剣に練習していましたよ。
あごをしっかり動かしながら噛むことで、歯茎も刺激され、虫歯になりにくい丈夫な歯になることも伝えまし
た。よく噛んで食べる習慣を身につけて、食後の歯みがきもしっかりしていけたらと思います。

７月の食育目標 「早寝早起きをして生活リズムを整えましょう」
睡眠・食事・運動のバランスをわかりやすく伝えていきたいと思っています。

一汁三菜の献立になり、たくさんの旬野菜をおいしくいただいています。
野菜を蒸すことで、子どもたちもしっかりよく噛んで食べています。
きゅうりやトマトの収穫を楽しみにしているさくら組さん。みんなできゅうりの収穫をして給
食室に持ってきてくれます。味つけも一緒に考えます。
「塩味がいい～」
「すっぱいのがいい～」
と相談して決めました。
「すっぱいけどおいしい～」と嬉しそうです。お箸もどんどん上手に
なっています。
「あつまれして、お皿をピカピカにしようね～」と一緒に練習しています。

今月はピーマンの肉づめが登場しました。
いつもは他の野菜と一緒に調理しているピーマン
ですが、大きいピーマンにどんな反応を見せてくれるか、ドキドキ・ワクワク♪「ピーマンに
がいけ、にがて～」と言っていた子どもたちですが、
「お肉と一緒なら食べれたよ～」とピー
マンを美味しく食べている姿が見られ嬉しく思いました。

子どもたちが育てている野菜がぐんぐん大きくなっています。きゅうりやなすを収穫し、塩
もみや甘酢漬けにしておいしくいただいています。子どもたちは「このきゅうり第２園庭で
とれたきゅうりか～？」
「なす苦手だけど食べれたよ～」とみんなで育てた野菜をおいしそう
に食べていました。

「おくの歯でかむだよな～」「せんせ～あごがつかれた～」とふじ組の子どもたちはしっかり噛むこ
とを意識して食べれるようになってきました。４月、５月に比べ、歯ごたえのある食材や、たくさんの
野菜にも慣れてきた様子で完食する子どもたちが増えてきました。これから夏野菜もどんどん登場しま
す。彩り豊かなもの、みれずみずしいもの、カリッ！シャキッ！の食感を大切にしっかり噛んで食べら
れるように工夫していこうと考えています。

＊レシピ紹介＊

とびうおハンバーグ（４人分）

＜材料＞
・とびうおのすり身
・玉ねぎ

１２０ｇ

８０ｇ

②車ふを水に浸しておく。やわらかくなったら、絞り細かくしておく。

・車ふ・水 ２０ｇ
・玉子

③材料を全てボールに入れ、こねて、小判型にし、油をひいた

１個

フライパンで焼く。

・食塩・こしょう 少々
・薄力粉
・油

小さじ 2

適量

＜調味液＞
・オイスターソース
・穀物酢

大さじ１

・三温糖

大さじ１

・濃口しょうゆ

①玉ねぎをみじん切りにし、フライパンで炒め、塩、こしょうをする。

大さじ１

小さじ１

④調味液を混ぜ、③のフライパンにながし、からめてできあがり。

昼 食

午後のおやつ

昼 食

月（３日・１０日）

火（４日・１１日）

水（５日・１２日）

ごはん
鯖の竜田焼き
かぼちゃのグラタン
切干大根のサラダ
豆腐のみそ汁

ごはん
マーボー茄子
小松菜ののりじゃこ和え
揚げ出し豆腐
麩と玉ねぎのすまし汁

ごはん
鰆の南蛮漬け
冬瓜のそぼろあんかけ

お茶
天むすおにぎり

ヨーグルト
レーズンパイ

キャベツと桜えびのおやき

木（６日・１３日）

金（１４日）

土（１日・８日・１５日）

ごはん
牛肉とピーマンの炒め物
梅キャベツ
大豆のトマト煮込み
あご団子のみそ汁

ごはん
鯵の甘酢あんかけ
白和え
鶏となすのみそがらめ
冬瓜のすまし汁

ほうれん草とベーコンのサラダ

なめこのみそ汁
ヨーグルト

米粉パン
ミネストローネ
オレンジ
チーズ

ヨーグルト
コンソメポテト

ヨーグルト
ピザトースト

牛乳
せんべい

月（24 日・31 日）

火（18 日・25 日）

水（19 日・26 日）

ごはん
鶏むね肉の照り焼き

ごはん
鯖のおろしかけ

あさりと小松菜の煮びたし

オクラと豆腐のゴマサラダ

かぼちゃのらっきょ和え
なすのみそ汁
お茶

ほうれん草としいたけのすまし汁

枝豆とベーコンのおにぎり

ヨーグルト
レモンケーキ

ごはん
豚肉のはちみつ煮
ひじきとトマトの和え物
厚揚げの肉あんかけ
えのきと玉ねぎのみそ汁
ヨーグルト
キャラメルラスク

木（20 日・27 日）

金（28 日）

土（22 日・29 日）

ごはん
鮭のレモンバター焼き
かぼちゃのゴマ和え
なすと小松菜の南蛮煮
わかめと油揚げのすまし汁

ごはん
鶏のカレー粉焼き
きゅうりとわかめのしそ和え

２２日：米粉パン
２９日：コッペパン
レタスとあさりのスープ
オレンジ
チーズ

ヨーグルト

お茶・すいか

じゃが芋とコーンのまんじゅう

いりこのゴマがらめ

牛乳
せんべい

行 事 ７日金（七夕会）

行 事 18 日火（旅育）

行 事 ２１日金（誕生会）

夏野菜カレー
バナナ

昼 食

七夕ちらし
エビフライ
ささみのトマト和え
七夕そうめん汁
とうもろこし・すいか

午後のおやつ

ヨーグルトババロア

※すみれ組のみ

鮭と小松菜のまぜご飯
コロッケ
冷しゃぶサラダ
かき玉汁
とうもろこし・すいか
カルピスゼリー
うどんかりんとう

午後のおやつ

昼 食

午後のおやつ

昼 食

午後のおやつ

冬瓜のきんぴら

じゃが芋の千切り炒め
キャベツのみそ汁

※月～金曜日の午前中のおやつはヨーグルトのみになります。
土曜日の午前中のおやつは今まで通り牛乳とお菓子です。

