[ 園だより

園だより

保育所

たった一つのゴール
特別養護老人ホーム守里苑で生活され
ている方が一つのゴールを作ってくれま
した。
なぜ、二つではないの ? それは二つの
ゴールをプレゼントしたのでは小さな子
ども達との出会いが一回で終わってしま
う…そう思ったから。一つのゴールでは
足りない、もう一つ作ってもらおう。「お
じいちゃん、こんなん、もう一個作って」
そんな言葉が聞きたくて一個のゴールを
作った。いつ言ってくれるかな ? そう思
うだけでも胸がワクワクしてきます。
「ボールがない」小さな声でも、守里
苑で生活されている方にとっては大きな
声に聞こえる。（歳をとっても、そうゆ
う言葉はよく聞こえる）
１０月１日。
この日、守里苑のおじいちゃん、おばあちゃんが手作りのサッカーゴールをプレゼントし
てくれました。思わぬプレゼントに子ども達は大喜び。
早速キッカーとキーパーに分かれて遊び始めました。楽しそうに遊ぶ子ども達の姿を見て
思わず微笑んでいたおじいちゃん、おばあちゃんの笑顔が印象的でした。
しかし、このサッカーゴール、お
じいちゃん、おばあちゃんの手作
りの為、市販の物よりかなり軽く、
壊れやすくなっています。もしか
したら、子ども達の使い方によっ
てはすぐに壊れてしまうかもしれ
ません。しかし一方で、木で作ら
れている為、木材独特の温もりや
優しさを感じることができます。
子ども達にはこの温もりや優しさ
を感じ、手作りのサッカーゴール
をいつまでも大切に使って欲しい
と思います。とはいえ、小さな子
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どもは遊び方がわからず危険な使い方をして
しまうかもしれません。そんなときは、先生
が注意するのではなく、ゆきぐみのお兄ちゃ
ん、お姉ちゃんが注意できるようになって欲
しいと思います。そうやって、お兄ちゃん、
お姉ちゃんから物を大事に使う事を教えられ
た、今は小さな子どもだが、大きくなった時、
今度は彼らが小さな友達に伝えられるように
なってくれたらいいなぁと思います。上の子
から下の子へ、物を大事にしようとする気持
ちがどんどん受け継がれていってくれたら素
敵ですね。

＜園児のおじいちゃん、おばあちゃんへ＞
もし、時間があれば集まって一緒に何を作ろうか話し合って、時間をかけて、作っ
ていただけませんか ? おじいちゃん、おばあちゃんが作ってくださったもので遊びを
広げながら遊ぶと考えただけでも心が温かくなります。
いつか子どもが成長した時、おじいちゃん、おばあちゃんが作ってくれた
もので遊んだ思い出が、何かあった時、役に立つのではないか、物が豊富な
社会だからこそ、大切な思い出になるのではないか…そんな想いを形にして
いただけませんか。

毎週金曜日 10 時〜 12 時

手作りのものを通して、子ども達と
の思い出を一緒につくりませんか…
お気軽に来てくださいね。
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くまぐみ【11 月】

当日の姿・評価
そんな温かい雰囲気の中、お家の人にかっこ

運動会への思い

いい子どもたちの姿を見てもらえ、想像して
いたよりも泣かずに参加してくれたこと

保育所に入所して、ハイハイが

が良かったです。室内で行ったこ

できるようになったり、歩ける

とで距離も短くできたことが

ようになったりと、子どもたち

安心感を与えられて子ども

は大きく成長しました。大好き

次の行動へ活かす

なお父さんお母さんのもとへ自
分の力で力強く歩んで行く姿を

お家の人の所まで自分の力で行

見てもらおうと思い競技を考え

く、目的まで自分の力で行く

ました。

という事を達成した子ども

たちにとっては良かった
ですが、待機場所が狭
く、分かりづらくなっ
てしまったのは反省点
です。

たち。達成感、大好きな

当日の姿

お家の人に抱かれた満
足感を得た子どもた

今日は天候が悪く室内での運動会と

ちは、これからも目標ま

なった為、外で行なった予行練習とは違い

での距離が長くなってもきっと自分の力で達成してくれるは

動きが少し戸惑ってしまうところもありまし

ずです。

た。（室内でのリハーサルも必要だと感じました。）
そんな中、子どもたちの姿は輝いていました。最
近やっと歩けるようになった子が、お父さんお母さん
の姿を見つけて、今まで見たことのない素早い足どりでテ
クテク歩く姿、普段はたくさん歩いて色んな所に自分で行く
子が泣いて座り込んでしまっている姿。でも、子どもがどんな
姿であろうがお父さん、お母さんの子どもを呼ぶ一生懸命な姿と、
その声に反応して頑張る子どもたちの姿は感動ものでした。

11 月生まれのお友達

１６日：黒田

真央ちゃん（くろだ

まひろ）

２０日：柏原

颯斗くん（かしはら

はやと）
●玄関にある掲示ボードに、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。

お願い
１２月行事の お知らせ

１１月行事

●個人懇談 １２月２日（月）～６日（金）保護者の方とクラス担任との懇談をしたいと思います。後日、皆さま
のご都合をお伺いして、スケジュールを組む予定です。よろしくお願い致します。
●１２月２８日までは、通常保育。
２９、３０日、１月４日は休日保育。
３１日～１月３日までは休所日となっております。

７日（木）交通安全教室

８日（金）歯科巡回指導

１５日（金）誕生会

２２日（金）避難訓練

●手足の爪は短く切っておいてください。
●寒くなってきました。お昼寝用のタオルケットを掛け布団へ変更よろしくお願い致します。

お知らせ ●１１/１５（金）勝賀中学校１年生４名が総合学習にきます。
【ご確認】●２７日（水）保育雑費引落し

●１１月の布団乾燥の日…２１日（木）

９日（土）遠足

社会福祉法人

守里会

初音保育所

〒761-8012 高松市香西本町 17-1
電話 : 087-813-3258 ／ FAX : 087-813-3259
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ぞうぐみ【11 月】

当日の姿・評価
泣いていた子どもたちは、大勢の人たちがいて、いつもと

運動会への思い

は違った雰囲気で緊張や不安があったのでしょう。その反

４月の時はハイハイやヨチヨチ歩きだった子ども

面、大きな声援をパワーに変えて、張り切って参加す

たちが、数か月たった今では、行動範囲も広がる

る子もいました。子どもたち一人ひとり、

中で歩いたり走ったりする姿が見られるようにな

その場の雰囲気や声援の受け止め方の

次の行動へ活かす

りました！そんな姿を見ていただきたいと思い、

違いを見ることができて嬉しかっ

競技内容に取り入れました。

たです。
成長に伴い、出来る事が増えてくるので、自由に体を動かす活動を
これからも日々の保育に取り入れ、健康で元気な体づくりに励んでい
きたいと思います。

当日の姿
広い園庭で友だちと、のびのび走り
回る姿や楽しそうにトンネルをくぐっ
たり、ソリにのったりしていた子ども
たち。運動会当日、かけっこではお父さ
ん、お母さんの姿を見つけて嬉しさのあ
まり出番の前に走ったり、スタートから
ゴールまでを行ったり来たりする子もいれば、
泣きすぎて、一歩も動こうとしない子もいました。
サーキットではお父さんお母さんと一緒という事もあ
り、ほとんどの子が安心して競技に参加する事ができ、最
後にはぞうさんにリンゴを届けることができました。

11 月生まれのお友達

２４日：近藤
２７日：元木

新しいお友達が増えました

山川

日向くん（こんどう ひゅうが）
悠登くん（もとき ゆうと）

一颯くん（やまかわ

２６日：浦尾

いぶき）

伊藤

楓菜ちゃん（うらお

那央くん（いとう

ふうな）

なお）

●玄関にある掲示ボードに、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。

お願い

●手足の爪は短く切っておいてください。
●寒くなってきました。お昼寝用のタオルケットを掛け布団へ変更よろしくお願い致します。

１２月行事の お知らせ

１１月行事

●個人懇談 １２月２日（月）～６日（金）保護者の方とクラス担任との懇談をしたいと思います。後日、皆さま
のご都合をお伺いして、スケジュールを組む予定です。よろしくお願い致します。
●１２月２８日までは、通常保育。
２９、３０日、１月４日は休日保育。
３１日～１月３日までは休所日となっております。

７日（木）交通安全教室

８日（金）歯科巡回指導

１５日（金）誕生会

２２日（金）避難訓練

９日（土）遠足

お知らせ ●１１/１５（金）勝賀中学校１年生４名が総合学習にきます。
【ご確認】●２７日（水）保育雑費引落し

社会福祉法人

守里会

●１１月の布団乾燥の日…２１日（木）

初音保育所

〒761-8012 高松市香西本町 17-1
電話 : 087-813-3258 ／ FAX : 087-813-3259
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きりんぐみ【11 月】
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当日の姿・評価
競技中に泣いてしまった子も、保育士と一緒に走り全員で

運動会への思い

ゴールすることができて良かったです。練習の時は気分
がのらずかけっこに参加しない子や、屋外の練習で

今年は２回目の運動会という事で、昨年は親子競技のみでした

は山や川の方で遊んでしまう子も多かったので

が、お友だちや先生だけで出場するかけっこを取り入れてみま
した。普段の生活では、お友だちや先生に助けられながら自分

すが、本番では保護者の方へ行か

の事は自分で・・・お父さんやお母さんのいない所で頑張って

ず、座って待つことが

次の行動へ活かす

います。保護者の方の手を離れても僕たち私たちできるよ！！

できました。お土産を

朝、おうちの方と離れる時、寂しさと不安といつ

という姿をお見せできればと思いました。
また、近頃自分はあかぐみさん、自分はしろぐみさんという意
識がでてきました。そこで今回の運動会では、あかぐみ対しろ
ぐみでの玉入れを取り入れました。一緒に競技することで自分
のクラスを大切にしようとする心を育てたいという思いを
持って運動会に取り組みました。

もらった時はどの子も

もと違う環境に戸惑っている子どもたち。考えてみれば、

達成感を味わった顔

子どもたちだけでおうちの方がいない中“待つ”ということは初

をしていました。

めてに近かったことと思います。お友だちが泣いていると、つられて泣
いてしまう姿も多々見うけられました。
事前に「運動会の日は、きりんぐみさんだけで待つんだよ。」「かっこよく待と
うね。」などという声かけ一つしておくだけでまた、違った姿を見ることができた
のではないかと思います。２月の生活発表会ではこの気づきを活かせるように、子
どもたちと一緒に成長していきたいと思います。

＊保育者の思い＊
私たちも“どうしたら泣き止むだろう”ということに気を取られがちでしたが、よ

当日の姿

くよく考えてみると、同じ保育所内におうちの方がいるのに“なんで僕たち、

朝の受け入れの時、保護者の方と離れられずに泣い

私たちだけこの部屋にいなきゃいけないんだろう”“お父さん、お母さんに

ていた子も、競技では泣かずに積極的に取り組むことが

会いたいよ”という子どもたちの気持ちを受け止めきれていなかった

できました。自分の番で走れなかった子は、友だちの走る

のではないかと思います。

姿をみて、自分もかけっこに参加したい、走りたいという気持
ちになり、他の番の友だちと一緒にゴールすることができました。

11 月生まれのお友達

８日：宮﨑

柚希ちゃん（みやざき

ゆの）
●玄関にある掲示ボードに、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。

お願い
１２月行事の お知らせ

●個人懇談 １２月２日（月）～６日（金）保護者の方とクラス担任との懇談をしたいと思います。
後日、皆さまのご都合をお伺いして、スケジュールを組む予定です。よろしくお願い致します。
●１２月２８日までは、通常保育。
２９、３０日、１月４日は休日保育。
３１日～１月３日までは休所日となっております。

●手足の爪は短く切っておいてください。
●寒くなってきました。お昼寝用のタオルケットを掛け布団へ変更よろしくお願い致します。

お知らせ ●１１/１５（金）勝賀中学校１年生４名が総合学習にきます。
【ご確認】●２７日（水）保育雑費引落し

１１月行事

７日（木）交通安全教室

８日（金）歯科巡回指導

１５日（金）誕生会

２２日（金）避難訓練

●１１月の布団乾燥の日…２１日（木）

９日（土）遠足

社会福祉法人

守里会

初音保育所

〒761-8012 高松市香西本町 17-1
電話 : 087-813-3258 ／ FAX : 087-813-3259
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ほしぐみ【11 月】

２０１３年 11 月号 ] 第０００20 号

[ 2013 年 11 月号 ] ３歳児

運動会への思い

当日の姿・評価

今年で 2 回目の運動会となりました。こ

大勢の人に見られている緊張や不

の一年間の中で子どもたちは体も心もたく

安から泣き出す子どももいましたが、

ましく成長しました。

泣きながらでも全員が最後までやり遂

子ども自身も、できなかったことができる
ようになったことに喜びを感じています。

げることができました。

次の行動へ活かす

昨年と同じ内容を取り入れることで、
保護者の方々にも昨年からの子ども

また、他のクラスの子が競技をし
ているのを見て、自然と声を出

練習を重ねていく毎に、子どもたちが成長し
ていくのがまじまじと感じられました。
当日、悪天候のため、慣れていない場所での運動会とな
りましたが、急な変更にもあまり戸惑うことなく出来たのは、
毎日、きちんとやり続けた練習の成果が当日表れたのだと思
います。
今日の運動会では、私たちが決めたものを子どもたちが
一生懸命頑張って成し遂げましたが、次にある生活発表
会では子どもたちが何をしたいかを決め、子どもたち
がそれに向けて練習を重ね、全員で一つの物をつく
りあげていきたいと思います。

の成長を間近で見て感じていただ
きたいと思い競技内容に取り入れま
した。

当日の姿
今日は雨が早朝から降り、園庭で行えな
いと判断し、急遽ホールですることにな
りました。
練習とは違う場で行うため競技内容

し応援するなど、自分だけでな
く他の人の事を気にかけるよう
になってきたように思います。

も少し変更となり、子どもたちも少し戸
惑ってしまったのと、緊張や不安からい
つも平気な子が泣き出してしまうなどというこ
とがありましたが、先生に手を引かれながら
でしたが、最後まで頑張ってやり遂げた子ど
もの姿には心打たれるものがあったのでは
ないかと思っています。

新しいお友達が増えました
１２月行事の お知らせ

伊藤

瑠海くん（いとう

るい）

●個人懇談 １２月２日（月）～６日（金）保護者の方とクラス担任との懇談をしたいと思
います。後日、皆さまのご都合をお伺いして、スケジュールを組む予定です。
よろしくお願い致します。
●１２月２８日までは、通常保育。
２９、３０日、１月４日は休日保育。

11 月生まれのお友達
お願い

１７日：大山

莉央くん（おおやま

●玄関にある掲示ボードに、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。
●寒くなってきました。お昼寝用のタオルケットを掛け布団への変更よろしくお願い致します。

お知らせ ●１１/１５（金）勝賀中学校１年生４名が総合学習にきます。
【ご確認】２７日（水）保育雑費引落し

１１月行事

７日（木）交通安全教室

８日（金）歯科巡回指導

１５日（金）誕生会

２２日（金）避難訓練

りお）

●１１月の布団乾燥の日…２１日（木）

９日（土）遠足

社会福祉法人

守里会

初音保育所

〒761-8012 高松市香西本町 17-1
電話 : 087-813-3258 ／ FAX : 087-813-3259

[ クラスだより

つきぐみ【11 月】

２０１３年 11 月号 ] 第０００20 号

[ 2013 年 11 月号 ] ４歳児

当日の姿・評価
泣いていた子も“がんばろう”という気持ちをもちみんなで最後までやりきることができ
ました。ダンスはグループでの場所が違い戸惑っていましたが自分たちで判断して行動す

運動会への思い

る姿も見られました。リレーでは友だちとのトラブルで泣く子もいましたが、あきらめず

昨年は保護者の方と一緒に各チームごとに座っていただきました。しかし、いざ競技に出場

最後まで取り組む姿や悔し泣きをする子も見られました。みんなで運動会をつくりあ

する際、それまでそばにいた保護者の方と離れ不安や寂しさが大きく、まだ保護者の方と一

げる、最後まであきらめず取り組むという思いが子どもたちから

次の

緒にいたいという気持ちが勝ち、競技に出られなかった子どもたちもいました。保護者の方々
にも「出られなかった」という辛い思いをされたかたもいます。
今年は昨年と違って保護者の方と離れ、先生とつきぐみのみんなで運動会を成功させる、
全員が競技に出て保護者の方や地域の方に子どもたちの成長を感じてほしいという思いが
ありました。

保護

者や

また
運動
会で

当日の姿

した

がホ

活か
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思いと子どもたちの思いがすれ違う毎日が続きました。
練習の時、ダンスが思うように覚えられず戸惑ったり、お話をしたり電車リ
レーではお友だちを責めてしまったり、途中であきらめる子もいたり、一人ひとり
の気持ちがバラバラで運動会をみんなでつくりあげるという思いがありませんでした。
そんな中少しずつ年中さんという自覚をもち、最後まであきらめない気持ちをもってダンスや電車リレー
に励みました。
いざ本番。天候が悪く、状況が変わったので遊戯室で行うことになり、保護者の方と離れることが不安で泣く子もいました。
また、たくさんの保護者や地域の方々の前で練習の成果を発揮することは緊張したかもしれません。
その声に反応して頑張る子どもたちの姿は感動ものでした。

つきぐみのお知らせ

保育参観 １４日（木）９：３０～１２：３０
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、ご参加ください。

●玄関にある掲示ボードに、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。

お願い

●手足の爪は短く切っておいてください。
●寒くなってきました。お昼寝用のタオルケットを掛け布団へ変更よろしくお願い致します。

１２月行事の お知らせ

１１月行事

●個人懇談 １２月２日（月）～６日（金）保護者の方とクラス担任との懇談をした
いと思います。後日、皆さまのご都合をお伺いして、スケジュールを組む予定です。
よろしくお願い致します。
●１２月２８日までは、通常保育。 ２９、３０日、１月４日は休日保育。
３１日～１月３日までは休所日となっております。

７日（木）交通安全教室

８日（金）歯科巡回指導

１５日（金）誕生会

２２日（金）避難訓練

お知らせ ●１１/１５（金）勝賀中学校１年生４名が総合学習にきます。
【ご確認】●２７日（水）保育雑費引落し

●１１月の布団乾燥の日…２１日（木）

９日（土）遠足
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守里会
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