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「歯みがきで口を育てる」
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日

時

平成２４年３月２日

歯科衛生士

柳澤様

１４：００～１５：００

①よく噛んで食べられる口、きれいな発音ができる口にするには、どんなことが大切？
②自分の口元・こどもの口元を見てみよう。
③口を育てる

～リラックスブラッシング～

歯ブラシや咀嚼方法について、わかりやすく教えてくださいます。みなさまの
今年の春は遅いようで、保育園のあんずの蕾はなかなか色付きません。花壇の花も枯れて

ご出席を

お待ちしております。

しまいそうです。プランターに植えた球根の芽は小さいです。でも、確実に春は近づいて
いるようです。

≪爪のトラブル≫

春は新しいスタートの時となります。小学校への入学、上のクラスに進級する子供たち、

最近、爪が割れる子どもたちが増えています。爪が割れる原因として、乾燥・栄養不足

胸いっぱいに希望があふれていることでしょう。大きく成長した子どもたちを見ることが

(タンパク質・カルシウム)があるようです。今年は空気が乾燥した為か、爪が割れる子が

出来ることをうれしく思います。

多かったようです。栄養補給と保湿をしてあげてください。爪を切るときは、深爪に

今年度は震災を経験したことで、危機管理について職員一同意識を高かめることが

ならないように気を付けてください。

出来ました。災害時に適切な対応が出来るように、職員一人一人が心がけるようにしたいと
思っています。

今月の予定
日

月

火

水

思いやり保育

木

金

土

1

2 保育参観・

3

英語教室
4

11

18

懇談会

5 礼拝

6

7

8

集金袋配布

体操教室

身体測定

避難訓練

12 礼拝

13

14

15

卒園式練習

体操教室

卒園式練習
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卒園式練習

春分の日

誕生会

お別れ会

卒園式
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30 進級式
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10

16 卒園遠足
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（くま組）
24

くま組集金袋配布
25

26
礼拝

保育園職員会

31

ＮＯ.９

以前購入した雑誌の中に心温まるお話が載っていましたので、抜粋し
たものを紹介いたします。（本文を読まれたい方はお知らせください）
【やさしいお兄ちゃんが待っているからね】
長男のれい君はいたずら坊主、台所からカチャカチャカチャと音が聞
こえてきました。また、いたずらしていると思い見に行くと、昨夜の洗
っていない食器を５歳のれい君が洗っていました。おなかの大きいお母
さんにとって３人の子どもの世話は大変です。病院で「切迫流産です」
と言われ、安静にするようにと診断されましたが、子どもの世話や家事
をしなければならず、イライラが募っているところへのれい君の行動に
胸が熱くなりました。赤ちゃんは、それから１週間後、死産でした。
悲しんでいるお母さんにれい君は、「大丈夫だよ、天国で僕のかぶと
むしとあそんでいるよ」お母さんは、つらい１カ月でしたが、れい君に
励まされました。
別冊ＰＨＰ ２００９．８号より抜粋
新垣 安里
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くまぐみだより
保育園での生活も残り１ヶ月となりました。
子ども達は小学校への入学を楽しみにしながら、
「どこの学校に行くの?」
「ランドセル買った?」
などと友達同士嬉しそうに会話しています。
二ツ橋小学校で行った交流会では、緊張していた子も小学生から優しい言葉をかけてもらい
安心して手を繋いでゲームに参加することが出来、様々な遊具に挑戦するなど、保育園とは
違った楽しさを感じているようでした。
最後の１ヶ月は、新しい生活に希望を持って楽しく過ごしていきたいと思っています。

おみせやさんごっこ

歯が抜けた！
乳歯から永久歯に生え変わるこの時期
「見て！歯がグラグラしてるよ！」
「昨日抜けたよ！痛くなかった！」など
子どもたちからの報告をよく聞くように
なりました。グラグラしている歯が気にな
っていじってしまう子もいますが、
歯が抜け替わることにドキドキ
ワクワクしながら

一つの成長を

楽しんでいるようです。

１月から準備を重ねていたお店屋さんも無
事に開店することが出来ました。
当日は「いらっしゃいませ～」「何にします
か?」などとお店屋さんになりきり、
一生懸命接客する姿がみられました。
お客さんになった時には、自分たちが作った
本物そっくりの食べ物を買いに行き、お金を
払ったり、食べたりと嬉しそうに参加してい
ました。

ドッチボール
２月２７日に行われた 瀬谷区内４園合同のドッチボール大会では、全チームと
も一勝ずつした為、皆が優勝となりました。
これまでの練習では毎回はりきって行い、顔の横から力強くボールを投げたり、
諦めずにボールを追いかけたりとどんどんと上手くなっていました。又、ボール
から逃げることが得意な子は、最後まで残ろうと頑張るなど、それぞれの得意な
事を生かしながら楽しんで取り組んでいました。

うさぎぐみだより
３チームの縦割りで進めてきたお店屋さんごっこは、準備が進むにつれ当日への期待を大きく
膨らませる姿がありました。
待ちに待ったお店屋さんごっこ当日、最初のお客さんは乳児組のお友達です。初めのうちは緊張
気味でしたが、優しく小さいお友達を誘導したり、
「いらっしゃいませー！」
「ありがとうございま
した！」と大きな声も聞こえるようになり、ホール全体が賑やかな雰囲気に包まれました。
そしていよいよ自分達がお客さんになる番がやってきました。皆、目を輝かせてやり取りをして
おり、時間いっぱい楽しく過ごしました。商品の入った袋を握りしめて部屋に戻ってきた子ども達
からは「楽しかったー！」
「またできる？」という声が上がり、興奮冷めやらぬ様子でした。
皆で協力して進めてきたお店屋さんごっこを存分に満喫でき、大満足な子ども達でした。

３月生まれのお友達
○ ○ ○ ○

さん

もうすぐくま組
うさぎ組での生活も残すところ一ヶ月となり
ました。身の回りの色々なことがすっかり自分で

すきな遊び ・・・ ブロック

できるようになり、頼もしい限りです。子ども達

大きくなったら ・・・ 嵐 になりたい！！

自身もくま組になることに期待を大きく膨らませ
ています。

いろいろなクラスのお友達とすぐに仲良くなって、

最近では「お友達と一緒にすることが一番の

楽しく遊んでいます。嵐のようなかっこ良くて優しい

楽しみ！」と言ってもいいほど、遊び、生活と

お兄さんになってね。

何をするにも友達と一緒に行動する姿が見られ
ます。しかし、関わりを楽しむ半面、お互いに

おひなさま製作の時間にて・・・

思いが譲れずトラブルになることも多く見られる
ようになっています。

Ａちゃん「私ここにちりがみ貼ろーっと！」
Ｂくん 「ちよがみだよ！ちりがみは鼻かむも
の！」
Ｃちゃん「私のちりがみはね～」
Ｂくん 「ちよがみだってば！」

これから、ますます自分達で思いや考えを出し
合いながら遊びや活動を進めるようになり、その
分、衝突も増えることと思います。何かありまし
たら遠慮なくお声をお掛けください。
子ども達の進級への期待を大切にしながら

Ｃちゃん「やだ～移っちゃった～」

うさぎ組での残りの時間を過ごしていきたいと

Ｄちゃん「先生～このちりがみ・・・」

思います。

Ｂくん 「だからー・・・」
というやりとりが続きその度に訂正してくれる
Ｂくんでした。

りすぐみだより
いよいよ最後の１ヶ月になりました。幼児組になり、初めての体操教室に英語教室など、
子ども達にとって初めて尽くしの一年間でした。その中で、一人ひとりが自分の力を
精一杯出して、日々成長してきました。子どもたちの成長を一緒に見守ることができて、
感謝しています。一年間、ご理解とご協力ありがとうございました。

節分祭
ドキドキの行事
夕涼み会では、お菓子の家をモチーフ

こわ～い鬼がやってくる節分祭。毎年
泣いてしまうみんなには、早い段階から

にした神輿を担いだり、盆踊りを踊った

「もう少しで鬼来るよ。強いりす組さんで

りしました。緊張で表情が強張っている

退治してね！」と声を掛けていました。

子が多かったです。

やる気満々の当日…“先生が鬼”と

運動会では、元気にかけっこをしたり、

分かっていても、実際鬼を目の前にすると、

体操教室で学んだことやマルモリダンス

泣いてしまう子がチラホラ。でも、泣き

を発表しました。一つひとつ一生懸命

ながらも“お腹の鬼を退治する”ということ

参加していました。

を意識して、一生懸命退治していました。

クリスマス会では、三匹のこぶたを
オペレッタで発表しました。緊張もしま
したが、大きな声で自信を持って発表
していました。
一つひとつの行事を迎えるごとに、
大きな成長が感じられました。

お店屋さんごっこ
準備当初は不安な表情を浮かべる子が多かっ
たりす組さん。本番では笑顔で接客をしたり、様々
な食べ物を買って食べる真似をしたりととても楽し
く参加していました。

うさぎ組に向かって

○

３月生まれのお友達
○ ○ ○ さん

好きな遊び…おままごと
大きくなったら…バスの運転手
鬼ごっこで鬼になるのも楽しくなって
きたはるやさん。色々なゲームをして、
沢山楽しいことをしようね。

３月は、うさぎ組で給食を食べたり、
ちゅうりっぷ組と一緒に遊んだりと異年齢で
過ごす時間が増えます。その中で、うさぎ組
へ進級する期待感や年下の子をお世話して
あげることでの自信を持てるようにしたいと
思います。又、もう少しで卒園のくま組さん
とも積極的に関わり、
沢山の思い出を作って
いきたいと思います。

ちゅうりっぷぐみだより
ちゅうりっぷ組で生活するのも、残り１ヶ月となりました。「おはよう」の挨拶も、
園庭のお山や三輪車、そして大切なお友だちも、みーんな「だいすき！！」この１年間で、
たくさんの「だいすき！！」が重なり、子どもたちの優しい笑顔でいっぱいになりました。
心身ともに成長した子どもたちは「もうすぐりす組さん」と、ひとつ大きくなれる嬉しさに
心を弾ませています。
１年間、子どもたちと一緒に過ごせた事に感謝の気持ちでいっぱいです。
沢山のご協力、ご理解で温かく見守って下さった保護者の皆様、本当にありがとうございま
した。

お箸あそびから給食の時間に・・・
いつもは、コーナーの一つで行っていた
1 月から育て始めたエリンギ。
毎日、霧吹きをするのを楽しみにしてい
た子ども達は、「いつ大きくなるの？」
「早く食べたいな。」と興味津々でした。
大きくなったエリンギを収穫して、
ホットプレートで炒めるのも子ども達と
一緒に行いました。炒めたエリンギに
塩をふってお皿に盛ると、嬉しそうに沢
山食べて、大満足な子どもたちでした。

お箸遊び。「今日からお食事する時はお箸も
あるから、使いたい人は先生に言ってね。」と
伝えると「僕も」「私も」と挑戦する姿がみら
れました。
まだまだ難しく、疲れてフォークに持ち
変える姿もありますが、お箸の存在を意識
して、フォークの握り方を頑張ったり、遊びの
中でも、今まで以上にお箸で遊びたいと伝えて
くる子が多くなりました。
りす組さんと交流
３月に入ってからは、新しい環境に少しずつ
慣れる為、りす組さんのお部屋で一緒に過ごす
機会を増やしていく予定です。

おたんじょうび

おめでとう

お部屋を借りて遊んだり、散歩や給食の時間を
一緒に過ごしたり、英語教室も体験する予定でい

○ ○

○

○

さん

○ ○

○

○

さん

ます。

今月の歌♪
讃美歌・・・イエス様大好き
童謡・・・・うれしいひなまつり

たんぽぽぐみ
２月の節分祭では遠目に見えた鬼に少しビックリな様子の子ども達でしたが、保育室では「おにのパンツ」
を歌うなど、楽しんでいた様子でした。当日の食事のメニューにも行事食として鬼の形をしたご飯や、
魚のつみれ汁がテーブルに並ぶと「鬼はそとしたんだよ」と話していました。
お部屋では、お母さんごっこが大人気です。普段食事で使っている机にテーブルクロスを敷くと明るい
食卓に早変わり。包丁を手に取り、切れる野菜を集めて「ちょっきん！！」と切り、料理を作ります。
テーブルの上には、いつも子ども達のおいしそうな創作料理が並びます。

ともだちたくさん！
食事や、おやつの際に「○○ちゃんの隣がいい！」「△△くんと一緒に座る！」など、友達を探して
自分の席を決める子が増えてきました。まだ特定の友達というより、手を洗う時に一緒にいた子や、朝た
またま一緒に登園した子など様々ですが、たんぽぽ組の友達関係を楽しんでいる様子が見られる様になり
ました。

４月

５月

まるく わになって

らいねんも さらいねんも
うた うた １２つき

2月

おたんじょうび
おめでとう

おどろう うたおう
うた うた １２つきの うた

12 月

９月

８月

○ ○

○ ○
ちゃん

うれしいこと たのしいことが
いっぱい あるように
おどろう うたおう
みんな なかよく
わになって

たんぽぽ組での生活も残り一ケ月となりまし
た。４月の進級・入園からの１２か月間での成
長はとても大きく感じられます。ちゅうりっぷ
組さんとの交流も含め、少しずつ進級に向けて
過ごしていけたらと思います。

すみれぐみたより
夏
春

外へ出て、砂場で遊んだり、ゴザの上に

パパ、ママに抱っこされての入園式。
くま組のお友達にペンダントのプレゼントを
もらいましたね。お部屋ではベッドに横にな
り、メリーを見たり、ハイハイをして好きなおも
ちゃであそんだり、つかまり立ちをして機嫌よ
くすごしたり、だんだんと笑顔をみせてくれる
ようになってきました。

おもちゃをひろげて心地よい風の中で過ごしま
した。プール遊びでは、１人ずつたらいにはい
りパシャパシャと気持ちよさそうに遊んでいまし
た。たくさん遊んだ後は、ごはんをたくさん食べ
て、お昼寝も少しずつ長くできるようになってき
ました。
夕涼み会では、パパやママといろいろなお店
屋さんを巡りましたね。

冬
秋

クリスマス会の「どうぶつたちのクリスマス」

東野第一公園へ初めてお散歩へ行きま
した。初めて見るすべり台やバネの遊具に
興味津々でした。
初めて参加した運動会では、「みんなでお
でかけ」の競技にママと一緒に参加しまし
た。トンネルくぐりでは、大勢のお客様の前
で動かなくなってしまった子もいましたが、
頑張ってくれました。。

では鈴を鳴らしてとてもかわいい姿を見せてくれ
ました。
寒さが厳しくなってきても外に出ると、お山の
霜柱を触りに行ったり、三輪車にまたがり保育
士に「押して」とアピールしてよく遊んでいます。
びわ広場に行くのも楽しいようで、大きなびわの
木の下に落ちている木の実を拾ったり、葉っぱを
拾って「ハッパ」と言って見せてくれます。ふきの
とうのつぼみを一緒に見つけ、春を感じながら
過ごしています。

３月
最近、お友だち同士関わる姿が見られるようになってきています。月齢の高い子が小さい子にお
もちゃを貸してあげたり、おもちゃの取り合いをしたり、「やーだ」と言って拒否したり少しずつ自己主
張も始まってきています。その思いを受け止めながら過ごしていきたいと思っています。
すみれぐみで過ごすのもあと１ヶ月。あっという間の１年でした。成長を手に取るように見ること
ができ、おうちの方々と共に喜び合えたことに感謝いたしております。ありがとうございました。

