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[ 園だより　２０１３年 10 月号 ] 第０００１9 号 

園だより
　　一人の収入では生活ができにくくなるので共働きをしなければ…待機待ちの幼児がいるので保育所を建て

なければ…社会の中で困まりごとが出来たならば、困まりごとを解決しようとする。

　社会は充たされてないことが起きると、困難なことと捉えがちである。果たしてそうであろうか。幼子が生

まれる家族にとって一つ宝者が増えるのである。どんなに望んでも恵まれない家族がある。その人達のことを

思えば育てるのが困るという思いさえ、抱いてはいけないと思う。少なくとも私はそう思う。子供という宝者

を授かり、大切に育てていく。それは、授かった者の喜びではないか。

　ある方がおしゃいました。子供は王様ではなく、宝者である…私もそう想う。宝と考えると大切にしなければ、その存

在を活かさなければと、子供が育った姿を見てあの苦労があったからこそ何ものにもかえがたい程育った。いつかそう思

えることができる。その思いを抱くだけで、どのような出来事も大切にできるような気がする。いやな出来事も欠かすこ

との出来ない事になるのではないか…。

　一年間、初音保育所の子供を通して気付かされたことがある。昔は家の中には、ひいおじい

ちゃん、ひいおばあちゃん、おじいちゃん、おばあちゃ

ん、お父さん、お母さん…家の外には同年代、

１～３才違いの友達がいて、暗くなるまで

遊ぶことが出来た。家の中では家族の一人として子供は小さいながら役

目もあった。

即ち、社会の中で必要なことは自然に身につく環境が整っていた。

　しかし、今はどうであろうか…

家の中は、お父さんとお母さんと

子供、時々訪れる祖父母は生活の中での必要なことを気付かせる役目を担うのではな

く優しい訪問者になっている。社会の中で生きるルール、社会の厳しさを伝える人は

なく、成長していく。

　地域の中で昔のような社会がなくなったのであれば、安全を確保している保育所の

中で社会の中で出会うであろうことを経験させたい。コミュティの場を作り、コミュ

ニケーション能力を培っていきたい。優れた能力を持っても、どんなに学力をつけて

も、コミュニケーション能力が身についていなければ大人になった時、自分のもって

いる力を発揮できない。

コミュニケーション能力をつける…昔の保育所では思いもしなかったことを今の保育

所では求められているのではないか。保育所の目的である“幼児にとって最善の利益を考慮する”と

考えた時、学歴という言葉より人生の支えとなるコミュニケーション能力という言葉がまず浮かぶ。

多くの人の出会いの中でそう感じる。

　一緒にいても気持ちは別々の子供も何度も、同じ場で遊ぶことによって共に自己発揮しながら遊べるようになる。そん

な経験をしてない子供が大人になった時、共に活かし合い、生活が出来るはずがない、そう思いませんか？

　昨年は運動会が 11 月になり、寒さで運動会を楽しむことが出来ないかと心配しました。当日

は晴天に恵まれ、ほっとしたことを昨日のように覚えています。今年は、そんな心配をさせては

いけないと思い、10 月 19 日に運動会を予定しています。

　昨年同様、万国旗を子供と一緒に作ろうと思っています。しかし、今年は昨年とは違った視点

で取り組みたいと思っています。０歳児の幼児の描いた作品（来年は一歳になった万国旗の作

品・・・どう違うのか、毎年違う作品を眺めながら運動会を楽しむ）、卒所の年の運動会で６年

の月日の中で成長した幼児の姿を見つめ保護者と共に保育士も喜びを分かち合いたいと考えました。６年間無事に成

長した姿を通して喜びあう…これほど嬉しいことは他にないと思います。6 年後の姿を思い浮かべながら、万国旗を

作っていきたいと思いますので、運動会を楽しみにしていて下さい。又、何かと保護者の方にも協力を仰がなければ

いけないことがあると思いますが宜しくお願い申し上げます。

　追伸…プログラム、後日、内容は案内にてお送りいたします。

（運動会企画委員）

【保護者の方へお礼を申し上げたくて】

　100 人の幼児、小さな幼子であってもやはり 100 人ともなれば、賑やかです。その賑やかさも午後 5 時頃になると、

一人去り、二人去りと家へ帰っていきます。賑やかだっただけに静かになっていくことは、取り残されたように寂しい気

持ちになります。その日もほとんどの幼児が帰りました。

迎えにきて下さった保護者もこれから買い物に行き夕食の支度、洗濯物も取り込まなけれ

ばと焦る気持ちが、言葉でおっしゃらなくても伝わってきます。そのような時間帯の中で、

幼子が友達をたたこうと思ってたたいたのではなく、体を振っただけで、たたいたような

結果になったのです。相手に対し痛い思いをさせてしまいました。

　その時いた私は「友達をたたこうと思ってたたいたのではないが、痛い思いをさせてし

まった。だから、ごめんなさいねと謝ろう。」と言いました。しかし、私が言ったことが理

解できないのか、私はたたいていないのにどうして…と思うためか「ごめんなさい」を言

いません。時間はどんどん過ぎていく。お迎えに来た保護者には申し訳ない結果になってしまいました。

　保護者の方は、何でこんなことに時間を取られるのか…痛い思いをした上に、大切な時間が過ぎていく…等、

たたいた結果になった保護者の方は、うちの子は「なぜ、ごめんなさい」と言わなければいけ

ない、悪くはないのに、たたこうと思ってもいないのに…等々、

保護者の方は様々な感情をいだいたに違いない。

　でも私は、相手に対し悪気はなくても痛い思いをさせてしまった、意図的で

あろうがなかろうが、してはいけない事になった時は謝る、そんな人に育って

欲しいと思いました。それが良いことなのか、そこまでこだわることがないの

か分かりません。しかし、私には言い切ることがあります。長い時間私の思い

に付き合ってくださった保護者の方に、あの時は無駄なように思ったが、あの

時間は子供にとって無駄ではなかった、ささいな事まで気付いてくれたからこ

そ人から信頼される人に育った…そう思っていただけるよう今まで以上に幼児に

関わっていこうと思いました。それが、付き合って下さった保護者に対しての私の感

謝の気持ちです。

　あの時は、お礼を申し上げることが出来ず、どこか心の中にひっかかっています。改めて

お礼を申し上げます。

　内心、みんなの目線があり「ごめんなさい」が言えないのかもと気付き、お遊戯室の片隅に連

れて行くと、大きな声で「ごめんなさい」と言ってくれたことにホッとしています。私もこのこ

とを通して、多くのことを学びました。たとえ今は理解が難しいかもしれませんが、私は幼児に

伝えるべきことは、変えることなく伝えていこうと思っています。でもこの経験を活かして、伝

え方は変えていこうと思いました。

　保護者の方が気付かせて下さった事、大切に大切に幼児に活かせていきたいと思います。



[ クラスだより　２０１３年 10 月号 ] 第０００１9 号 

[ 2013 年 10 月号 ] ０歳児

くまぐみ【10 月】

昨年の遠足より思い出に残る遠足にしたいと思っています。

時間のゆるす限り参加をお願い申し上げます。

＜場所＞●くまぐみ・ぞうぐみ・きりんぐみ→峰山公園　　●ほしぐみ・つきぐみ・ゆきぐみ→まんのう公園

●玄関にある提示ボードに、お知らせ、注意事項を掲載していますので、必ずご覧ください。ご不明な点がございましたら、事務

室へお気軽にお問合せ下さい。　●手足の爪は短く切っておいてください。

●１０/８～１０/１０勝賀中学校２年生６名が職場体験学習にこられます。

●遠足　日時：１１月９日（土）

１０日（木）・２４（木）健康診断　　１８日（金）誕生会　　１９日（土）運動会　　　２５日（金）避難訓練

２８日（月）保育雑費引落し ● 10 月の布団乾燥の日…１１日（金）、３０日（水）

〒761-8012　高松市香西本町 17-1

電話 : 087-813-3258 ／ FAX : 087-813-3259
社会福祉法人　守里会　初音保育所

お願い

１１月行事の

１０月行事

【ご確認】

お知らせ

お知らせ

※詳しくは、別紙にてお渡し致します。

遠足のご案内

日時：10 月 19 日（土）

　小雨決行、雨天時は２６日（土）

　午前９時 15 分～ 11 時 30 分

会場：初音保育所

       　屋外遊戯場

日時：11 月 9 日（土）

運動会のご案内
・運動会当日は動きやすい服装で時間までにお越し下さい。

・当日は通常通り土曜保育を行います。

・駐車スペースは限られておりますので、乗り合わせ等のご協力をお願い致します。

・保育所内は全面禁煙となっております。

・オムツ交換の際は、大人用トイレに交換台がありますのでご利用ください。

新しいお友達が増えました  鬼頭　幸歩ちゃん（きとう　ゆきほ）　　　青木　成くん（あおき　なる）

プール遊びも終わり、お部屋の

中で過ごすことが増えました。

静かだった部屋に元気な声と共

に賑やかさを運んでくれまし

た。

たまには気分を変えて遊ぼ

う！！と遊戯室へ・・・。

いつも遊んでいるくまぐみのお

部屋とは雰囲気も置いてあるお

もちゃも違います。

その広さにはじめは圧倒された

のか泣き出してしまったり、

じーっと眺めていたり反応は

様々・・・。

しかし、その内思い思いに興味

を持った方へ向かい始めました。

フラフープにピアノ、遊戯室を飛び出してお兄さん、お姉さんのクラスへ出かけていく子。

子ども達の世界がどんどん広がっていくのが分かります。

これから少しずつ涼しくなって過

ごしやすくなる季節、お外へお散

歩に行ける日ももうすぐかな。

　くまぐみに手作りのそりができました。

初めはそりにぬいぐるみを乗せて“わっせ、わっせ”と運んでいる姿が見られました。だんだんとおもしろくなっ

てきたのか、子ども達もそりに乗りたいのか、そりに乗り“先生ひっぱってよー”という顔で私たちの方を見ま

す。子どもの眼差しを無視はできません。期待にそうべく保育士がひっぱる、その関係を見ていた子どもがそり

に乗ったのを見て、保育士の代わりにそりを引っ張る。

　子ども達は保育士の行動をよくみているんだなぁと実感さ

せられました。

まだ、一歳くらいの子ども達ですが、いろいろなことを家庭

や保育士から習得しているのだと思います。そう思うだけで

も心がひきしまります。幼い子が大人をひっぱるんですね。

　一人で遊んだり、友達と一緒に遊んだり大人の世界から見

た子供の姿です。

しかし、一

緒に遊んで

いるように

見えても実

はどの子供も一人での遊びを楽しむ年齢が０才の遊び。

　自分から遊びを作り遊ぶ。物との出会いの中で、どんどん遊

びを変え遊び込んでいく。偶然の出会いの積み重ねによって遊

びを造れる年齢です。一人遊びの中で出会った物が友達に変わ

る。友達という者

を知るきっかけに

もなります。出来

るだけ多くの遊びに出会わせ多くの友達との出会いのきっかけを

作っていきたい。

２人の友達の姿に刺激され、３人が振り返る。一人の子供は２人の

近く、他の子供は同じような遊び方をする。幼い子の頭の中には、

たくさんの機械が入っており、無駄なく大切に使っていく。幼い子

供の方が自分の持っている能力を使いこなす能力をもっているのか

も知れません。



[ クラスだより　２０１３年 10 月号 ] 第０００１9 号 

[ 2013 年 10 月号 ] １歳児

ぞうぐみ【10 月】

１０月生まれのお友達

１４日：山下　莉子ちゃん（やました　りこ）

１６日：上村　心乃ちゃん（かみむら　ここの）

昨年の遠足より思い出に残る遠足にしたいと思っています。

時間のゆるす限り参加をお願い申し上げます。

＜場所＞●くまぐみ・ぞうぐみ・きりんぐみ→峰山公園　　●ほしぐみ・つきぐみ・ゆきぐみ→まんのう公園

※詳しくは、別紙にてお渡し致します。

遠足のご案内

日時：10 月 19 日（土）

　小雨決行、雨天時は２６日（土）

　午前９時 15 分～ 11 時 30 分

会場：初音保育所

       　屋外遊戯場

日時：11 月 9 日（土）

運動会のご案内
・運動会当日は動きやすい服装で時間までにお越し下さい。

・当日は通常通り土曜保育を行います。

・駐車スペースは限られておりますので、乗り合わせ等のご協力をお願い致します。

・保育所内は全面禁煙となっております。

・オムツ交換の際は、大人用トイレに交換台がありますのでご利用ください。

遠足のご案内

運動会のご案内

●玄関にある提示ボードに、お知らせ、注意事項を掲載していますので、必ずご覧ください。ご不明な点がございましたら、事務

室へお気軽にお問合せ下さい。　●手足の爪は短く切っておいてください。

●１０/８～１０/１０勝賀中学校２年生６名が職場体験学習にこられます。

●遠足　日時：１１月９日（土）

１０日（木）・２４日（木）健康診断　　１８日（金）誕生会　　１９日（土）運動会　　　２５日（金）避難訓練

２８日（月）保育雑費引落し ● 10 月の布団乾燥の日…１１日（金）、３０日（水）

〒761-8012　高松市香西本町 17-1

電話 : 087-813-3258 ／ FAX : 087-813-3259
社会福祉法人　守里会　初音保育所

お願い

１１月行事の

１０月行事

【ご確認】

お知らせ

お知らせ

おやつの後の出来事。

お友達の椅子の下に牛乳がこぼれていました。拭かなきゃーと思ってい

ると、保育士の誰よりも先にペーパータオルを取ってきて拭いている子

がいました。

自分がこぼしたわけでもないのに、こぼれているのに気付き、拭く。

そのような行動が出来るように

なったことにびっくりしたのと

共に、嬉しさを感じました。

その後も、他の場所を保育士が拭いていると、その後ろをついてき

ていっしょに拭いてくれ、とってもほほえましい光景でした。

子ども達は保育士、まわりの大人、子どものことをよく見ているん

だなと感じ、そこからいろいろなことを吸収しているんだと再確認

でき、身が引き締まる思いになりました。

　子ども達の観察力がすごい！！

数人の子ども達が保育室のスライドドアに集まっていました。

何をしているのかな・・・？と気になり近寄ってみると、ドアをカチャカチャ。

玩具をドアノブに見立てて左右にクルクルと回

しています。

皆さんご存知のようにスライドドアにドアノブ

はありません。子ども達はおうちでのお父さん

お母さんの行動を見様見真似で覚えたのではな

いかと思います。

大人がやり方を教えなくとも、日々の流れの中

で様々な観察を通して、道具の扱い方を見つけ

にいっているのですね！

この出来事に限らず、子どもの観察力・発想力にとても感心するとともに

何気ない日常の中から見えてくる子ども達の成長をこれからも保護者の方

と一緒に見守り、情報を共有できればと思います。

【保育士が幼い子に対して大切にしたい想い】

保護者の方が保育所に対し、期待することは何かな…

保育所でどんな力を身につけてもらいたいと思っているのかな…

保護者の方が我々に対して何を期待しているのか、知りたい気持ちでいっぱいです。

保護者の期待になるべく添えるために保育所が何を大切にしているのかを伝え、保護者

の期待を大きく膨らませていきたい。

大人は大人のルールの中で生活をしています。ルールに添わなければ悪く思われます。

その社会の中で生きて自分の力を活かすには、ささいな出来事、印象に残る出来事、ど

んな出来事も大切な出会いです。その大切な出会いを見逃してしまうか、見逃したこと

さえ気付かないで大人になっていくのか…ほとんどの人が見逃しても、見逃さない人が

成長の中に携わってくれるかで、人格が変わるのではないかと思っています。保護者の

方が気付かないことを気付き、幼い子の成長を助長させたいと思う。これが多くある保

育所の中で選んでもらえた保育所が保護者に対しての感謝の気持ちです。

10 日は運動会があります。運動会は並んだり、かけっこしたり等、一緒に幼い子にとっ

て、初めての経験のように思うと思います。

並べたこと、一緒にかけっこ出来るようになった姿を喜ぶだけでなく、何が育ったのか、

何が育とうとしているのか…運動会をすることによって何が育ち、何が育ちの先駆けに

なったのか、考えながら運動会を良い出会いにしていきたい。

新しいお友達が増えました 宮﨑　桜來ちゃん（みやざき　さくら）　　蓮井　咲文ちゃん（はすい　さあや）



[ クラスだより　２０１３年 10 月号 ] 第０００１9 号 

[ 2013 年 10 月号 ] ２歳児

きりんぐみ【10 月】

１０月生まれのお友達

昨年の遠足より思い出に残る遠足にしたいと思っています。

時間のゆるす限り参加をお願い申し上げます。

＜場所＞●くまぐみ・ぞうぐみ・きりんぐみ→峰山公園　　●ほしぐみ・つきぐみ・ゆきぐみ→まんのう公園

※詳しくは、別紙にてお渡し致します。

遠足のご案内

日時：10 月 19 日（土）

　小雨決行、雨天時は２６日（土）

　午前９時 15 分～ 11 時 30 分

会場：初音保育所

       　屋外遊戯場

日時：11 月 9 日（土）

運動会のご案内
・運動会当日は動きやすい服装で時間までにお越し下さい。

・当日は通常通り土曜保育を行います。

・駐車スペースは限られておりますので、乗り合わせ等のご協力をお願い致します。

・保育所内は全面禁煙となっております。

・オムツ交換の際は、大人用トイレに交換台がありますのでご利用ください。

遠足のご案内

運動会のご案内

●玄関にある提示ボードに、お知らせ、注意事項を掲載していますので、必ずご覧ください。ご不明な点がございましたら、事務

室へお気軽にお問合せ下さい。　●手足の爪は短く切っておいてください。

●１０/８～１０/１０勝賀中学校２年生６名が職場体験学習にこられます。

●遠足　日時：１１月９日（土）

１０日（木）・２４日（木）健康診断　　１８日（金）誕生会　　１９日（土）運動会　　　２５日（金）避難訓練

２８日（月）保育雑費引落し ● 10 月の布団乾燥の日…１１日（金）、３０日（水）

〒761-8012　高松市香西本町 17-1

電話 : 087-813-3258 ／ FAX : 087-813-3259
社会福祉法人　守里会　初音保育所

お願い

１１月行事の

１０月行事

【ご確認】

お知らせ

お知らせ

１６日：池田　悠眞くん（いけだ　はるま）     １８日：藤原　陽咲ちゃん（ふじわら　ひさき）

２２日：後藤　心ちゃん（ごとう　こころ）   

新しいお友達が増えました
林　克明くん（はやし　かづあき） 　　　  宮﨑　柚希ちゃん（みやざき　ゆの）

寺田　颯汰（てらだ　そうた）　　　　　　久保田　航平（くぼた　こうへい）

　今までであれば…

　昨日はこんなことをしていたのに、今日は…

という言葉がふさわしいように、日々子どもの姿は変化していて、遊ぶ姿はいつも一人だった

のに、一緒に遊んでいてもじっくり見ると、実は一人遊びということが多かったです。

でもこの頃は、なんとなく交流しながら遊ぶ姿が多くな

りました。

まだ関係性は希薄ですが、とりあえずという言葉がピッ

タリするほど数人集まっての遊びが多くなりました。

　10 月 29 日に『認知症の人と家族の会』“世界アルツ

ハイマーデー記念フォーラム”の講師、片山禎夫先生に「認

知症予防はできるのか？」と訪ねてみますと、幼い時、

多くの人と出会い、たくさんの言葉で交流した方は認知

症になりにくいと教えて頂きました。しかも、

３才までに、５才までに、いわゆる保育所、幼

稚園に行っている年齢の時、どのような言葉で

伝え合い、人間としての交流ができるように、

認知症予防は出来るとおっしゃられました。

　改めて、保育所という環境は、人生の中で

大切な役目になっているのだと実感しました。

最近きりんぐみさんは、木の棒を持って遊んでいるお友達がいっぱいいます。

ある子は、川の中に木の棒を入れたり、だしたり・・・魚釣りをしているようです。ある子は、

短い木を２本右手に持ちお箸と言ってい

ました。

私達から思うとただの木の棒と考えてし

まいがちですが、子どもの想像力、一つ

のものを“楽しい”に変える力に感心さ

せられます。

これからも一つの物を色々な方向から見

る力を大切に大きくなっていってほしい

と思います。



[ クラスだより　２０１３年 10 月号 ] 第０００１9 号 

[ 2013 年 10 月号 ] ３歳児

ほしぐみ【10 月】

１０月生まれのお友達

昨年の遠足より思い出に残る遠足にしたいと思っています。

時間のゆるす限り参加をお願い申し上げます。

＜場所＞●くまぐみ・ぞうぐみ・きりんぐみ→峰山公園　　●ほしぐみ・つきぐみ・ゆきぐみ→まんのう公園

※詳しくは、別紙にてお渡し致します。

遠足のご案内

日時：10 月 19 日（土）

　小雨決行、雨天時は２６日（土）

　午前９時 15 分～ 11 時 30 分

会場：初音保育所

       　屋外遊戯場

日時：11 月 9 日（土）

運動会のご案内
・運動会当日は動きやすい服装で時間までにお越し下さい。

・当日は通常通り土曜保育を行います。

・駐車スペースは限られておりますので、乗り合わせ等のご協力をお願い致します。

・保育所内は全面禁煙となっております。

・オムツ交換の際は、大人用トイレに交換台がありますのでご利用ください。

遠足のご案内

運動会のご案内

●玄関にある提示ボードに、お知らせ、注意事項を掲載していますので、必ずご覧ください。ご不明な点がございましたら、事務

室へお気軽にお問合せ下さい。　●手足の爪は短く切っておいてください。

●１０/８～１０/１０勝賀中学校２年生６名が職場体験学習にこられます。

●遠足　日時：１１月９日（土）

１０日（木）・２４日（木）健康診断　　１８日（金）誕生会　　１９日（土）運動会　　　２５日（金）避難訓練

２８日（月）保育雑費引落し ● 10 月の布団乾燥の日…１１日（金）、３０日（水）

〒761-8012　高松市香西本町 17-1

電話 : 087-813-3258 ／ FAX : 087-813-3259
社会福祉法人　守里会　初音保育所

お願い

１１月行事の

１０月行事

【ご確認】

お知らせ

お知らせ

１２日：都築　楓奈ちゃん（つづき　ふうな）

２６日：明楽　侑真くん（あきら　ゆうま）

　地域でススキを見つけ秋を感じる…曼珠沙華、やはり秋です。そう思うにつれ気温も下がり自然を満喫

できるようになりました。気温も少しさがりました。高温注意報でしばらくお預けになっていた園庭遊び

も解禁になり子ども達もハイテンション♪朝、保育所に来たと思ったら、「今日お外行く？」「何時に行く

の？」と質問攻めにあいます。

そんなある日の出来事です。園庭にある山のてっぺんで何かをしている様子・・・。そーっと近づいてみ

てみると、なにやらスコップでそれを削っている模様。山を壊して遊んでいるのかな～と思ってみている

と、砂の中から何かが見え始めました。よく見ると、石のようです。

まず感じたのはどうしてその石を掘ろうと思ったのか、石なんてわざわざ掘らなくても周りに石はいっぱ

いあるのに・・・。

たぶん子どもに「なぜ掘ってるの？」と聞いても子ども達にも分からないのでしょうね。「ただ目の前に

石があったから」しぶい！でも子どもってそれくらい単純なものなんだと思います。

そんなこんなで堀り続けていますがなかなか採れません。掘っては石を手で押し、掘っては手で押しの繰

り返し。見ている方もまだかなまだかなとウズウズしてきます。

そこへ男の子がやってきて一緒に掘り出します。スコップがなかったので手で掘っていました。すると横

にとがった石を見つけ「スコップみたい」と言いながら掘り出しました。まるで原始人（笑）イメージや

想像力が豊かになってきたように思います。

ただ石を掘るという動作の中に、こんなにも子ども自身の気づきや成長がたくさんつまっているんだなと

思うと面白いです。

それもただ我々大人が興味や疑問を持たず眺めていては何も感じないし気付かないのでしょう。子どもの

成長に気付けるのは大人だけです。二人の行動を見つめながら自分は真剣に子どもに向き合っているのか

と考えさせられました。

この後、ふたりは見事石を発掘しました。縦横３０ｃｍぐらいの大きな石で、子ども達もあまりの大きさ

に「おおきいー！！」と叫んでいました。ほんとに大きくて 2 人がかりで持っても大変なくらいでした。

嬉しかったのか、いろんな友達に見せびらかしていました。

　きっと、お友達と一緒に同じことをした楽しさを一杯抱いて家に帰り、又明日、保育所に行きたいなあ

と思ってくれるばす。家にいるより友達と遊ぶ方が楽しい…こんな気持ちが湧いてくると、友達が大好き

と言ってくれるに違いない。そして、友達からいろんなことをもらうに違いない。そして、お友達にもい

ろんなことを教えてあげるに違いない。

③

②

⑤

保護者の方々はどんな
ストーリーだと
思いますか？

⑥

何だろう？…

持てた！ 「ボク、こんなの
　見つけた！」

持てるかな？…持てない…
　「何してるの？」
　ボクもしよう！

①

石だ！

？
何だろう

？持てる
かな

？
持てるかな

？
何だろう

？
何だろう

④



[ クラスだより　２０１３年 10 月号 ] 第０００１9 号 

[ 2013 年 10 月号 ] ４歳児

つきぐみ【10 月】

１０月生まれのお友達

９日：佐古　星南くん（さこ　せな）　　　１３日：小林　渚くん（こばやし　なぎさ）

２５日：平野　歩くん（ひらの　あゆむ）

昨年の遠足より思い出に残る遠足にしたいと思っています。

時間のゆるす限り参加をお願い申し上げます。

＜場所＞●くまぐみ・ぞうぐみ・きりんぐみ→峰山公園　　●ほしぐみ・つきぐみ・ゆきぐみ→まんのう公園

※詳しくは、別紙にてお渡し致します。

遠足のご案内

日時：10 月 19 日（土）

　小雨決行、雨天時は２６日（土）

　午前９時 15 分～ 11 時 30 分

会場：初音保育所

       　屋外遊戯場

日時：11 月 9 日（土）

運動会のご案内

・運動会当日は動きやすい服装で時間までにお越し下さい。

・当日は通常通り土曜保育を行います。

・駐車スペースは限られておりますので、乗り合わせ等のご協力をお願い致します。

・保育所内は全面禁煙となっております。

・オムツ交換の際は、大人用トイレに交換台がありますのでご利用ください。

遠足のご案内

運動会のご案内

●玄関にある提示ボードに、お知らせ、注意事項を掲載していますので、必ずご覧ください。ご不明な点がございましたら、事務

室へお気軽にお問合せ下さい。　●手足の爪は短く切っておいてください。

●１０/８～１０/１０勝賀中学校２年生６名が職場体験学習にこられます。

●遠足　日時：１１月９日（土）

１０日（木）・２４日（木）健康診断　　１８日（金）誕生会　　１９日（土）運動会　　　２５日（金）避難訓練

２８日（月）保育雑費引落し ● 10 月の布団乾燥の日…１１日（金）、３０日（水）

〒761-8012　高松市香西本町 17-1

電話 : 087-813-3258 ／ FAX : 087-813-3259
社会福祉法人　守里会　初音保育所

お願い

１１月行事の

１０月行事

【ご確認】

お知らせ

お知らせ

新しいお友達が増えました 小林　渚くん（こばやし　なぎさ）

５月に行った保育参加で植えたピーマン、先日たくさんのピーマンが実をつけ、ピーマン収穫祭を行いました。以前ピー

マン収穫祭をした時、初めて包丁を手にした子もおり、包丁の使い方が分からず戸惑う子ばかり・・・。持ち方や手

はどうするかなど初めてそこで経験しました。初めての経験を生かし、今回は前回と見違えるほど包丁の使い方が上

手くなっている子ども達。きちんと猫の手になり手を切らないよう慎重に切

る、経験を活かす大人顔負けの勇姿である。

危ないからといって持たせないのではなく、危ないから気を付けて使う。そ

んな経験が積み重なって子ども達の力は可能性に向かって進んでいく。何事

にもきちんと大人が正しく使い方などを伝えれば子ども達は何でもできるの

です。そ

こで、「ダ

メだ、してはいけない」など大人が線を区切って

しまうと子ども達の持っている可能性を奪うこと

になってしまいます。

子どものしたいという好奇心を大事にして、より

可能性を引出し何事にも挑戦する。子どもたちに

成長していってほしいと強く願っています。自分

たちで育てたピーマンを自分たちで調理し食べる

という一連のサイクルが子ども達にとってどれほ

どの影響力になるのか。ピーマンが大の苦手な子

も多くいます。もちろんピーマンが大好きという子もいます。ピーマンが大好きな子はもっと大好きに。ピーマンが

苦手な子は苦手から好きに。クッキングを通して様々な経験をし、食べ物への感謝を感じてもらいたいものですね。

【調理師さんの言葉】

私が作るメニューは子供にとって初めてのものが多い。

最初の出会いが美味しいと思ってくれたならば、一生美

味しいメニューになる。初めての出会いとなるであろう

と考えた時、とても緊張します。「子供にとって最初が

肝心ですから力が入ります」と少し緊張ぎみに話してく

れました。調理師さんの気持ちを知った今となれば、保

育士も子供が嫌いにならないよう食べさせなければと強

く思いました。調理師さんの気持ちはしっかりと受け留

めます。

朝来ると、鞄を片付けていつもならほとんどの子たちが遊戯室へいきますが、この日はなぜかみんなお部屋に閉じこ

もります。しばらくしても部屋から出てこず、なぜだろう

と不思議に思い、そっと部屋を覗くとたくさんの新聞紙が

並べられていました。私を見つけたひとりの女の子が「先

生！見て、海やで！海！」

海ができると泳いだり友だちと寝そべったり、気持ちよさ

そうな表情を浮かべる子ども達。

少し経ち、また部屋を覗くと、今度は新聞紙がぐちゃぐちゃ

に・・・。すると、

「波みたいやね！」と波というものを実感した経験という

ものは子ども達にとって、とてもかけがえのない宝物とな

る。今まで感じたこと、見たこと等を遊びにとりいれたり

学んだりして知識が身についていく。

経験こそが生きる力である。初音保育所での経験が生きる力となって行

けるように、子ども達の生涯の宝物となれるよう、今後も保育に励むば

かりだ。

昔のことを知り、知ったことを通して未来をイメージする。その人達が

リーダーになると、社会は躍動する。

“昔のことを知る”子供にとっては経験という言葉をあてはめるとピッ

タリである。

きっと子供は未来のリーダーになる。

芽を摘まないように、力強い芽になるよう経験を積み重ねたい。



[ クラスだより　２０１３年 10 月号 ] 第０００１9 号 

[ 2013 年 10 月号 ] ５歳児

ゆきぐみ【10 月】

昨年の遠足より思い出に残る遠足にしたいと思っています。

時間の許す限り参加をお願い申し上げます。

＜場所＞●くまぐみ・ぞうぐみ・きりんぐみ→峰山公園　　●ほしぐみ・つきぐみ・ゆきぐみ→まんのう公園

※詳しくは、別紙にてお渡し致します。

遠足のご案内

日時：10 月 19 日（土）

　小雨決行、雨天時は２６日（土）

　午前９時 15 分～ 11 時 30 分

会場：初音保育所

       　屋外遊戯場

日時：11 月 9 日（土）

運動会のご案内
・運動会当日は動きやすい服装で時間までにお越し下さい。

・当日は通常通り土曜保育を行います。

・駐車スペースは限られておりますので、乗り合わせ等のご協力をお願い致します。

・保育所内は全面禁煙となっております。

・オムツ交換の際は、大人用トイレに交換台がありますのでご利用ください。

遠足のご案内

運動会のご案内
●玄関にある提示ボードに、お知らせ、注意事項を掲載していますので、必ずご覧ください。ご不明な点がございましたら、事務

室へお気軽にお問合せ下さい。　●手足の爪は短く切っておいてください。

●１０/８～１０/１０勝賀中学校２年生６名が職場体験学習にこられます。

●遠足　日時：１１月９日（土）

１０日（木）・２４日（木）健康診断　　１８日（金）誕生会　　１９日（土）運動会　　　２５日（金）避難訓練

２８日（月）保育雑費引落し ● 10 月の布団乾燥の日…１１日（金）、３０日（水）

〒761-8012　高松市香西本町 17-1

電話 : 087-813-3258 ／ FAX : 087-813-3259
社会福祉法人　守里会　初音保育所

お願い

１１月行事の

１０月行事

【ご確認】

お知らせ

お知らせ

ゆきぐみ　クラス便りのお知らせ

保育参観　１１日（金）１０：００～１３：００
お子様の普段とはまた違った姿をご覧いただければと思います。

是非、ご参加下さい。

毎朝、子ども達が登所後に行っているのがシール貼りです。

今日の日付のところに好きなシールを一枚貼ります。子ども達にとって当たり前となっ

ている日常行為にこの日変化がありました。

「心ちゃん、うさぎさんのシールにしよう。美月ちゃんは？」

「みっちゃんはトンボにする」

「今日は５だよ」

「５だよ」

今までは自分のシールにしか関心がなかった子ども達が初めて友達のシールにも興味

を持ったのです。小さなことかもしれませんが子ども達の世界がまた一つ広がった瞬

間だと感じました。

毎日当たり前に行っていることはついつい流してしまいがちですが、当たり前ボケせ

ずに小さな変化も見逃さないようになりたいですね。

運動会が近づき、リレーやドッジボールなど、友達と

競いあったり協力しあったりするゲームに親しむ機会

が多くなってきました。特にリレーでは勝ち負けが

はっきりしているだけに、勝ったチームの子ども達は

跳び上がって喜び、反対に負けたチームの子ども達は

涙を流して悔しがっている姿が見られます。しかし、

私は勝って嬉しい気持ちはどこでも経験させられるよ

うな気がします。負けて悔しい涙はそう体験させられ

ません。負けて悔しいという感情が心の中に育ってい

なければ、涙もこぼれません。涙がこぼれる子どもに育ったことに感謝しつつ、涙が大きく育っ

ていくきっかけになるよう、育つ機会を丁寧に捉えていきたい。

「負けて悔しい」という気持ちから「どうすれば勝てるようにな

るのか」を考え、それをチームの友達に伝え、そしてみんなで頑

張ることの大切さを子ども達には学んでほしいし、そのような考

える力や伝える力をつけてほしいと思っています。そうやって勝

つためにみんなで考え、練習したとしても運動会本番では何が起

こるかわかりません。もしかしたら誰か

が転んでしまうかもしれないし、バトン

のパスミスがあるかもしれません。そう

なれば子ども達は悔しさゆえにきっと涙

を流すでしょう。しかし、例えそうなっ

たとしても、保護者の皆様には本番まで

の子ども達の頑張りをしっかり認めてあ

げてほしいと思います。


