[ クラスだより

２０１３年 12 月号 ] 第０００21 号

[ 2013 年 12 月号 ] 0 歳児

くまぐみ【12 月】

遠足

お友だちっていいね！
どんどん風が冷たくなり、冬の足音が聞こえてきました。
くまぐみのみんなはそんな寒さを吹き飛ばすように毎日
元気に遊んで、どんどん成長しています。
最近は、お友だちと関わりながら遊ぶ姿が
よく見られます。誰かが楽し
そうにおもちゃで遊ん
でいれば、気になり近
付いていきそのおも
ちゃが欲しくなるよう
で、以前はそこで奪い合いになっていました。
しかし、最近は
“ちょーだい、かして”
“どうぞ”
“どうもー”
のしぐさや声を発するようになりました。本当はおもちゃが
欲しくて近付いて行ったのに、そのやりとりが楽しくて、もう
おもちゃはほったらかして何度も繰り返して遊んでいます。
また、誰かが泣いているとすーっと近付き顔を覗き込むと、頭
をなでなでしてあげることもあります。なでなでの前に泣いてい
る姿や顔をじっと見て、お友だちが泣いているのが辛そうな表情
をしています。
相手の気持ちを考えたり、自分の気持ちを伝えたりのコミュニ
ケーションを遊びの中から覚えているのだなぁと感じています。

●継続入所に係る手続きについて１２月２日より、継続入所の申込書類をお渡しします。詳しくは掲示板でお知らせ致します。
●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

お願い

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。

保育所ではない、お家でもない、広い場所、お
外でおもいっきり体を動かすこと、いつもと違った環境
で遊ぶこと、変わりゆく季節を肌で感じること、そしていつもは顔を合わせることの
ない保護者の方同士で話したり、同じクラスのお友だちの顔を見たりと交流の場になれば
と思い、保護者の方とも一緒の遠足を企画しました。
当日はお天気にもなんとか恵まれ、気持ちの良い秋風のもと決
行する事ができました。いつもと違う場所でいつもの先生に出会
い、みんな不思議そうにしていましたね。広い場所に少し緊張し
た表情でキョロキョロとまわりを見まわしていました。
ふれあい遊びでお母さんとのスキンシップで少しずつ緊張
もほぐれ、笑顔も見せてくれました。ボー
ル回しやお弁当タイムには保護者の方同
士も少しずつうちとけている様子もうかがえました。私たちも普段
はなかなか話せていなかった保護者の方とゆっくりお話しすること
ができました。お外で遊ぶのは初めてという子もいて、良い機
会になったかなとも思います。
少し肌寒かったので、もう少し体を動かす
遊びを用意すればよかったことと、ふれあい遊
びの時に
芝生広場が少し湿っていて座り込めなかったの
で、シートを持ってきてもらうなどの配慮が足りなかったことが反省
点です。
これからどんどん寒くなる季節ですが、お部屋にこもってばかりで
なく、寒さに負けず（保育士も！）お外に出てたくさん動いて、強い
体をつくっていきたいと思います。

●いよいよ寒くなってきました。保育所内では滑らないように靴下・タイツを脱いで裸足で遊びます。（保育室は床暖房があります）

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（金）保育雑費引落し

●１２月の布団乾燥の日…12 日（木）

1２月生まれのお友達

１４日

新しいお友だちが増えました

橋本

年末年始の開所日について

１２月２８日までは通常保育

中迫

優太くん（なかさこ

芽依ちゃん（はしもと

ゆうた）

めい）

クリスマス会

１２月２９・３０・１月４日は休日保育
※１２月３１日～１月３日までは休所日となっております。

１２月行事

２日（月）～６日（金）個人懇談
２７日（金）避難訓練

２０日（金）誕生会

２５日（水）クリスマス会

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

ぞうぐみ【12 月】

２０１３年 12 月号 ] 第０００21 号

[ 2013 年 12 月号 ] １歳児

遠足

おやつ
先日の午睡後のおやつの時間、おやつのゼリーを食べないお友だちがいました。
すると、同じ机で一緒におやつを食べていた子どもがそのお友だちが食べていないことに気付き、
「いらないの？」と優しく声をかけながら、スプーンでゼリーをすくって食べさせてあげようとし
ていました。自分では食べなかったお友だちが、そのお友だちに食べさせてもらったことが嬉しかっ
たのかおいしそうに食べ始めていました。
日々お友だちとかかわりながら過ごすなかで自分のことだけでなく、お友だちのことも気にかけて
行動できるようになった姿をみて、成長を感じました。

最近戸外活動の時間に、ボールを手に取り、転がしたり、蹴ったり、投げたりする子どもの様子が
多く見られるようになってきました。そこで今回の遠足で保護者の方やお友だちとボールを使った
触れ合いあそびができればいいな、と思い活動内容に取り入れました。
くまぐみの友だちと合同で活動を行いました。触れ合いあそびでは、おうちの人の膝に乗ってスキ
ンシップを図りながらあそびました。いつもと違う場所での活動ということもあり、泣いてしまう
子どもや表情が固まってしまう子どもの姿も見られました。しかし、1 回目 2 回目と回数を重ね
るにつれて表情も和らぎ、楽しそうに笑いながら膝の上で上手にバランスを取る様子を見ることが
できました。
次は、ボール渡しゲームをしました。普段の活動では、ひとりでボールを使ってあそぶことが多い
ぞうぐみさん。ですが、今回はひとつのボールを使い、みんなで輪になって遊ぶ時間を設けてみま
した。隣のお友だちへ積極的にボールを渡そうとする子どもや、戸惑いながらボールを受け渡しす
る子ども、など様々な姿が見られました。子どもたちの好きなボールを通じて、友だちと触れ合い
ながら遊ぶことができたのではないかと思います。
自由遊びでは、広い芝生の上で走り回ったり、寝転がったり、虫を観察したり、身近な様々な物に
興味を示し、公園内を探索して元気いっぱい活動した子どもたち。
しっかり遊んだ後は、お楽しみの昼食タイム！！戸外でお家の人とお話しながら楽しく食べる様子
があちこちで見られ、ゆっくりとした時間を過ごすことができていたのではないかと思います。

●継続入所に係る手続きについて１２月２日より、継続入所の申込書類をお渡しします。詳しくは掲示板でお知らせ致します。
●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

お願い

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。
●いよいよ寒くなってきました。保育所内では滑らないように靴下・タイツを脱いで裸足で遊びます。（保育室は床暖房があります）

【ご確認】

●２７日（金）保育雑費引落し

今回の親子遠足では、友だちやお家の人と広い場所で一緒に身体を動かし、普段とは違った環境の
中でのびのびと過ごすことができたのではないでしょうか。ぞうぐみの友だちだけではなく、くま
ぐみの友だちと一緒に触れ合うことで、異年齢交流も深まっていけ
ばと思います。

●１２月の布団乾燥の日…12 日（木）

1２月生まれのお友達

８日
２７日

年末年始の開所日について

１２月２８日までは通常保育

四宮柊くん（しのみやしゅう）
９日
山口瑞穂ちゃん（やまぐちみずほ）

川崎悠里奈ちゃん（かわさきゆりな）

１２月２９・３０・１月４日は休日保育
※１２月３１日～１月３日までは休所日となっております。

１２月行事

２日（月）～６日（金）個人懇談

２０日（金）誕生会

２５日（水）クリスマス会

２７日（金）避難訓練

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

きりんぐみ【12 月】

２０１３年 12 月号 ] 第０００21 号

[ 2013 年 12 月号 ] ２歳児

遠足

散歩
少し前のことになるのですが、初めて保育所の外へお散歩に出かけました。車が来たら、白線の
内側でとまったり手を挙げたりするなどの交通ルールも勉強することができました。
大きな犬と出会ったり、キンモクセイの匂いに癒されたり、地域の人と触れ合ったり、いつもとは
違った刺激的な時間を味わう事ができました。
そんな中、「○○ちゃんとつなぎたい」と、普段仲良しのお友だちと手を繋ぎたいとすねている
子どももいました。しかし、元々ペアだったお友だちが手を出すとその手を握り、お散歩へ出かけ
ました。お散歩から帰ってくると、お互いに顔を見合わせ楽しそうにおしゃべりをしていました。
散歩前より仲良くなれた二人、小さなきっかけから仲良くなっていく子どもたち。そんなきっかけ
を少しでも多くつくってあげたいなと思っています。いろいろなお友だちと仲良く楽しい日々を
送って欲しいものです。

きりんぐみさんは、くまぐみさん・ぞうぐみさんのお友だちと一緒に峰山
公園に行きました。広い公園で自然に触れながら秋を感じ、たくさん体を動
かして遊んで欲しいと思い、「宝探しゲーム」、「たこあげ」、「自由遊び」を
行いました。私たちも準備をするなかで、宝をどんな表情でみつけるかな？
お友だちや保護者の方に見せるのかな？探しにいって本物のバッタ、落ち葉、
どんぐりを見つけてくれるかな？自然に触れて欲しいな。たこを持って風を
感じながら走り回って欲しいな。とわくわくしながら準備を進め、当日を迎
えました。
この遠足を通して、子どもたちには、園外での楽しい思い出の場に。保護
者の方には、子どもとのコミュニケーションを深める場であったり、クラス
のお友だち、仲の良いお友だちのことを知る場であったり、保護者同士の交
流の場にあったり、公園に行くきっかけになったりしてくれると嬉しいです。
朝の集合の時、子どもたちは「今日、お父さんお母さんと何をするんだろ
う」とわくわくした表情でいっぱいでした。秋を見つける宝探しゲームでは、
保育士が準備した宝物だけでなく、ドングリや松ぼっくりなどの植物にも触
れ、お家の方と宝物を見つけることが出来た達成感と、秋の季節を味わうこ
とができました。また、自分が見つけた宝物をお友だちにもあげる、そんな
姿も見られました。昼食時には、お家の方が作ってくれたお弁当をお友だちとおしゃべりをしながら楽しく食
べることが出来ました。
子どもたちがとても楽しみにしていた遠足、お天気にも恵まれて本当に良かったです。遠足の日のために作っ
たおもちゃもお家の方と一緒に楽しく使い遊ぶことが出来ました。昼食の時間が変更になり、ご迷惑をおかけ
しました。広い芝生をかけまわったり、遊具で遊んだり、太陽の下、体をたくさん動かし遊んだ満足感がどの
子ども達の表情にも表れていました。

●継続入所に係る手続きについて１２月２日より、継続入所の申込書類をお渡しします。詳しくは掲示板でお知らせ致します。
●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

お願い

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。
●いよいよ寒くなってきました。保育所内では滑らないように靴下・タイツを脱いで裸足で遊びます。（保育室は床暖房があります）

【ご確認】

●２７日（金）保育雑費引落し
●１２月の布団乾燥の日…12 日（木）

1２月生まれのお友達
年末年始の開所日について

１日

三木

稜央くん（みき

りお）

１２月２８日までは通常保育
１２月２９・３０・１月４日は休日保育
※１２月３１日～１月３日までは休所日となっております。

１２月行事

２日（月）～６日（金）個人懇談
２７日（金）避難訓練

今回の遠足では、遊びを通して秋を感じることができたようです。宝探しで使用した虫カゴは、保育所に持っ
てきてもらい、園庭や保育所の外でのお散歩で季節の自然を発見して欲しいと考えています。散歩の時に見つ
けた落ち葉とはまた違う色の葉っぱを見て冬の到来を感じることができたのではないか。季節と共に変わって
いく植物に子ども達が自ら興味を持ち、探していく姿は、日々の生活の中で忘れていたことに気付き、幼い子
に刺激され同じように探している自分に出会い、改めて子
ども達との生活に感謝をいたしました。
季節の絵本を取り入れ、提供していくことも大切ですが、
そこでは体験できない自らが見つけ発見をする、何より目
がキラキラしていて、周りの人もキラキラさせてくれます。
改めて自然の大きさを感じました。
また、虫カゴにつめこんだ季節の物で製作をしたり、おも
ちゃを作ったりしても楽しいですよね。「僕が見つけた
の！」「こんなところに落ちていたんだよ。」など、楽しく
おしゃべりが飛び交う素敵な時間になりました。

２０日（金）誕生会

クリスマス会

２５日（水）クリスマス会

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

２０１３年 12 月号 ] 第０００21 号

[ 2013 年 12 月号 ] ３歳児

ほしぐみ【12 月】

ヤゴ

遠足
戸外遊びが大好きなほし組さん。二
言目には「今日お外行く？」と聞いて
きます。声を掛けずにいると、２時間
でも３時間でも集中して遊んでいるの
です。
そこで、今回の遠足では、いつも遊
んでいる保育所とは違った環境の中で、
大地を踏みしめ、自然に触れることで、
季節を感じたり新たな発見をしたりし
てもらいたい、子と子、子と親、親と親、
といった関係を更に深める場となって
ほしいと思い、保護者の方も参加できる遠足を企画させていただきました。
当日は、太陽が少し隠れていましたが、暑すぎず、寒すぎずと過ごしやすい気温となりました。
子どもたちは、お母さんに作ってもらったお弁当や大好きなお菓子が入った夢のようなカバンを
背負って満面の笑みを浮かべながら登所してきました。

肌寒い季節となりました。それでも子どもたちは毎日園庭で元気に遊んでいます。最近、
子どもたちの間から、「ヤゴ捕った～」、「メダカ捕まえた～」というような声が聞こえて
きます。それも以前は、「先生、ヤゴ捕って～」と言っていた子どもたちが。なかなか水
中の生き物を捕まえるのって難しいですよね。手だけでは捕まえられないと思った子ど
もたちは、スコップやざるを持ってきて挑戦。それでもまだ捕れません。すると今度は
友だちと囲んで、まるで追い込み漁のようにして捕っていました。まさに人類の進化を
目の前で見ているようでした。子どもって一つひとつ経験を重ねていきながら試行錯誤
し、成長していくのだと感じました。
この話には続きがありまして・・・
苦労して捕ったヤゴでしたが、捕れた嬉しさのあまり強く持ち過ぎたのか、潰れて死ん
でしまったのです。すると、子どもの中のセンサーがまた働きます（どうして死んでしまっ
たのだろう？と）。暫くして見て見ると、今度は新しく捕まえたヤゴを掌に乗せていまし
た。
例えば、カタツムリは、優しく押せば弾力を感じますが、強く押せば殻が割れます。
弾力から破壊までの力加減には、何段階も調整が可能です。そういう応答的なモノとの
関わりによって、子どもは加減することの面白さなどを経験していくのだなと思いまし
た。また、そうやって動植物と関わっていくなかで、相手を思いやることやいたわる思
いの大切さに気づいていってもらいたいです。

いざ公園に行ってみると、そこには園庭の何百倍も広い草原、保育所にはない遊具に子どもた
ちは大興奮の様子でした。また、ガイドウォークでは、秋の木の
実を採ってその場で食べるなど、子どもだけでなく大人の私たち

クリスマス会

にとっても貴重な体験になったのではないかと思います。
巨大なボールを貸してくれたり、大人も子どもも一緒に遊べ
る大きな遊具があったりして、とても楽しめたのではないで
しょうか。ただ、移動時間が長く、その分遊ぶ時間があまり
確保できなかったり、楽しみなおやつもバスの中で食べるこ
とになったりしたので、今回の反省点を次回に活かしていき
たいです。

1２月生まれのお友達

２日 松木 澪ちゃん ( まつき みお )
２２日 河野 莉子ちゃん ( こうの りこ )

新しいお友達が増えました

五十嵐

悠真くん（いがらし

１１日

野口

蒼空くん （のぐち

そら）

保育参観のご案内

●継続入所に係る手続きについて１２月２日より、継続入所の申込書類をお渡しします。詳しくは掲示板でお知らせ致します。

はるま）

●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

お願い
年末年始の開所日について

１３日（金）１０：００～１２：００
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、ご参加ください。

へお気軽にお問合せ下さい。

１２月２８日までは通常保育

●手足の爪は短く切っておいてください。

１２月２９・３０・１月４日は休日保育

●いよいよ寒くなってきました。保育所内では滑らないように靴下・タイツを脱いで裸足で遊びます。

※１２月３１日～１月３日までは休所日となっております。

【ご確認】

●２７日（金）保育雑費引落し
●１２月の布団乾燥の日…12 日（木）

１２月行事

２日（月）～６日（金）個人懇談
２７日（金）避難訓練

２０日（金）誕生会

２５日（水）クリスマス会

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

２０１３年 12 月号 ] 第０００21 号

[ 2013 年 12 月号 ] ４歳児・5 歳児

つきぐみ・ゆきぐみ【12 月】
おたよりが合同になりました
今月号からつきぐみとゆきぐみのおたよりが合同になりまし
た。
というのも先月からゆきぐみとつきぐみは一緒に活動したり給
食を食べたりしているからです。それは何故か。
４月にスタートしたつきぐみ・ゆきぐみも半年が経ち、新クラ
ス・新生活への準備をする時期になりました。ゆきぐみの子ど
もたちは半年後には小学生になります。小学校ではクラスの友
だちが５人しかいない今とは違い、大勢の友だちの中で生活するようになります。そのため残りの
半年をつきぐみの友だちと一緒に生活することで集団生活に慣れてもらいたいと考えていま
す。例え大勢の友だちの中にいても、きちんと話を聞いたり、やるべきことを
やったりできる態度や能力を養いたいと思っています。４月
からの半年間、少人数で子どもたちと密にかかわってき
たことにより、前述した態度や能力は一人ひとりある程度
身に付いていると思います。今度は残りの半年間で、その
能力を集団の中でも発揮できるように育てたいと考えてい
ます。
対してつきぐみの子どもたちは半年後に年長クラスであるゆ
きぐみになるために、ゆきぐみのお兄ちゃん・お姉ちゃんの
背中を見ながら、時に真似をし、時に叱られ、年長児へと成
長してほしいと思っています。
半年後の新クラス・新生活を見据えたつきぐみ・ゆきぐみの新
たな取り組みが始まっています。

●継続入所に係る手続きについて１２月２日より、継続入所の申込書類をお渡しします。詳しくは掲示板でお知らせ致します。
●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

お願い

遠足
11 月９日（土）に行われた遠足。昨年は親子でオレンジパークへ行き、みか
ん狩りを行いました。お父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんたちと一緒
にみかんを取り、おいしそうにみかんを頬張る姿がとても印象的でした。また、普段はゆっ
くりお話しすることができない方ともお話しすることができたのは遠足という機会ならで
はだと思います。
今年はまんのう公園へ。子どもたちは何日も前から遠足に行くことを楽しみにしている様
子でした。“あと何回寝たら遠足や！”子どもたちの期待が募るばかりです。あっという間
に当日。保育所に着いた時から気持ちが高まります。友だち同士や保護者の方と一緒にバ
スに乗ったり、まんのう公園に着くと、自然に触れたり、お弁当を食べたり、広い公園で
遊んだり。中でも、山の中にあるドングリや葉を触る子どもたちの目はとても輝いていま
した。子どもたちにとって普段はなかなか体験できない事を経験できたように感じます。
みんなで一緒にお弁当を食べたり、広い公園で思い切り体を動かして遊んだりすることの
楽しさや嬉しさ、自然の雄大さなどを感じてもらえたのではないでしょうか。保護者の方々
にとっても普段あまり話せなかった方や、保育士、またお子様とじっくり関われる時間に
なったのであれば幸いです。
度重なる変更でご迷惑をおかけしましたが、無事安全に怪我なく遠足を終えることができ
ましたこと、心より感謝申し上げます。
ゆきぐみは来年３月にはお別れ遠足があります。今回の遠足は保護者の方と一緒の子もい
ましたが、お別れ遠足は子どもたちと先生だけで行きます。今までの思い出とこれからの
数カ月の時間を大切にしながら、子どもたちにとって一生心に残る遠足になるよう計画し
たいと思います。
つきぐみは、来年度、ゆきぐみになって遠足とお別れ遠足があります。来年度は
最後の遠足になるので、どうすれば子どもたちの印象に残る遠足にでき
るか、考えていきたいと思います。

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。
●いよいよ寒くなってきました。保育所内では滑らないように靴下・タイツを脱いで裸足で遊びます。

【ご確認】

●２７日（金）保育雑費引落し
●１２月の布団乾燥の日…12 日（木）

1２月生まれのお友達

７日

年末年始の開所日について

１２月２８日までは通常保育

吉原

杏ちゃん （よしはら

あん）

２５日

堀井

悠翔くん （ほりい

ゆうと）

１２月２９・３０・１月４日は休日保育
※１２月３１日～１月３日までは休所日となっております。

１２月行事

２日（月）～６日（金）個人懇談
２７日（金）避難訓練

２０日（金）誕生会

２５日（水）クリスマス会

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

