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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・ディベルティメント・ピアノコンチェルト
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17 金 音あそび（ゆり組）
18 土
19 日 今週の音楽♪●チャイコフスキー・くるみ割り人形より
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24 金 誕生会 園だより発行
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ぱんだ ・ぞう ・きりんルーム

わかりました！
しょうしょうおまちください
いらっしゃいませー！
どれがいいですかー？

どのお店も大人気！
行列ができて店員さ
んも大忙しでした！
はい
いかせてもらいます

お客さんがたくさん来て忙しそうな小さな店員さんに、
「
早くして」と急かすことなくじ っと待 ってあげたり、「
ジ
ュースのカ ップが２個重な っとるよ」と優しく教えてあげ
たりするお友だち の姿がありました。他にも、「
ト ッピング
手伝 ってあげようか？これをのせれば いい？」とお手伝 い
をしてあげる場面も。お金がなくな って困 っていたお客さ
んにも商品をあげるなど、 「
とにかくお店屋さんが楽しい
」というさくらさんの思いも伝わ ってきました。お店屋
さんが閉店すると、「
ごちそうさま！おいしか ったよ！」「
楽
しか ったよ！」という声が次 々と飛び出していましたよ。
言葉や物のやりとりをしながら異年齢で 一緒に遊ぶなか
で、刺激にな ったり、お互いを思いやる気持ちが育 ってい
けるように見守 っていきたいと思います。
長(谷川 奈緒美 )

ふじ組 （
五歳児）

《
就学に向けて

～春には小学生 ・早寝早起き朝ごはん～》

就学まで半年を切りました。就学前健診もあり、「
ぼく
は、○○小学校に行くだよ！」「
小学校までの道をお母さ
んと歩 いたよ」と、来年には 〝
小学生〟という意識を、
子ども達も持ち始めているのを感じます。
園でも、就学を見据えた取り組みとして、西郷小学校
に行き、小学生との交流を楽しみました

こうやって
つくるんだよ

なるほど

やったー！
やきにく
たべよう！
メロンジュース
１こください

《
お店屋さんご っこをしたよ》

おみせやさんに
きてください！

登園後や延長保育での園庭遊び、そしてルーム活動を通して、
少しず つ異年齢でのやりとりが増えてきている子ども達。そんな
中、さくら組のお友だちからお店屋さんに来てくださいとお誘い
があ ったので、すみれ組とふじ組のみんなで行かせてもらいまし
た。その時 の様子をご紹介します。
さくら組さん達が、手書きの招待状を持ってお誘いに来てくれま
した。お店屋さんに行くにはお金が必要！という事で、お財布と
お金を用意。
「お財布つくったけな！」
「楽しみにしとるよ！」と
さくら組さんに知らせるなど、招待された方も始まる前からわく
わくしていました。

みんなの前で堂 々と司会をしたり、発表をする小学生。
決まりよく話を聞く姿勢。優しく教えてくれる姿等、子
ども達自身も感じることが多か ったのではないでしょう
か。
また、十 一月から火曜 ・
木曜はお昼寝がなくなり、少し
ず つお昼寝中止に向けて慣れていくようにしています。

逃げろ～

（
松井 詩織）

〇の数に合わせてシールを選んで貼 っています。
〇がたくさん ついた子は「
九時までにお布団に入 ったよ。
そしたら六時半には起きれた」等、みんなの前で〇にな
る為 のコツを発表してくれました。
早寝 ・早起き ・朝ごはんは、体 の状態を整え健康に生
活し、健やかに成長していくためにも必要です。
園からのお昼寝がなくなり、「
帰 ってから、イライラして
大変でした…」等 の、声を聞かせていただくこともあり
ました。
睡眠は子ども達 の姿にも直結に繋が ってきますよね。
お昼寝がなくな った分、よりお家からも 「
早寝 ・
早起き ・
朝ごはん」を意識してもらえたらと思います。来年はい
よいよ小学生です。小学校生活 へ向け、良 い習慣を身に
つけ、準備していきたいと思います。

すみれ組 （
四歳児）
《
友だちと 一緒に遊びたい！》

朝夕 の寒さが増し、冬 の訪れを
感じる季節になりました。
以前に比べ、友だちの存在が大
きくなり、仲間意識が芽生えてき
ているすみれ組の子ども達。友だ
ち同士で集ま って、一緒に遊ぶこ
とを楽 しむ姿が多く見られるよ
うにな ってきました。

行くよ～

じゃんけんホイ！

友だちと一緒にあそぶ中で、子ども達
は友だちと気持ちを同じくしてあそぶ
ことを楽しんでいますが、友だちとの関
わりが増えた分、トラブルになる場面も
多くなりました。勝敗があるものは悔し
さから涙が出たり、ルールを守らないこ
とや意見の食い違いから喧嘩になった
り、カッとなり言葉よりも先に手や足が
出てしまうこともあります。
子ども達は喧嘩を通して、自分の思い
ばかりは通らないこと、友だちを思いや
る気持ち、自分の気持ちに折り合いをつ
けていく方法など沢山のことを学んで
いるところです。

＜転がしドッジボール＞

鬼が来た～！

30分は体を休める
時間だよ

保
お昼寝なしに伴 い、夏に実施していた 『
早寝早起き朝
ごはんカード』を今月再開し、各家庭で取り組んでいた
だいています。
園では毎週木曜日に、カードの〇の数を自分で数え、
振り返りをしています。

1・2・3…

まて～！

＜鬼ごっこ＞

机で体を休めます

ように声をかけています。
箸を使うようにな

った時、
椅子から落ちたら目や鼻に刺さる恐

れがあるため、正座・立膝、後ろを向くなど

の座り方は今から直して、
落ち着いた食事が
できるようにしていきたいと思います。

2 人とも、がんば
れ～！

この時期、集団あそびは友だちとの関係を築 いたり、
深めていくとても大切なあそびです。こども園では、子
ども達が友だちと 一緒にあそぶ中で経験する、楽しい思
いや悔しい思い、悲しい思いを共有していくこと、その
上でどうしたらいいのか？を 一緒に考えていくことを大
事にしています。これからも、友だちと 一緒にあそぶ中
で、
沢山のことを経験していってほしいと思 っています。
（
荒瀧 千里）

さくら組 （
三歳児）
《
上手に持てるよ！
～食事 のマナーと共に～》

“足ぺったん”と足の裏を床に付けて食べる

食器を持 って食べる、食べながらおしゃべりしない、テーブ ル
に肘を ついて食べないなど、様 々な マナーがあることを知らせな
がら、少しでも意識して食べれるように保育者は声をかけたり、
時には自分で気が付けるように見守 っています。そしてスプーン
が上手に持て、座り方も安定している子は少しず つ箸 へと移行し
ていきたいと思 っています。家庭でも意識してスプーンを持 つよ
うに声をかけたり、お箸 の練習をしていただけると、園でスムー
ズに箸 へと移行できます。また食事中の子どもさんの様子を共有
し、意欲的に食事が食べられるようにしていきたいと思 っていま
す。
（
山田 沙織）

椅子の座り方

負けないぞ
もうちょっとで
線から出そう！

十 一月とは思えないほど暖かい日もあれば、急な寒さ
で身震 いする日を繰り返し、鼻水がでたりと風邪をひき
やすい季節になりましたが、子ども達は元気に戸外で遊
び、帰 ってくるとモリモリと給食を食べています。
今回はそんな給食 の様子、 スプーンの持ち方などお知ら
せしていきたいと思います。

食事のマナー
スプーンの持ち方

＜お相撲ごっこ＞

“バキューン“の持ち方で下からスプーンを持

“食器を持って食べようね”と繰り返し知らせるなか
つよう声をかけたり、正しい持ち方が意識でき

で、なぜそうするのかという理由を踏まえながら伝え
るようにイラストを貼っています。
「こう？」

ています。さらに犬食い等の真似をして見せ「どっち
とやってみせてくれたり、上手な持ち方を褒め
ると嬉しそうな子ども達です。

がかっこいいと思う？」と子ども達と一緒に考えるこ
とで、かっこいい姿を実践できるようにしています。

ゆり組 （
二歳児）

朝の会

排泄時

戸外から帰 って来た後は、手洗 い→
ガラガラうがい』→食
排泄→手洗 い→ 『
事という流れに慣れているところで
どうしてうがいをする
す。この時も 【
のか】を、子ども達と考えてみると 「
ば
いきんが （
体に）はいっちゃう」 「
きれ
いになる」等 の声がきこえてきました。
大人が伝えるだけでなく、子ども達
と 一緒に考える時間も大切にしていき
たいですね。

うがい

《
お友だちと 一緒に！
～新しい生活の様子から～》

さんぽ

日に日に寒さが増し、冷たい風が吹く中でも元気 いっ
ぱ いに身体を動かしている子ども達です。
ゆり組では、さくら組 への進級を見据えて、今まで大
きく二チームに分かれて過ごしていたのを、二十四名全
員で活動する機会も増えています。
また、戸外から帰園した後のうがいや、排泄時にトイ
レットペーパーを自分で切る等 の新しい生活習慣も増え、
より 一層自分でする事が増えました。疲れてイヤイヤ…
となる事もありますが、お友だちがしている様子からや
る気にな ったり、声をかけてもら ったりして頑張 ってい
る子ども達です。

24 名全員での活動

トイレットペーパーを切って拭くように、子ども達に話し
をしました。紙の長さはトイレホルダーの台についている、
キリンの首の長さまで。保育者が『いっぱい出したらどう
してダメ？』と聞くと「なくなっちゃうから」
「お友だちつ
かえなくなっちゃう」等子ども達も考えてしっかりと話を
聞いていましたよ。

ゆり組では『身の回りの事を自分でできるように』を 1 年間の目標として過ごしてきています。日々の繰り返しの中で
出来なかった事も「頑張っとるなあ」
「次は何する？」
「○○ちゃんと一緒にしようか！」等と大人の励ましや見守られる
中で、出来た満足感や認められた喜びが意欲に繋がり少しずつ、少しずつ身に着いてきている子ども達です。時には出来
ていた事が出来なくなる事もありますが、まだまだ行きつ戻りつの時期なので長い目でみてあげたいですね。
（足立 美希）

チームに分かれて、大きな 一つの画用紙に
お絵かきをしました。いつもとは違う大き
な画用紙に、友だちと 一緒にのびのびとお
絵かきができました。

（
田中 杏佳）

日々、様 々な発見がある中で、指差しや簡単な言葉を使 って保育者に伝
え、さらに言葉 の表現が豊かにな っている子どもたち。保育者 の言葉をよ
く聞き、どんどん吸収していく様子に驚かされています。
最近では 「
まる！」 「
ち いさい！」 「
いっぱ い！」といった色 ・形 ・大き
さ ・量等を表す言葉を、 口にする姿も見られるようになりました。子ども
たちは発見を保育者に伝え、 一緒に喜びを感じることで言葉を獲得し、世
界を広げていきます。私たち保育者は、子どもたち の言葉に共感し、感動
を 一緒に体験していく関わりを大切にしています。お家でも、子ども達と
のやり取りを楽しんでください。

お絵かきをした画用紙にドングリや落ち葉を貼り、チームそれぞれの木
を作りました。落ち葉に穴があいていることや、色々な大きさのドング
リがあることに気がつきました。

たんぽぽ①組 （一歳児）
《
秋がいっぱ いたのしいな♪

制 作 活 動

はっぱ、あながあいてるよ

ドングリあったよ

いっしょにしよ～
ぬりぬり…

～戸外遊びと制作活動を通して～》
昼夜 の寒暖 の差もだんだんと大きくなり、少しず つ
冬 の訪れを感じる頃となりました。そんな中、秋の自
然物に触れることや、それらを使 った制作活動などを通
して、秋を楽しんでいる子どもたち の姿を紹介します。
す っかり秋の果物にも詳しくなり、散歩の時や絵本
の中でミカンや柿を発見すると 「
ミカン！」 「
かき！」
と教えてくれます。また、『
♪どんぐりころちゃん』や
『
♪焼き芋グーチーパー』等秋の手遊び歌も大好きで、
「
もういっかい！」と繰り返し楽しんでいる子どもた
ちです。

クンクンクン…
いいにおい♪

第二園庭近くの畑にミカンの木を見に行きました。「
ミ
カンあ った！」 「
ちいさい！」 「
いっぱい！」等と様 々
な発見を伝えてくれます。
朝の会で 『
♪焼き芋グーチー
パー』の手遊びをしています。

パー

散 歩

ミカン！
あった！

たんぽぽ②組 （一歳児）

《
芋ほりに挑戦したよ

お っきい

～ご っこ遊びを通して～》

どんな形がい
いかな？

日が暮れるのがあ っという間なり、冬がすぐそこま
で近づいてきました。子どもたちも、散歩 のときに 「
さ
むい」と気温の変化に気づいたり、落ち葉をたくさん見
つけて、秋を感じながら日々の遊びを楽しんでいます。
そんな秋ならではの経験ができたらと、十 一月の上旬に
以上児クラスで行われた芋ほりを見に散歩に出かけまし
た。少し遠くからでしたが、「
○○ちゃんもした」と家庭
で芋ほりをしたことを思い出して教えてくれる姿や、「
い
いな～」と保育者と顔を見合わせて言う子どももありま
した。実際に芋ほりに参加することはできませんでした
が、たんぽぽ②組でも芋ほりご っことして経験できたら
と思いや ってみることにしました。

まずはお芋づくりです
画用紙に色を塗り
形は新聞紙を丸めて作りました。

ぎゅー
数日後、保育室に畑を用意し
いよいよ芋ほりです

あ った

なんだろう

とれた！

とれた♪

よいしょ

あれ、とれんな

なかなか取れない芋もあったり、ツルだけ抜ける芋もありました。それもまた面白くて、あきらめず本当の畑を掘るよう
に手を中に入れて引っ張り出そうと頑張っていました。楽しい芋ほりになりましたよ。
普段の遊びの中でも、ままごとを中心に簡単なごっこ遊びが盛んになってきて、保育者や友達とのやりとりが少しずつで
きるようになってきました。実際に経験できないことも、ごっこあそびを通して知ったり、子どもたちの興味関心を向ける
ことで、知らない世界を広げられる援助をしていけたらと思います。こどもたちの楽しそうな姿に、次はどんなごっこあそ
びを一緒にしようか、今からワクワクしています。
(英 瑞季)

もも組（〇歳児）
《絵本 大好き もっかいよんで！》
読書の秋と言われますが、園では季節を問わず一年を通して毎日絵本を読んで子どもたちと楽しんでいます。最近、
一歳を過ぎた子どもたちは、思いを身振り手振り、そして言葉で表現するようになってきていて、絵本の棚を指さし
ては「ほんみる」
「あっあー（よんで）
」と保育者に伝え、読んでもらって楽しむ姿がたくさん見られるようになって
きました。0 歳児の子どもたちも絵や大人の言葉や歌に興味を持ち楽しんでみています。
3 ヶ月～10 か月児・・・小さいうちから黒や赤、白などのコントラストのはっきりした絵に注目をします。
じーっと見つめたり、読んでいくうちに「あー」
「うー」と言葉を発したりする姿もあります。保育者と心地よい声のや
りとりやふれあいを楽しんでいます。
あかあか
くろくろ

かおかお
ばあ～

♪あっぷっぷ

１歳児・・・『おつきさまこんばんは』などじっくり見てお話を楽しんだり、『わらべうた』などの歌絵本では、
保育者と触れあったり手振りを真似て遊んだり、また「こんにちは」と頭を下げたり、手を振ったり身体全体を使っ
てことばを表現する子どもたち。また『だっだあー』の絵本では一緒に笑ったりするなど、友だちや保育者と一緒に
楽しんでいます。そして読み終わると「もっかい」と一本指を立てるようにして繰り返し「よんで」とリクエストを
することもたびたび。何度も読んでもらい満足そうな子どもたちです。

あっあ～
（よんで）
おつきさま
こんばんは

♪とんとん
とんとん
ひげじいさん

べー！

絵本を自分で見て登場人物になって手をあげたり、食べる真似をして遊ぶ姿も！
おいし～
ぱくぱく（た
べて～）

はーい

たべる

このように子どもたちは赤ちゃんの頃から絵本が大好きです。大人が語り掛けてくれる言葉や歌が大好きです。大
人と一緒に見ながらゆったりと絵本を楽しむ中で、ニコッと笑ったり「あー」
「うー」と言葉を発したり、指さしをし
たりします。そのことにまず大人が言葉を返したり、時には一緒に笑ったり楽しむことで、楽しい時間の共有ができ、
そして豊かな言葉と心の安定や学ぶ力の基礎にもつながっていきます。
これからも、スマホやタブレットなど電子メディアが身近な今だからこそ、心の栄養となる絵本を読む時間を、子
どもたちと一緒になって楽しんでいきたいと思います
（日置 智早子）

5 月に植えた畑のさつま芋も大きく育ち、理事長先生とふじ組、すみれ組の子どもたちで芋ほりをしまし
た！鳴門金時と安納芋の２種類のさつま芋をコンテナ 4 個分も収穫でき、おやつや給食で食べています。自
分で植えた苗が、食べられるように育ったことはとても嬉しいようで、
「これが畑のさつま芋か～」と話しな
がら食べている子どもたちです(^^)
食育目標は<感謝して食べましょう>でした。

11 月の食育目標の話をしました

子どもたちには「ありがとうのきもちでたべることだ
よ」と伝え、みんなの給食が出来るまでにはたくさん

の動物や職業の人が関わっているよな～と子どもたちと考えながら話していきました。
食べる為の肉や魚には命があったこと。野菜や米、乳製品はたくさんの時間をかけて作られている事。
牛や鶏、豚を育てる畜産農家、魚を獲る漁師、野菜や米を作り育てる野菜農家やこめ農家、給食の食材を運
んでくる魚屋さんや八百屋さん、給食を作る給食の先生やお皿におかずをつける先生など…たくさんの人が
関わっている事に気づけました。
残さず食べることがたくさんの人を笑顔にするんだよ～と伝えると、
「お皿がピカピカになったので見に
来てください(^^)」と給食室まで呼びに来てくれる子や、おかわりをする子が増えました！とっても良い姿
に毎日笑顔をもらっています
普段の生活の中でじっくりと時間をかけて、

スルメを使って噛む練習を行いました

<噛むこと>だけを意識する時間はあまりなく、
ふじ組の子どもたちに【スルメを

んでみよ

う！】
と提案し、
おやつの時間の前にあごを使ってしっかり噛む練習をしました。
まずは安全に取り組めるよう話をし、①乾いた物だから、つばを吸うと大きく
なってしまうものだから危ないこと②姿勢が悪いと喉に詰まりやすいこと③噛
んでいる間はおしゃべりしないこと
この 3 つの約束をして真剣な顔つきで始まりました。
約 7ｃｍのスルメを手で持ちながら 30 回噛んでみよう！・・・数を数えなが
ら噛んでいくと、
「見て！大きくなっとる。
」
「柔らかくなった！」と変化が見えました。今度は 1 分間、口
の中で噛み続けてみよう！・・・1 分経つと一斉に「美味しい！もう食べちゃった」
「せんせーつかれた、
、
、
」
「まだ噛んでみる！」など色々な感想が出てきました。1 分の間に噛んで飲み込めた子や、半分をゆっくり
と噛んでいた子など様々でしたが、自分のペースで噛む事を意識できた時間になったように思えました。
今回の練習をきっかけに、
日々の給食やおやつの時間
にしっかり噛んで食べるこ
とを身に付けていけるよう
にと思っています。

ぱんだ ・ぞう ・きりんルーム
・冬の健康な生活の仕方を知り、身 の回りの始末などを
すすんでする。

◎防寒や風邪の予防法を知り、身に つける。
○衣服の調節をし、薄着に心がける。
○手洗 い ・うがいの大切さを知り正しく丁寧にする。
○防寒着 の始末をする。
○鼻汁を自分でかめるようにする。 （
三歳児）
◎ご っこあそび
・郵便屋さんご っこ ・ケーキ屋さんご っこ
◎わらべうた
・ねこがごふくやに ・おしくらまんじゅう

★ふじ組 （
五歳児）
《
食 育》
○野菜 の皮むきをする （
にんじん）
《
文字 ・数あそび》
○オセ ロであそぶ
○トランプであそぶ （
七ならべ ・神経衰弱など）
○お手紙 ・年賀状を書く
○編み物をする

《
伝承あそび》
○あやとりをする
○こままわしをする
○けんだまをする
《
表 現》
○ピア ニカ演奏をする
〇役になりき って、表現あそびをする
《
ちび っこ探検隊》
○冬 の自然を知る （
生き物の冬ごもりの様子など）
○季節 の歌
・赤鼻 のトナカイ ・あわてんぼうのサンタク ロース

★すみれ組 （
四歳児）
《
食育》
○野菜 の皮むきをする （
にんじん）
《
文字 ・数あそび》
○ひらがなカードであそぶ。
・言葉集めをする。
○自分の名前を読む。

「
空中ポーズ」・「
走行 馬乗り」

○しりとりあそびをする。
○数を数える。
《
運動あそび》
○跳び箱
・連続踏み越し
○縄跳び
・短縄を跳ぶ （
前跳び）
○転がしド ッジボールをする

○季節 の歌

・赤鼻 のトナカイ

・あわてんぼうのサンタク ロース

★さくら組 （
三歳児）

《
食育》

○イチゴの苗の水やりをする

《
文字 ・数あそび》

○ひらがなカードであそぶ

・しりとりあそび

○数を数える

《
運動あそび》
○ボール

・ゴムボールを受け止め、下手投げで返す
○跳び箱

・腰程度 の高さ の跳び箱に馬乗りになる

○季節 の歌

・ジ ング ルベル

・あわてんぼうのサンタク ロース

《
表 現》

・表現遊びをする

・楽器を使 って音遊びをする

ゆり組 （
二歳児）
・ 冬 の始まりを感 じながら、戸外 で十分 に体を動 かし
てあそぶ。
・ 食事 のあと、ぶくぶくうが いをす る
戸外あそび
○散歩 に行く。
・ 雪や 氷などを見たり、触 れたりして季節 の変 化を感
じる。
○河川敷 であそぶ。
・ボ ー ルを蹴 ったり、投げ たり、転が してあそぶ。
・し っぽ とりをす る。
室内あそび
○指先を使 ってあそぶ。
・クリ ス マスの小物作 りをす る。
○楽 器あそびをす る。
・カ スタネ ット、鈴など の正し い持ち方や使 い方を知
り、歌 に合わ せて鳴ら してあそぶ。
○ご っこあそびをす る
・病院ご っこ
・お店屋さ んご っこ
・お弁当ご っこ
○以上児 の部屋 であそぶ
○わら べうたあそび
「
あぶくた った」
「
こども のけんかにおや が かり」
○絵本を見る。
「
まどから おくりも の」
「
バ スでおでかけ」

たんぽぽ組①② （一歳児）
・保育者や友だちと 一緒 に簡単なご っこあそびを
楽 しむ。
・ジ ャンパー の着方がわかり自分 で着 ようとす る。
戸
<外あそび >
○散歩 に行く。
・冬 の自然 （
雪）を見たり触 れたりす る。
○第 二園庭 であそぶ。
・ボ ー ルあそび ・短縄 であそぶ ・し っぽとりをす る。
○園庭 であそぶ

<

>

・サー フなどを使 って運動遊 びをす る。
室
<内あそび >
○ご っこあそび みた てあそびをす る。

･

・お風呂ご っこ ・ままごと
○手先を使 ってあそぶ。
・折 り紙 ・のりを使 ってあそぶ。
・クリ ス マスの製作をす る。
○ホー ルであそぶ。
・鉄棒を握 り、地面に足を つけ て体を ゆす る。
〇音遊 びをす る
・鈴や カ スタネ ットを鳴ら して遊ぶ
○わら べうたあそび
「
かたどん ひじどん」
「
ペ ッタラペ ッタ ン」
○絵本を見る。
「
ね てる のだあれ」
「
まどから おくりも の」

もも組 （
０歳児）

戸
<外あそび >
○四 ヶ月児～ 一歳児

・散歩 に出かけ、冬 の自然 （
雪）を見たり触れたり
する

・第 二園庭 であそぶ。 （
ボー ルを転 が して遊ぶ）

室内あそび
<
>
・音 あそびをす る （
全 月齢）

（マラキタ ス、薄布）

○四 ヶ月児

・ジ ャンボボ ー ルであそぶ

○七～十 一ヶ月児

・
板 の坂道や大型遊具を登 ったり滑 ったりしてあそぶ。

・ノ ックアウトボ ー ルで遊ぶ
○ 一歳児

・ホー ルであそぶ （
滑り台 ・平均台 ・マット）

・押 し車、ダ ンボ ー ルなどを押 してあそぶ。

・ト レイ ンカー ス ロープ、 パズ ルボ ック ス等 であそぶ

・お絵 かきをす る。

○わら べうたあそび

「
お でん でんぐるま」

「
あわもちねれねれ」

○絵本を見る。

「
クリ ス マスのおばけ」

「
おおさ む こさむ」

<

>

先日ある保護者から、自転車 の交通ルールに ついての
問 い合わせがありました。

十二月は、三歳以上児クラスの表現遊び参観日があり
ます。昨年度同様 コロナ対策も考え、分散方法を取らせ
ていただきます。昨年度は コロナの発生状況もあり急遽
ＤＶＤ配布と言う形での実施とな ってしまいました。
今年はぜひ、生の子ども達 の言葉や色 々な物を使 って
の表現する姿を見ていただけることを願 っています。

三歳未満児クラスにおいては、少人数での懇談も合わ
せて実施しています。昨年度からのコロナの状況で、保
護者同士の交流は、特に三歳未満児クラスは挨拶程度で
マスク着用の為、なかなか声がかけづら い状況でした。
保育参加 ・クラス懇談を終え保護者 の皆さまから色 々
な感想をいただきました。園での様子だけでなく、各家
庭での悩みや取り組みなど参考になることも多く、好評
だ ったことが伺えました。
年長ふじ組では、書道教室 （
文字に親しむ） の様子を
見ていただき、文字に興味関心を持 っている様子やグ ル
ープごとの文字遊びも、自分がやりたい内容を選んで楽
しむ様子は、保護者 の方にと っても参考にな ったようで
す。
日が短くなり、帰 ってからは室内での遊びが中心のこ
の時期。ぜひ、ご家庭においても絵本の読み聞かせやカ
ルタ ・トランプ ・オセ ロなどの、アナ ログゲームを 一
緒に楽しんでみてはどうでしょう。
勝 ったり負けたり嬉しさや悔しさ ・
我慢する力なども身に ついていきます。

園での約束事として、自動車は時間指定で園周辺は 一
方通行とさせていただ いています。ただし、地域住民の
方も利用されている道路でもあり、園のすぐそば の道路
で、 いつ子どもが飛び出してくるかわからない状況です
ので、園周辺は徐行運転をお願いしています。
しかし、自転車 の通行は 一方通行とはしていません。
今回の事を受け、検討させていただきました。
自転車利用保護者 の方が少なく、特定で
きるので今まで通り自動車 のみ 一方通行と
させていただきますが、今後状況によ って
は、自転車も含めて 一方通行とさせていた
だく可能性もあります。
今後も事故 の無 いよう、まずは子ども達 の安全
を 一番に考え、保護者 の皆様 の協力をお願いします。特
に夕方早く日が暮れるようになり、五時過ぎにはライト
の点灯や、親子で 一緒に車に乗るまでは行動を共にして
いただきますよう、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。

最近子ども同士のトラブ ルでケンカになり、叩いたり
蹴 ったり、時には噛み つきや つねる ・ひ っかく等言葉で
の表現が難しく、保護者 の方から苦情をいただく状況も
ありました。発達 の特性でもある年齢やその子どもさん
の特性の場合もありますが、やはり大人が日々の生活で
言葉でのやり取りを豊かにすることも大事だと考えます。

新型 コロナウイ ルス感染症発症状況を見て、保育参
観 ・保育参加を実施させていただいています。

まずは、今回の自転車 の通行に関しては、個別で対象
ではないかと思われる保護者 の方に様子をお聞きし、大
変危ない状況であ ったことを伝え、自転車であ っても園
周辺は子ども達が行き来する場所でもあり、 スピードを
落として通行していただくよう話をさせていただきまし
た。

苦情 ・ご意見 ・ご要望にお答えして
子どもを園に送 って、駐車場から出て西側門扉 の前を通
園長 足達 佐恵子
り過ぎ、左折しようとしたところに、前から結構な スピー
ドで自転車が来て、あやうくぶ つかりそうになりび っくり
寒暖 の差が激しい十 一月を経て、とうとう十二月。
しました。事故にならなくてよか ったですが、自転車は 一
新型 コロナウイルス感染症 の発症状況は全国的に減少し、 方通行ではな いですか？
鳥取県の感染者は長 い期間感染 ０が続いています。少し
安心して過ごせるようにはな ってきました。
ただし、今後の状況は先 の予測が つかず、不安を持ち
ながら今できる事を継続していく方法が 一番大事だと考
えています。

手洗 い ・手指消毒 ・マスク ・換気
フィジカルデ ィスタンス
これから の寒さと共に、
手洗 いや手指消毒がおろそかに
ならないよう、
その都度子ども達にも話をしていきます。
そして、年末年始を迎えるにあた っては、規則正しい
生活リズム （
早寝 ・早起き ・朝ごはん）が子ども達 の健
康管理には 一番大事だと言われています。
年長ふじ組は、十 一月からお昼寝が週三日 （
土曜日は
含みません）となり、十二月中旬からは週二日、 一月中
旬には完全に昼寝がなくなります。
この間、早寝 ・早起き ・朝ごはんカードを配布し、生
活リズムが整えられるようご家庭と協力して進めていま
す。
年長児組だけでなく、全年齢今 一度毎日の生活リズム
が整 っているか、振り返 ってみて下さい。
今年はインフルエンザが流行すると聞いています。そ
して、ノロ ・ロタによる感染性胃腸炎など
の感染症も流行する時期でもあります。
皆が元気で過ごせるようにしましょう。

☆ 表現あそび参観
《日時》
す みれ組
十 二月十 五日 （
水） 十時～十 一時
さくら組
十 二月十六日 （
木） 九時 三十分
～ 十時 三十分
ふじ組
十 二月十六日 （
木） 十 一時
～ 十 一時 三十分
《場所》倉吉東児童セ ンタ ー遊技室
《
内容》
ふ じ す みれ さ く ら組 の子ど もたちが 、 日頃 の
生活やあそび の姿を ステージ で表現します。

･

･

八時 四十 五分
九時十 五分
九時 三十分

《
参加人数》
マスク着 用 の上、 一世帯 一人とさ せ て頂き ます 。
《
登園時間》
さくら組
す みれ組
ふじ組

※今年度も感染症 予防 の対策と して、『
生活発表会』
は中止し、クラスごと で 『
表現あそび参観 』を行う

予定 です。詳細に つきま しては、 既に配布 している
文書をご覧くださ い。
※県内 の感染状況によ っては、中止を含め変更にな
る場合が あります。
※わからな いこと、 聞きた いことなどが ありま した
ら職員に声をかけ て下さ い。
※ 一人ひとりが 生き生きと言葉や体を使 って表現す
る楽 しさを経験 し、お家 の方々に見ていただく こと
で自信を つけ て欲 しいと願 っております ので子ども
たち への励ま しをよろしくお願いします。
なお、準備物や登園時間等 でご無理をお願 いする
こともあ るかと思 いますが、ご協力よろしくお願い
します。
※降園準備等 の都合が あります ので、参観終 了後 一
緒 に帰られる方は、十 二月六 日 （月）ま でにメール
または、連絡 ノート でお知らせくださ い。

☆ 保育参加 ・クラス懇談 （
たんぽぽ②組）
《日にち》十 二月 二日 （
木）
十 二月七 日 （
火）
間》九時 四十 五分～ 十 一時十 五分
《
時

※詳細に つきま しては、 既に配布
している文書をご覧くださ い。

☆ 個人懇談 （
ゆり組）
《日にち》 一月十 一日 （
火）～ 十四日 （
金）
※詳細に つきま しては、後 日お便りを配布 します。

（
火）探検隊 はありません。
（
木）書道教室はありません。
（
火）運動あそび はありません。
（
木）書道教室はありません。

☆ 行事 の変更 （
ふじ ・すみれ ・さくら組）

（
ふじ組 ）
十 二月 七 日
九日
十 四日
十六 日

（
すみれ組）
十 二月 七 日 （
火）運動あそびはありません。
十 四日 （
火）探検隊はありません。

（
さくら組）
十 二月 八日 （
水）運動あそびはありません。
十 五日 （
水）運動あそびはありません。

☆ ふじ組 のお昼寝 のお知らせ

先月 の園だより でお知らせしま したが、 十 二月第
四週目からは、 月 ・金 ・土曜日のみにお昼寝を しま
す。火 ・水 ・木はお昼寝が ありません。
一月中旬から のお昼寝は、
無くなる予定 です。

☆ ふじ ・すみれ組探検隊準備物に ついて

寒くなりま した ので、十 二月～ 二月 の間はお茶 入
り水筒は必要ありません。

月（6 日・13 日）

火（7 日・14 日）

水（1 日・8 日・15 日）

ごはん
鶏肉のおろしがけ
コールスローサラダ
きんぴらごぼう
小松菜と豆腐のみそ汁

ごはん
鯖の竜田焼き
ほうれん草の和え物
おでん風煮物
ごぼうときのこのみそ汁

ごはん
牛肉とブロッコリーの炒め物
白菜のごま和え
里芋のカレーそぼろ煮
わかめと麩のすまし汁

ヨーグルト
ふかし芋

ヨーグルト
ココアトースト

お茶
ゆかりおにぎり

木（2 日・9 日・16 日）

金（3 日・10 日・17 日）

土（4 日・11 日）

ごはん
赤魚のゆずみそ焼き
ブロッコリーのサラダ
じゃが芋とベーコンの炒め物
卵と白ねぎのすまし汁

ごはん
鮭の塩焼き
切干大根のサラダ
あさりと小松菜の煮びたし
さつま芋のみそ汁

ヨーグルト
あんこ春巻き

ヨーグルト
チーズマフィン

ヨーグルト
せんべい

月（20 日・27 日）

火（21 日）

水（22 日）

ごはん
鶏肉の塩焼き
小松菜ともやしのごま和え
大根のそぼろ煮
白菜と油揚げのすまし汁
ヨーグルト
抹茶蒸しパン

ごはん
イワシの梅煮
ほうれん草のサラダ
いかと里芋の煮物
玉ねぎとわかめのみそ汁
お茶
スイートポテト

ごはん
豚肉とキャベツのみそ炒め
ブロッコリーの中華和え
かぼちゃとあずきの煮物
小松菜とえのきのすまし汁
ヨーグルト
ハムとチーズのロールパンサンド

木（23 日）

金（24 日）誕生会

土（18 日・25 日）

昼 食

ごはん
牛肉と焼き豆腐の甘辛煮
白菜のおかか和え
もやしとにらの中華炒め
大根のみそ汁

オムライス
鶏肉のから揚げ
スパゲティサラダ
ブロッコリーとえびの炒め物
コンソメスープ
果物（みかん）

コッペパン
鶏肉と白菜の中華スープ
果物（バナナ）

午後のおやつ

お茶
鶏五目おにぎり

オレンジジュース
クリスマスケーキ

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

年末

昼食
午後のおやつ

コッペパン
けんちん汁
果物（バナナ）

28 日（火）

29 日（水）

30 日（木）

年越しうどん
ひじきの煮物
ほうれん草のおひたし
果物（みかん）
ヨーグルト
シュガーラスク

牛丼
もやしのナムル
果物（バナナ）

コッペパン
鶏肉とキャベツの
コンソメスープ
果物（みかん）
ヨーグルト
せんべい

ヨーグルト
せんべい

※月～土曜日の午前中のおやつはヨーグルトのみになります。

