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来年、開校になる看護福祉専門学校への想いを伝えたく約一週間九州に行って来ました。高等学校へ訪問した折、ふと目にした言葉が心の中に残りました。
その言葉とは、人だけが持っている大切なもの「心」。心は目に見えないはずなのに、目に見えるものだけ追って見ていると目に見
えない「心」まで、目に見える「もの」になってしまう。「心」で目に見えないものを思う。そして捉える。そしてゆっくり正確
に間違うことなく目に見えるものに変えて、伝えていく、形にしていく、そんな力を持っている人間を大切にすべき。目に見え
るものだけを追う。心まで目に見えるものを追う。そんな人間になってはいけないと、気付かないような片隅に書かれていま
した。授業の中で教えるのではなく、学校生活の中で一度はそこを通るであろう場所に誰かの目に止まって欲しいと願って書かれた教師の想い
がそこにありました。そこで目に見えない心の動かし方に触れた身近かな出来事を通して、新たな年を迎え保護者の方と共に子供の成長を願う者としての心がまえをお届けいたします。

見えない心の想いを形にし、見えない心の奥にしまって
3 歳の子ども達とクッキー作り「チョコチップクッキー」「セサミクッキー」を作るのを楽しみ
に朝早くからエプロンをして我先にとクッキング室へ、どの子供も「私がする」と。いつもの
友達関係はどこか遠い所へ吹っ飛んでいた。「順番にしようね」「待ってね」を繰り返しても全
く聞こえない。
様々な素材を使ってのクッキングを 4 歳、5 歳児はよくする。出来た物は小さな友達に食べても
らっている。４、５歳児は、その中で順番があること、ゆずり合うことも自然に身についている。
しかし、3 歳児は違う。「私が先」「私がする」・・・等々、全て自分が中心である。たった一歳、
二歳違っているだけでもこんなに行動が異なるのかと改めて子どもの姿に驚かされた。
3 歳児の作ったクッキー、いつも作ってもらっている年長組さんへ、お兄ちゃん、お姉ちゃんら
しく小さな友達にも分けてあげたくて、たくさん作った。作った数は数えきれない。もうすぐ
焼けるかなあと何度もクッキング室に覗きに行った。
クッキング室に何度覗きに行ったのか忘れたけれど、知らない人が集まって話をしている。あ
そこにあるのに見に行けない。そうだ、お友達と一緒であればいけるかも知れない。お友達を
呼んで来よう。お友達と手をつないでクッキング室へ行くと「どうしたの」と尋ねられた。目
がクッキーの方を向くと「クッキーが焼けたのか見にきたのね」と言う人もいれば、
「欲しいの」
と言う人もいる。お友達と一緒に目が動いただけで自分の焼いたクッキーが食べれた。やっぱ
りお友達と一緒だとなんでも出来るんだ…
たくさんの人が「一人でなかなか入って来れなかったんだね」
「どれを作ったの」
「お昼寝した後、
みんなで食べるんだね」「お家に持って帰るの」と次から次へと聞かれた。怖い人ではなかった
んだ。
３歳児はまだ順番が待てない。自分の想いは、自分のもっている限りの知識を使って達成しよ
うとする。その気持ちが様々な感情をゆさぶる。
次の課題が生まれる。自分がしたいと思うことが出来ない。どうしよう、どうしよう…考え続
けた時、出来たという嬉しさを味わえる。課題を解決するための鍵となるのは、どうしょうか
と考えることである。（一人で
は出来なかったがお友達と一緒
だと出来るんだ）。次の課題が出
来た時、出来た鍵を使って突破する。
後ろを振り向いた時、多くの課題を解決
した自分に出会うであろう。

父から聞いたのがいつだったか忘れた。でも聞いたことは忘れたことはない。庭に大きな沈丁花が植え
られていた。種が落ち芽ぶいたであろう小さな沈丁花が大きな沈丁花に隠れるように根を下ろしている。日陰では
枯れるかも知れない、そう思い、「陽のあたる場所に移した方が良いのでは」と父に話した。でも「移さなくていい、
そのままにしておいた方がいい」と言った。なぜと尋ねると、「今は小さな沈丁花であっても、いつか大きな沈丁花
になるチャンスはある。」と教えてくれた。父が話してくれたことは、その時は分からなかったが、父の言葉は印象
に残った。
大きな沈丁花は、すくすく何倍にも大きくなった。小さな沈丁花は相変わらず小さなままである。しかし、数年経っ
た時、大きな沈丁花は枯れてしまった。
小さな沈丁花に陽があたる機会が訪れた。数年経つと大きな沈丁花と同じ大きさになった。その姿を見て父は、「大
きな沈丁花は自分の根っ子で木を支えきれない程大きくなった、だから枯れた。小さな沈丁花は生きるためには、根っ
子を広げるしかない。日陰の環境の中でほんの少しだけの陽を求めて耐えている。だから大きくなるチャンスが訪れ
た時、大きくなれた。しかし、今は大きくなれても自分の力以上に成長した時枯れる。どんな小さかろうとも、どん
なに大きかろうとも支えるべき力を蓄えていないと枯れる。自然の力に例外はない。誰も自然の力を変えることは出
来ない。」と、言った。枯れた大きな沈丁花を前に話をせず、小さな沈丁花が大きく成長した時、話してくれた。
息子が植えた小さな木。中くらいの木、大きな木、くすの木、くすの木を日々目にして、10 年経った。10 年前、
小さなくすの木は毎日水をやらなければ枯れそうだった。大きなくすの木は外観の元気さを誇示するように元気一杯。
一年目であっても暑い時には人に涼しさを提供してくれた。しかし、数年経つとあんなに元気だった大きなくすの木
は枯れそうになった。それに対して小さな木は周りの人の心配をよそにすくすく大きくなり今ではどの木よりも元気
で大きく成長している。中くらいの木は枯れそうではないが大きくはなっていない。小さなくすの木、中くらいのく
すの木、大きなくすの木、約 10 年の間、どのような力を蓄え自分の体を成長させ自分を守っているのであろうか。
自分の体を支えてくれた人達、自分の力で根をはっていったであろう力、土壌の力も必要だったであろう。大きなく
すの木は根っ子の力を借りて最初は元気一杯の姿を見せたが植え替えられた土地に自分の体を支えるだけの根っ子を
張ることも、土壌活用する力ももっていなかった。それに対して小さなくすの木は、土壌を利用して根っ子をはり、
その根っ子にふさわしい大きな木になり、根っ子を太くして、さらに大きな木にしていった。その結果、最初に植え
たくすの木の中でどのくすの木より大きく成長した。父は他界したが庭に植えられた木を通して、同じ想いがある。
今は直接父から話を聞くことは出来ないが父の想いは息子を通して心の中に伝わる。父と息子、そして私、目に見え
ない心で話し合っている。よく父は日常生活の中で大切な事をさりげなく話す人であった。教え込まれた記憶はほと
んどない。しかし、今になって多くのことを教えられていることに気付く。父から教えられた事を私から息子に伝え
ていくのではなく、息子の生活の中で実感したことが父が孫に教えたいことと同じであることを確かめるのも母親と
しての役目のような気がする。
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くまぐみ【 1 月】
何ができるかな？？
お部屋に新聞紙とビニール袋が。
なんでも興味津々なくまぐみのみんなは、
“なんだ！？なんだ！？”
とすぐに集まってきます。先生のマネをし
てビリビリやってみようとしたり、グシャ
グシャ丸めてみようとしてみたり。なかな
かうまくはいきませんが、紙がこすれる音
にニヤ～と笑ってみたり。ビニール袋の中
をのぞいてはキャッキャッと声をあげてみ
たり、楽しそう！！
なかには、新聞紙をかじってしまう子も…
でも、お友だちが気付いて先生に知らせて
くれる場面もあって…
ただ楽しく遊んでいるだけではなく、その
中で少しずつ日々色んな事を見て、気付い
て知って、子どもたちはお互いに成長し
合っているのだなぁと改めて感じ、また微
笑ましくなりました。
さて、新聞紙とビニール袋で何ができあが
るでしょうか？？
クリスマス会でのお楽しみです！！

おしっこでるかな？
お部屋の一角に見慣れない物が…
オマルの登場です。
“あれは何だ！？”
“おもちゃかな？いやいや…”
とやはり興味津々な子どもたち。
おやつや給食のあと、今までオムツ交
換をしていた時間にオマルに座ってみ
ることにしました。
怖いのか、座ることを嫌がって泣いて
しまう子、不思議な顔をしてちょこん
と座っている子、興味を持って自分か
ら積極的に座りに行く子…子どもたち
の反応は様々です。
トイレトレーニングは始まったばか
り！！
まずは、くまぐみのみんながオマルと
仲良しになってくれるといいなぁ。

どんな一年だったかな？
年末年始は何かと慌ただしい時期ですが、この時期にしか体験できない事を一緒に楽しんで過ごしていただけたらと思います。また、帰省やお出か
けなど、環境の変化でこれまでの生活リズムが崩れやすくなる時期です。早寝、早起き、午睡、食事などのリズムを持続できるようにお願いします。
今年も、あっという間。あと少しで２０１４年ですね！
みなさんにとって今年はどんな一年になりましたか？
子どもたちにとって、また、保護者の方にとってもきっと初めてづくしの一年だったのではないかと思います。
春に出会った子どもたちは、お家の方と初めて離れて過ごすことに不安で泣いてしまう事が多かったけれど…今ではすっかり自分の好きな事を見つ
けて楽しそうに遊んでいる姿が多くなりました！
一人ひとりできるようになることのスピードは違いますが、みんなが自分のペースで大きくなっていく姿をすぐ近くで見られることをとても嬉しく
思う毎日です。
今年もよろしくお願い申し上げます。

感染症について

●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

お願い

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。

お知らせ

●継続入所に係る手続きを 1 月６日（月）より受付致します。
継続入所書類の提出締切は１月１７日（金）までとなっております。

【ご確認】２７日（月）保育雑費引落し

●１月の布団乾燥の日…24 日（金）

インフルエンザ、アデノウイルス、ウイルス性胃腸炎などによる感染症が流行しやすい季節となりました。手洗い
うがいをしっかりし、食事や睡眠を十分に摂り、体調の変化にお気をつけ下さい。
また、発熱だけが感染症の症状とは限りません。嘔吐、下痢などの症状が現れた場合も登所はお控えくださいます
よう、お願い致します。

＊プール熱（アデノウイルス感染症）
症状：３９～４０度くらいの熱が出て、のどが赤くはれて痛み、白目の部分が赤く充血し、何度でも感染します。
感染力が強いので、タオルは専用の物を用意して下さい。

＊ウイルス性胃腸炎

新しいお友だちが増えました

川西

凛紅ちゃん（かわにし

りく）

症状：「おなかの風邪」といわれ、アデノウイルスやノロウイルスなどのウイルスが胃腸に感染して症状を起こす
病気です。嘔吐から始まり、水のような下痢をし、発熱も伴います。症状は４～５日でおさまりますが、嘔吐と下
痢による脱水症に気を付けることが大切です。

＊ロタウイルス
１２月２９日～３０日・１月４日～５日は休日保育

年末年始の開所日について

２月行事のお知らせ

１２月３１日～１月３日までは休所日となっております。

水のような下痢が１日に何回もでます。便が白くなることも多いので、
「白色性下痢症」といわれることもあります。
激しい嘔吐や発熱、脱水症、けいれんを起こすなど重症化して入院する子も多くいます。

６日より通常保育となります。

＊ＲＳウイルス感染症

●生活発表会

１５日（土）午前中

細気管支炎、肺炎などになることもあり、感染しても免疫ができにくく感染を繰り返しますが、回数が増えるほど
症状は軽くなります。

＊インフルエンザ
まず高熱が出て、鼻水、せき、関節の痛み、頭痛などの症状が急に起こります。熱が４～５日続き、合併症として
気管支炎、肺炎などになる場合もあります。

６日（月）初釜、初遊びの会
２６年度入所申込受付日

１月行事

１７日（金）２６年度入所申込締切日
誕生会
２４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
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ぞうぐみ【 1 月】
何してるのかな？
お部屋で遊んでいる時、上手に歌いながら手遊びをしているお友だち
がいました。
そのお友だちの周りに、いつのまにかたくさんのお友だちが集まって
きました。
そのお友だちに興味を持った他のお友だちが近付いてきて一緒に真似
をしながら楽しく手遊びをしている様子でした。
いつもなら、保育士の真似をしながら歌ったり、踊ったり、手遊びを
したりするのですが、こんな風に子ども達同士で真似をしながら場を
盛り上げていく姿を見て驚かされました。

新発見！
外遊びをしているとき、葉っぱを見つけてきました。
いつもみていた緑色の葉っぱと少し様子が違っているので、気になっ
た様子。
右手には黄色くなった葉っぱ、左手には紅色に染まった葉っぱ。
どうして色が違うのかな？と不思議そうにみつめていました。
葉っぱの色って変わるんだと新発見できた瞬間でした。
外遊びをすると、自然に触れて遊びながら学ぶことができて、子ども
にとって刺激が多いものだなと改めて感じました。

～一年間を振り返って～
４月当初は、新しい環境に慣れず、登所時に泣いてしまう子どももいましたが、少しずつ環
境にも慣れ今では「おはよ～」と言いながら、嬉しそうに登所する子どもの姿が見られるよう
になりました。
保育時間では、ひとり遊びが多かった子どもたちでしたが、日々の生活を一緒に過ごすことで
次第にお友だちの存在も意識するようになり、遊びを共有することも多く見られるようになっ
てきました。
2014 年のぞうぐみさんも、どんな成長を見せてくれるかすごく楽しみですね！
年末年始は、帰省やお出かけなど、環境の変化でこれまでの生活リズムが崩れやすくなる時期
です。早寝、早起き、午睡、食事などのリズムを持続できるようにお願いします。
来年もどうぞよろしくお願い致します。
よいお年をお迎えください。

感染症について

●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

お願い

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。

お知らせ

●継続入所に係る手続きを 1 月６日（月）より受付致します。
継続入所書類の提出締切は１月１７日（金）までとなっております。

【ご確認】２７日（月）保育雑費引落し

●１月の布団乾燥の日…24 日（金）

インフルエンザ、アデノウイルス、ウイルス性胃腸炎などによる感染症が流行しやすい季節となりました。手洗い
うがいをしっかりし、食事や睡眠を十分に摂り、体調の変化にお気をつけ下さい。
また、発熱だけが感染症の症状とは限りません。嘔吐、下痢などの症状が現れた場合も登所はお控えくださいます
よう、お願い致します。

＊プール熱（アデノウイルス感染症）
症状：３９～４０度くらいの熱が出て、のどが赤くはれて痛み、白目の部分が赤く充血し、何度でも感染します。
感染力が強いので、タオルは専用の物を用意して下さい。

＊ウイルス性胃腸炎
１２月２９日～３０日・１月４日～５日は休日保育

年末年始の開所日について

１２月３１日～１月３日までは休所日となっております。
６日より通常保育となります。

症状：「おなかの風邪」といわれ、アデノウイルスやノロウイルスなどのウイルスが胃腸に感染して症状を起こす
病気です。嘔吐から始まり、水のような下痢をし、発熱も伴います。症状は４～５日でおさまりますが、嘔吐と下
痢による脱水症に気を付けることが大切です。

＊ロタウイルス
水のような下痢が１日に何回もでます。便が白くなることも多いので、
「白色性下痢症」といわれることもあります。
激しい嘔吐や発熱、脱水症、けいれんを起こすなど重症化して入院する子も多くいます。

２月行事のお知らせ

● 生活発表会

１５日（土）午前中

細気管支炎、肺炎などになることもあり、感染しても免疫ができにくく感染を繰り返しますが、回数が増えるほど
症状は軽くなります。

６日（月）初釜、 初遊びの会、 ２６年度入所申込受付日

１月行事

１７日（金）２６年度入所申込締切日、 誕生会
２４日（金）避難訓練

１２月生まれのお友達

＊ＲＳウイルス感染症

１２日
１９日
２４日

田澤
長尾
伊藤

初季ちゃん（たざわ はつき）
知香ちゃん（ながお ちか）
那央くん （いとう なお）

＊インフルエンザ
まず高熱が出て、鼻水、せき、関節の痛み、頭痛などの症状が急に起こります。熱が４～５日続き、合併症として
気管支炎、肺炎などになる場合もあります。

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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[ 2014 年 1 月号 ] ２歳児

最近、夕方の外遊びからお部屋に戻って
来たときに、逆立ちをしているお友だちを

よく見かけます。ある子が逆立ちをしているところを見
て「仮面ライダーみたい！」
「かっこいい！」と大はしゃ
ぎ！「僕（私）もしたい！」と先生の助けを借りながら
逆立ちができてニコニコ。「お母さん見てー！」「先生見てー！」ととっても自信
満々な顔をしていました。
その時期に、遊戯室に跳び箱や平均台、鉄棒などの遊具が増えました。跳び
箱からジャンプをしている友だちを見て、恐る恐るジャンプをしてみたり、
お兄ちゃん、お姉ちゃんが平均台を上手にしているのを見て自分もしてみた
くなり、毎日練習したりと子どもたちの顔がいつも真剣です。チャレンジ精神旺盛な
きりんぐみさん。これからも色々な事にチャレンジしていって欲しいです。
先日、きりんぐみさんでは初め
はさみにチャレンジ☆ てはさみにチャレンジしました。
以前から子どもたちは、ほしぐみさんのお部屋で、はさみをじーっと見ていたり、先
生がはさみを使っていると「それは、はさみ？」と聞いたりと興味のある様子でした。
はさみの上手な使い方、はさみは危険であると気付き、慎重に使ってくれればと思い
少しずつはさみにチャレンジしてみることにしました。子どもたちは、はさみにとっ
ても興味があったようです。いつもの笑顔や、リラックスした表情ではなく、真剣な顔でチョキチョ
キ・・・子どもたちは充実した時間を過ごせたようで切り終わると、満足そうな表情をしていました。
これからはさみを使うことがどんどん楽しくなっていくでしょ
うね。そして、新しいことにチャレンジする事が楽しいと感じ
てくれたら、と思います。

小さなつぶやき
ある日の帰りの時間、それぞれにカバンの片付けをしている子
どもたち。
リュックに付けてあるキーホルダーが絡まってしまい、チャック
が閉まらないと困惑する子どもの一言。「つかまった。」キーホル
ダーがキーホルダーを捕まえたと思ったのかな。こういった何気ない子どものつぶやきでくすっ
と笑えたり、大人には出せない面白い表現だなーと感心したり・・・。そういった子どもたちの
小さなつぶやきには、大切なものがぎゅっと詰まっているような気がします。
そうはいっても、時間が経つと「あれ。あの時○○ちゃんはどういう言い回しで何て言っていた
かな。」「こうやって言い合いになったけど、あの時○○くんが何か素敵なことを言ってくれたか
ら、自然と仲直りできたんだよね。」などと記憶が曖昧になってしまうこともしばしば・・・。それっ
てなんだか勿体ないなと思いました。
そこで、言葉が新鮮なうちに子どものそのままの言葉で覚えておけるよう、心に留まった会話や
行動をその場でサッとメモをとるようにしてみました。
すると、メモに溜まった言葉を見返してみると、春には「（オムツの）しまじろうがうえ？」と
保育士へ問いかける子どもの姿にただただ感動していましたが、最近では「あのね、じぶんでか
いたの。」と、ボールペンで描いた小さなまるが並んだお手紙を照れながら渡してくれるまでに
なったことに、
改めて成長を感じました。
また、最近では仲のいい友だちとごっこ遊びを楽しむ姿があちこちで見られるようになってき
ました。先日は、トイレに行ったはずの子どもたちがその場で意気投合し、そこから先生ごっこ
がはじまり・・・。「はーい。いまからしっぽとりをしまーす。に・し・ろ・は。」と先生さなが
らの口調で話すので思わず笑ってしまいました。２・４・６・８（に・し・ろ・は）と、一つ飛
ばしでの数え方なんてどこから聞いてきたのだろうと不思議に思いますが、子どもたちは本当に
よく聞いてよく見ていますよね。だからこそ私たち保育者も、一つひとつの言葉に意味をもたせ
るためにも、一度頭の中で考えてから言葉を発するように心がけたいと思っています。
小さなつぶやきから見えてくるものはたくさんありますね。おうちでのお子さんの小さなつぶや
きをぜひ聞かせてください。

●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。

感染症について

●手足の爪は短く切っておいてください。
●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 ●継続入所に係る手続きを 1 月６日（月）より受付致します。継続入所書類の提出締切は１月１７日（金）までとなっております。
【ご確認】２７日（月）保育雑費引落し

●１月の布団乾燥の日…24 日（金）

インフルエンザ、アデノウイルス、ウイルス性胃腸炎などによる感染症が流行しやすい季節となりました。手洗いうがいをしっかりし、食事や睡眠を十分
に摂り、体調の変化にお気をつけ下さい。
また、発熱だけが感染症の症状とは限りません。嘔吐、下痢などの症状が現れた場合も登所はお控えくださいますよう、お願い致します。

＊プール熱（アデノウイルス感染症）
症状：３９～４０度くらいの熱が出て、のどが赤くはれて痛み、白目の部分が赤く充血し、何度でも感染します。感染力が強いので、タオルは専用の物を
用意して下さい。

＊ウイルス性胃腸炎
１２月３１日～１月３日までは休所日となっております。

症状：「おなかの風邪」といわれ、アデノウイルスやノロウイルスなどのウイルスが胃腸に感染して症状を起こす病気です。嘔吐から始まり、水のような下
痢をし、発熱も伴います。症状は４～５日でおさまりますが、嘔吐と下痢による脱水症に気を付けることが大切です。

６日より通常保育となります。

＊ロタウイルス

１２月２９日～３０日・１月４日～５日は休日保育

年末年始の開所日について

水のような下痢が１日に何回もでます。便が白くなることも多いので、「白色性下痢症」といわれることもあります。激しい嘔吐や発熱、脱水症、けいれん
を起こすなど重症化して入院する子も多くいます。

＊ＲＳウイルス感染症

２月行事のお知らせ

●生活発表会

１５日（土）午前中

細気管支炎、肺炎などになることもあり、感染しても免疫ができにくく感染を繰り返しますが、回数が増えるほど症状は軽くなります。

＊インフルエンザ
まず高熱が出て、鼻水、せき、関節の痛み、頭痛などの症状が急に起こります。熱が４～５日続き、合併症として気管支炎、肺炎などになる場合もあります。

６日（月）初釜、初遊びの会

１月行事

・

６年度入所申込受付日

１７日（金）２６年度入所申込締切日
２４日（金）避難訓練

・

誕生会

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
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ほしぐみ【 1 月】

クリスマスの本とクリスマスリース
12 月に入り、子どもたちが今一番楽しみにしているの

クッキング

は何と言ってもクリスマス ! サンタクロースに何のプレゼ

11 月 13 日からほしぐみはクッキングに挑戦し始め
ました。
なぜクッキングを始めたかというと、それには理由があ
りまして…。
昨年からつき・ゆきぐみのお兄さん、お姉さんたちは
クッキングの時間を設け、お菓子を作ったり、お料理をしたりしていました。作った物はほしぐみ
にもおすそ分けしてくれて、ほしぐみのみんなは大喜び。料理を食べながら「お兄ちゃんたちすご
いなあ」、「大きくなったらできるんかなあ？」と憧れの気持ちが大きく膨らんでいきました。きっ
と強く印象に残ったのでしょうね。日に日に「クッキングしたい !」という声は大きくなり、栄養
士の東さんの協力の下、11 月 13 日に念願のクッキングをするに至りました。クッキングは早く
も 4 回目。毎回「今日は何作るん ?」とワクワクしながら聞きに来てくれます。
東さんも、ほしぐみの子どもたちのために、おもしろくて簡単なメニューを考えてくれています。
子どもたちがエプロンやバンダナをつけて、「今からクッキングするぞ！」と意気込んでいる姿や、
「私がする」「僕がする」とケンカをしながらも、集中し出すと黙々と取り組む姿に新鮮さを感じた
り、新たな発見をしたりするようです。
今は、小麦粉を中心にしたお菓子を作っています。小麦粉にたくさん触れて、年明けには郷土料
理のしっぽくうどんをみんなで作れたらいいな、と考えています。

ントをもらうかで、毎日盛り上がっている子どもたちです。
そんなほしぐみのちょっとしたブームになっているのが、
「タイニィ・トゥインクルのふしぎなともだち（なぎ
もこ・作

と

ブックローン出版）」という本です。タイニィ・

トゥインクルという主人公の友だちは、なんとあの有名な
サンタクロース！そして、サンタクロースの友だちのサン
タクロースたち（みんな名前はサンタクロースなんです）
が、皆それぞれにクリスマスツリーを飾ったり、ケーキを作ったりと、クリスマスの準備に大忙し。
クリスマスプレゼントはちゃんと届くのかな？と、クリスマスがより一層楽しみになる一冊です。
この本を読むと「サンタさんくる？くる？」と楽しみが倍増するようす。この本の中で、サンタ
クロースたちがクリスマスツリーを飾る場面が出てきて、みんな「クリスマスツリーや !!」と大
はしゃぎ。なかには、お家でクリスマスツリーを飾った、という子もいるようです。
そこで、ほしぐみではクリスマスツリーではなく、少し似ているけど少し違う、クリスマスリー
スを作ることにしました。先生が作ったお手本のリースを見ると、「なんか、まあるいかたちし
とるな」「ドーナツみたい」と興味津々。お手本を見ながら、包装紙や画用紙を好きな大きさに
ちぎっていき、（誰に言われずとも、「他にこの紙使いたい子がおるかもしれん」と、少し遠慮し
て小さめにちぎる姿には、友だちのことを思いやる気持ちが育っているのだな、と心がほっこり
しました。）そしてでんぷんのりで貼りつけて完成 !! 小さなクリスマスリースですが、紙のちぎ
り方や貼り方、選ぶ色や柄の違いなど個性があふれ、世界に一つの素敵なものになりました。
今は保育室の後ろの壁面に貼っています。
「サンタさんが見たら喜ぶかもしれんなあ」と 25 日が待ち遠しいほしぐみです。

●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。

●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。

感染症について

●手足の爪は短く切っておいてください。

お知らせ ●継続入所に係る手続きを 1 月６日（月）より受付致します。継続入所書類の提出締切は１月１７日（金）までとなっております。
【ご確認】２７日（月）保育雑費引落し

●１月の布団乾燥の日…24 日（金）

インフルエンザ、アデノウイルス、ウイルス性胃腸炎などによる感染症が流行しやすい季節となりました。手洗いうがいをしっかりし、食事や睡眠を十分
に摂り、体調の変化にお気をつけ下さい。
また、発熱だけが感染症の症状とは限りません。嘔吐、下痢などの症状が現れた場合も登所はお控えくださいますよう、お願い致します。

＊プール熱（アデノウイルス感染症）
症状：３９～４０度くらいの熱が出て、のどが赤くはれて痛み、白目の部分が赤く充血し、何度でも感染します。感染力が強いので、タオルは専用の物を
用意して下さい。

年末年始の開所日について

１２月２９日～３０日・１月４日～５日は休日保育

＊ウイルス性胃腸炎

１２月３１日～１月３日までは休所日となっております。

症状：「おなかの風邪」といわれ、アデノウイルスやノロウイルスなどのウイルスが胃腸に感染して症状を起こす病気です。嘔吐から始まり、水のような下
痢をし、発熱も伴います。症状は４～５日でおさまりますが、嘔吐と下痢による脱水症に気を付けることが大切です。

６日より通常保育となります。

＊ロタウイルス

２月行事のお知らせ

●生活発表会

水のような下痢が１日に何回もでます。便が白くなることも多いので、「白色性下痢症」といわれることもあります。激しい嘔吐や発熱、脱水症、けいれん
を起こすなど重症化して入院する子も多くいます。

１５日（土）午前中

＊ＲＳウイルス感染症
細気管支炎、肺炎などになることもあり、感染しても免疫ができにくく感染を繰り返しますが、回数が増えるほど症状は軽くなります。

６日（月）初釜、初遊びの会

１月行事

・

＊インフルエンザ

２６年度入所申込受付日

１７日（金）２６年度入所申込締切日

・

まず高熱が出て、鼻水、せき、関節の痛み、頭痛などの症状が急に起こります。熱が４～５日続き、合併症として気管支炎、肺炎などになる場合もあります。

誕生会

２４日（金）避難訓練

１月生まれのお友達

６日

川西

凛桜ちゃん（かわにし

りお）

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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いらっしゃい、いらっしゃい！
ある日のこと。ぶどう棚にある机とベンチの所で何か準備をしている数人の子どもたち。しばらく
すると、「先生—、ちょっとこっち来てー！」と声を弾ませながら案内してくれる一人の男の子。そ
こではお店屋さんが開かれていました。そのお店屋さんは何でも屋さんで、ホットケーキやだんご、
カレーやおにぎりなど本当に何でもそろうお店です。実際こんなお
店があったらいいなあと感じながら“お団子ください。”と私が言う
と、子どもたちは喜んで砂や土、水などを使ってお団子を作り、渡
してくれました。“おいくらですか？”「２９８円です。」保護者の方
と買い物に行く際、やりとりをよく見て聞いていることに関心しま
した。石のお金を３つ渡すと、「はーい、お釣りです。ありがとうご
ざいました。」子どもたちの経験が遊びの中に影響されています。
そんな声が飛び交う中、お店にはだんだんとお客さんが集まってきました。つき・ゆきぐみだけでな
く、ほしぐみ、きりんぐみの小さいお友だちの姿も。お店は大繁盛です！
「いらっしゃい、いらっしゃい！」声をさらに大きくしながら張りきって
います。その日はしばらくの間、お店が開いていました。
また別の日。今度はほしぐみのお友だちがお店屋さんを開いている姿
が。つき・ゆきぐみのお兄ちゃん、お姉ちゃんの姿を見て「ぼくも、わ
たしもしたい。」と思ってくれていたようですね。お店屋さんになって
いた子は今度はお客さんに。お客さんになっていた子は今度はお店屋
さんに。どの子どもたちもどこか誇らしげな様子です。
小さいお友だちにとって大きいお兄ちゃん、お姉ちゃんの存在は大きいもの。もちろんお兄ちゃん、
お姉ちゃんは小さいお友だちの存在は大きいもの。お互いが刺激し合い、良い影響を受けているのに
違いない。遊びだけでなく、生活のなかでもお互いの存在はとても大切なものですね。

葉っぱのじゅうたん
季節はすっかり冬になり、風も冷たい時期となりました。子どもた
ちは寒さに負けず、今日も嬉しそうに「みんなー外行くでー！」とお
友だちに知らせながら部屋を後にします。その後ろ姿は“昨日の続き
しようかな。”“今日はどんな遊びをしようか。”“あの子と一緒に遊ぼ
うかな。”など、気持ちを膨らませながら早足で靴箱へ向かいます。
何とも活き活きとした背中！私たちもそんな子どもたちを追いかける
ことに必死になりながら同じように気持ちを膨らませます。
ある日。川にいる魚たちを見ようと子どもたち何人かと川を覗き込
みました。しかし、いくらじーっと見ても魚たちは見つかりません。
“ど
こにいるんだろう？”“魚が見たい！”そんな思いで魚を見つけよう
としていると、一人の女の子が何かを発見しました。「落ち葉がいっ
ぱいある！なんか葉っぱのじゅうたんみたい。あっ！こっちは魔法の
じゅうたんや。」風で飛んできた葉がじゅうたんのようにたくさん川
に浮かんでいたのです。女の子の声に反応し、別のお友だちもやって
きて「ほんまやー！」と顔を見合わせてにっこり。きっと子どもたちの頭の中には魚たちの事は忘
れているのかな？しばらく眺めていると、今度はじゅうた
んをさわってみたくなり、冷たい水の中、手を突っ込んで
葉をさわりかき回した後、川の外へと出していきます。私
は“たださわるだけでいいのに何で川の外へ出すんだろう。”
と不思議に思いました。しかしきっと何かがあるのだろう
…そう思っていると「こんなに葉っぱがあったら、魚埋も
れて死んじゃう」と言いながら何人かで葉っぱを外へと出
していきます。魚たちの
ことを想う子どもたちの
姿に大変心がほっこりし
ました。
生き物を大切にする気持ち
が芽生えていると思うとた
だただ嬉しい限りです。

●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。

１２月２９日～３０日・１月４日～５日は休日保育

年末年始の開所日について

１２月３１日～１月３日までは休所日となっております。
６日より通常保育となります。

２月行事のお知らせ

●生活発表会

【ご確認】２７日（月）保育雑費引落し

●１月の布団乾燥の日…24 日（金）

１５日（土）午前中

感染症について

６日（月）初釜、初遊びの会 ・ ２６年度入所申込受付日

１月行事

お知らせ ●継続入所に係る手続きを 1 月６日（月）より受付致します。継続入所書類の提出締切は１月１７日（金）までとなっております。

１７日（金）２６年度入所申込締切日 ・ 誕生会

インフルエンザ、アデノウイルス、ウイルス性胃腸炎などによる感染症が流行しやすい季節となりました。手洗いうがいをしっか
りし、食事や睡眠を十分に摂り、体調の変化にお気をつけ下さい。
また、発熱だけが感染症の症状とは限りません。嘔吐、下痢などの症状が現れた場合も登所はお控えくださいますよう、お願い致

２４日（金）避難訓練

します。

１月生まれのお友達

【つきぐみ】 ６日 詫摩 美來ちゃん （たくま みく）
【ゆきぐみ】１２日 植松 美月ちゃん （うえまつ みづき）
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[ クラスだより

さくらぐみ【 1 月】

２０１４年 1 月号 ] 第０００2２号

[ 2014 年 1 月号 ] 一時保育の園児たち

はじめての、お友だち！
！
毎日登所しているお友だちとは違って、前回

●今年度がはじまって早９ヶ月。月に数回保育所へ来てくれるお友だちも保育所生活にだんだん
と慣れてきました。
●おうちで過ごしている時は、おうちに赤ちゃんがいるので戸外で思いっきり遊べることは少な

来てから少しお休みして、次に来るまでに時間
が空くことが多い、一時保育のお友だち。慣れ
るまでに時間がかかる、などお家とは違う環境

いですが、保育所では広い屋外遊戯場で山や川に触れ、山に登ったり降りたり川をのぞきこみ、

に泣いてしまう事があります。

魚たちの様子を見たり川の水に触ったりとダイナミックに遊んでくれています。

しかし、その中でも、お友だちや保育士の顔も

●おうちではいろいろな物事に落ち着いて取り組みにくいですが、保育所では集中して英語や製
作などの活動へ積極的に取り組めている様子もあります。
●その日のエピソードをお伝えすると、保護者の方は、保育所で楽しく元気に過ごせていること、
保護者がいない所でも笑顔で過ごせていること、子どもが成長してくれていることに喜んでい
ただいています。
●ある日、保護者の方から“おうちでお父さんに「○○ちゃんを見せたい。」と言っているのです。”
というお話を聞きました。

少しずつ覚え、安心して好きな遊びを見つけた
り、お友だちと一緒に絵本を見たり、すべり台
をすべったり、一人ひとりのペースで安心して過ごしていければなと思っています。
また、私たち保育士も、久しぶりに一時保育のお友だちに会えるととても、嬉しくなります！！
少し見ない間に心も体も成長していてとてもびっくりする事があります。
例えば、前回来てくれた時は、手づかみで食べていた子が、スプーンを上手に使って食べたり、

●月に数回しか来ないにも関わらず、そういった言葉が出てくるのは、子ども心に友だちや先生

ハイハイだったのに、歩けるようになっていたり！！そんな成長を見るのがとても楽しみです！

に会いたい、また来たいなあと思えるようになってきているのではないでしょうか・・・。

お絵描きも、短い時間ながらとっても集中して夢中でしています！また、他のお友だちと一緒に
クレヨンの貸し借りをしている姿もあります。
お家では、こんなにたくさんのお友だちと関わる機会はなかなかないかもしれません。
びっくりして泣いてしまっても、泣きながらも他の子がどんなことで遊んでいるかをよく見てい
て、少し慣れてくると、近付いていき一緒に遊んだりすることも多いです。それに、お友だちが
楽しそうに、キャッキャッキャッと笑いながら遊んでいると、なぜかピタッと泣き止んだり。み
んなで一緒に手遊びをしているうちにすっかり笑顔
になっています。やっぱり、子どもたち同士の不思
議な引き寄せる力があるのかなぁと感じます。
そんな家庭にはない保育所ならではの環境の中で、
他のお友だちから刺激をたくさん受けて、たくさん
遊んでくれたらなと思います。
そして、安心した環境でこそ、遊びも夢中になって
楽しめると考えています。一人ひとりその子にあっ
た安心できる環境を整えたいと思っています。
これからもみんなと一緒にたくさん遊ぼうね！！

１月行事

６日（月）初釜、初遊びの会 ・ ２６年度入所申込受付日
１７日（金）２６年度入所申込締切日 ・ 誕生会
２４日（金）避難訓練

●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
感染症について
インフルエンザ、アデノウイルス、ウイルス性胃腸炎などによる感染症が流行しやすい季節となりました。手洗いうがいをしっ
かりし、食事や睡眠を十分に摂り、体調の変化にお気をつけ下さい。

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。
（0、1、2 歳児の保育室は床暖房があります）

【ご確認】２７日（月）保育雑費引落し

また、発熱だけが感染症の症状とは限りません。嘔吐、下痢などの症状が現れた場合も登所はお控えくださいますよう、お願い
致します。
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