令和３年９月 倉吉東こども園
日 曜

行 事
今週の音楽♪●ヴィヴァルディ

・
給 食
「四季」より

時

の

1

水 運動あそび（さくら組）

2

木 書道教室（ふじ組） 絵本貸し出し日

3

金 音あそび（すみれ組）

4

土

5

日 今週の音楽♪●エルガー・愛のあいさつ・エニグマ変奏曲

6

月 避難訓練（水害 ※天候により変更有）

7

火 ちびっこ探検隊（ふじ組） 運動あそび（すみれ組）

音

楽

子育て相談 ９：00～12：00

ニムロッド

音あそび（ゆり組）

8

水 運動あそび（さくら組） 鳥取短期大学保育実習～18日
書道教室（ふじ組） 音あそび（さくら組） 絵本貸し出し日
9 木
子育て相談 ９：00～12：00
10 金
11 土 環境検査（揮発性有機化合物・ダニ・照度）
12 日 今週の音楽♪●クライスラー・美しきロスマリン・愛の喜び
個人懇談（ふじ組）～17日 音あそび（ふじ組）
13 月
交通安全指導
身体測定（もも組）
ちびっこ探検隊（すみれ組） 運動あそび参観リハーサル（さくら組）
14 火
身体測定（たんぽぽ①組）
運動あそび（ふじ組） 音あそび（たんぽぽ①組）
15 水
身体測定（ふじ組・さくら組・たんぽぽ②組）
身体測定（ゆり組） 奉仕作業１３：３０～１５：００
書道教室（ふじ組）
16 木
絵本貸し出し日
子育て相談 ９：00～12：00
17 金 誕生会
18 土
19 日 今週の音楽♪●モーツァルト・フィガロの結婚・ピアノ協奏曲２１番・セレナード
20 月 敬老の日
ちびっこ探検隊（ふじ組） 運動あそび・身体測定（すみれ組）
21 火
音あそび（たんぽぽ②組） 秋の全国交通安全運動～30日
22 水 運動あそび（さくら組）
23 木 秋分の日
24 金
25 土
26 日 今週の音楽♪●ドボルザーク・ユモレスク・スラブ舞曲・４つのロマンティックな小品集
27 月 音あそび（もも組）
保育料等口座引落し日
ちびっこ探検隊（すみれ組） 運動あそび参観リハーサル（ふじ組）
28 火
奉仕作業１３：３０～１５：００
29 水
30 木 運動あそび参観日（さくら組）
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ふじ組 （
五歳児）

水かけ

友だちの前で披露！

けのびをします！

ロケットおよぎをします！

今年 の夏 は、 猛暑 日もあれば 天候 不良が続き、水
あそびやプー ルあそびが出来な い日も多 か った です
が、 天気 の良 いには思 い っきり こ の時期 の遊 びを楽
しん で いた子ども達。

色 々試 してみよう》

《水あそび大好き ！

す みれ組 （
四歳児）

こ の夏 のプー ルあそびを通 して、「
これが でき るよ
う にな りた いな」「
むず かし いけどち ょう せんしてみ
よう ！」と、自分 で決 めた目標 に向 か って頑張 った
り、友だち から の刺激 を受け 〝
や ってみた い〟と意
欲的 に挑戦 したりと、 また ひとまわ り成長 した子ど
も達。プー ルで の活動 で得 た自信 を、今後 の活動 に
繋げ、様 々な こと に挑戦す る気持ち ・
友達と協力 し、
達成す る喜び へと繋げ て いきた いと思 います。
（
松井 詩織）

【おはじき拾い】
好きな数だけ拾う遊びから、保
育教諭が笛を吹いた数を耳で
聞いて拾う遊びに発展させて
いきました。おはじき拾いを通
して、数に触れたり、しっかり
集中して聞く等、身につけてい
ってほしいことも取り入れな
がら楽しみました。
【くらげ浮き】
くらげ浮きでは、身体の力を
抜 い て水 面に 浮く こと に挑
戦！最初は出来なかった子も
「みて～！できるよ～！」と、
1 人…2 人…と出来る子も増
えてきました。自分で出来る
ようになると「一緒にやって
みよう！」と友だちと手をつ
ないだ状態で挑戦する姿もあ
りましたよ。

《プー ル大好き♪色 々な ことに挑戦 したよ》
予定 して いたプー ル参観 も、 コロナ の影響 で中止
とな り、 お家 の方 には子ども達が楽 しん で いる様 子
を見 てもらえ ることが できず残念 でした。
子ども達 は、毎 日 のプー ルを楽 しみに、喜 んで
活動 して います。今 回、 子ども達が 日 々のプー ル
で取 り組 ん で いる こと ・頑張 って いる ことを紹介
した いと思 います。

水慣らし

１０個拾った！
１，２，３…

【色水あそび】

色でてきた？

【どろんこあそび】
あっ！パプリカ
の匂いがする

水彩を使ったものだけでなく、自然物や野菜の
皮などをすり鉢やすりこぎですりつぶして色水を
作って遊びました。強くすりつぶしてみる子、トン
トンと叩いてみる子、色々な材料を混ぜ合わせて
みる子など、それぞれがやり方を考え試していま
した。その中で同じ素材を使ってもやり方の違い
で出来た色水の色が少しずつ違ったり、素材によ
って色や匂いの違いに気づく子もいました。活動
の振り返りでは「パプリカが一番色が出たな～」
「ナスは色がでんかった」
「かぼちゃの皮も硬くて
色がでんかったよ」と話す子もあり、他にも色が出
そうなものはないかな？と投げかけてみると「ぶ
どうの皮は？紫になるんじゃない？」「トマト
は？」と考える姿が見られました。

最後の水流すよ～

もうちょっと、ここ掘
った方がいいよな～

今年 の夏 は東京オリ ンピ ックがあり、 子ども達 に
新聞などを利用 して紹介 を して いきま した。
子ども達 は少 しず つ興味 を持ち、 「
テ レビ で見た
よ ！」と話す 子があ ったり、部屋 に貼 り出 した新聞
の切り抜きや 世界地図を みたり、国旗 図鑑を広げ て
みる姿 が見られま した。 また、国旗 の塗 り絵や国旗
カ ルタも用意 してみると 「
や ってみた い！」と楽 し

《オリ ンピ ック の話題を通して
色 々な ことに興味 い っぱ い！》

こ の時期 の子ども達 は、あそびを通 して、色 々な
こと に気付き、考え、予想 したり、工夫を して いき、
これが思考 力 の芽生え に つなが って いきます。大 人
がすぐ に答えを出 してしまう こと は簡単 ですが、 子
ども達が興味 を持 った こと に共感 し、 一緒 に考えた
り試 したりす る経験を大切 にして いきた いと思 って
います。

砂や泥の感触を楽しみながら川やトンネル作りをし
てあそびました。友だちと協力し合い、水が流れるよ
うに道を掘ったり、山が崩れないように気を付けなが
らトンネルを掘り、その中を水が流れると「やったー
水が流れてきた！」と大喜び！たらいの中の水がバケ
ツですくえなくなると、友だちと力を合わせてたらい
ごと運び、水を流してあそぶ姿も見られました。

これアメリカで
しょ？

勝った人は
このメダルが
もらえるか？

これは日本
が金メダル
だって

ん で いた子ども達 です。

この国旗はどこの国？

今 回、 オリ ンピ ック の話題を通 して、色 々な スポ
ー ツがあ る ことを知 ったり、 日本だけ でなく 日本 以
外 の国や 国旗なども知 る機会 にな りま した。
こ の時期 は、色 々な ことに触 れ る機会 を つく るこ
と であら ゆる方向 に子ども達 のア ンテナが伸 び て い
きます。 子ども達 一人 ひとり興味 を持 つことも違 い
ますが、興味 を持 つき っかけ作 りと して、今後も色 々
な話題を保育 に取 り入れ て いきた いと思 って います。
（
荒瀧 千里）

日本はどこにある？

お披露目タイム

さくら組 （
三歳児）

（
山 田 沙織）

の中 に取 り いれ て いきた いと思 います。

が分 か ったり数えられ るよう に、 これからも遊 び

て確 かめることを しま した。 少 しず つ十ま で の数

し、拾 い終わ ってからも何個拾え たか 一緒 に数え

『笛 の数だけ拾 おうね』と数を意識 でき るよう に

た。さら に、 おはじき拾 いでは 『四 つ拾 ってね』

あ り、 バラ ンスを考えながら活動を して いきま し

を聞く時、順番を待 つ時、自由 にしても いい時が

八月 から は全員 で入るよう にな り、保育者 の話

れ、 お互 いに刺激 を与えあ って いま した。

援、 そ の応援 を受け て頑張 ろうとす る姿が見ら

見せる子がおり、友だちが頑張 って いる姿 を応

イ ムでは 「
おれ でき るで！」と自信満 々にや って

き に挑戦す る子が増え て いきま した。 お披露 目タ

顔付けや、 手を広げ た状態 で水面に浮くクラゲ浮

様 子 の子ども達、 そ の後 のプー ルから苦 手だ った

「
すご いね ぇ～」 「
上 手 ！」と刺激 を受け て いる

す みれ組 のプー ルで の様 子を見さ せてもら い

上手でしょ！

《みて いて！できるよ ！》
～挑戦す る姿が増えました～
日差 しが強く、汗がダ ラダ ラと出 て水が心地よ いと感 じる八月

顔付けワニ歩き
ワニ歩き

ワニ歩きする！
（保）何を披露
しますか？

の遊 びは水遊 び ・プー ルが中心。 七月よりも着替えが スムーズ

ロケット泳ぎ
こうやって手は
まっすぐだよ！

クラゲ浮き

にでき るよう にな ると長 い時間じ っくりと遊 べ、プー ルでは顔

３こひろえたよ～

付け ワ ニ歩きや クラゲ浮き に挑戦す る姿が見られま した。

おはじき拾い
顔付け

ゆり組 （
二歳児）
《
自分 でできること、たくさ んあ るよ ！

水着を着ることも、回数を重ねる

ごとに上手になってきました！

自分で出来たことが嬉しくて、

「見て！自分で着れたよ！」と、

こ の時期 の子どもたち は、言語能力、運動能力、自
我 の発達や好奇 心などが連動 し、 日常生活 にお いて
様 々な ことを徐 々に自分 でや ろうと し始 めます。
今 ま では 一人 です る ことが難 しか った ことも、少
しず つ自分 ででき るよう にな ってく る こ の時期 です
が、 まだまだ個 人差 も大き い年齢 です。個 々の発達
の度合 いに応 じ て、少 しず つ子ども達 に任 せること
も増や して いけると いいなあと思 って います。
また、 「
や ってみた い」思 いの反面、時 には 「
でき
ん」 「
して」 「
やだ ！」と怒 ったり、思 い通りになら
ず愚図 ったり、大泣き にな ってしまう こともあ るか
も しれません。 一見、わがまま のよう に見え る姿 で
すが、 子ども の自我や自立心が発達 して いる証拠 で
す。
自分 でや りた い気持ちを受け止め、出来な い時 に
はさ りげなく手を添え て 「
自分 でできたね ！」「
やっ
たね ！」等声をかけ、『でき る自分』に自信 が持 てる
よう、 日 々の繰 り返 しを大 切 に、関わ って いきた い
と思 います。
お家 からも、 でき る こと から、少 しず つ、身 の回
り のことが でき るよう意識 してみて いただけたらと
思 います。
（
岸 下 幸穂）

得意気な表情です♪

～生活 の場面から～》
こ の夏 の時期、 一日 の中 でも汚れたり、汗を か い
たりして衣服 の着脱 の回数 も多 くな ります。特 に、
楽 しみにして いる水あそび の前 には着替え にも意欲
的 で、 「
こう に い？合 っとる ？」 「
脱 いだら半分 こに
す るだ よなあ ！」と保育者 に確 かめながら、脱ぎ着
して います。 服が上 手く脱げず 「
できん～」と苦戦
して いる姿 もあ りますが、片 手ず つ袖を ひ っぱ り、
腕、 それから頭を出す よう にす ると、裏 返 しになら
ず に脱げ ると い ったや り方 を知ら せて います。

ぎゅー！
ひっぱって・・・
むずかしい！！

紙パンツをクルクル～自分でナ
イロン袋に入れ、片づけます。

ズボンが裏返しになってしまった
ら、片手で裾を持ってぎゅっと引く
と…
表返しができました！！

★夏のこの時期をいい機会とし、個々の様子を見ながら、
布パンツで過ごせる時間を増やしているところです。

トイレでは、パンツ、ズボンをずらして排泄しています。

大きなナイロン袋に水が入ってい
ます。
「プカプカ～気持ちいい♪

プ ー ルでは い つもと違う体 の使 い方 を したり、感触遊 び では
手や 足、指先 で 『ヌルヌル』『ベタ ベタ』『
冷 た い』など の感触を
感 じること で、刺激が脳 へ伝わ り、子ども の成長を促すと言われ
て います。まだまだ暑さが残 る九月も、こ の時期 にしかできな い
遊 びを楽 しみながら、経験 して いきた いと思 います。
（
山 田美和 子）

【フープくぐり】に挑戦しました！

たんぽぽ①組 （一歳児）
《
夏 の遊び ～プー ル ・感触遊び～》

８月前 半 は暑 く、プー ル遊 びや感触遊 びを楽 しむ
事が出来ま した。最初 は慎重な 子どもたち。顔 に水
が かかると 「
えーん」と いう声も聞 かれ て いま した

氷あそび

【感触遊び】
フィンガーペインティング

が、今 では少 しくら いかか っても平気 ！続け て遊 び

【ウォータークッション】
見て見て～、
【わにさん歩き】
上手でしょう！

出 せれる程慣れ てき て、楽 しそうな笑顔が沢山見ら
れま した。

プールさん、こんにちは～！

ワニだよ～

おみず
ジャー

たんぽぽ②組 （一歳児）

できた

《
楽 しか った夏なら では の遊 び

プールに入り始めた頃は、着慣れない水着、園から日頃経験していなかっ
たシャワー、プールに入る体験など、新しい事の連続で、少し涙が見られる
事もありました。経験を繰り返す中で、水着を自分で着ようとする姿も見ら
れ出し、プールに入る事を喜ぶ子も増えてきました。

～水あそび ・
感触あそび ・
色水あそび～》

七月 から八月上旬 にかけ て、晴 天に恵 まれ、絶 好
の水遊 び 日和が続き、プー ルに入 ったり、絵 の具を
使 って感触遊 び、色水遊 びなど、夏なら では の遊 び
を楽 しみま した。 そ の時 の様 子を お知ら せします。

プールの様子

色水遊び
色水を入れたタライを用意すると、カップで色水を掬って、ジュー
スに見立てて飲む真似をしたり、タライに入って全身で水を感じた
りと、それぞれのイメージで楽しむ様子が見られました。

ジュース

感触遊び
～フィンガーペインティング～
指絵の具をバットに入れると、子
ども達は保育者が指や手に絵の具を
つける様子を見て、真似して絵の具
を触ってみようとします。その後、保
育者と一緒にナイロン袋を貼った机
に、指でお絵描きをして遊びます。初
めは恐る恐る指先で触っていた子
も、慣れてくると、手いっぱいに絵の
具をつけて手形をとって遊ぶなど、
大胆な姿も見られ出しました。

あはははは

（
中 田 和歌 子

)

水や 絵 の具 の感触 な ど に慣 れ て いな い子ど も も
いますが、安 心 して生活 して いく中 で、少 しず つ様 々
な感触 に慣れ て いき、徐 々に子ども のペー スで楽 し
めるよう に関わ って います。
また、“ も っとお水 で遊 びた い”“絵 の具が触 りた
い”など、 子ども達 の“や りた い”と いう思 いは、
一人 ひとり違 いがあります。そ の思 いを受け止め て、
一人 一人が遊 び に満 足す る気持ちを大 切 にして、見
守 るよう心掛け て います。

どこから
のもうかな

あれ？
かける

慣れてくると…
初めは片手で

ペタッ

ぬるぬる

もも組 （
〇歳児）
《水遊 び楽 しか ったね》
今年 は短 い夏 でしたが、暑 い日は七月 から感触遊

る物 からな かな か持ち上げ れな い物もあり、「
あれ ？」

プ ヨプ ヨした感触を楽 しんだ り、 また大き いク ッシ

【
ビ ニー ルプー ルで の水遊 び （一歳児）】
ながら、座 ったまま近くに

ョンの上 に座 ってゆら ゆら揺らすと じー っと揺れる

と重さも感 じる 一場面も。 小さ いク ッシ ョンでは、

あ る玩具 に手を伸ば して遊

感覚 を感 じたりして いま した。

最初 は保育者 のそばや膝 の上 でわら べ歌遊 びも し

ん で いま したが、慣れ てく
ると離れたと ころに浮 かん
で いる玩具を四 つん這 いや

びと共 に、水遊 びを楽 しみま した。
【一人用 のたら いで の水遊 び】
歩 いて取 りに行 って遊 んで
いま した。

ペ ットボ ト ルで作 った シャワーや穴 の開 いた玩具
やジ ョウ ロやボー ルなど水 に浮 か べて遊 びま した。

ったり、水 しぶきが上が ったり、またピチ ャピチ ャ、

大好きな水や色 々な素材 の感触 に触 れ、 そ の心地

して行きた いと思 います。

（
日置 智 早子）

これからもそんな環境 と の出会 い、遊 びを大事 に

いる安心感 の中 で、 いろんな発見を して いきます。

よさ の中 で 「つめた い」「
きもち いい」「
な んだろう」

また、大中 小 の大きさ のビ ニー ル袋 にウオーター

バ シャバ シャ、 バチ ャンバチ ャンなど音 も変 化も不

もたちも、 同じよう に水 の中 に沈 めると、ブ クブ ク

ク ッシ ョンに水を入れ て遊 んだ時 は、保育者 が水 の

水 の中 に浮 かだ穴 の開 いた丸 いおもち ゃを掴 むと、

と空気が出 る音 が して水が入る ことがわ かり、自分

中 にジ ャボ ンと落とすと、水 しぶきがあが り、 そ の

「
おも しろ い」など様 々な気持ちを感 じ て遊 びま し

でも繰 り返 し遊 んだ り、 ペ ットボ ト ルのシャワーを

面白さがわ かると、今度 は自分 でも持ち上げ ます。

思議 そうな 子どもたち。水が顔 にかかる のはまだ抵

流すと、流 れ る水 に手を伸ば し 「つめた い！」と気

袋 の大きさ によ って重さが変わ り、軽 く持ち上げ れ

水がジ ャー ッと流 れ、 「
あれ ？」 「
おも しろ い」と い

持ち よさを感 じてあそんで いま した。

た。 そしてそ の思 いを 一緒 に共感 してくれ る大 人が

ぷよぷよ
してる！

抗があ る表情 でしたが、水 の気持ち よさ に何度 も水

みずが
はねた～！

う表情 の子どもたち。水がなくな り、保育者 が水 の

水 面を 叩くと、力 の入れ方、 たたき方 で水が波立

じゃー。
おもしろい～！

しぶきを立 てて遊 んで いま した。

きもちいい～！

中 に沈 めると、中 に水が入ります。 それを見 て子ど

みずがでて
きたよ～！

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

【
ふじ組】 （
五歳児）
《
食育》
○野菜 の皮むきをする
・玉ねぎ
《
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 ・とんぼ のめがね

【
すみれ組】 （
四歳児）
《
食育》
○野菜 の皮むきをする
・玉ねぎ
《
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
・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
○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

【
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

【
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
・お化粧ご っこ
・お店屋さんご っこ
○わらべうたあそび

「
あぶくた った」
「
む っくりくまさん」
○絵本を見る。
「
パパ、お月さまと って！」
「
三匹のヤギのガラガラどん」

【
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。
○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
「
にゅーめん そーめん」
「
お つきさまえらいの」
○絵本を見る。
「
まんまる お つきさん」
「
りんごがドスーン」

【
もも組】 （
０歳児）

戸<外あそび >
○四～七 ヶ月児
・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。
・第二園庭の遊具であそぶ
室<内あそび >
○四ヶ月児
・音が鳴る玩具であそぶ
○七 ヶ月児
・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 ・平均台であそぶ
・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」

苦情 ・ご意 見 ・ご 要望 にお答え して

特 に緊急事態措置や まん延防 止等重点措置が実施

討 した結 果、個 人情報 の同意書を見直 し保護者 の方

昨年度 に引き続きだ った為、園 で出来 る ことを検

いただきま した。
さ れ て いる地域や感染拡大地域 と の間 で の不要不急

に再度確 認さ せ て いただき情報発信 が出来 るよう に

減 って いな い。 以前 にもお願 いして いたが、難

●水筒 を持ち帰 る我が 子 の状況を見 ると、 お茶が

●熱が出やす いので水分補 給をお願 いします

ださ い

●お茶が好きな ので、 たくさ ん飲 ませ てや ってく

水分補給 のこと で、保護者 から要望がありました。

具体的な実施 が決まりま したら、お知ら せします。

しま した。

の往来 は控え て下さ い
昨年度 から引き続き の状況が、少 しでも良 くな る
おり、 そ の状況 は当法 人 の職員 のみならず、保護者

足達 佐恵 子

梅雨明けと同時 に酷暑と言われ るほど の気 温上昇

の皆さま の中 にも濃厚接触者 の疑 いなど で ＰＣＲ検

園長

に、 子ども達 はプー ル ・水遊 びが存分 にでき て大喜

査をさ れた方 もおられ るよう にな り、毎 日が緊張 の

ことを願 って いま したが、昨年 以上 の状況とな って

び でしたが、後半 は梅雨を思わ せる大 雨 に、 せ っか
日 々です。

ってきました。

児童間感染 が複数確 認され て いると、県 の情報が入

子ども の割合 が急増、 十歳未満 では、家庭内 以外 の

そ して、今 一番心配な のは感染状況 で十代 以下 の

く の夏なら では遊 びが出来ず残念 でした。気 温も秋
を思わ せる心地よ い風 に変 化 し、プー ル納 めも何と
か出来た状況 でした。
そして、 天候 に振 り回わさ れ るだけ でなく、新型

ら飲 ん でくれ るかなと思 い、変え て持 たせ て い

し いのかな ？と思 い本 人が飲 みやす い飲 み物な

感染 しな いよう十分 に気を付け ていきましょう。

ま した。 （
三歳児）

今 一度次 のことを再確認 して いただき、 コロナに

国災害 レベ ルの発症状況とな って います。鳥取県 で

① 手洗 い ・手指消毒

コロナウイ ルス感染症が、デ ルタ株 に変異 し日本全
も感染者数が増大 して います。
鳥取県 から の新型 コロナ感染症 に関す る情報

④ 三密 （
密集 ・密閉 ・密接）を避け、 フィジ カ ルデ

③換気

だけ でなく、確実 に水分補 給が出来 て いるか、時間

か、具体的な方法を クラ スで話 し合 い黙視や声掛け

② マスク着用 （
子ども達 は状況に合わせて）
令和三年八月十九 日更新

ィスタ ンス （
物理的距離） に心がける

な いよう、体 調管 理 ・生活リズ ム の見直 し ・食事内

もう しばらく残暑 がありそう です。夏 の疲 れが出

を決 め て確認す るよう にしま した。

早速 子ども達 の水分補 給がきち んと でき て いる の

特措法第 二十四条第九項 に基づく外出及び県境 をま

全安 心 でき る保育 を目指 して いきた いと思 います の

今後も保護者 の皆さま のご 理解ご協 力 のもと、安

鳥取県全域

で、気 にな る情報があれば、園 の方 に報告を お願 い

)

区域

令 和三年 八月三日から九月十 二日ま で （
期

たぐ移動 の自粛 に係 る協力要請 ～(九月十 二日
期間

します。

やプー ル遊 び参観 ・年長ふ じ組、す みれ組 の探検隊

ノートや 口頭 ・意 見箱 でもお受け 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、

容などに気を つけ て いきま し ょう。

時 の保育参加 も コロナ感染症拡大 の為中 止とさ せて

今年度 こそは実施 でき ると計画 して いた、水遊 び

間延長）
要請内容
１ 通院、通勤、生活必需品 の買 い出 しなど必要
(
)
な物を除 き、 不要不急 の外出を控え て下さ い
２( )県境をまたぐ移動 は、できるだけ控え て下さ い

ふじ組個人懇談
《
日時》 九月十三日 （
月）～十七日 （
金）
※詳細は、すでに配布しているおたよりをご覧ください。

（
ふじ組）
・運動あそび

九月十五日 （
水）→十四日 （
火）
九月二十九日 （
水）→中止

九月十四日 （
火）→十五日 （
水）

行事の変更

（
さくら組）
・運動あそび
・運動あそび

奉仕作業の中止
九月四日 （
金） 一
時三十分～三時に予定しておりました
奉仕作業は、中部地区における新型コロナウイルス感染拡
大に伴い、中止とさせていただきます。

十三時半～十五時

この日にお願いする保護者の方にはすでに配布しており
ます文書をご覧ください。

奉仕作業の案内
●〈
日 時〉九月十六日 （
木）
〈
内 容〉園内外清掃

十三時半～十五時

十三時半～十五時

●〈
日 時〉九月二十八日 （
火） 十三時半～十五時
〈
内 容〉河川敷の草取り
●〈
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
※この四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。
今後このような状況が続くことも予想されますので、
今後中止とな った場合、別日に奉仕作業日を設けたり、
再度参加希望をお聞きすることは致しません。来年度に
振り替える事も予定しておりませんので、ご理解 ・ご協
力をお願いいたします。

運動あそび参観

「
親子運動会」は、昨年度同様 「
運動あそび参観日」の

《
日時》
ふじ組
十月 五日 （
火）

十時～十 一
時

十時～十 一
時

形で、さくら組 ・すみれ組 ・ふじ組で実施します。

すみれ組 十月 八日 （
金）

さくら組 九月 三十日 （
木） 十時～十 一
時

《
その他》

・賞品はありません。年度末に卒園記念品 ・修了記念品を

子ども達に渡します。

・準備は園の職員でしますので、役員さんの援助はありま
せん。

・参観内容は運動あそびでしてきたことを見ていただきま
す。

※ 詳細につきましては、後日お知らせします。

※ 新型コロナウイルス感染症の状況によ っては、中止さ

せていただくこともありますので、ご了解ください。

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
※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。

ふじ組
十月 十二日 （
火）

十月 十九日 （
火）

もも ・たんぽぽ①② ・ゆり組
水あそびの準備のお願い
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。

お礼とお願い
★今年も全国私立保育園連盟よりの署名依頼にご協力をお
願いいたします。
※園便り９月号と 一
緒に、茶封筒に同封しています。
また、資金カンパにつきましては、保護者会費より、
４，０００ 円 一
括納入させていただきます。この署名とカ
ンパにつきましては、保育の質をよりよくするための活動
に使われます。

さくら ・すみれ ・ふじ組のおやつ後の
前園庭での遊び中のお迎えの方法について
プール遊びが終わりました。
今までは熱中症対策もあり、
保育室内で過ごしていましたが、できるだけ外に出て遊び
たいと考えています。
ただし、現在新型コロナウイルス感染症が増大している

▲

西側門扉

施 錠

前園庭

▲

アーチ下

状況もあり、お迎え時の保護者さんと園児が接触する機会
を減らしたいと考え、左記の環境で迎え時対応したいと思
いますので、ご理解ご協力をお願いします。

▲

保護者出入り口
待ち場所

園児は入りません

児童センター

★前園庭で遊ぶ日は、その日の気象状況や園の都合で変わ

ります。遊ばない日は従来通り玄関対応です。

★前園庭で遊ぶ日の西側門扉は施錠解除を十七時半に変更

します。

お手数ですが、南側門扉をご利用ください

お願いします。

★通常より早めにお迎えに来られる場合は、園の方に連絡を

します

子ども達の安全を考えて対応しますのでよろしくお願い

わかりにくい状況も多々ありますが、試行錯誤しながら、

★初めての試みの為、実施しながら改善していきます。

こども園

玄関

※ふじ組のみ、後日 「
運動器検診保健調査票」を配布しま
す。詳細につきましては、添付する文書をご覧ください。

すみれ組
十月 十四日 （
木）

園外保育の予定

さくら組

※ 園外保育の日は、お弁当がいります。
※ 詳細につきましては、後日お知らせします。

さくら組保育参観

《
日時》十月 二十七日 （
水）

※ 詳細につきましては、後日お知らせします。

南側門扉
（正面）

夏の暑さも落ち着き、お盆明けからは朝や夜の気温も下がり過ごしやすくなりましたね。
夏の暑さで食欲が落ちるかな？と心配しましたが、たくさんのプール遊びや水遊びを通して全身をし
っかりと動かすことができ食欲は落ちることなく、給食の時間の前には「おなかすいた～！！」
「きょう
のきゅうしょくなにかな～？」と給食室の前に来てくれる子どもたちもたくさんいました(*^^*)給食の時
間はおかわりもなくなるほど！ごはんにおかず、お汁といつもよりもピカピカになって返ってくること
がとても嬉しい八月でした。
この夏は全身をしっかり動かし、たくさん食べ、しっかり睡眠もとれたことでグーンと体の成長も感じ
られたのではないかと思います。

食育目標は【好き嫌いせず何でも食べましょう】でした。
誰でも苦手だな～と感じる食べ物はありますよね。毎日の給食で、季節
の野菜や果物、魚に触れている子どもたち。その中でも、気に入ったもの
やちょっと苦手だな～と思うものと子どもによってそれぞれです。
幼児は特に味覚が大人より敏感で苦みや酸味を感じやすく、野菜や魚も
大人が感じるよりも素材の味を濃く感じていることもあります。給食では
味付けの工夫やあく抜きなどの下処理をしっかりすることで子どもでも食べやすく、苦手意識がついて
しまわないように心がけています。
子どもたちには、見た目やにおいで、きらいだな～。食べたくないな～。と判断してしまうのではなく
“苦手だな～と思うものも一回は食べてみよう”と話をし、思っていたよりも食べられた！！ってこと
もあるよな～と問いかけると、
「ぼく、なすきらいだったけどたべれるようになった！」と気付いてくれ
る子もいたり、お友達の苦手なものを分かっていて、
「このまえの〇〇はたべとったよな～。」
「あ！ほん
とだ。」という会話も聞かれます。お友達同士でこれ美味しいよ♪などの会話が聞かれることがうれしく
思って聞いています(^^)
また、苦手でお皿に残っている食材がある場合は「味が苦手？ちょっと硬いかな？小さくしたら食べら
れる？」など、子どもたちとどんな所が苦手なのか会話をしながら、どうなったら口に入れられるかな～
と答えを一緒に探しています。口に運べるような声掛けで「少しは食べられた！」と自信につなげていく
ことが大事だと思っています。食べられる食材が一つずつでも増えると、食事の時間がもっと楽しい時間
になりますね♪
子どもたちの美味しい～！の声がたくさん聞けるよう、日々工夫した給食作りをしていきます。

かぼちゃ

そうめん南瓜の紹介をしました。
八月の恒例になったそうめん南瓜。
「それしっとるよ～」
とふじ、すみれ組の子どもたち(^^)見た目は硬そうなかぼ
ちゃなのに蒸したり茹でて加熱することで果肉がほぐれ、
そうめんみたいに細長い不思議な面白いかぼちゃです。子
どもたちの前でほぐしてみると…「わぁ！！」と歓声が上がり、もっと見せて～と興奮気味♪何度みても
面白い野菜に興味いっぱいの子どもたちの笑顔が印象的でした。まだお店にも売っていると思います。ご
家庭でも子どもたちとワクワク楽しい体験をしてみてはいかがでしょうか(^^)/

昼 食

午後のおやつ

昼 食

午後のおやつ

月（6 日・13 日）

火（7 日・14 日）

水（1 日・8 日・15 日）

ごはん
鮭のオニオンチーズ焼き
ほうれん草のごま和え
鶏肉とごぼうの煮物
玉ねぎのすまし汁

ごはん
鯖のおろしがけ
レタスとかまぼこのサラダ
なすとピーマンの炒め物
なめこのすまし汁

ごはん
鶏肉の和風から揚げ
キャベツのさっぱり和え
いかと大根の煮物
小松菜とあさりのみそ汁

お茶
塩昆布のおにぎり

ヨーグルト
ポテトチーズトースト

ヨーグルト
ごまスティックパイ

木（2 日・9 日・16 日）

金（3 日・10 日）

土（4 日・11 日）

ごはん
豚肉と大豆のトマト煮込み
小松菜のおかか和え
れんこんのきんぴら
きのこのすまし汁

ごはん
牛肉と豆腐の甘辛煮
たことわかめの酢の物
かぼちゃのそぼろあんかけ
なすのみそ汁

ヨーグルト
しらすとひじきのパリパリ焼き

お茶
お好み焼き

コッペパン
八宝菜スープ
果物（バナナ）

牛乳
せんべい

月（27 日）

火（21 日・28 日）

水（22 日・29 日）

ごはん
豚肉のしょうが焼き
小松菜としらすの和え物
なすのそぼろ炒め
豆腐とわかめのみそ汁
ヨーグルト
りんごカップケーキ

ごはん
鶏肉のねぎ塩焼き
ひじきとキャベツのサラダ
おからの炒り煮
いわしのつみれ汁
ヨーグルト
ジャムサンドイッチ

ごはん
赤魚のみそ漬け焼き
れんこんサラダ
大根と平天の煮物
えのきのみそ汁
ヨーグルト
手作りクッキー

木（30 日）

金（24 日）

土（18 日・25 日）

昼 食

ごはん
カレーチキン
ほうれん草の白和え
きんぴらごぼう
あさりのすまし汁

ごはん
鮭の塩焼き
もやしのナムル
じゃが芋と小松菜のカレー炒め
麩と卵のすまし汁

コッペパン
大根と鶏肉のコンソメスープ
果物（バナナ）

午後のおやつ

お茶
肉みそおにぎり

ヨーグルト
シュガーラスク

牛乳
せんべい

昼 食

午後のおやつ

行 事

昼 食

午後のおやつ

17 日（金）誕生会
秋の香りごはん
ほうれん草の炒め物
大根のそぼろあんかけ
豚汁
果物（梨）
カルピス
コーンマヨネーズパン

※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。

