
1．健康でたくましい子 2．人を思いやることのできる子 3．自分で考え行動できる子

地域に根ざした子どもの園 ～子どものパラダイスめざして～

今月のテーマ 「ルールがわかる」
「公園から出ない」「左右を確認してから

横断歩道を渡る」という安全ルールの他、部
屋の使い方やトイレの使い方、食事のマナー
など、生活や遊びのルールを伝えていきます。
お子さんの安全を守るために、園とご家庭で
一緒に伝えていきましょう。

■ 制作紹介 ～こいのぼり制作～
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■ 自分でやってみよう！ ～手づかみ食べ～ 園長 松山 古都子

■ 理事のつぶやき 理事長 松山岩夫

ひよこ

あひる

うさぎ

絵の具で手肩・足型を
つけたよ！

たんぽスタンプで模様
つけ！こいのぼりの色
も自分で選んだよ♪

プチプチに絵の具をつけて
模様つけ！クレヨンで目を

描いて完成！

2022年度保育テーマ：自分でやってみよう！～達成感を味わう～

大変恐縮ですが、薄学ながら申し上げさせていた

だきます。世界の三大聖人の一人と称えられている

孔子の教えをまとめたものが『論語』です。かの聖

徳太子が作った十七条憲法の第一条「和をもって貴

しとなし、、」は論語から取り入れられたといわれ

ています。以来、日本の名だたる偉人たちは論語を

学び人格を高めていたようです。また、江戸時代の

寺小屋でも読み、書き、算盤が主流だったそうで、

【読み】は論語を声に出して読んで憶えていたそう

です。ご存じのように、新しく一万円札の顔になる

渋沢栄一も論語の教えが人格形成の基本になったと

のこと。さて、今月から年長児と論語を勉強してい

く中でどんな子に会えるか楽しみです♪みなさんも

興味をもっていただけるとうれしいです。そして、

一日も早くウクライナに平和が戻りますように‼

新年度がスタートして早1ヶ月。新入園児の5
名も少しずつではありますが園の生活に慣れて
きたところです。GWあけも元気に登園してく
るのを楽しみにしています♪
先日の連絡ノートの一部を紹介させていただ

きます。新入園児10か月のお父さんから『親が
食べさせると不機嫌ですが、手づかみ食べをさ
せるとご機嫌になり、野獣みたいにもりもりと
食べました』そしてお母さんからは『最近ご飯
を食べている時、泣き叫んでいて困っていまし
たが、自分で食べたいのかなと思い、なんでも
手づかみで食べさせたところ、意欲的にたくさ
ん食べてくれました。ただ、まだ食べ散らかし
が多いのでお掃除が大変です』 と記入されて
いました。子どもの不機嫌になっている理由は
何か？そこに気づき、子どもの自分でやりた
い！という意欲を削がずに、食事がされている
ことにとても嬉しく思いました。この手づかみ

食べは自立への第一歩ともいえるからです。初
めて「自分で！」という意識が生まれ、自我や
意欲が育っていくこの時期に「それはダメ！」
「あーん、散らかっちゃう…」とやってしまう
と、子どもは自分を否定されることになります。
繰り返し積み重ねてしまうと、否定され続け、
自分に自信がない子、自分のやることに価値が
見出せなくなっていきます。食べ物を手に取っ
て食べることで「見て」、そこに手を伸ばして
「触れて」、うまく掴んで口に入れ「味わう」
といった動作を繰り返す中で、食べ物との距離
感や位置感覚などをつかんでいくのです。最初
はうまくいかなくても次第に食べられるように
なっていきます。この「見て」「触れて」「味
わう」の一連の動作で、感覚機能の協調性や運
動機能の協調性を育んでいるのです。子どもの
やりたいサインを見逃さず、どんどん手づかみ
食べを実践してみてください♪



子どもや保護者 園の動き

1 日

2 月 出欠調査期間

3 火 憲法記念日

4 水 みどりの日

5 木 こどもの日

6 金 出欠調査期間

7 土
8 日

9 月 OJT会議

10 火 発育測定

11 水
保育会議
保菌検査

12 木

13 金 事故防止委員会

14 土 一日勤務

15 日

16 月

17 火 避難訓練週間 子育てひろば

18 水 月案会議

19 木

20 金
安全・衛生チェック

９H勤務
21 土
22 日

23 月

24 火 歯科検診

25 水
リズムリーダー会議

９H勤務

26 木
くん

誕生会(27日)

27 金 園長・リーダー会議

28 土
29 日

30 月

31 火
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歯科検診

衣服の着脱など、少し難しいと感じたときに「できない！」と主張することが多かったう
さぎ組。今までは「大丈夫。できるよ」と励ましていましたが、できるかな…と思う子ど
もたちの不安にも寄り添えるように「やってみよう！」と声かけを変えてみました。する
と以前よりも少しやってみようかな！と思うようになったようで、何事も一度はやってみ
ようとすることが増えました。今後もまずは一度やってみよう！と思えるような声かけを
していきたいと思います。

（うさぎ組担当）

５月２４日（火） ９：１５～

河合歯科医院 河合 弘行先生

〇お子さんのことで医師に聞きたいことなど
ありましたら、事前にクラス担当にお知ら
せください。

〇上記検診日に受けられなかった場合は、
1ヶ月以内に直接受診していただくことに
なります。

■ 202２年度保育テーマ 「自分でやってみよう！～達成感を味わう～」 ■

親子レクリエーション

６月３日（金） ９：３０～ １２：００
（雨天中止）

集合時間：９：１５

集合場所：園前広場

〇全クラスの保護者参加の行事です。

〇お子さん１人につき、保護者１名の参加と
させていただきます。

〇当日は散歩とレクリエーションを予定して
います。動きやすい服装でお越しください。

※詳細は後日、改めて発信させていただきます。



お子さんの足のサイズに合った靴の用意をお願いします！
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2021年度、松並園で一番多かった
ケガは散歩時の転倒でした。

絵本の貸し出しについて

月に１回、絵本貸し出し週間があります。
保護者向けの本も用意しています。

食育だより

安全・安心な野菜探し♪

■食の大切さ

体は食べたものから作られます。
その食材の質についても、常に考えています！

■ 今後…

可能なところから顔の見える野菜を取り入れてい
きたいと思います！
食材の紹介も行っていく予定ですので、お楽しみ
に♪

■ 農家さん探し
現在、農薬を使わずに野菜栽
培をされている農家さんを探
しています。
これまで３か所の農家さんに
見学に行かせていただきまし
た！

保護者の皆さまも、お知り合
いの農家さんがいらっしゃれ
ば、教えて下さい♪

歩行がまだ安定していない時期のため、
転倒が多いのは仕方のないことですが…

中には靴のサイズが合わないことで
転倒してしまう子も…。

＜靴の選び方＞

①甲の部分がしっかり密着しているもの
・テープで靴の甲をしっかり締められるように！

②かかとのまわりがしっかりしているもの
・かかとの骨をしっかり成長させるために、
しっかりしたものを！

③つま先の部分が5mm程度あくもの
・指が自由に動かせるゆとりが必要！

④靴底(ソール)が指の付け根でしっかり曲がるもの
・厚すぎる靴底は足の発達を妨げます。

園でも、足腰を鍛える、足をしっかり
あげて歩くよう指導等、転倒を防げるよ
うにしていきます。
上記を参考に、靴のサイズの見直しを

お願いします！

保護者向けの本は、
キッズリータッチ
パネル横に設置し
ます。

１人につき１冊借りられるため、お子さ
んの絵本を借りても保護者の方も借りられ
ますよ♪
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辞令交付式
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〇

理事長から辞令交付を受けました。

また1年、
気を引き締めて
保育にあたりま
す♪

〇

まつやま保育園グループと関わりを持ち、そ
の中で「はだし保育」の有効性、可能性につい
て調査を進めてきました。その調査の中で言え
ることは、はだし保育は、子どもの健康を引き
出す！！ということです。人生100年ともいわ
れる現代で、幼少期の過ごし方はその後に大き
く影響します。つまり言い換えれば「土台作り
をまつやまで過ごしている」ということです。

健康的で強くたくましく心身を成長させる…
科学的根拠に基づいて実践されているというこ
とになりますので、保護者の皆様も自信をもっ
て子育てに携わられることを祈念しております。

エグゼクティブアドバイザーによる

～まつやまコラム vol.1～

皆さん、こんにちは！
東海学園大学教育学部教授
まつやま保育園グループ
エグゼクティブアドバイザー
山田一典です。

1. 風邪の罹患率の低下
2. 安全意識の高まり
3. 土踏まずの形成に有効

(疲れにくい身体作り)
4. 骨格筋などの形成

≪“はだし保育”の効果≫

facebook
山田先生の
ご活動について
詳しくはこちら

researchmap
山田先生のご研究、
論文や講演などを
紹介しています！

■ 先月のアルバム ■



■ 先月のアルバム ■

P1：園長のお話

理事のつぶやき

P2：スケジュール

P3：園からのお知らせ

P4：ひよこ組

P5：あひる組

P6：うさぎ組

P7：先月は…

P8：先月のアルバム
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