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９月の
保育から

ふじ組 （
五歳児）

《 運動遊び参観日に向けて頑張る姿！ 》

九月に入り、急に秋を感じるようになりました。プー
ルの活動で、ひと回り大きく成長した子ども達は、ホー
ルでの鬼ご っこやド ッジボールで エネ ルギ ッシ ュに体を
動かし、園庭では縄跳びで前跳び、後ろ跳び、駆け足跳
びに、中には二人跳びに挑戦する子もいます。
運動遊び参観日の相談をすると 「
ホ ッピングに頑張り
たい！」 「
竹馬がしたい！」 「
跳び箱跳べるようにな った
からお母さんに見てもら いたい」「
鉄棒 の逆上がりがもう
少しでできそう」など、子ども達から様 々な思 いや、見
てもら いたいことの声が聞かれました。
チャレンジで 『
ホ ッピング』『
竹馬』『
跳び箱』『
鉄棒』を
することに決めました。

【ホッピング】
バランスをとるのが難しく、体の重心を安定するた
めに、姿勢をまっすぐにしてジャンプする練習をし
ています
【竹馬】
足の親指、人差し指の付け根に力を入れるので、赤
くなったり皮がむけてしまったりしますが“乗れる
ようになりたい”気持ちが後押しています。体重を
前に、下を見ないで視線を少し前に向けることを意
識しながら頑張っています。

持ってあげる

後ろの柱を支えに立つ練習

自分の“やってみたいこと”
“できるようになりたこと”を目標に挑戦しています。その中で、たくさんの刺激をもら
い、時には友達同士で助け合ったり、アドバイスしあったりしながらチャレンジしています。
「…ちゃんすごい！」と
お友達に認められることは子ども達の自信へ、認めた子ども達は「私も（僕も）できるようになりたい」あこがれに、
そして意欲へとつながります。できるようになると次なる目標にチャレンジしています。
【跳び箱】
手で体を支え、体重移動をして跳び越えるので恐怖心がありま
すが、1 段ずつ高さを上げて自分の跳べる高さを決めます。

【鉄棒】
ぶら下がる、揺れる、回転するなど様々な感覚をつかみ、前回
り、足掛け回り、腕を曲げて逆上がりにも挑戦しています。
見とってよ！

運動遊び参観日まで数日になりました。色々な遊具を経験して『自分のやりたいこと』
『お家の人に見てもらいたい
こと』を決めました。何をするか決めてからは練習に頑張っている子ども達。私たちはアドバイスしたり、できるよう
になったことを共に喜びながら頑張る姿の後押しをしています。自分なりに工夫したり、友達に手伝ってもらったり『友
達と一緒の練習』が大きな励みになっています。時には「頑張ってもできない自分」と葛藤している子ども達も見られ
ますが、その思いに寄り添いながら、練習の過程を大事に見守っています。本番で頑張った練習が発揮できなくても、
それまでの子ども達の頑張ってきた過程を思い、温かい声援をお願いします。
（中森 春美）

すみれ組 （
四歳児）
《
僕も！私も！や ってみたい！
～挑戦する気持ちを大切に～》

最初はゆっくり慎重にやっていましたが、リズムよ
く進める姿もみられるようになってきました。

ケンケンパ

鉄棒
前回り、足掛け回り、足抜き回りなど
自分の目標を決めて練習をしています。

夏 のプールを通して、顔 つけやくらげ浮き、 ロケ ット泳
ぎ等、練習して出来るようにな った事で自信にな った子も
多く、色 々な事に意欲的に取り組む姿が見られるようにな
ってきました。園庭では、大好きな虫探しやご っこ遊びは
もちろん、鉄棒や長縄跳び等、色 々なあそびに興味を持ち、
全身を使 ってあそぶこと楽しんでいます。

けんけんぱ！！

怖くないよ！

ひとりで
前回りできるよ！

長縄跳び

今まで、出来なか ったことが出来るようになり、 「
先
生、出来るようにな ったよ」 「
見と ってよ」と自信を
も って練習しています。運動あそび参観日では、そう
いった子ども達 の成長 ・頑張 っている様子を見てもら
えたらと思 います。
今後も色 々な運動あそびを通して、お友達から の刺
激を受けてさらに遊びを広げられるようにし、体を動
かす心地よさや、みんなと 一緒に活動する楽しさを深
めていけたらと思 います。

ゆらゆらの小波跳びが出来るようになると、
「回して跳んでみる！」とレベル
アップ！回っている長縄に入るという難しい技に挑戦するお友達を見て、
「や
ってみようかな」と意欲を見せてくれる姿もあります。

(

長谷川 奈緒美

)

じゅんびたいそう
しますよ～
てとあし、
ぶらぶら～

「練習頑張っているから、今日は練習なしで、好きな遊びをしてもいいよ～」と河
原で遊んだ日にも、カッポンやかけっこをしている姿も多く、
「練習だからする」の
ではなく『楽しいからする』という子ども達の思いに気づかされ、この楽しいを継続
させてあげたい！と思いました。
時には「走らんでもいい？」と少し消極的な声も聞かれましたが「お家の人は参観
日に頑張ってるところが見たいじゃないかなぁ？」と声をかけると「やっぱり走る！」
と切り替える姿も。
『大好きなお家の人に見てもらえる』という事が、子ども達のや
る気に繋がっていました。
お家の人に見てもらえる参観日に向けて、一人ひとりが楽しみながら取り組み、頑
張っている姿は頼もしさでいっぱいです！そんな子ども達の力を、これからも大切に
しながら、これからの活動につなげていきたいなと思っています。
（福光 奈保美）

さくら組 （
三歳児）

(長縄を持って…)
ゴールテープだよ～
がんばれ～！！

皆で持 ってみると、上下に動かしたり揺らしたり、ジ ャ
ンプしたり…終始楽しそうな声が響 いていました。子ど
も達 の 「
こんなことできるよ」と見せてくれた動きも取
り入れながら、
皆で曲に合わせてみると、
またまた上手！
保育者 の合図を聞きながら動き、その中でも自分なりの
表現や笑顔 いっぱ いの姿からは 「
たのしい！」がたくさ
ん伝わ ってきました。

できるよ！
みててね！

《
お家 の人に見てもら いたい！
～楽しさ いっぱ いの運動遊びを～》
五月から スタートした運動遊び。 「
今日はなにする？」
と毎週楽しみにしながら活動してきました。自分自身 の
身体だけを使う遊びや、平均台や マットなどの運動器具
を使 った遊び、お友だちとの競争を取り込んだ遊び、簡
単な ルールのあるゲームの遊びなど…色 々な遊びを通し
て、身体を動かす楽しさ、面白さを感じている様子も遊
びの姿からは伝わ ってきます。
子ども達に、『
運動遊び参観』という、お家 の人に今ま
でしてきた事、頑張 ってきた事を見てもらう日がある事
を伝えると 「
や った～！」と嬉しそう。 「
見てもらう？」
と聞くと 「
みてもらう！」とやる気満 々！そこから少し
ず つ、参観日に向けての活動も取り入れていくようにし
ました。
【
元気がいちばんいっとうしょう体操】
皆ですると、真似 っこが楽しい子ども達、保育者 の動
きを見よう見まねで動き、初めてしたとは思えな い程 の
上手さと、笑顔 いっぱ いの楽しそうな姿に驚かされまし
た。
【
かけ っこ】
もともと走る事が大好きな子ども達な ので、自分 の番
を今か今かと待ち、順番がくると 一生懸命に走 っていま
す。
【
ミ ニサーキ ット】
今まで子ども達が経験してきた色 々な動きを取り入れ
た コー スで、どれも 一生懸命で楽しそうです。「
みといて
よ」とできる事が嬉しくて、何度も挑戦したり、「
次はこ
っち」と違う コー スにも挑戦したりと、意欲的です。
【
バルーン】
初めて見た時には「
うわぁ～！」
と布 の大きさに驚き、

あっちまで
きょうそうだよ

ゆり組 （
二歳児）

先生やってみるね！
見といてよ～

ぶら～ん、
まわるよ～

ぴょんぴょん！
ジャンプ～

鉄棒では、ぶら下がると地面に足がつかないように足を曲げたり、足を上
にあげて鉄棒タッチ等していました。なかには、足抜き回りが出来るよう
になった子どももいます。平均台に 1 人で乗り、腕を広げてバランスをと
って、横歩きで渡ったり、追歩や順歩で進む子どももいました。

この年齢は、跳んだり、ぶら下が ったり、バランスをと ったりと、より 一層運
動機能が発達していく時期です。動きを身に付けていくことで、物を持 ったり、
使 ったりする時 の力 のコント ロー ルがしやすくなり、普段 の生活で使う動きや、
身を守る為 の動きを身に付けやすくなります。
今 のゆり組 の子ども達は、第二園庭で友達や保育者とし っぽとりをして沢山走
ったり、平均台 の上でバランスをとりながら歩 いたり、跳び箱からジ ャンプをし
たりと、色 々な体を使 った遊びを楽しんでいます。
これからも、子ども達と色 々な運動遊びを経験し、保育者も 一緒に遊びを楽し
んでいきたいと思 います。
（
山根 健矢）

落ちないように、
おっとっと～

《
体を使 って遊ぼう！
～運動遊びの様子から～》

むずかしいなぁ～
当たるかな？

夏 の水遊びを経験し、より 一層体力が ついてきた子ども達。遊び
の幅も広がり、出来る事が増えてきました。今回は、体を使 って遊
んでいる子ども達 の様子をお伝えします。

的当てあそび

いくよ～３，２，１
それ～！

ボールがペットボトルの的に当たるまで、繰り返し挑戦する子ども達。その様
子を見て「やってみたい！」と興味を持ったり、友だちが遊んでいる様子を見
にいき、当たった時には「当たったね！」と一緒に喜んだりしていました。

コーナーあそび

たんぽぽ①組 （一歳児）
《
もぐもぐ、ごくごく、おいしいね
～食事 の様子から～》

日中は、暑さが残りますが、朝晩は涼しくなり、秋の
訪れを感じます。食欲 の秋となり、少し苦手な物も食べ
てみようとする姿も出てきたり、完食して 「
ピカピカ」
と嬉しそうに空 のお皿やお椀を見せてくれたりしていま
す。

【食事の様子】
お汁はスプーンですくうの
ではなく茶碗を持って飲ん
でいます。具材をスプーンで
すくって食べるのが上手に
なりました。

ピカピカ

おかわり
ちょうだい

【
スプーンあそびの様子】
あそびの中で楽しみながら持ち方
の練習をしています。「
カ エルさんお
腹す いただ って」と言うとたくさん
食べさせてくれます。

好きな物だけをより分ける為に、 ついつい手づかみに
な ってしまう姿もありますが、「
○○ちゃんのスプーンは
どこかな？」と言うと意識してスプーンを使おうとして
います。 スプーンの持ち方は下持ちが、理想ですが、ま
ずは、 スプーンを使 って食べる事をお家でも意識して頂
けたらと思 います。そして、上持ち のお子さんは、時 々、
下持ちに持ち替えてみて下さ い。また、お家での様子を
聞かせてもら い、
園と連携を取 っていけたらと思 います。
（
徳田 裕子）

スプーンあそびの
道具です

たんぽぽ②組 （一歳児）

サイクリング ロードでは、大きな川に興味を
持 ったり、川の向こう の側 の土手を走る車を
見たりして景色を楽しんでいます。また、虫
や草花に触れるのも楽しみの 一つです。

風が気持ち いいね

木の枝でお絵描きも
楽しめます

南側 の散歩 コー スでは、おなじみの
空き地で新たな発見をした子ども
たちです

英( 瑞季

散歩中、目の前 の面白そうなものを見 つけてたくさん
寄り道をしています。大人には当たり前 の光景も、子ど
もたちにと っては 一つ 一つが新鮮で面白 い発見です。子
どもたち の気づきを見逃さず、保育者も 一緒にな って、
自然との出会 いの喜びを共感する関わりを大事にしてい
ます。

フ ェンスに巻 かれ
た ツ ルを引 っ張 っ
ているところです

登って遊んでいた砂山が大きく
削られているのに気が付き、自分
でも石で掘ってみようとしてい
ます。

《
見 つけたよ
～秋の戸外遊びを通して～》

あ～

“つるぼ”というピンク色
の背の高い花を見つけて、
マイクに見立てて遊んでい
るところです

暑か った夏も終わり、気温の変化に体調を崩される子
どもさんも多か ったですが、水遊びが終わり、晴れた日
には再び散歩に出かけるようにな ったので、その様子を
紹介します。
夏 の遊びを経て、体力が ついてきた子どもたち。足腰
もし っかりしてきて、お散歩車も必要なくなりました。
皆で歩 いて散歩に出かけています。そんな中で、自然と
出会 い、
自然に触れてたくさんの発見を楽しんでいます。

よいしょ
よいしょ

土手を登ってサイクリングロ
ードに行きました。
手をつくのが嫌な姿もありま
すが、自分の力で登ろうとす
る子どもたちです。

)

もも組（０歳児）
《モグモグ ゴックン おいしいな！》
日中はまだまだ暑さが残っていますが、水遊びが終わり、久しぶりに散歩に出かけたり、体をたくさん動かしたりと元
気いっぱいの子どもたち。たくさん遊んだ後は、みんなが大好きな食事の時間♪
今月は食事の様子をお届けします。
保育者と子どもが目を合わせ、ゆったりとした空間の
中、
「ゴックンゴックンおいしいね～」と言葉をかけなが
ら、授乳をしています。

スプーンを水平に下唇にのせると、
上唇で食べ物を取り
込みます。舌と顎と唇の動きを見ながら、
「モグモグ、ゴ
ックン」と言葉をかけ、ゆっくりよく噛んで、飲み込める
ように、丁寧に関わっています。

おいしいね

モグモグ
ゴックン

保育者も一緒にお汁椀に手を添えながら飲み方を伝えてい
ます。自分で飲む際に、お汁椀を傾けすぎてしまうこともある
ので、様子をみながら、適量を口に含めるように関わっていま
す。また、自分から持って飲もうとする姿も大切にしています。

自分が食べたいものを上手につまんで口に運ぶ姿も見られま
す。しかし、美味しくてついつい口に多く含んでしまうことも。
1 口皿に 1 口分の量を置き、
1 度に食べる量を知らせながら関わ
っています。
つまんで、つまんで～

ゴクゴク

ぱくっ

少しずつ身についてきている姿も！

自分でスプーンを持って食べたい！という意欲的な姿
も見られます。初めは、上手持ちで食べている子が多いで
すが、上手持ちが定着してくると、下手持ちへなかなか移
行できないことも。様子を見ながら、手を添えて「こうし
て持ってみるといいよ」と下手持ちを伝えているところで
す。少しずつ身についてきて上手に掬って食べる姿も見ら
れますよ。

食前食後の挨拶や片付けも少しずつ身についてきてい
ます。おしぼりで手や口を拭き終わると、自分から手をパ
ッチンと合わせる子も見られますよ。食後には、
「椅子、
入れようね～」
「お洗濯お願いします！」等の言葉かけを
聞き、椅子をギューッと机の中に入れたり、おしぼりやエ
プロンをバケツの中に入れることを覚えてきた子もいま
す。
おてて、ぱっちん

いれて
いれて～

様々な月齢の子がおり、食事の形態や食べるペースもそれぞれです。ミルク、離乳食、完了食、幼児食と段階を踏んでいく中
で、子どもの今の姿を丁寧に見ていきながら、
「カミカミ、モグモグ、おいしいね」
「掬って掬ってが上手だね」等の言葉かけや、
食べている時や飲んでいる時の表情等から美味しさを一緒に共感していくことを大切に、日々関わっていきたいと思います。ま
た、1 歳前後になってくると、食の好みも出てくる時期でもあります。今まで食べていたものも突然食べなくなることがありま
すが、無理強いはせず、楽しく食事ができるように、個々のペースや食べる意欲を大切に関わっていきたいと思います。
（岡田 彩佳）

9 月は気温もちょうどよく、外遊びの時間も園庭や河原でたくさん遊び、運動あそび参観日
にむけての練習も頑張っていました。
体をしっかり動かした子どもたちは空腹感もしっかり感じており、給食の時間に園に戻って
きた時は「お腹すいた～！」「きょうはおかわりしたい！！」と食事への意欲いっぱいです。
9 月の食育目標は 「食べ終わるまで座って待ちましょう」 でした。
春、夏を経て、給食の時間のマナーが着実に身についている子どもたち。身に
ついてきた今だからこそ、再度マナーについて話をしました。
給食の時間に立ってしまうのはどんな時かな？と子どもたちと一緒に考えて
みました。
●

一つ目は【トイレに行きたい時】

いただきますのあいさつの前には排泄を済ます習慣が身についており、食事の途中でトイレに
立つ事も減ってきました。また、ふじ組の子どもたちからは、
「行きたくなっても、ごちそうさ
ましてからいくといいだん」という声も。少しずつマナーのことを考えられるようになってい
る事にうれしく思いました。
●

二つ目に【箸やフォークを落としてしまった時】

箸やフォークを落としてしまったときは
“どうして落としてしまったのかな？”を
考えてみて欲しい事を話しました。
・椅子の座り方はどうだったかな？
・正しい持ち方は出来てるかな？
・食事に対してまっすぐ体を向けれてるかな？
この 3 つを意識して食事をしてほしいことを伝えました。
●

三つ目に【早く食べ終わっても自分の席に座って待つ事】

いただきます→もぐもぐタイム→おかわり→ごちそうさま

と給食の時間は流れますが、食事

にかかる時間は個人差がまだあります。最近では早く食べ終わった子も離席することなく席に
座って待てる姿が見られます。ただ、この時間はお友達とのおしゃべりも楽しい時間♪
おしゃべりの声の大きさはどうかな？大きな声でしゃべるとどうなるかな？と子どもたちと考
えてみると「まだ食べとる人がおるけんいけん」
「つばがたくさん飛ぶよ」と、周りのことを考
えてくれる気持ちがよく分かりました。
毎日の給食の時間にマナーを繰り返し身につけ、子どもたちの良い姿、自分の事だけでなく
周りのお友達のことも考えられる姿を大事にして見守っていきたいと思います。

【土曜日おやつの変更のお知らせ】
未満児午前・午後おやつ、以上児午後おやつに牛乳を提供しておりましたが、10 月よりヨー
グルトに変更します。せんべいは今まで通り市販のせんべいの提供となります。

ぱんだ ・ぞう ・きりんルーム
ねらい
◎気温の変化や運動量に応じて、健康で快適に生活できる
ようにする。
○水分補給をする。
○休息をとる。
○手洗 い ・うがいをする。
○薄着ですごす
○汗 の始末 ・衣服調節 ・着替えをする。
○汚れ物の始末をする。
◎わらべうた
・あのはしがおちるまえに ・ゆうびんやさん
・だるまさんがころんだ

【
ふ じ組】 （
五歳児）
《
食 育》
〇野菜 の皮むきをする。
○さ つまいもを収穫する。
《
文字 ・数あそび》
○ひらがなカードを読む。
・言葉あ つめやしりとりをする。
・ひらがなカードを使 って、二～三文字 の単語を作る。
○鉛筆で文字を書 いたり、迷路をする。
○数字を読む。
・出席人数や欠席人数を教える。
《
運動あそび》
○竹馬に乗る。
・バランスをとりながら、自分で進む。
・段差を越えながら進む。
○縄跳び （
短縄）

《
食 育》
○食べ物に興味をも つ
・さ つまいもを収穫する
・野菜 の皮むきをする
・食材の栄養を知り、自分の体に興味をも つ
《
文字 ・数あそび》
○ひらがなカードを読む
・言葉あ つめをする。
・自分の名前 の文字に興味を持 つ
・ひらがなカードを使 ったカルタをする
○数字を読む。
・数字 の歌をうたい、形に興味を持 つ。
・数を数える。
《
運動あそび》
○鉄棒
・前回り、足かけ回り、足抜き回り
・逆上がり
○ マット
・連続前転をする

【
すみれ組】 （
四歳児）

・連続して前跳びをする。
・駆け足跳びをする。
○ホッピング
・自分でバランスをとりながら乗る
○鉄棒
・逆上がりをする
《
ちび っこ探検隊》
・打吹山や臨海公園にいる生き物を観察したり、木の実 の
種類を知る。
・秋の鳴く虫の種類を知り、観察する。
・秋の草花 の観察をする。
《
季節 の歌》
・やきいもグーチーパー
・山の音楽家

《
食育》
○食べ物に興味を持 つ
・赤黄緑の食材を知る
《
言葉》
○ひらがなカードであそぶ
・しりとりあそび
《
運動あそび》
○短距離走
・変則的な姿勢からの短距離走
・いろいろな動作と組み合わされた短距離走
○長繩
・小波を走りながら跳び越す
○ マット
・補助前転
・横転
○ギャロップをする
○鉄棒
・補助されながら腕を伸ばして鉄棒
に乗る

【
さくら組】 （
三歳児）

○長縄
・大波小波
・縄が回 っている所に入り跳ぶ
○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》
・打吹山にいる生き物や自然物を見 つけ観察する
・どんぐり ・しいの実などの木の実 の種類を知る。
・バ ッタ ・コオ ロギなどの秋の虫の種類を知る。
《
季節 の歌》
・どんぐりころころ
・やきいもグーチーパー

《
戸外あそび》
○簡単なルールのあるあそびをする
・転がしド ッジボール
○バ ッタ ・コオ ロギなどを観察し、図鑑で見る。
《
室内遊び》
○ご っこあそびをする。
・買い物ご っこなど
○工作
・食べ物やお金など、ご っこ遊びに使うものを作る
《
季節 の歌》
・ま つぼ っくり ・どんぐりころころ
○ご っこあそびをする。
)

「
どんぐりころちゃん」
○絵本を見る。
よーいどん
さ つまのおいも

｣

｣

《
戸外あそび》
○二カ月～九カ月児 ・一歳児
・散歩に行く。
（
コスモス、トンボを見る。落ち葉に触れる。
）
・第二園庭の遊具で遊んだり、ボール遊びをする
・砂場遊びをする
《
室内あそび》
・音あそびをする （
全月齢）
（
フレームドラム、薄布、シンバル）
◯二カ月～五カ月児
・音 の出るおもちゃで遊ぶ
○九カ月児
・カラーで斜面を登 ったり下りたりする
・ビ ニールトンネ ルであそぶ
・感触 マットで遊ぶ
○ 一歳児
・跳び箱 の山を登り降りする。
・保育者と 一緒に木製玩具であそぶ。
（
トレインカースロープ ・パズ ルボ ックス）
・シール貼りをする。
・お絵描きをする。
○わらべうたあそび
「
どんぐりころちゃん」
「
とんぼ」
○絵本を見る。
「
くだもの」
「
どんぐりころちゃん」

もも組 （
０歳児）

｢｢

《
戸外あそび》
○散歩に行く
・バ ッタ ・コオ ロギ ・とんぼなどを見たり触れたりする。
・土手すべりをする。
・友だちと手を つないで歩く。
○砂場であそぶ
・ま つぼ っくりや落ち葉など季節 の植物を使 ってままごと
をする。
《
室内あそび》
○ホールであそぶ。
・平均台 の上を補助されて歩く。
・斜めのはしごを登る。 （
たん①）
・ボールを使 ってあそぶ。
・鉄棒を握 ってぶら下がる
○ご っこあそびをする。
・ままごと、お風呂ご っこ、お弁当ご っこ、郵便屋さん
ご っこ
○わらべうたあそび
「
こどもとこどもが」

・嫌 いな物でも少しず つ食べる。
・歩く ・登る ・すべるなど全身を動かしてあそぶ。

たんぽぽ組 （一歳児）

○お絵描きをする。
・クレヨンで自由画を描く
○わらべうたあそび
「
おてらのおしょうさんが」
「
あずきちょまめちょ」
○絵本を見る。
「
えんそくバス」
「
よーい、どん！」

買い物ご っこ ・お掃除ご っこ ・お化粧ご っこなど

(

ゆり組 （
二歳児）
・うがいの仕方を知り、戸外から帰 ってきたら自分で手
洗 い、うがいをしようとする。
・秋の自然に触れながら散歩をしたり思いっきり体を動
かしてあそぶことを楽しむ。
《
食 育》
・栗のイガを見たり触れたりする
《
戸外あそび》
○散歩に行く。
・遠出の散歩をする。 （
石碑 ・消防署等）
・草花 ・落ち葉 ・木の実などを摘んだり拾 ったりする。
・トンボ ・バッタ ・コオ ロギなどを見たり触れたりする。
○砂場であそぶ。
・草花 ・木の実 ・葉 っぱなどでやりとりしながらままごと
あそびを楽しむ。
○園庭の大型遊具であそぶ。 （
滑り台 ・鉄棒等）
○河川敷であそぶ。
・ボールあそび。
《
室内あそび》
○ホールであそぶ。
・跳び箱 ・マット ・平均台などを組み合わせて運動あそび
をする。

苦情 ・ご意見 ・ご要望にお答えして
園長 足達 佐恵子
寒暖 の差が大きく、体調管理が難しい時期です。
コロナ対策ばかりに注目していたところ、近隣 の園で
はＲＳウイルスが大流行でした。当園にはまだ入 ってき
てな い状況で安心していましたが、やはりジワジワと感
染が広がり、 一時期クラスの半数が感染するという状況
にな ってしまいました。
朝 の受け入れ時には、少し咳が出る程度だ った子ども
さんが、急に発熱し保護者 の皆さまに連絡をさせていた
だくことが何度もありました。
その際、どなたに連絡をさせていただくかは、事前に
教えていただ いていたり、その日の状況で 「
今日は、○
○に連絡をしてくださ い」と具体的に教えていただく場
合もあります。
中には、出勤してから園から電話をいただ
く方が迎えに行きやす いので、何かあ ったら
電話をくださ いと言われる保護者もあります。
保護者によ って状況は様 々ですが、保護者 の皆さまに
合わせて連絡を取らせていただ いていますが、仕事 の状
況によ ってすぐにお迎えに来ていただけな い場合もあり
ました。
お迎えに来られる間、その子どもさんの年齢に合わせ
て対応はさせていただ いていますが、子どもさんの年齢
が低ければ低 いほど自分で 「
しんどい」と言えな い姿や
急変しやす い状況があります。
毎日元気で過ごしてくれるのが、保護者にと っても私
たち保育者にと っても 一番の願いです。

保護者 のお迎えが難しい場合は、祖父母さんなど頼め
る方に事前にお願いするなどしておくと、大変心強 いで
す。子育 ては、保護者を中心にしながらも様 々な人に助
けてもらうと、安心ですね。
新型 コロナ感染症は、鳥取県をはじめ全国的に感染者
が減少傾向にな っていますが、これから気温が低くなる
に つれ第六波が来るのではと、心配 の声を聴きます。
また、インフルエンザも当園においては昨年度は 一人
も感染者が出ませんでした。
しかし、今年度は流行 の兆しがあるとテレビのニュー
スで聞きました。園は集団生活です。予防にも力は入れ
ていますが、やはり感染 のリスクは高 いのが現状です。
今 一度ご家族などに協力が得られるようにしておいてい
ただけると安心です。よろしくお願いします。
今月号 「
お知らせ」にも、園 の発熱時 への対応を改め
て掲載させていただ いています ので、読んでおいてくだ
さ い。

【
密集 ・密閉 ・密接】

そして、どんな感染症に関しても、手洗 い ・うがい ・
消毒は効果があります。
加えて生活リズムを整えること、
し っかり食べて栄養を取り、身体を動かしてぐ っすり寝
ることが 一番 の予防ですね。
プラス、コロナ対応も引き続きよろしくお願いします。

三密を避ける
マスク着用
手指消毒

早くマスクをしなくても良い生活がきますように

九月に年長ふじ組は、個人懇談を実施しました。就学
に向けあと半年 の今 の時期 の子どもさんの様子を、家庭
と共通理解し、子ども達が安心して落ち着 いた生活や遊
びが楽しめ、就学に期待をも って過ごせるようにしてい
きたいと日々努力をしていますが、十分な対応が出来て
いな い状況もあります。

また、年長ふじ組だけでなく他 のクラスでも、随時保
護者 の希望や園の希望で懇談を実施しています。懇談と
言う形にとらわれず、日々の送迎時 のちょ っと
した時間や ノート等でも連携が取れるようにし
ています。子ども達 のエピソードや困 っている
事悩んでいる事等 々、
職員に声をかけて下さ い。

大人もそうですが、子ども達はちょ っとした環境 の変
化に敏感で様 々な姿を出します。その姿に ついつい、 一
喜 一憂してしまいますが、先ずは子どもの気持ちを丁寧
に聞 いて、時には励ましたり時には後押ししたりしなが
ら、少しず つ成長 のお手伝 いが出来たらと思 います。

幸 い現在新型 コロナ感染症が、鳥取県では発生してい
な い状況が続 いています。
保育室前までは入室可能です。
今まで玄関対応で、園側から の 一方的な声掛けが多か
ったように思 いますが、
気軽に声をかけていただけたら、
嬉しく思 います。

九月三十日のさくら組 の運動あそび参観をはじめ、三
歳未満児クラスでも後半の参観実施 の予定をしています。
前半はリモート参観で、それはそれで日常 の子ども達 の
姿を、ありのまま見ていただけ好評でした。後半は生 の
子ども達 の姿が見ていただけることを楽しみにしていま
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。

◎ 内科健診
《
日 時》十月 一日 （
金）午後 一
時～
《
対 象》全園児
《
園 医》まつだ小児科医院 松田 隆先生

十三時半～十五時

十三時半～十五時

※欠席等で受診できなか った場合は、個別に受診をお願
いすることになりますので、できるだけ休まれないよ
うにしてください。

◎ 奉仕作業の案内
● 〈
日 時〉十月 一日 （
金）
〈
内 容〉河川敷の草取り
● 〈
日 時〉十月四日 （
月）
〈
内 容〉河川敷の草取り

※この日にお願いする保護者の方には事前にお知らせし
ますのでよろしくお願いします。
※コロナウイルス感染症の状況によ っては中止とさせて
いただきます。

《
場所》
晴れ ・・・河川敷
《
参加人数》 晴れ ・・・二人
※詳細は、すでに配布しております
文書をご覧ください。

◎ ふじ ・すみれ組園外保育 （
探検隊）

十月十九日 （
火）
十月十二日 （
火）
十月十四日 （
木）

◎ さくら組園外保育

《
ふ じ組 日時》
《
すみれ組 日時》
《
さくら組 日時》
《
場 所》
ふ じ 羽合臨海公園
すみれ 羽合臨海公園

さくら 湯梨浜町南谷公園
〔
雨天…園内あそび〕
※
※
※
※

ふじ組・
すみれ組・
さくら組とも持ち物は同じです。
忘れ物がないようにしましょう。
持ち物には必ず名前を記入して持たせてください。
八時四十分までに登園してください。
すみれ組 ふじ組の探検隊は園外保育と合わせて実
施します。雨天の場合、お弁当は園で食べます。
《
持ち物》弁当 ・敷物 ・水筒 ・はし ・
おしぼり ・ナイロン袋 ・リ ュックサ ック
《
服 装》カラー帽

･

十月 五日 （
火）十時～十 一
時

◎ 運動あそび参観日 （
ふじ ・すみれ組）
《
日時》
ふじ組

すみれ組 十月 八日 （
金）十時～十 一
時

◎ さくら組保育参観

《
日時》十月 二十七日 （
水）

◎ 保護者会費の後期分の集金のお知らせ

十月二十六日（
火）の保護者負担金等口座引落し日に、
保護者会費後期分の集金をさせていただきますので、よ
ろしくお願いいたします。

◎ 共同募金

十月 一日より、赤い羽根共同募金が始まります。
共同募金のチラシ ・説明文書 ・募金用封筒 （
中に赤い
羽根シールを入れています）を、園便りと共に配布して
おります。
皆様のご協力よろしくお願いします。

◎ 園からのメールの 「
開封確認機能」

について

本園から保護者の皆様に、「
保育に関する連絡事項やお

知らせ」等を、メールにてご案内をしておりますが、令

和三年九月六日から、メールが確実に送信され、開封さ

れたかどうかの確認を園の方で行うことと致しました。

「
開封確認」は、これまでのメール受信と同じように、

保護者の方がメールを開封されるだけで、特に新たな操

作は必要ありません。 ただし、携帯の機種

によ っては、メールの受信において以下の

二点が表示される場合があります。

① 本園から送信しましたメール本文内に、
文書管理
用の画像が表示される場合があります。
こちらをクリ
② また、更に開封確認のため青文字で 「
ックしてください」と表示される場合があります。

① に関しては最初の案内メールで 一度表示の問合わ
せがありますので、「
はい」のボタンをクリックして
ください。一度この作業をすれば、
今後の「
問い合
わせ」はありません。
② に関しては毎回クリックが必要です。
メールソフト
の変更により修正は可能です。

l
i
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m
( G

例えば、
ドコモメールをお使いの場合、これを

)

・24時間以内に 38℃以上の熱が出ていた。

・元気がなく機嫌が悪い。
・咳で眠れず目覚める。
・排尿回数がいつもより減っている。
・食欲なく水分がとれない。
※熱性けいれんの既往児は医師の指示に従う。
・朝から37.5℃を超えた熱とともに元気がなく機
嫌が悪い。
・食欲がなく朝食、水分が摂れていない。
・24時間以内に解熱剤を使用している。

38℃以上の発熱がある
（園では37.5以上で連絡します）
発熱期間と同日の回復期間が必要

こちらをクリックして
に変更すると青文字の「
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保育中に保護者への連絡が望ましい場合
登園を控えるのが望ましい場合

ください」は表示されなくなります。
園からのメール配信は本園にとりましても、保護者の
皆様におかれましても重要なお知らせ内容が多いために
開封については必ず、お読みいただき、開封確認のご協
力をお願いいたします。

◎ 発熱時の登園基準について
令和二年四月十六日発行の 「
当園における新型コロナ
ウイルス感染症の県内発生期における対応について」に
て発熱等の新型コロナウイルス様の症状が出た場合は解
熱後 時間以上が経過し呼吸器症状が改善傾向となる
まで登園をできるだけ控えていただくようお願いしてお
ります。現在もその対応は変わ っておりませんが、保護
者の方からの問い合わせ等がよくありますので、入園の
しおりＰ
「
保育所における感染症対策ガイドライン」
に基づき、改めてお知らせさせていただきます。

２４

※発熱時の体温は、あくまでもめやすになります。個々の平熱に応じて個別に判断をさせてもらいます。
※受診をされた場合は医師の指示に従います。
※０～１歳の乳幼児は体温調節機能が未熟なため、体温が簡単に上昇しやすいため、外気温や室温、湿度、
厚着、水分不足等による影響を整え様子をみる場合があります。

◎ 職員の異動

十月六日 （
水）より、職員の異動があります。
よろしくお願いします。
・中森 春美保育教諭
・・・ふじ組から、もも組担当へ

月（４日・１１日）

火（５日・１２日）

水（６日・１３日）

ごはん
鯖の煮つけ
青菜と平天の炒め物
もやしのナムル
大根のすまし汁

ごはん
鶏肉のポン酢和え
筑前煮
大根の酢の物
豆腐と白ネギのすまし汁

ごはん
鮭のマヨネーズ焼き
ビーフン炒め
小松菜のごま和え
さつま芋のみそ汁

お茶
柿・せんべい

ヨーグルト
抹茶シュガーラスク

ヨーグルト
おじゃが焼き

木（７日・１４日）

金（１日・８日）

土（２日・９日・１６日）

ごはん
さんまの塩焼き
切干大根の煮物
白菜のおかか和え
麩のすまし汁

ごはん
牛肉ときのこのカレー炒め
かぼちゃのソテー
キャベツとツナのサラダ
青菜と油揚げのみそ汁

お茶
ひじきと豚肉のおにぎり

ヨーグルト
ココア蒸しパン

ヨーグルト
せんべい

月（１８・２５日）

火（１９日・２６日）

水（２０日・２７日）

ごはん
豚肉とにらの炒め物
大根と油揚げの煮物
青菜のごま和え
きのこのみそ汁
お茶
ふかし芋

ごはん
さんまのかば焼き
ジャーマンポテト
キャベツとじゃこのサラダ
大根とわかめのすまし汁
ヨーグルト
黒豆せんべい・チーズ

ごはん
鶏肉のクリーム煮
白菜とシーチキンの煮物
春雨サラダ
卵と麩のすまし汁
ヨーグルト
ベーコンとチーズの春巻き

木（２１日・２８日）

金（２２日・２９日）

土（２３日・３０日）

昼 食

ごはん
鯖のみそ煮
ごぼうのごまがらめ
白菜のおひたし
里芋のみそ汁

ごはん
鶏むね肉のソテー
ひじきと平天の煮物
切干大根のサラダ
豆腐と白菜のすまし汁

コッペパン
豚汁
果物（バナナ）

午後のおやつ

お茶
わかめおにぎり

ヨーグルト
ピザトースト

ヨーグルト
せんべい

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
昼 食

午後のおやつ

コッペパン
白菜と鶏肉のスープ
果物（バナナ）

１５日（金）誕生会
味噌ラーメン
豚肉のかりん揚げ
白菜とひじきのサラダ
果物（柿）
ミルクティー
スイートポテトパイ

※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。
【変更のお知らせ】
未満児の午前中のおやつは牛乳とせんべいでしたが、10 月よりヨーグルトに変更します。

