令和４年５月

倉吉東こども園

行 事
・
給 食 時 の 音 楽
日 曜
1 日 今週の音楽♪●バッハ・ブランデンブルク協奏曲・アリオーソ・２つのバイオリンのための協奏曲
2

月

3

火 憲法記念日

4

水 みどりの日

5

木 こどもの日

6

金

7

土

8

日 今週の音楽♪●ヘンデル・水上の音楽より

9

月 交通安全指導

アラホーンパイプ・メヌエット・調子の良い鍛冶屋

10 火 ちびっこ探検隊（すみれ組） 運動あそび（ふじ組）
11 水
身体測定（たんぽぽ組） 音あそび（すみれ組）
絵本貸し出し日
子育て相談
PＭ1：15～2：15
13 金 音あそび（ふじ組）
12 木

14 土
15 日 今週の音楽♪●ベートーヴェン・ロマンス第２番ヘ長調

エリーゼのために

交響曲「田園」

16 月 音あそび（ゆり組） 身体測定（もも・ゆり組）
17 火 ちびっこ探検隊（ふじ組） 運動あそび・身体測定（すみれ組） 音あそび（もも組）
18 水 運動あそび・身体測定（さくら組）
19 木 書道教室（ふじ組） 絵本貸し出し日 子育て相談 PＭ1：15～2：15
20 金 誕生会

音あそび（さくら組）

21 土
22 日 今週の音楽♪●リスト・愛の夢

ハンガリー狂詩曲

23 月 避難訓練（火災）
24 火 ちびっこ探検隊（すみれ組） 運動あそび・身体測定（ふじ組） 音あそび（たんぽぽ組）
25 水 尿検査（～26日 ３歳以上のクラス対象） 運動あそび（さくら組）
書道教室（ふじ組） 保育料等口座引落し日
26 木
絵本貸し出し日
子育て相談 PＭ1：15～2：15
27 金 歯科検診（たんぽぽ組以上）9：30～
28 土
29 日 今週の音楽♪●ラフマニノフ・交響曲第２番

３楽章アダージョ・パガニーニの主題による狂詩曲

30 月
31 火 ちびっこ探検隊（ふじ組） 運動あそび（すみれ組） 園だより発行
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ふじ組 （
五歳児）

ぴんくのいろが
きれいだったね

子ども達は思 い思いに観察を楽しみました。大人では
気づかな い所に目を向け、疑問に思 ったり、表現したり、
子ども達 の感性はとても楽しく素晴らしいも のだと感
じます。これからも豊かな心の育ちを願 って、その時期
ならではの自然に触れ、感動 の体験を 一緒に重ねていき
たいと思 います。
（
馬壁 衣里）

園に帰ってから
みつけたものの特
徴を思い出しなが
らスケッチをしま
した。

みて～
花びらがハートの形！

虫がおった！
ルーペでみてみよう

おふろみたい！
手伝ってくれな
い？

《 嬉しいな 憧れのベストを着ての探検隊 》

観察している時の
子ども達の
つぶやき・表情は
一段と魅力的です♪
いいよ～

新しい友だちを 一名迎え、三十名でスタートしたふじ
組。進級当初 「
ふじ組さんになるとこんな活動があるよ」
と 一つひと つ写真を見せながら知らせると 「
やりたい！」
と期待を膨らませていた子ども達です。
楽 しみにしていた活動 の 一つが年長児から年長児 へ
受け継がれてきたベストを着ての探検隊です。
子ども達は待 ってました！と言わんばかりに準備に取
りかか っていました。
四月は極楽寺に続き、打吹山にも観察にでかけました。

着用順の写真カードを見たり、難しいところ
は友達同士手伝い合いながら探検隊グッズを
身につけていきます。

(

)

バスに乗る時は挨拶
をする、歩く時はペア
で手を繋いで、など約
束を守ろうとする姿
がありました。

すみれ組 （
四歳児）

おねがいします！

いよいよ子ども達が楽しみにしていた 『
ちび っこ探検隊』が始まりました。
探検隊の日は朝から 「
今日は探検隊だよなぁ！」と大張り切り！初めての探検
隊はふじ組の子どもたちと 一緒に手を つなぎ極楽寺まで歩 いていきました。そ
の後、すみれ組だけでの探検隊も始まり、バスに乗 って打吹公園付近に出かけ
ました。桜にも名前や色 々な種類がある事を知 ったり、植物や虫など、見 つけ
たものを観察したり、自分の図鑑で探すことを楽しんでいる姿がありました。
出かける前には、探検隊の約束 の話を幾 つかすると、し っかりと聞 いていた
子ども達。探検隊は園外での活動な ので、約束が守れな いと楽しい活動も人に
迷惑をかけたり、事故や怪我に つながり危険なものにな ってしまいます。約束
を守 って活動すること の大切さや自然に触れること の面白さ等が感じられる
ような活動にしていきたいと思 っています。
これから 一年、友だちと 一緒にたくさんのことを経験し、その中で子ども達
の興味関心を広げていけるよう関わ っていきたいです。
長谷川 奈緒美

わたしのずかんは
どれかな？

《
すみれ組にな ったよ！楽しみいっぱ い！》

ここに
かたづけるだよな

すみれ組に進級し、早いもので 一ヶ月が経とうとして
います。最初は 「
すみれ組さん」と声をかけても反応が
薄か った子どもたちでしたが、新しくさくら組の子ども
たちが進級してきたことや、新しい環境にな ったことで
「
ぼくたちがすみれ組！」と 一つ大きなクラスに進級し
たことを喜び、自覚しはじめてきているところです。

進級してから新しく変わったことの一つに、自分用のサインペンやの
りを持つようになったことがあります。使い方を知らせ、使い終わった
ら元の場所にきちんとしまうこと等の話をしました。早速「私のがあっ
た！」と自分の分があることを確認し、嬉しそうにお絵描きを楽しむ姿
が見られました。遊び終わった後は指定の場所に片付けるなど、意識が
できるように声掛けもしながら関わっているところです。

イスいっぱい
はこべるよ！

感染症予防対策のため、すみれ組は部屋で
昼寝をすることにしています。昼寝前に保育
者が棚などの消毒をしていると「ぼくもやり
たい！」と布巾を持って意欲的にお手伝い！
また、机を「よーいしょ！よーいしょ！」と
みんなで力を合わせて運んだり、椅子を重ね
て運ぶなど、嬉しい姿が見られます。

トイレに行った後には
スリッパをそろえること
も知らせています。今で
は、保育者が声をかけな
くても、子どもたち自身
で気付いてできるように
なってきました。

さくら組 （
三歳児）
喉がかわいた時には、自分のタイ
ミングで水分補給をしています！
＜健康観察＞
「おはようございます」の挨拶をして
ハンカチや爪の確認をします。その後
今日の日にちの所に保育者が丸印をし
て、そこにシールを貼っています。

さくら組での生活がスタートしました！》
《
今年度は、新入園児が 一名加わり、二十 一名での
スタートとなりました。
ゆり組の時から、 「
もうすぐさくらさん！」 「
二階
のお部屋になるだよなあ」と期待でいっぱ いだ った
子ども達。
生活の流れや環境など、大きな変化がありました
が、 一つ一つ丁寧に伝えていったり、 一緒に確認し
ながら少しず つ慣れていき、大きな戸惑 いもなく、
落ち着 いて過ごしています。
今月は、今現在、どんな風に子ども達が生活して
いるのかを紹介したいと思います。

＜朝の会＞
一日の流れを写真カードで確認し
ます。見通しを持って生活できるこ
と、活動の切り替えの時に「次は何を
するだっけ？」
と少しずつ子ども達自
身で考えらるようになればいいなと
思っています。

話を聞く時には、
話をする保育者の方
に体を向け、目を見
て聞くことを大切に
しています。

水筒や黄色いカバンは肩か
ら斜めにかけるんだよ！

＜給食の時間＞
メニュー紹介の他に、栄養、食材の産地などを、ボード
を使って子どもたちに分かりやすく話をしています。

コロナ禍ということで、園内で子どもた
ちがどんな風に生活しているのか、保護者
さんには実際に見ていただくことができて
いない状況ではありますが、進級後、荷物
を自分で持 って上が ったり、持ち物の始末
を頑張 っている姿に、すご いなあ、皆本当
に成長したなあと、頼もしさを感じている
ところです。
さくら組での 一年間、ゆり組の時から の
目標でもある 『
身 の回りの事が自分ででき
る』『
好きな遊びを見 つけじ っくり遊ぶ』こ
とに加え、『
話を聞ける ・
言葉で気持ちを伝
えられる』力も育てていきたいと思 ってい
ます。
そのためにも、まずは身近な大人が子ど
もの話に耳を傾け、共感すること、子ども
の目を見てし っかり話を聞くことを大切に
していきたいと思います。
そして、子どもたちが自分の言葉で気持
ちを表現したり、困 った時にそのことを伝
えられることも大切にしたいと思 っていま
す。お家からも、ぜひ意識して関わ ってい
ただけたらと思います。
さくら組での 一年間、楽しいこと、嬉し
いこと、悲しいこと、悔しいこと…たくさ
んの経験を通して、心も体もたくましく成
長してほしいなあと思 っています。
一年間、どうぞよろしくお願いします。
（
岸下 幸穂）

ゆり組 （
二歳児）

イチゴおいしいよ。どうぞ

【友だちとの関わり】
「一緒に遊ぼう」
「○○ちゃんもいる？」名前を呼び掛けて遊びに誘い合う
姿が増えました。子どもにとって友だちの存在は大きく、刺激を受け合いま
す。
言葉が出なかったり、
思いがぶつかり合いトラブルになる事もあります。
まずは本人の気持ちをくんで保育者が言葉に表わして、気持ちを共有しま
す。そして相手の思いも知らせながら関わっています。

ゆり組の生活がスタートして早 一ヶ月が経とうとしています。
新しい環境に緊張することもあ ったと思 いますが、あ っという間に慣れて
色 々なことを吸収していこうとする子どもたち のパワーは、すご いなと改め
て感じています。ゆり組では、三歳以上児クラス への進級を見据えて 『
身の
周りの事は自分でできるように』を目標に、自分のことは自分でできる力を
少しず つ身に付けていきたいと思 っています。自分で靴がはけるかな？
はきやす い靴かな？など持ち物の確認をこめてお家でも関わ って頂ける
と嬉しいです。様子を共有しながら 一緒に成長を分かち合えること楽しみ
にしています。
これから 一年間、どうぞよろしくお願い致します。
（
山田 美和子）

みて～！むし！

いっしょにしようよ
なにがいいですか？

《 新しい生活が始まりました
～新しい友だちと 一緒で嬉しいね～ 》

【外遊び】
外に行く準備では、
「みとってよ！」と進んで靴下や靴をはいたり、
頑張る姿が増えてきました。また、二人で手を繋いで順番に！が、
とても上手になりました。

新入園児 （
再入園を含む）五名を迎え、ゆり組二十四名での生活が スタートしました。
最初は涙が見られた子どもさんも少しず つ慣れ、笑顔が沢山見られるようになりまし
た。
今年度 のゆり組では 『
ばなな』『
ぶどう』 の二グ ループに分かれて時間差を つけて生
活をしています。朝 の会では戸惑う事がないように、 「
○〇チームさんは△△するよ」
とイラストを使 いながら具体的に話をしています。

【朝の会の様子】
「これから朝の会を始めます」と
手話を取り入れた挨拶をしています。

たんぽぽ組 （一歳児）
《 新しいお部屋、遊び、
ドキドキ ワクワクの４月！ 》

天気が良い日は、お外でいっぱい身体を動かして遊びます
ゴシゴシ
ふきふき

進級児さん十五名、新入園児さん二名 の
十七名でスタートしたたんぽぽ組さん！こ
この部屋にず っといるの？あれ？いつもの
先生は？と少し不安げな表情も初めはあり
ましたが、外で遊んだり大好きな絵本を 一
緒に読んだり見たり、給食を食べたりして
いく内に 「
ここに毎日くるんだな」「
この先
生と 一緒なんだな～」と少しず つ安心感を
持 ってくれているのが 一日 一日を過ごす中
で、表情で感じる事ができ、うれしく思 っ
ています。日々の遊びの様子や、生活面で
たんぽぽ組になり取り組み始めたことを紹
介していきます。

あ～なたの
おなまえは？

月生まれさんまで月齢差もあり、一人一人にあった生活リズムで過
ホワイトボードでもお知らせしましたが、四月生まれさんから三

ごす事を大切にしていきたいと思い、四月生まれ～九月生まれさん

をみかんチーム、九月生まれ～三月生まれさんをいちごチームに分

け、時間差をつけ活動をしています。子どもたちの成長の様子を見

ながら、年度途中でチームの変更があるかもしれませんので、また

その都度お知らせさせていただけたらと思っています。

よいしょっと

の声と共に手をゴシゴシしてくれています！今日のハ
たんぽぽ組から始まった手洗い！保育者のゴシゴシ

ンカチの絵をじーっと見つめる子もいます♪

たんぽぽ組 の 一歳児 の時期は、「
自分 の思
い」がとても出てくる時期です。じぶんで
やりたか った～！なんで止めるの～！と思
いが強くな ったり、時には大人がや ってほ
しくな いな～と思う事がやりたい！時期で
もあります。成長において自分の思いを主
張する、思いを通したい気持ちはとても大
事なことです。その反面、大人が 「
うーん」
と悩む時期でもあると思 います。私たち保
育者自身も毎日の中で、「
こう いう関わりし
てあげたらよか ったかな」「
きょうはこうだ
ったら気持ちよく楽しくすごせたな～」と
子どもたち の気持ちに寄り添 って保育して
いきたいなと思 っています。現在も続く コ
ロナ禍ですが、園での様子をノートや送迎
時に保護者さんと共有できるようにしてい
きたいと思います。
また、子どもさんの事で気にな っている
事、うれしか った事、こんな遊びが好きな
んです等子どもさんのどんな様子でも、担
任や園に教えてもらえたら、と ってもうれ
しいです。
園での初めての手洗 いも、 一生懸命！慣
れてくると自分で水を出して泡もだしてな
んてことも！こんな事も自分でできちゃう
の？すご い！の成長がたくさん見られる 一
歳児さん！お家 の方と共に子どもたち の成
長を喜びあ っていけたらなと思 っていま
す。
一年間、子どもたちといっぱ い遊んで楽
しいたんぽぽ組にしていきたいと思 ってい
ますので、どうぞよろしくお願いします。
（
岡田 佐和子）

もも組 （
〇歳児）
《
ぽかぽか気持ち いいね
～楽しい時間を共有する中で～》

新しい生活がスタートして早 一ヶ月。新入園児も在園
児も環境 の変化に戸惑 い、不安な様子が見られる日もあ
りましたが、それぞれの生活リズムが少しず つ安定して
きて、安心して過ごせる時間が増えてきています。
四月に入 って天気 の良 い日が続いたので、積極的に戸
外に出かけました。桜がきれいに咲 いている様子を見に
行 ったり、ちょうちょやお花、鳥 の声など、保育者が興
味を向けると、指をさしたり、「
あーあー」と声を出して
表現してくれる姿もありました。
散歩

保：
ちゅうり っぷだよ。
きれいだね

んーんー

第二園庭

第二園庭では、
お散歩者やベビーカ
ーから降りて、座ってみることで、ま
た気分が変わり活動範囲も広がって、
探索する姿も見られました。
芝生を触
ってみたり、
遊具にも登ったりしてみ
ました。

外に出かけると気分が変わ って機嫌よく過ごせる姿や
色んなものに興味が向く姿も見られました。

安定した生活を送れることや、毎日同じ環境 の中でゆ
ったりと時間を過ごすことで、室内でも機嫌よく遊べた
り、保育者 のもとを離れて自分の遊びに夢中になれる姿
もみられるようにな ってきました。
睡眠や食事が満たされることで、機嫌よく過ごせるの
はもちろんですが、同じ環境 の中で、特定 の大人と 一緒
に、遊んだりわらべうたをしたり、食事して 一緒に過ご
すことで、子どもたちが安心して生活を送れるように、
関係を築 いていけたらと思います。
これから 一年間よろしくお願いします。

英( 瑞季 )

★ふじ組 （
五歳児）
《
生活》
・生活 の流れがわかり、自分から行動する
・ロッカー の整理整頓をする
・手洗 い ・うが いをすること の意味を知り、丁寧に
行う
《
食育》
・昼食、おや つの献立名や材料、栄養に ついて知る。
・アスパラガ スのはかまをとる
・うす いえんどう豆の豆とり
《
文字、数あそび》
○書道教室 の流れを写真カードを見ながら準備する。
・背中を伸ばし、足は床に つけ椅子に座る。
・目を見て話を聞く。
《
運動あそび》
○鉄棒
・補助されながら逆上がりをする
○縄跳び
○ホ ッピング
○ 竹馬
・援助してもら い歩 いてみる
《
ちび っこ探検隊》
・打吹山で色 々な草花や生き物を見 つけ、観察したり
図鑑で調べたりする
・あやめ池公園でショウブ ・アヤメの観察をする
《
季節 の歌》
・めだかの学校

★すみれ組 （
四歳児）
《
生活》
・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》
・昼食、おや つの献立名や材料、栄養に ついて知る。
・アスパラガ スのはかまをとる
・うす いえんどうまめの豆とり
・いちご の観察 ・収穫をする。
《
文字 ・数あそび》
・ひらがなカード、かるたであそぶ。
・しりとりをする
・カレンダー の数字を読む。
《
運動あそび》
○鉄棒
・腹支持 ・補助されて前回りをする
・足抜き回りをする
○縄跳び
・短縄…結ぶ ・ほどく 前回し跳び
○ マット
・伸脚横転 ・補助前転
《
ちび っこ探検隊》
・打吹山でいろいろな草花や虫に興味をもち
図鑑で調べる
・見 つけたものを スケ ッチする
・あやめ池公園でショウブ ・アヤメの観察を
する。
《
造形》
・折り紙をする
《
季節 の歌》
・お つかいありさん

三歳児）
★さくら組 （

《
生活》
・手洗 い ・うが いをする
・ノートや コップ の出し入れを自分でする
《
食育》
・うす いえんどう豆の豆とり
・そらまめの豆とり
《
戸外あそび》
・河原であそぶ （
草花あそびをする）
・前園庭であそぶ
（
大型遊具 のはしご登り ・デ ッキテラス）
《
運動あそび》
○短距離走
・サーキ ットあそび
・ブーメラン競争
・線上整理走
○ マット運動
・ハイ ハイ歩行
・回転歩行
《
造形》
・折り紙をする
《
季節 の歌》
・こいのぼり
・ことりのうた

ゆり組 （
二歳児）
・春 の草花や昆虫に触れる
・戸外で十分に体を動かしてあそぶ

<

>

食育
○そら豆の豆とり
戸外あそび
○散歩に行く
・草笛、草ずもう等 の草花あそびをする
・テントウ虫、バ ッタ等 の虫を見 つける
○裏園庭で遊ぶ
・サーフであそぶ
・砂あそびをする
○第二園庭であそぶ
・し っぽ取りをする
・上手でボー ルを１ ｍ先に投げる
・おおかみさんあそびをする
室内あそび
○ホー ルであそぶ
・ビリボを使 ってバランスあそびをする
・色 々な動きを真似てあそぶ
・跳び箱や平均台、ジ ャンボ マットであそぶ
◯ままごとあそびをする
・お風呂ご っこ、洗濯あそび
・人形 の世話あそび
○指先を使 ったあそびをする
・洗濯ばさみであそぶ
・粘土であそぶ
○わらべうたあそび
「
ひら いたひら いた」 「
いちばちとま った」
○絵本を見る
「
ワ ニぼう のこいのぼり」 「
そらとぶクレヨン」

たんぽぽ組 （一歳児）
・ 身近な草花や小動物に触れる。
・ オ マルに慣れて座り、タイミングが合えば排泄を
する。
・ 手洗 いの仕方を身に付ける
戸
<外あそび >
○散歩に行く。
・草花 （
カラスノ エンドウ ・タンポポ の綿毛 ・
こばんそう等）であそぶ。
・てんとう虫 ・ダ ンゴ虫に触れる
○裏園庭であそぶ
・砂あそびをする。
・木製遊具で遊ぶ
○第二園庭で遊ぶ
・大型遊具であそぶ
・ボー ルや縄を使 って遊ぶ

<

>

もも組 （
０歳児）

戸
<外あそび >
○七～九カ月
・散歩に行く。
（
テントウムシ ・チ ョウなどを見たり触れたりする）
・第二園庭であそぶ
○ 一歳児
・保育者と 一緒に歩く
・草花 （
カラスノ エンドウ ・タンポポ の綿毛）で遊ぶ
・第二園庭 の大型遊具で遊ぶ
室内あそび
○七～九 ヶ月
・ガラガラを持 ってあそぶ
・板 の坂道を這 い這いで進む
・ビ ニー ルトンネ ルをくぐ ってあそぶ
○ 一歳児
・手先を使 った遊びをする
（
パズ ルボ ックス ・コイン落とし）
・手押し車で遊ぶ
○わらべうたあそびをする。
「
ち ょうち ょ」
「
ぜんぜが のんの」
○絵本を見る。
「
ととけ っこう よがあけた」
「
あかあかくろくろ」

<

>

室<内あそび >
○手先を使 ったあそびをする。
・パズ ルボ ックス ・プラステン
・シー ル貼り ・お絵描き
○ままごとあそびをする。
○人形であそぶ。
・抱 いたり、布団を掛けてわらべうたあそびをする。
○ホー ルであそぶ。
・滑り台 ・鉄棒 ・跳び箱を使 って体を動かす。
○紙あそびをする。
・ちぎ ったり、丸めたりする。
○わらべうたあそび
「
かれ っこや いて」
「
たけ のこめだした」
○絵本を見る。
「
タンタンのぼうし」
「
おひさまあはは」

<

>

今年度は、４月７日（木）より毎週木曜日に絵本の貸し出しを始めています。絵本
は心の栄養と言われるように、心（内面）を豊かにしてくれます。子ども達の記憶に
残らない面もあると思いますが、確実に子ども達の心を豊かにしてくれると信じてい
ます。今後も園では絵本の時間、絵本との関わりを大事に保育を進めさせていただき
ます。保護者の皆様も何かと忙しい毎日ではあると思いますが、子どもさんの為だけ
ではなく、大人にとってもホッとできるひと時を与えてくれるのが絵本です。どうか
ご家庭でも意識していただいて、絵本の時間を持っていただけたらと思います。

《お 願 い》
ふじ・すみれ・さくら組は各家庭で絵本袋を用意していただいています。
ゆり・たんぽぽ・もも組は各児通園かばんに入れて下さい。
玄関奥の図書コーナーには育児書もありますので、興味のある方は職員に声を掛け
ていただければと思います。少しでも育児の参考にしていただければ嬉しいです。
なお、入園のしおり（P.１５）にも記載されていますが、返却期限は次週の木曜日
までとなっていますので、期限までに返却をお願いします。
☆ふじ・すみれ・さくら組で絵本袋がまだの人は持ってきて下さい。

クラスで楽しんでいる絵本の紹介
もも組
『あっぷっぷ』
「あっぷっぷ～」のフレーズで、おサルさんや
ブタさんなど様々な動物やお母さんが、ほっぺ
たを膨らませたり、両手でビヨーンと伸ばした
り、口をすぼめたりする様々な表情に興味津々
な子どもたち。指さしをしたり、「あ！」とい
うような表情を浮かべたりと楽しんで見ていま
す♪ 同じリズムで歌いながら楽しめたり、
様々な動物が登場したりと子どもたちが大好き
な 1 冊です。

4 月の給食の様子
入園、進級から一か月が経ちました。
入園した子どもたちも進級した子どもたちも少しずつ慣れ、落ち着いた給食の時間を過ごせています。
そこで今年度最初の食育目標を伝えにクラスを回りました。3 歳以上児の子どもたちに毎月食育にちな
んだ目標を決めみんなで一緒に頑張ろうね！と話をしてい
ます。
4 月は【朝ごはんを食べて登園しましょう】にしまし
た。
朝食は一日の生活のスタートです。朝起きた時の体はエネ
ルギー不足で、体温も低い状態です。朝ごはんを食べること
で体温も上がり眠っていた脳や身体にスイッチが入ります。
朝ごはんを食べないとぼーっとしてケガにつながったり、元
気に遊ぶことができません。
子どもたちにも同様の話をしてから『こども園に来て河原や園庭、運動遊びや探検隊で遠くに行った時
にお腹が空いて動けんくなったらどうしよう…しっかり食べてきて元気に楽しく活動できるのと、疲れ
やすくて休みながら遊ぶの

どっちがいいかな？」と問いかけてみると、朝ごはんを食べて元気に遊べる

のがいい！と答えてくれました。午前の活動が元気に送れるよう朝ごはんを食べて登園しましょう。

また、食事を美味しく食べるには“お腹がすいた”という感覚が必
要です。
【早寝・早起き・体を動かして十分に遊ぶこと】で空腹感や食
欲を感じ、食べたい意欲や美味しいなと感じる感覚へとつながってい
きます。今年度も園とご家庭の連携のもと、子どもたちの生活リズム
を整えていきましょう(*^^*)

春の野菜の紹介をしました
春になると今年初めての収穫を迎える玉ねぎとじゃが芋。
今の時期のものは“一番あたらしいもの”という意味で新玉
ねぎ、新じゃが芋と名前のうえに“しん”とついている事を
伝えました。また、春のキャベツは葉と葉の隙間にゆとりが
あり柔らかい甘みのある品種だということも伝えました。実
際に玉ねぎ、じゃが芋、キャベツを見比べ皮の色や皮の硬さ
が違う事を発見した子どもたちでした。
また、色々な種類の豆も紹介し、4 月の献立で出てきたスナップエンドウやそら豆は「美味しかったよ
～」
「そら豆はくさくて苦手だった…」などの声が聞かれました。たくさんの食材に興味を持ち食べる意
欲につながるように色々な食材に触れる機会を作っていきたいと思っています(^^)/

苦情 ・ご意 見 ・ご 要望 にお答え して
園長 足達 佐恵 子
新年度 が始 ま り 一ヵ月。新型 コロナウ イ ルス感
染症が第 七波 に入 ったようだと鳥取県 でも報道 さ
れ て います。新学期が始 ま った途端、中部地域 で
も コロナ感染者 が ほぼ毎 日 のよう に出 て いる状況
で、 クラ スターも発生 しており特別警 報も継続中
で改 め て気を引き締 め て いる状況 です。
四月末 から 五月 にかけ て のゴー ルデ ンウイー ク
では、 人 の動きが活発 にな る事 が予想さ れ て いま
す。楽 し いお休 みな るよう に改 め て保護者 の皆様
には、鳥取県 から出 て います取 り組 みを参考 にし
て いただき過ご して いただきます ようご 理解 ・ご
協 力をよろしくお願 いします。
何 かあ りま したら、 園 の固定電話 か園 の携帯 に連
絡 を お願 いします。
園固定電話 ・・・０８５８― ２６― ３４３６
園携帯電話 ・・・０９０― ７１２０― ３８７８
こう いう状況 の為、昨年度 の保護者 ア ンケート
の要望 にあ りま した園 の様 子が知 りた いと いう内
容 に関 しては、連休後 の新 型 コロナウイ ルス感染
症 発症状況を見 て検討さ せ て いただきます。
●昨年度 の保護者 ア ンケートから
〇正面玄関 の外 の白 い木製 の倉 庫が雨 で腐食 して

いる のが気 にな りま した。
・四月 に修繕 しま した。合 わ せ て裏 園庭 の砂場 の
囲 いも新 しく作 り直 しま した

〇補修 さ れ ておられ ると思 いますが、道 路 のでこ
ぼ こや前 園庭 の水たまりや 段差 に引 っかかり こけ
そう にな る場面もあり ・・・少 し気 にな ります。
・前 園庭裏 園庭 とも水 はけが悪 く、特 に出入り 口
に水たまりが出来ご迷惑 を おかけ して います。根
本的な解決 にはな りませんが、盛 り土 にした
り水 の通り道 を作 ったりしながら対応 して い
ます。 段差 に ついても私自身 が つまづ いて転
んだ経験 もあ り、状 況を見 てそ の都度整備 し
て いる状況 です。

〇駐車場や 園ま で の道 で気 にな る ことがあ ります。
徐行 してな か ったり、ウイ ンカーをださな か った
り （
近 い駐車場 に入 る時）保護者 の方 の運転 マナ
ーが気 にな ります。先生方 のこと ではな いのです
が、狭 い道 でもあ ります ので今 一度 注意 を促 して
頂け るとありがた いです。
別 の保護者 から は、あ おり運転 のような状 況が
見られ不安 に感 じま した。 と言う申 し出があ りま
した。
・過去園周 辺で交通事故も起 こ って います ので、
時間 にゆとりを持ち送迎 して下さ い。
特 に園周 辺は 【こども園】【
デ イサービ スセ ンタ
ー】【
児童 セ ンター】の利用者 も有 り時間帯 によ っ
ては、大変 混雑 します。車 は徐行運転 でお願 いし
ます。 また、 子どもさ んから 目を離さな いよう安
全な歩行 に心がけ て下さ い。

●身体的な反応

●感情的な反応

〇頭痛や発熱
〇便秘や下痢
〇おもらし、おねしょ
〇喘息やアトピーなどの症状が
悪化することも…

〇感情の起伏が激しくなる
〇友だちや兄弟とケンカが続く
○甘えたがる
〇母親から離れられない、
泣き出すなど

●行動的な特徴

≫

子どもの心のケア

家庭でできる

●子どものことをよく見る

子どもの様子をじっくり見て、子どもが頑張って無理をしている“サ
イン”を早めにキャッチしてあげることが大切です。子どもが親を呼び
かけた時には、できるだけ時間を共有してあげると良いでしょう。子ど
もの安心感につながります。

●子どもとたくさん話をする

ストレスを緩和するのに必要なことは「コミュニケーション」です。い
つもより少しだけ会話する機会を増やしてみましょう。直接心配事を話題
にしなくとも、気軽に話せる環境や関係性を作ってあげることが大切で
す。子どもの言うことを否定せず、子どもの気持ちになって共感してあげ
ましょう。

●新たな楽しみを作ってあげる

新しい楽しみを作ることが、新生活の弾みにつながります。新しい文房
具、新しい洋服や靴など何でも良いです。新しい場所や生活への期待が膨
らむように、楽しみを用意してあげると気持ちも楽しくなります。

ら、 ノートや 口頭、意 見箱 でもお受けしています

こ の時期 は気 温 の変 化も著 しく体 調管 理が難 し
いですが、連休 明け には元気 に登園 してき てくれ
る事 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

≪

困 って いる事、嬉 しか った エピ ソード等 々 コロ
ナ禍 でな かな か保護者 の方 と の コミ ュニケー シ ョ
ンも十分 に出来な い状況 ではあ りますが、ぜ ひ職
員 に声 を かけ て いただき、 一緒 に子育 てを して い
きま しょう。
入園進級 して 一ヵ月。新 入園児だ け でなく継続
の子どもさ んもようや く新 し い環境 に慣 れ始 め て
き て いますが、 五月 の連休 明け には元に戻 る こと
も予想さ れます。 子育 ては行き つ戻り つしながら
成長を見 て いく事が大事 です。焦らず 子どもさ ん
の良 い姿 を大事 にして いきま しょう。
昨年度 も掲載さ せ て いただ いた資 料を、載さ せ
て いただきます ので参考 にして下さ い。

○夜泣き、歯ぎしり
○嘘をつく
○睡眠時間が極端に
長くなったり短く
なったりする
〇落ちつきがなくなる
〇爪を噛む、指をしゃぶる
○食事の量が急に増えたり
減ったりする

子ども同士 のトラブ ルに ついて
〇 子 ど も 同 士 のけ ん かが親 に伝 わ っ
てこず、分 からな いことがあ ります。
けんか の相 手にな った家庭、見 て いた
お子さ ん の家庭 から、自分 の子ども の
トラブ ルを知 ることがあります。
〇家庭 で の教育 ・躾 ・習慣 の面が大 き いと は思 い
ますが、悪 いこと、迷惑 を かけた ことがあれば、
お迎え の時 に遠慮なく伝え て下さ い。
〇 子ども同士 のトラブ ルがあ った時、どちら の立
場だ ったと しても、状況を詳 しくお知ら せくださ
ったり、 子どもたちがそ の後も気持ち よく 一緒 に
生活 でき るよう仲立ち してくださ ったりす る こと
に、 い つも感謝 して います。 困 ったり、悲 し いこ
とがあ ったりしたら先生が助け てくれ る、 一緒 に
考え てくれ ると いう安 心感 が我が家 の子ども には
と ても大き いのだと感 じ て います。 い つもあ りが
とうござ います。
・子ども同士 のトラブ ルは、集 団生活 の中 では必
ず あ ります。 それぞれ の年齢 の発達 の特徴や個 々
の子どもさ ん の発達 の特性などもあ りますが、園
が大事 にして いる事 は、 それぞれ の立場 に立 って
思 いを共有 し、年齢 によ ってはどうすれば よか っ
た のか 一緒 に考え ることだと思 って います。
そ して、 子ども達だけ でな く保育者 の関わ りは
どうだ った のか、環境構成 はどうだ った のか、保
育者 の立ち位置や役割分担 はどうだ った のか 等
な ど 保育者自身 も振 り返り学 びながら 対応 を し
て います。 そ の状況を保護者 の方 とも共有 し、ど
の子ども達 も、 園が安 心 で安全な場所 にな るよう
今 後も努力を して いきた いと思 います。 心配な事

≪環境の変化による ストレス反応の特徴≫

◎ 令和四年度保護者会役員

(

◎ 令和四年度保護者会事業計画 年間行事

◎ 運動あそび開始 （
さくら組）
水）より始めます。
※五月十八日 （
・基本的に毎週水曜日にあります。
・体操服 （
体に合 った半袖服）・ショートパンツの準備
をお願いします。

･

･

出してください

二十五日 （
水）・二十六日 （
木）の朝九時三十分までに提

五月二十四日 （
火）に容器を持ち帰ります。

《
尿検査》 【
ふじ すみれ さくら組】

◎ 尿検査

)

令和四年度 の役員に つきましては、現在調整中です。
決定次第、保護者会事業計画も併せてお知らせ致しま
す。

◎ 書道教室開始 （
ふじ組）
木）より始めます。
※五月十九日 （

しますので名簿に○を つけて入れて下さい。

※ふじ すみれ ・さくら組 の保護者 の方は、玄関に箱を出

･

今年度も基本的に毎週木曜日にあります。
先生 の都合により、日にちが変更になる場合があり
ます。
ホワイトボード等でお知らせします ので、ご了解く
ださ い。
九時までには登園してくださ い。

（
時 間）九時二十分～
※

◎健 診

＊歯科健診

五月二十七日 （
金）九時三十分～
たんぽぽ組以上

※朝の歯みがき （
仕上げ磨き）を丁寧にしてきてください。

＊内科健診

六月三日 （
金）十三時～ 全園児対象

※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。

※耳鼻科検診 ・眼科検診に つきましては、チ ェックリスト

の別紙３ ・４をご

によるチ ェック方式になります。保護者 の判断で医療機

関 への受診をしていただきます。

チ ェックリストは入園のしおりＰ

利用くださ い。
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◎ふじ ・すみれ ・さくら組 の
保護者 の皆さま へ

お知らせとお願い
今年度も新型 コロナウイルス感染症対策 の関係で、保護
者説明会が出来ていない状況があります。
昨年度後半より特に、園に必要のない物を （
例 シール、
髪ゴム、髪どめなど）持参することで、遊びに集中できな
か ったり、個 々でやりとりをしてトラブ ルにな ったりする
姿が見られていました。気になる姿に ついては、個別でも
お知らせはしています。新年度を迎え改めて、担任からも
子ども達には話をしますが、ご家庭においても、子どもさ
んと 一緒に確認をしていただきますようご理解、ご協力を
お願いします。

・連絡ノートには家庭のシールは貼らないようにしましょう

園でシールを貼る事もありますが、家庭のシールは連絡ノ

ートには貼らず、家庭で使用させてあげて下さい

・園生活に必要のない物は持 ってこないようにしましょう
おもちゃは必要ありません。

また、ヘアピンや ヘアゴムも使用しない物は持たせないよ
うにお願いします

・登園時 のカバン （
リ ュック等）には、キーホルダーを付け
てこないようにしましょう

月（2 日・9 日）

火（10 日）

水（11 日）

ごはん
鯖の塩焼き
厚揚げの煮物
切干大根のサラダ
もやしとあさりのすまし汁

ごはん
鶏肉のトマト煮込み
平天とふきの煮物
もやしのごま和え
なめこと油揚げのみそ汁

ごはん
鮭のマヨネーズ焼き
小松菜のそぼろ炒め
きゅうりとちくわのかつお和え
若竹汁

ヨーグルト
抹茶小豆蒸しケーキ

ヨーグルト
麩のきな粉ラスク

ヨーグルト
オレンジパンケーキ

木（12 日）

金（6 日・13 日）

土（7 日・14 日）

ごはん
牛肉とじゃが芋の甘辛煮
玉葱とアスパラのソテー
キャベツのサラダ
新玉ねぎと絹さやのみそ汁

ごはん
豚肉のねぎ塩炒め
ひじきの煮物
ほうれん草のごま和え
豆腐のすまし汁

コッペパン
チンゲン菜と春雨の中華スープ
果物（バナナ）

ヨーグルト
パンせんべい

お茶
青菜とシーチキンのおにぎり

ヨーグルト
せんべい

月（16 日・23 日・30 日）

火（17 日・24 日・31 日）

水（18 日・25 日）

ごはん
鶏肉のつけ焼き
大豆の五目煮
もやしのナムル
小松菜と油揚げのみそ汁
ヨーグルト
ピザトースト

ごはん
カレー肉じゃが
スナップエンドウとえびの炒め物
小松菜のごま和え
玉葱としめじのすまし汁
ヨーグルト
そら豆とチーズのオープンパイ

ごはん
鰆のパン粉焼き
ほうれん草のソテー
もずくの和え物
麩のみそ汁
ヨーグルト
ココアクッキー

木（19 日・26 日）

金（27 日）

土（21 日・28 日）

昼 食

ごはん
牛肉とアスパラの炒め物
新じゃが芋の煮物
豆腐とレタスのサラダ
わかめと卵のすまし汁

ごはん
赤魚のレモンムニエル
スタミナ納豆
チンゲン菜のおかか和え
もやしと油揚げのすまし汁

コッペパン
鶏肉とトマトのスープ
果物（バナナ）

午後のおやつ

ヨーグルト
バナナマフィン

ヨーグルト
お豆のプリッツ

ヨーグルト
せんべい

行 事

20 日（誕生会）

昼 食

午後のおやつ

昼 食

午後のおやつ

昼 食

午後のおやつ

昼 食

午後のおやつ

豆ごはん
エビフライ
粉ふき芋
水菜とトマトのサラダ
春キャベツのみそ汁
果物（びわ）
牛乳
こいのぼりクッキー

※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。

