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ふじ組 （
五歳児）
《
プール大好き！
たくさん泳げるようにな ったよ！》
今年 の夏もとても暑く、連日のように猛暑日が続 いてい
ます。「
今日はプールの日だよな？早くプールに入りたいな
～」とプールあそびの時間をとても楽しみにしていた子ど
も達。
先日のプール参観では、沢山のお家 の方に見に来て頂き
有難うござ いました。昨年に比べ 一段と水に慣れてきて、
プール遊びを楽しんでいる子ども達 の姿を見て頂けたよう
に思います。
プールでは、おはじき拾 いや顔付けなどをして水に慣れ、
くらげ浮き、 ロケ ット泳ぎ、バタ足などに挑戦していきま
した。おはじき拾 いでは、好きな数だけ拾う遊びから、保
育者が提示した数を目で見て拾う、笛 の音をし っかり耳で
聞 いて拾う遊びを楽しんできました。
くらげ浮きが出来る子も多くなり、どれだけ浮いていら

れるか競 ったり、「一緒にくらげ浮きやろうで！」と数人の
子が手を つな いだ状態で挑戦する姿も見られました。
ビート板を使 っての 『
けのび』や 『
バタ足』も取り入れ
ると、ビート板を使うことで水に体が浮く面白さを感じる
ことができ、更にプールあそびの楽しさが広が ったようで
す。
プー ルに入る回数を重ねていく中で 「
顔付け十秒した
い！」「
ロケ ット泳ぎで遠くまで泳ぎたい」等、個人差はあ
りますが 一人ひとりが目標を持 って挑戦する姿も見られる
ようになりました。
プールの淵にメートル表示を つけると 「
○メートルまで
バタ足でいきたい」等、それぞれが目標を具体的に決めて
挑戦し、プールの端から端まで （
約５ ｍ）泳ぐ子も出てき
ました。
顔を水に つけることが苦手な子も、顔付け三秒に挑戦し
たり、友達に両手を引いてもら って泳ぐ感覚を感じたり、
勇気を出して小さなフープをくぐ ったり、とそれぞれが自
分 の出来るようにな ったこと、頑張 っていることを積極的
に披露しようとする姿も見られました。
友だち の頑張 っている姿に 「
がんばれ！がんばれ！」と
応援したり 「
○○ちゃんすご い！」と友だちに認めてもら
うことで、自信に つなが ってきている子もあります。そし
て 「
○○ちゃんみたいに出来るようになりたいな～」と刺
激し合う姿も見られ、友だち の存在 の大きさを改めて感じ
ている所です。
この夏、プール遊びを通して、自分で目標を決め、それ
に向か って挑戦していくことで、やればできるということ
を実感したり、友だちからの応援や刺激を受け、またひと
回り成長をしている子ども達。今度は運動会に向け、自分
で決めた目標を持ち、友だちと協力したり、励まし合 いな
がら挑戦していってほしいと思います。
（
山田 美穂）

すみれ組 （
四歳児）
《
ふしぎだなぁ。面白いね！
～泥んこ遊びを通して～》
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子どもたちは、この時期ならではの水あそびを、全身を
使 って楽しんでいました。色水あそび ・しゃぼん玉 ・泥ん
こあそび ・スライム等、色 々な遊びがありますが、その中
からどろんこ遊びの様子を紹介します。
最初 のどろんこ遊びでは、 「
や った！泥んこ遊びだ」と嬉
しそうに準備をしていた子どもたち。 「
バケツがいる」 シ
ャベルもいるよな と話しながら河原 へ出かけて行き、
川か
ら汲まれた水が樋から流れてくると、どろどろの砂を丸め
て泥団子が固くなるように白砂をかける工夫をして作 った
り、砂 の上に寝転んで砂に体を埋めてもらい全身を使 って
遊んだり、「
水が流れるようにしようや」と友だちと協力し
て道を作 っている子もいました。
水が流れる様子を見ていて 「
そうめん流しみたい 」と枯
草や紐を巻 いたカ ップを川に浮かばせて遊んでいる子もい
て 「
先生、見て 水に浮いた 」とカ ップが水に浮かぶこと
に気づき、船に見立てて水に浮かべて遊んでいました。
そして、二回目の泥んこ遊びの朝、どろんこ遊びに出かけ
る事を話していると自分達で 「
船を作ろう！」「
魚がいいな
ぁ」と川に流したい物を作る姿がありました。 一回目の時
に川で浮かぶものを作りたいと思 っていたようで、早速自
分が作 った物を川に流していました。
ところが、 「
あれ？ながれんなぁ。
」「
も っと掘 ったら いい
じゃな い」と友だち の力を借りて砂を深く掘 ってみると、
「
や ったー。や っと魚が流れた。
」と満足そうな笑顔に、周
りの子も 「
や ったなぁ」「
よか ったなぁ」と、 一緒に喜んで
いる嬉しい姿がありました。
また、片付けの頃になると、砂場に沢山あ った水が無く
な ってしま った事が不思議で、「
砂に吸い込まれちゃ ったじ
ゃないか？」「
そうだ！この下 （
砂の下）にあるじゃな いか？」

と真剣な表情で穴を掘りはじめたり、「
この下にもぐらがす
んど って、飲んじゃ ったかもしれん」等、子どもらしい発
想で皆で考えたり話したりして思いを巡らせていました。
泥んこ遊びをしている子ども達 の姿を見ていると、 一回
目より二回目と、色 々な事に興味を持ち疑問や不思議に思
った事を実際試してみたい、それがどうな ったのか友だち
と分かり合 いたい、
共有したい気持ちが強 いと感じました。
その中で遊びも広がり、友だちとの関わりも深ま っていく
様に思いました。
四・
五歳児になると、普段から大人顔負けの質問を投げか
けてくる事があります。
その気づきを 一緒に考えたり、
実際経験することで次の活
動が楽しみになります。これからも、色 々な活動を通して
子ども達が 「
なんで？」と興味や疑問をも ったり、友だち
と「
面白 い！」「
や ってみよう」と挑戦できるような遊びを
子ども達と 一緒に楽しんでいきたいと思 います。
（
木戸浦 美和子）

さくら組 （
三歳児）

《
泡ができてきたよ！

～たくさんの疑問 ・
発見 ・
気づきを大切に～》

暑 い日が続き、プールをはじめ、色 々な夏ならではの
遊びをたくさん楽しむことができました。
プール参観では、たくさんのお家 の方に見てもらう事
で、今まで以上の頑張りを見せる姿も多か った子ども達
です。お忙しい中、ありがとうござ いました。
夏ならではの遊びには、色水 ・シャボ ン玉 ・泥んこ ・
泡あそび等たくさんあります。そこで子ども達も大好き
な泡あそびの様子を紹介したいと思 います。
シャボ ン玉をしていると、手が泡だらけになり、そこ
から子ども達 の泡遊びが始まりました。 シャボ ン液 の入
った洗面器の中に手を入れてゴシゴシとこす って泡を作
っている子の姿があり、「
こんなのがあるよ？」と泡だて
器を保育者が持 ってくると 「
ちょっと貸して！」と早速
グ ルグ ルとかき混ぜて泡立て始めました。
洗面器をし っかりと押さえて、シャカシャカ～といい

!

!

~

音を立てながら、
まるでケーキ屋さんのような手 つきで「
い
ら っしゃいませ～泡ありますよ～」と泡屋さんも開店して
いました。
色水をしていた子も 「
泡くださ～い」と自分 の作 った色
水ジ ュー スの上にのせて 「
アイスが乗 っとる」「
シ ュワシ ュ
ワのジ ュースにな った」「
こんどはこ っち のジ ュースに乗せ
る」と小さな スプーンで泡をすく って移し替えたりしなが
ら楽しんでいました。
次に遊んでみた時には 「
石鹸でも泡ができるんだ って」
と固形石鹸やおろし器なども用意してみました。混ぜたら
泡になるシャボ ン液とは違う固形石鹸で、まずはおろし器
で細かな石鹸 の粉を作 っていました。
それを 一生懸命に泡だて器で混ぜていましたが、泡には
ならず… 「
泡にならんなぁ？」と不思議そうでしたが、そ
れでも泡を目指してグ ルグ ル～と混ぜていた所に、水が少
し入り、少しず つ泡になると 「
もうちょ っと水がいる」と
水を追加してみたり、
水の加減で泡が減 ってくると 「
あれ？
消えちゃ った」 「
も っと水がいる？」 「
水、入れすぎじゃな
いか？」「
水の中に泡を入れたら消えちゃうだよ」等と自分
たちで思いを伝えあいながら、試行錯誤しながらの泡作り
を楽しんでいました。
まだまだ自分 の思 いが先になりますが、友だち の思 いを
聞きながら色 々と試してみる子ども達 の姿は、とても微笑
ましく、『こうや ったらできるんだよ』と大人が教えてしま
う のは簡単ですが、 「
あれ？」 「
何でかな？」と不思議に出
会 いながら 「
じゃあ、こうしてみよう」等と友だちと 一緒
にな って考えたり試したりする事で、子ども達には自然と
思考力が育 っていきます。
これからも、子ども達 の発見・
気づきを大切にしながら、
一緒に楽しんでいきたいと思 っています。
夏 の遊びを楽しむためには、水着や泥んこパンツに着替
える準備が必要です。汗で脱ぎにくくな った服の袖を引 っ
張りながら腕を抜いたり、脱 いだ服を畳んでから袋に入れ
たり、目の前 の楽しみがある子どもたちは 一生懸命です。
保育者が声をかけなくても、服を表に返したり、畳んだり
と、日々の繰り返しが子ども達 の身に ついている事も感じ
ています。より、子ども達が スムーズに身 の回りの事がで
きるよう、衣服や袋 の補充、持ち物の準備などを引き続き
（
福光 奈保美）
お願いします。

ゆり組 （
二歳児）

寒天で遊んだよ！》
《

日差しが熱く感じるこの時期、プールで遊ぶだけでな
く裏園庭、第二園庭で水遊びをして、気持ちよく楽しく
遊びました。
裏園庭での遊びは、シャボ ン玉や色水遊びの他に、寒
天を使 った遊びをしています。
寒天を出すと、前 のめりにな って見ようとする子ども
たち。タライに出すと 「
つめたーい！」と冷たさを感じ
ていましたが、
次第に「
ぷにぷに～」「
ぐちゃぐちゃした！」
と指や手で握 ったり潰したりして感触を楽しむ子どもや、
カ ップに赤 ・黄 ・緑の寒天を入れ 「
ジ ュース」 「
かき氷」
に見立てて遊び、友だちや保育者に見せて、出来上が っ
たことを喜ぶ姿が見られました。
硬さ の違う寒天を用意していたので 「
やわらかい」「
こ
っちはかたいな～」と違 いに気づくこともありました。
さらに、野菜が入 った寒天を出すと 「
なにこれ～？」
「
なんで入 っとる？」と不思議そうにする子ども。「
うわ
～トウモロコシだ！」と嬉しそうな声が聞かれました。
そして、
寒天を切ろうとするとツルンと滑 ってしまい、
なかなか切れない様子もありましたが、中には、お家 の
人が料理をする姿を見て知 っていた子は、左手で寒天を
押さえて切 っていました。
また、友だち の切る様子を真似している子どもの姿が
あり、 一人で遊ぶだけでなく、お互いに刺激を受けなが
ら遊びを楽しむ年齢である、と改めて感じさせられまし
た。
二回目の寒天遊びでは、
タライに水を張 っていたので、
寒天と水をカ ップに入れ、
ジ ュース作りが始まりました。
すると 「
ジ ュー スくださーい」と言う友だちに対して、
「
どーぞー」 「
ありがとう」など、やりとりをしながら、
お店屋さんご っこ へと発展しました。

ト マト ・ゴーヤ ・なす ・ピー マンが入 った寒天が出てく
ると、野菜だけを手で取る子どもや、包丁を使 って押した
り引いたりしながら野菜を切り、カ ップに入れ 「
ふりかけ
ごはん」と料理ご っこをして、自分のイメージする物を作
っていました。
今年初めての寒天遊びでは、感触 ・温度 ・硬さなどを感
じることで楽しさを味わいました。感触自体を楽しむ子ど
もや、やりとりを楽しむ子ども等、姿は様 々でしたが、今
後も、子どもの発見や驚きに共感しながら、 一緒に遊びを
楽しみたいと思います。
（
水姓 沙織）

たんぽぽ①組 （一歳児）
《プールって楽しいな》
毎日暑 い日が続きますが、子どもたちは夏 の日差しにも
負けることなくプールに入水し、
水遊びを楽しんでいます。
「
プールに入るよー！」と言うと 「
ぷーるだ、ぷーる！」
と待ちきれな い様子で水着に着替える姿が見られました。
プール遊びが始ま ったころは、水が顔などにかかると驚
いている子どもがいましたが、八月の後半になり色 々な遊
びを通してす っかり水に慣れ、今ではプール遊びが大好き
な子どもたちです。
たんぽぽ組 の子どもたちがプールでどんな遊びをしてき
たのかを紹介させていただきます。
シャワーを浴びた後、まずは身体を慣らす為に全身を使 っ

た遊びをします。プールに慣れた子どもたちは保育者と
一緒にワ ニさん歩きをしたり、腰まで水に浸か って 『
か
えるのうた』を歌いながら手や足をバタバタさせ、水が
顔にかか っても 「
きゃー！」「
つめたーい」と嬉しそうに
微笑んでいます。
しばらく遊んだあとは水風船や、船 の玩具、プラスチ
ック製 のドレッシング容器で水鉄砲 の様に遊び、プール
ならではの遊びを楽しんでいます。
水風船遊びでは、浮 いている水風船を両手で掴み、「
み
ずふーせん、むにむにだなー」と水風船 の感触を確かめ
たり、「
さん、にー、いち」の合図で水面に落とし、水し
ぶきが身体にかかるのが楽しくて 「
じゃじゃーん！」と
何度も繰り返し遊んでいる子どもがいます。
水を沢山入れた重たい水風船を持ち上げると“あれ？”
と不思議そうな表情を浮かべる子どもたち。その都度 「
重
いな」「
これは軽 いなあ」と声かけをすることで“これは
重 いんだ”など 『
重さ』の感覚も知ることが出来ました。
また、最近“浮く”という感覚も覚えてきました。浮
き輪やペ ットボトルを何本も繋げた船 の上に乗り 『
うみ
のうた』を 一緒に歌 いながら保育者が ユラ ユラと左右に
揺らすと 「
きもちー」「
ふわふわー」「
ちょっとこわいな」
等と思い思いに感じたことを言葉にしながら目を閉じて、
気持ちよさそうにしていたり、ワ ニさん歩きをしながら
両足を 「
プカプカー」と浮かばせた状態で、前に進んだ
りと水の浮力を楽しむ姿が見られます。
このように、プール遊びを毎日繰り返すことで、楽し
みながら“これはなんだろう？”と様 々な事に興味や疑
問を持ち、水 の冷たさに触れ、水の音を楽しみ、キラキ
ラ光る水面や形を変える水の姿を見たりと、五感を通し
ながら水遊びを楽しむことが出来たと思 います。
水遊びが出来るのもあと残りわずかです。今 の時期に
しかできない水遊びを子どもたちと 一緒に体験し、“楽し
い”気持ちを共有しながら 一日 一日の遊びを大切にして
いきたいです。
（
川口 菜 々夏）

たんぽぽ②組 （一歳児）
《
自分でできるよ！
～大好きな水あそびを通して～》
例年以上に暑か った今年 の夏。子ども達は毎日のプール
や園庭での水遊びをとても楽しみにしていました。
初めはプールに抵抗があり、プールサイドのタライで水
遊びをしたり、プールの腰掛に座 っているだけの子も、友
だちとの水のかけ っこやバタ足、そしてプールの底に手を
付 いてワ ニ歩きができるようになりました。四 つ這いでの
ワ ニ歩きが、お盆後には足を伸ばしたワ ニになり、プール
の中での笑顔は自信に満ちていたのが印象的でした。
身体的に足腰がし っかりしただけではなく、子ども達 の
精神的なたくましさを実感した夏でした。水の持 つ不思議
な力を通して挑戦する気持ちを持ち、出来たこと へ自信を
つけたことを感じます。
また寒天やゼリー、色水遊びや スタンピング、パンパス
グラスと言う植物での大きな紙 へのお絵かきも経験しまし
た。生活の中にある様 々な素材や、水を使 ったあそびで感
触や素材 の変化を楽しみました。
水着 の着替えも意欲的です。夏 の初めは 『
脱がせてもら
う』『
着させてもらう』だ ったのが今では 『
自分で！』と変
わ ってきました。
「
…ちゃんの！」と自分 のプールバ ックから水着を取り出
して、着替えにかかります。服の袖を引 っ張 って、手を抜
き、もう片方 の手で服を引 っ張 って頭を抜こうと 一生懸
命！汗で濡れた服はなかなか身体から離れません。立 った
り座 ったりしながら頭を通過。 「
して」 「
できん」と援助を
求める声もありましたが、頭を抜けると。『
できた！』と少
し得意気な子ども達でした。
ズボ ンとパンツを脱 いで、水着に着て終了です。プール
後にズボ ンを履く事にも 一生懸命。ズボ ンを持 って片足ず
つ穴に入れます。や っと入れたズボ ンの穴に両方 の足が入
ってしま って 「
あれ っ？」「
できん！」保育者が少し手伝 っ

てぎゅ― っとズボ ンを引 っ張 っる時には笑顔になります。
『
大好きなプールに入りたい』『
水遊びをしたい』『
楽
しか った』等 の気持ちが、子ども達 のやる気を後押しし
ているようです。
『
じぶんで！』したいけれどまだ出来な いことも多 い
一歳児。そんな姿が生活の様 々な場面で繰り返されます。
ゆ っくりと見守り、そして子ども達 一人ひとりのペー
スを大事に、『
自分で出来た』喜びと達成感に共感し、出
来たことの自信が 「
またや ってみよう」という意欲 へと
つなが っていくよう関わ っていきたいと思います。
（
中森 春美）

もも組 （
０歳児）
八ヶ月～ 一歳児
《
何だろう！おもしろいな》
七月から始ま った水遊び。０歳児は 一人用の小さなプー
ルを使 って、また 一歳児は、八月から大きなビ ニールプー
ルも使 い、手や足、体に触れる水 の感触を楽しんで遊んで
います。
寒天や氷、片栗粉を使 った夏ならではの感触遊びも経験
しました。
月齢 の小さな子どもたちは、洗面器に入れた氷や寒天を

見たり、保育者と 一緒に触れたりして初めて出会う感触に
興味津 々。洗面器をのぞきこんで、手を伸ばして寒天に触
れると、 「
あ～！」と声を出して楽しさを表現しています。
月齢 の大きな子どもたち の中には、
“何これ？”と、じ～
っと警戒している子どももいましたが、保育者が触 ってみ
たり、友だちが触 っているのを見ると、自然と手が伸びて
感触を確かめていました。
慣れてくると大きな寒天を手で持 ったり、ぐにゅ っと つ
ぶしてみたり、輪切りにしたゴーヤやピー マンなどの夏野
菜を入れた寒天を用意すると、中から野菜がでてきて思わ
ず ニコ～ っと笑顔になります。
ピー マンを手にとると、穴が開いているのが不思議で、
穴に指を入れてみたり、裏返したり、洗面器の水の中にチ
ャポ ンといれてみたりします。
自分の手や足でし っかりと触 って感じて、匂 い、音を五
感で感じながらの遊び。大人には当たり前に思 っている現
象も、
“何だろう？”
“おもしろいな”と、子ども達にと っ
ては大発見の連続です。
氷で遊んでいる時、氷が マットの上をツルっと滑 ってい
くことに気付 いた子どももいました。氷がツルっと滑ると、
“先生も見てた？”とでもいうように、保育者 の顔を振り
返 って確認。「
つる ってすべ ったね」と感じたこと、発見を
共有してもらえると、再び氷を動かしてみようと挑戦。
思 いや感じたことを 一緒に共感してくれる大人がいる安
心感 の中で、 いろんな発見ができたり、探究心が育 ってい
くのだと感じました。
初めて触る色 々な素材に、様 々な表情を見せてくれる子
ども達。色 々な素材に出会 い、手や足、全身で感触を楽し
む経験は脳の発達にとてもすごく大切な のだそうです。
これからも 「
楽しそう！」「
や ってみたい！」そんな感触
遊びを子ども達と 一緒に楽しんでいきたいと思 います。
（
澁谷 美緒）

ぱんだ ・ぞう ・きりんルーム
ねらい
◎季節 の変化や活動状況に応じて、健康で快適な生活が出
来るようにする。
○水分補給をする。
○手洗 い ・うがいをする。
○休息をとる。
○汗 の始末、衣類の調節をする。
○薄着で過ごす
○汚れ物の始末をする。
◎ご っこあそび
・美容院ご っこ
◎わらべうた
・あのはしがおちるまえに
・だるまさんがころんだ
・ゆうびんやさん
◎運動会に向けて、友だちと協力し合 いながら、楽しく取
り組む。

【
ふじ組】 （
五歳児）
《
食育》
○さ つまいもの生長を観察する
○稲 の生長を観察する
《
文字 ・数あそび》
○ひらがなカードを読む
・鉛筆でひらがなを書く。 ・言葉あ つめをする。
・ひらがなカードを使 って、２～３文字 の単語を作る。
○数字を読む。

・出席人数や欠席人数を数える。
・オセロゲームのルールを理解して友だちとあそび、
終わ ったら自分のこまを数えて勝敗を見分ける。
・気温を調べる 温度計を読む
《
運動あそび》
○竹馬にのる。
・バランスを取りながら自分で進む。
○ホッピングをする。
・自分でバランスをとりながら乗る。
○鉄棒をする。
・自分で逆上がりをする。
○縄跳び （
短縄）
・連続して前跳びをする。
○ マラソンをする。
○体を動かすあそび。
・リズムに合わせて体を動かす。
《
ちび っこ探検隊》
・バ ッタ ・スズムシ ・コオ ロギの生態を調べる。
《
季節 の歌》
・虫の声 ・運動会 のうた

【
すみれ組】 （
四歳児）
《
食育》
○野菜 の皮むきをする
・玉ねぎ
・にんじん
《
文字 ・数あそび》
○ひらがなカードを読む。
・言葉あ つめをする。
・ひらがなカードで簡単な言葉を つくる
○数字を読む。
・数をかぞえる。
《
運動あそび》
○縄跳び
・長縄…その場から小波跳び
・短縄…ほどく ・結ぶ ・前回し跳び

○鉄棒
・前回り ・足抜き回り
○ボール
・向かい合 ってボールを投げ合う ・両手で受け止める
・転がしド ッチをする （
狙 って転がす、転がるボール
を受ける）
○跳び箱
・両足でジ ャンプし、跳び箱 の上に乗る ・跳び越える
○ マラソンをする
○体を動かすあそび
・リズムに合わせて体を動かす。
・体 の動かし方を知り、 いろいろな動きをする。
《
ちび っこ探検隊》
・打吹山で生き物を探して観察し、図鑑や科学絵本で名前
や特徴を調べる。
・バ ッタや スズムシ、 コオ ロギの生態を知る。
《
季節 の歌をうたう》
・こおろぎ ・運動会 のうた

【
さくら組】 （
三歳児）

《
食育》
○野菜 の皮むきをする
・玉ねぎ
《
言葉》
○ひらがなカードであそぶ
・頭韻集めをする
○ご っこあそびをする
・ままごと ・美容院ご っこ
《
運動あそび》
○鉄棒
・とびあが って腕支持をする
○長縄
・縄を使 って両足跳びをする ・大波小波
○跳び箱
・一段の跳び箱に跳び乗り降りをする

・一段の跳び箱 のまたぎ越しをする
○ マット
・変則的な四足歩行をする ・補助前転をする
○体を動かすあそび
・体操をしたり、音楽に合わせて体を動かす
《
戸外あそび》
○簡単なルールのあるあそびをする
・転がしド ッチボール
○バ ッタ ・コオ ロギなどを観察し、図鑑で見る。
《
季節 の歌をうたう》
・とんぼ のめがね ・こおろぎ ・運動会 のうた

【
ゆり組】 （
二歳児）
・友だちと 一緒に、戸外で体を思いっきり動かして遊ぶ
・保育士と 一緒に、衣類をたたむ
・友だちと 一緒に楽しく食事をする

<

<

>

>

戸外あそび
○散歩に行く。
・草花や木の実を見たり触 ったりする。
・
トンボ ・
バ ッタ ・コオ ロギなどを捕まえたり、観察する。
○河川敷であそぶ。
・土手すべりをする。 ・し っぽとりをする。
・ボール遊びをする。
○前園庭であそぶ。
・大型遊具、鉄棒であそぶ。
室内あそび
◯ホールであそぶ。
・三輪車であそぶ。 ・平均台、とび箱であそぶ。
○楽器あそび
・タンバリン、鈴、カスタネ ットで二拍子打ちをする。
○指先を使 ったあそびをする。
・糊付け ・はさみあそび
○ご っこあそびをする。
・ままごと

・美容院ご っこ
・お風呂ご っこ
○わらべうたあそび
「
あぶくた った」
「
むかえ のおさんどん」
○絵本を見る。
「
パパ、お月さまと って！」
「
おやおや、おやさい」

【
たんぽぽ組】 （一歳児）
・ 保育者や友だちと 一緒に全身を動かしてあそぶことを
楽しむ。
・ 自分で靴を脱 いだり、はこうとする。
戸<外あそび >
○散歩に行く
・バ ッタ ・コオ ロギ ・トンボを見たり触れたりする。
・友だちと手を つないで歩く。
・土手のぼりをする。 （
たんぽぽ①）
○砂場であそぶ。
・手伝 ってもら って山を作 ったり、型抜きや移し換えをす
る
○土手すべりをする。
室<内あそび >
○ホールであそぶ。
・音楽や歌に合わせて体操したり動物にな ったりして
表現あそびをする。
・フープや縄を跳んだりくぐる。
○ままごとや世話あそびをする。
○クレヨンでお絵描きをする。
○油粘土であそぶ。
○糊づけをする。
○わらべうたあそび
「
なべなべそこぬけ」

「
お つきさまえらいの」
○絵本を見る。
「
ちいさなおばけ」
「
りんごがドスーン」

【
もも組】 （
０歳児）

戸<外あそび >
○八ヶ月～十 一ヵ月児
・ベビーカーで散歩する （
バ ッタ ・コオ ロギを見る。
）
○ 一歳児
・散歩車に乗 ったり歩 いて散歩する。
（
バ ッタ ・コオ ロギを見る。・エノコログサを持 つ。
）
・砂場であそぶ。
・第二園庭の遊具で遊ぶ
室<内あそび >
○八ヶ月～十 一ヵ月児
・板の坂道を登 ったり降りたりする。
・保育者と 一緒に木製玩具であそぶ （
ノックアウトボ
ール、ボタンビーズ）
○ 一歳児
・マットの山 ・平均台で遊ぶ
・新聞紙をちぎ ってあそぶ
・積木を積み上げたり、横に並べたりする
・お絵かきをする
・音あそびをする。 （
全月齢）
（
マラカス、フレームドラム、薄布、ツリーチャイム）
○わらべうたあそび
「
はたはたぎ っちょん」
「
なべなべ」
○絵本を見る。
「
お つきさまこんばんは」
「
く つく つあるけ」

【こおろぎ】

【 ふくすけさん 】

たんぽぽ②組～１歳児～
足や手の指をつまんであそぶ指遊びです。手や
足の指を親指から順番につまみます。初めは保育
者にしてもらうことを楽しんでいた子ども達です
が、お友達に関心が出始めた最近は「してあげる」
「してもらう」に変化が見られます。指のちょっ
とした刺激もあり楽しい指遊びです。

《ぶたさんちのおつきみ》

作・絵：板橋敦子 出版社：ひさかたチャイルド

《はなちゃんのはやあるき はやあるき》
作：宇部 京子 絵：菅野 博子 出版社： 岩崎書店

お父さんと子どもたちでお月見用のすすきを取りに
行き、帰ってくると美味しそうなお団子が！みんな
でお団子パーティーが始まります。ほっぺたにお団
子を入れている姿が可愛らしいです。お団子の作り
方もかいてあるのでやってみよう！となり、家族で
お月見が楽しめる絵本です。

防災の日にちなんだこの一冊。東日本大震災であった、
実際の園での様子を元にしたものです。のんびりやのはな
ちゃんは、毎月の避難訓練でいつもおくれてしまうので、
はやあるきの練習をすることにしました。そんなある日、
突然大きな地震が起こり、
非難する様子が描かれています。
真剣な表情から、避難訓練の重要さや命を守ることの大切
さを知ることができる絵本です。

クラスで楽しんでいる絵本の紹介
もも組 『おべんとうバス』
「バスにのってくださ~い」と、お弁当の具材が次々と
バスに乗っていくこの絵本。「ハンバーグく~ん♪」と食
べ物の名前を呼んでいくのですが、その度に子どもたち
も一緒に「は~い」と手をあげる姿がとてもかわいいです
よ！読み終わると、絵本の食べ物をつかむ真似をして口
元に運び、パクッと食べる真似も楽しんでいます。

ふじ組 『しゃぼんだまとあそぼう』
子どもたちの大好きなあそびに『しゃぼん玉あそび』
があります。この本を棚に並べていると本の中の写真に
写っているしゃぼん玉作りの道具、しゃぼん玉の大きさ
に「おもしろそう」
「こういう大きいしゃぼん玉を作りた
い」と友だち同士で興味津々で見ていました。保育者が
読み聞かせの中で『しゃぼん液の作り方』や『なぜ、割
れてしまうか？』などのページを読むとさらに興味津々
でした。しゃぼん玉遊びを盛り上げるきっかけになった 1
冊です。

苦情 ・ご意見 ・ご要望 にお答え して
副園長 足達 佐恵 子
梅雨明けと同時に真夏 日が続 いた今年 の夏。
とびひで、水遊び ・プー ル遊びが出来なくて残念
な子どもさんもありましたが、それでも保護者 の皆
様 に参観 に来 ていただき、子どもたちは い つも以上
にはりき って遊んでいた姿が印象的 でした。
八月上旬 に実施 しました未満児水遊び参加 ・以上
児プー ル参観 には、お忙 しい中たくさん の保護者 の
皆様 にお いでいただきありがとうござ いました。
昨年まで実施 しておりました、ゆり、たんぽぽ①
②組 の参観を今年度 は、水遊び参加 に変更し、保護
者 の方も 一緒 に日頃 の水遊びを体験 していただきま
した。
遊びを見て頂 いた ことで、保護者 の方 の中には家
でも積極的にプー ル遊びや水遊びをされたり、子ど
も達が 一生懸命取り組む姿を褒めたり認めたりして
いただ いたことで、さらに子ども達 の意欲も増 し参
観後さらに水と仲良 しになり、出来ることが増えた
子どもさんも多く見受けられました。
八月号にもゆり ・たんぽぽ組 の保護者 の方から の
水遊び参加 の感想を 一部掲載させていただきました
が、それ以降 にも感想を いただきました。
また、さくら ・すみれ ・ふじ組 の保護者 の方 から
もプー ル参観 の感想をたくさん いただきました ので、
紹介させていただきます。

・水あそび参加、と ても楽しく過ごさせて頂きまし
た。普段は見る こと のな い行動や新 しい発見もあり
と ても貴重な体験 でした。
・園 でのび のび遊 んでいる様子が見れ
て、良か った です。
・〇◯が普段どんな遊び方をしている
のか、お友達とどんなやりとりをして
いるのか、よくわかりました。 いつも
あたたか い声かけ、楽 しい保育ありがとうござ いま
す。
・水あそび参加、楽しく遊んでいる姿が見れ て本当
に良か った です。と っても大胆にあそぶんですね。
いいことだと思 います。色 々さわ って感 じ取 ってほ
し いです。
・顔 つけは 「
たくさん練習したから できた！」とと
ても嬉しそうに言 っていました。 ワ ニ歩きも できる
ようにな ったとは驚き です。顔 つけが できた こと で
自信がも てた のかなと思 い良か った です。
・顔 つけはまだ、苦手な様子 でしたが、楽しんでプ
ー ルに入れ ている様子が見れ てよか った です。
・プー ルに顔を つけれるなんて、び っくりです。
家 では、顔 に水がかかる ことを嫌がるので ・・。
・プー ル参観ありがとうござ いました。 いろんな事
が できるようにな っていて、
成長を感 じられました。
と ても楽 しそう で、見れ て良か った です。

今後も保育参観や保育参加等を通して、子どもさ
ん の成長する姿を 一緒 に応援 していきた いと思 いま
す。
今年 の夏 は本当に暑くて、連 日水遊びやプー ル遊
びが十分出来 て喜んでいると ころですが、八月上旬、
デ イサービ スの職員から 「
裏園庭から汚泥 のような
う
匂 いがしている 何とかならな いだろ
か」と相談がありました。
相談を受けた職員がすぐに報
告すればよか った のですが、報
告を受けた のが次 の日だ ったため、
すぐに対応 できず後 で聞くと、ゆり
組 の保育参加 で来 ておられた保護者 の
方 からも、「
なんか におうね」と言う言葉があ った
ことを聞き、改めて、すぐに対応 できなか ったこと
を大変申 し訳なく思 いました。
次 の日が土曜日でしたが、動ける職員 で裏園庭 の
片付けを含め、
応急処置的な作業にはなりましたが、
実施させていただきました。
園長にも相談し、ち ょうど台風五号が接近してく
ると いう状況でした ので、 ひとまず様子を見ること
にしました。
根本的な解決にはな っていませんが、そ の後は、
匂 いは収ま ったように思 います。
今回 のことを受けて、 日ごろから水溜りや遊び の
片付け方などが十分に出来 ていなか った こと、 い つ
もと違う状況があ ったらすぐに報告をすることなど
がきちんと出来 ていなか った ことを反省 しました。
今後も何か気づかれたことがありましたら、職員
の方までお知らせ下さ い。よろしくお願 いします。

※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。

保護者会奉仕作業 「
第 二回」
《
日時》 九月二日 （
土）
午後 一時三十分～三時
《
内容》 プ ールの片付け ・園周辺の草とり

ふじ組個人懇談
《
日時》 九月四日 （
月）～十六日 （
土）
※ 詳細につきましては、すでにお配りしていますお
便りをご覧ください。

ふじ組保育参観
《
日時》 九月七日 （
木）
十時～十 一時
※ 詳細は、ホワイトボードをご覧ください。

保護者会役員会のお知らせ
《
日時》 九月十三日 （
水） 午後六時～
※ 詳細は、配布していますお便りをご覧ください。

さくら組保育参観
《
日時》 九月二十日 （
水） 十時～十 一時
※ 詳細は、ホワイトボードをご覧ください。

もも ・たんぽぽ ・ゆり組
水あそび の準備のお願い

ます。
・梶田 紗貴保育教諭 ・・・すみれ組担当
・英 瑞季保育教諭 ・・・・もも組担当

親子運動会

《
日時》 十月八日 （
日）午前九時～
《
場所》 倉吉東こども園河川敷
（
雨天…河北中学校体育館）
詳細につきましては、後日お知らせします。

来月以降の行事の予定

・もも組保育参観

《
日時》十月十六日 （
月）・十八日 水 ・二十日 （
金）
九時三十分～十 一時
・たんぽぽ①②組保育参加 ・会食
《
日時》十月二十四日 （
火）・二十七日 金
・十 一月 一日 水 ・七日 （
火）
九時三十分～十二時十五分
・さくら組保育参加 ・会食 ・クラス懇談
・お話会 ・おや つ試食会
《
日時》十 一月 一日 （
水）・二日 木
・ゆり組保育参加 ・会食
《
日時》十 一月十日 （
金）・十四日 火
・十六日 （
木）・十七日 （
金）
・たんぽぽ①②組クラス懇談 ・おや つ試食会
《
日時》十 一月十六日 （
木）・十七日 金）
十三時三十分～十六時
・ゆり組クラス懇談 ・おや つ試食会
《
日時》十 一月二十八日 （
火）・二十九日 水）
十三時三十分～十六時

)
)
(
(

プ ール納めはしましたが、暑い日は水あそび、シャ
ワーをしたいと思いますので、
水あそびカードの記入、
プ ールバ ック （
水着 ・タオル）の準備を引き続きお願
いします。

)
(

さくら ・すみれ ・ふじ組 の準備物のお願い

)
(

汗拭きタオルは九月も暑い日は使用しますので、引
き続き、用意をお願いします。週末持ち帰りです。

保護者会奉仕作業 「
第三回」
《
日時》 十月七日 （
土） 午後 一時三十分～ 三時
《
内容》 運動会準備 ・園周辺の草とり

(

※ 詳細につきましては、後日お知らせします。
※ あくまで予定ですので、変更になる場合もありま
す。

(

職員の異動

)
(

すみれ組保育参加 ・会食 ・
クラス懇談 ・お話会 ・おや つ試食会
《
日時》 九月五日 （
火）
九時三十分～十五時四十五分
《
場所》 打吹山 ・こども園
※ 詳細につきましては、すでに配布していますお便
りをご覧ください。

ふじ組の行事の変更
・運動あそび
九月五日火）→八日金）
・書道教室
九月十四日 （
木） 十三日 （
水）
に変更になります。

内科健診
《
日時》 九月六日 （
水） 午後 一時～
《
対象》 【
全 員】
《
園医》 ま つだ小児科医院 松田 隆先生

九月より、職員の異動があります。よろしくお願いし

7 月～8 月にかけてたくさんの夏野菜を食べました。
子どもたちが水やりをして育ててきた野菜もたくさん収穫でき、給食で提供したり、食育活動に利用していき
ました。食べるだけでなく、絵を描いたり、スタンプにしておもしろい形を発見したり、野菜の皮や色んな形の
夏野菜を使って色水や氷柱花にして遊びました。食材に触れることでさらに野菜に興味が出てとても良い経験に
なりました。
ゆり

いろんな花や草を入れて氷柱花を作りました。オクラを入れて作ったものもあ
り「オクラはみどりだよ～」「この花はピンクだよ」と教えてくれました。氷柱
花を見たり、触ったりしながら楽しい給食の時間になりました。

さくら
色鮮やかな氷柱野菜が完成しました。「せんせい～きれいでしょ～」
「ゴーヤとトマトととうもろこし。ここにはなすが入っとるだよ～」
とカラフルな野菜をとても嬉しそうに教えてくれました。彩りもきれ
いで涼しさを感じながら給食を食べることができました。
すみれ
畑で採れた夏野菜の絵を描いたり、ピーラーを使って野菜の皮むきをしました。
「せんせい
～じょうずにむけました」と笑顔で持ってきてくれました。また、収穫した野菜を家庭に持
ち帰りました。お家の方からも「一緒に料理をしたり、一緒に味付けしました」といった声
がたくさん届きました。子どもたちの好きな味付けも参考にさせてもらいたいと思います。
ふじ
ふじ組の部屋で育てていた緑ピーマンが赤く完熟になりました。
「給食のせんせい～赤くなったけど
食べれるか～？」「パプリカと味が違うかな～？」と質問がきました。給食にパプリカが出た日に食べ
比べをしてみました。
「赤いけどやっぱりにが～い」
「ピーマンの味がするよ」と熟してもピーマンの味
はしっかり感じられたようです。

＊レシピ紹介＊

豚と夏野菜のおろし和え（４人分）

＜材料＞
豚もも肉こま切れ １００ｇ

① 鍋にポン酢の調味料を入れ、みりんのアルコール

トマト

中２個

角切り

なす

１本

皮をむき角切り

を飛ばす。大根おろしを入れ冷やしておく。

（水に浸してあくを抜く）
オクラ

６本

ごま（炒り）

大さじ２杯

炒め油

大さじ２杯

② 豚肉をたっぷりのお湯で加熱し、冷やしておく。

ゆでて薄切り

③ なすを炒め、あら熱を取っておく。

<ポン酢>

④ 豚肉に①のおろしポン酢をからめ、なす・オク

穀物酢

２００ml

みりん

５０ｃｃ

濃口しょうゆ

５０cc

大根おろし ５０ｇ

ラ・トマト・炒りごまを加え全体を混ぜ合わせて
出来上がり！！

給食室からこんにちは
８月の食育から…
８月の食育目標は「食器を持って食べましょう」
「食器を上手に片付けましょう」でした。
親指を食器のふちに付け、残りの指で食器の底を支えると上手に持てるよ～と実際に食器を使いながら伝えて
いきました。
「先生と同じ持ち方で毎日食べれとるよ！」
「こうやって持つと持ちやすい～」などの声が聞かれま
した。食器を上手に持って食べることで背筋がまっすぐになり、口におかずが運びやすくなることや、食器を落
としにくくなることも伝えました。
3 歳以上児は食べ終わった後の食器の片付けも子どもたちでしています。食器を返すところに茶碗・汁椀・お
皿・箸をそれぞれ置き「３枚ずつだよ～」と重ね過ぎないように友だち同士で声を掛け合いながら上手に片付け
ています。
正しく食器を持ち、正しい姿勢で食事をすることで、しっかり噛むことができ食べ物をしっかり消化できるこ
とにも繋がります。日々の給食やお家での食事で気を付けていけたらいいですね。

ジャムを作ってみました♪
ゆり組の畑と以上児の畑で育てたアイコと黄色い実のイエローピコという品種のトマト、第二園庭で採れたブ
ルーベリーを使って２種類のジャムを作りました。フランスパンをトーストしジャムをぬっておやつに出しまし
た。トマトジャムを食べると「みかんの味がするよ～」「トマトじゃないみたい～」といつもとは違った風味に
驚いている子どもたちでした。どちらも程よい酸味と甘みで美味しくいただきました。

スイカを子ども達の前で切ってたべました♪
おやつ時にそれぞれのクラスで、丸ごとのスイカを子ども達の前で切り分けて食べました。

たんぽぽ組
ゆり組

９月の食育目標 「食べ終わるまで座って食べましょう」
食事の前に排泄をすませておくことや、食べ終わった後もゆっくり過ごすことなどの食事中のマナーについて
伝えていきたいと思います。楽しい食事の時間を過ごしながら正しいマナーも身につけていけたらいいですね。

月（４日・１１日）

火（５日・12 日）

水（６日・13 日）

ごはん
タンドリーチキン
なすのおろし煮
豆腐の梅サラダ
ちくわとキャベツのみそ汁

ごはん
鮭のピカタ
小松菜とパプリカのナムル
おからの炒り煮
きのこ汁

ごはん
牛肉と春雨の炒め物
わかめとタコの酢みそ和え
長芋のチーズ焼き
卵と麩のすまし汁

お茶
油揚げとねぎの焼きおにぎり

ヨーグルト
チーズスコーン

ヨーグルト
ジャムクッキー

木（7 日・14 日）

金（1 日・８日）

土（２日・９日）

ごはん
鯖のオリーブオイル焼き
ひじきとキャベツのサラダ
なすのそぼろかけ
なめこと油揚げのすまし汁

ごはん
蒸し鶏
きのこと大豆の甘辛炒め
かぼちゃの甘煮
大根のみそ汁

ヨーグルト
ハッシュドポテト

ヨーグルト
抹茶のおからケーキ

牛乳
ビスケット

月（２５日）

火（１９日・２６日）

水（２０日・２７日）

ごはん
鯵のガーリックムニエル
納豆ときゅうりの和え物
レンコンとピーマンのきんぴら
しいたけとわかめのみそ汁
ヨーグルト
梨・麩のラスク

ごはん
豚肉と卵の炒め物
ごぼうとさつま揚げの煮物
切干大根のサラダ
青菜と白ねぎのすまし汁
お茶
桜えびと塩昆布の焼きおにぎり

ごはん
赤魚の野菜あんかけ
なすのゴマみそ焼き
イカときゅうりの酢の物
かぼちゃのみそ汁
ヨーグルト
パングラタン

木（２１日・２８日）

金（１５日・２９日）

土（１６日・３０日）

昼 食

ごはん
牛肉とじゃが芋の甘辛煮
高野豆腐と小松菜のサラダ
だし巻き卵
しいたけとにらのすまし汁

ごはん
鰆のみそマヨ焼き
きんぴらごぼう
じゃこサラダ
豆腐とわかめのみそ汁

午後のおやつ

ヨーグルト
あんこパイ

ヨーグルト
ウインナーとチーズのマフィン

昼 食

午後のおやつ

昼 食

午後のおやつ

昼 食

午後のおやつ

行事 ２２日（金）
（誕生会）

昼 食

午後のおやつ

炊き込みごはん
梨ハンバーグ
春雨サラダ
海鮮チヂミ
豆腐と生麩のすまし汁
ぶどう
パンプキンプリン
のり塩ラスク

※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。

コッペパン
鶏と根菜のすまし汁
バナナ

コッペパン
卵と野菜の中華スープ
バナナ

牛乳
せんべい

