
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 「夏のあそび」

ついに夏本番！この時期ならではの水あそ
びを楽しみます。
思いっきり遊んだ後には、十分な水分補給を

行い、室内でゆったりと過ごし体を休めます。

まつやま松並保育園
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■ 子育てｉｎｆｏ ２ 園長 松山 古都子

■ 制作紹介 ～ マジック画～

2022年度保育テーマ：自分でやってみよう！～達成感を味わう～

■ 理事のつぶやき 創設者 松山美法

ひよこ組

あひる組

うさぎ組

子育てinfo見ていただけましたか？ 次から
次へと更新していくのを課題としておりますが、
第2弾、もう少々お待ちください。頂いた悩み
等に、参考になるコラムがありましたので紹介
させて頂きます。

「怒る」と「叱る」は違います
毎日忙しいと、つい感情的になって子どもを
「怒って」しまうことも多いもの。でも「怒
る」は大人が感情のいら立ちをコントロールで
きず、子どもに当たる事。特徴的なのは、「あ
なた」言葉で、「（あなたは）どうしてできな
いの」「（あなた）何やってるの！」と子ども
を非難するため、「あなたは出来ない子なの
よ」とレッテルを貼ってしまう結果に。逆に
「叱る」はなぜ、それがいけないのかをわから
せることで、「わたし」言葉で伝えます。「わ

たしはこうしてほしい」「わたしはこんなこと
をしてほしくなかった」など大人がどう思って
いるか、大人の気持ちや考え方を訴えることな
ので、信頼関係も崩れることはありません。主
語をあなたからわたしに変えるだけで伝わり方
が全く違ってくるのです。何を叱るかも大切な
ことです。食事をこぼした、おもらししたなど
不注意や失敗を叱ることはありません。頭ごな
しに「なんでこんなことしたの！」とガミガミ
いうよりも、どうすればよいかを具体的に示し
てあげないと同じことを繰り返します。子ども
がどんなつもりでしたのかを理解しようとした
り、子どもの発達を知っていれば、むやみに叱
らずにすむことがたくさんあります。また、叱
るよりも褒める方を多くしましょう。叱られる
ことが少なければ少なくなるほど、子どもの生
活は楽しくなります。
（参考図書 0歳児から5歳児行動の意味とその対応 今井和子）

～「園が子どもを愛しまくる理由の１つ」～

2021年度、警察から児童相談所に通告した虐待件
数は98,050件で前年の10%増、虐待の摘発は
2,170件で過去最多となりました。
痛ましい事例を耳にする度に、長期に傷つけられた

子どもの気持ちを想像し、胸が痛みます。
虐待の背景は、保護者の心身の状態に起因すること、

子どもの障害、夫婦関係のヒビ、望まぬ妊娠、保護者
自身が親から虐待を受けて育ったなど、様々です。
虐待を減らすために保育園ができることは何でしょ

うか。それは孤立した親を作らないこと、相談できる
人（保育士など）が近くに居ると思ってもらえる、よ
い関係性を作ることが重要だと考えています。
また、もし寂しい思いをしている子どもがいた場合、

第三者（園）であっても子どもの気持ちに寄り添うこ
とで、それを補うことができると言われています。
子どもたちが安心して成長できるよう、引き続き

愛しまくっていきます。 データ参考「7月保育通信」
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子どもや保護者 園の動き

1 月

2 火 OJT会議

3 水 くん誕生会 保菌検査

4 木 ちゃん誕生会 事故防止委員会

5 金 ９H勤務

6 土

7 日

8 月 ケース会議

9 火

10 水
発育測定

絵本貸し出し

11 木 山の日

12 金 出欠調査期間

13 土

14 日

15 月
避難訓練週間
出欠調査期間

16 火

17 水 くん誕生会（12日）

18 木 絵本貸し出し
月案会議

子育てひろば

19 金
安全・衛生チェック

経営会議

20 土

21 日
守谷市民間保育所等

就職説明会

22 月

23 火 くん誕生会 リズムリーダー会議

24 水 保育会議

25 木

26 金
園長・リーダー会議

９H勤務

27 土

28 日

29 月

30 火

31 水

12 (金 )・15 (月 )・16 (火 )
出欠調査期間

出欠調査へのご協力ありがとうございま
した。変更がある際には、スタッフに早め
にお知らせください。

■ 2022年度保育テーマ 「自分でやってみよう！～達成感を味わう～」 ■

運動会のお知らせ

10月 29日（土）

百合ケ丘保育園との合同の運動会は、
うさぎ組のみ自由参加となります。

出欠については、後日調査を取らせて
いただきます。

新型コロナウイルスの感染状況によっ
て、中止とさせていただく場合もありま
す。ご了承ください。

うさぎ組ではパズルやひも通しなど少し難易度が高めの玩具で遊ぶことが増えてきました。

思うように出来ないと「できないよ」とすぐに諦めようとする姿が見られていました…。

スタッフがヒントを出してみたり、「こうしてみるといいかも！」と提案しながら行うと、

少しずつスタッフのサポートなしでもできるように！パズルを一人で完成させると「できた

よ！」と嬉しそうに報告してくれる子どもたちでした♪ （うさぎ組担当）

親子レクリエーション

11月 １１日（金）
雨天中止

延期していた親子レクリエーションを、
上記の日程で開催します。

お子さん１人につき、保護者１名の参加でお
願いします。

後日、詳細をプログラムにてお伝えします。
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保育参加お待ちしています

etc...

荷物の用意・片付けを
お子さんと行いましょう

保育参加のメリット

・園での生活の流れを知ることができる

・園でのお子さんの姿が見られる

・園のおいしいランチを食べられる

・面談で悩みや不安を相談できる

園で一日、お子さんと一緒に過ごしませんか？

ひよこ組も入園して４ヶ月が経ち、
成長が見られています！
お子さんの姿をぜひ見てみませんか？

睡眠パターンは大人がつくりましょう

成長するにつれ
必要な睡眠時間は変わっていきます

●新生児：16時間以上/日 ●3～6カ月：13-15時間/日
●乳幼児期（1-3歳）：13時間/日
●幼児期（3-6歳） ：11-12時間/日

参照：未就学児の睡眠視診 (愛媛大学医学部付属病院 睡眠医療センター)

昼

健やかな心身を育む

朝
●毎日同じ時間に起きて朝日
をしっかり浴びる

●1日の活動の基礎となる
朝ごはんをしっかり食べる

●日中はしっかり
身体を動かす

●昼食後のお昼寝
…寝過ぎに注意！

夜
●夕食…眠る２時間前迄が理想
●ぬるめのお風呂に入る
●眠る30分前にはテレビ・
ゲーム・スマートフォンなど
明るい光を見ないように

●毎日同じ時間にふとんに入り
睡眠時間は十分確保する

ほけんだより

朝 ：洋服やエプロンをロッカーに入れる

帰り：汚れ物入れを袋にしまう 等

お子さんと一緒に行い、自分の物を管理
する力をつけていきましょう！

園でも、年齢に応じた取り組みを行っています。

エプロンをロッカーから取る。
使用した洋服・エプロンをカゴに入れる。

着替え時、洋服（半袖・ズボン・パンツ）
をロッカーから取る。

散歩時のリュックの使用。
ハブラシ・コップを巾着に入れて
自己管理。

ひよこ

あひる

うさぎ

入園のお知らせ

ごりらのおとうちゃん

ランチに有機野菜を
取り入れています！

「つくば自然農園」
坂本一信さん

「栄養価が高く、エグ味の
ない本物の野菜の味を、子
どもたちに食べてもらいた
い！」
と採れたての安心・安全な
野菜と愛情♡を、直接届け
てくださっています♪

「食べ物から身体は
作られる」

成長著しい、乳幼児
期だからこそ、食材
の質にもこだわって
います！

ナスのなべしぎ♪
子どももモリモリ食べ
ていましたよ～

ひよこぐみ

さん
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夏まつりあそび

ワッショイ

ゲーム
あそびでは…
魚つりと
ボール入れ♪

みんなでかけ声を
合わせて山車引き

をしたよ！

お知らせ

が元気な
女の子を出産しました！

ケガ報告

スイカ割りに挑戦！
みんなで食べたよ！
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ぶつける 転倒 ひっかき
かみつき はさむ 切る
転落 その他

4

4

3

1
うさぎ組あひる組

４～７月の
けがの集計です

ミニトマトが実りました

うさぎ組が育てていた
ミニトマトが真っ赤に
実りました♪

「おいしい‼」と
子どもたち！
自分たちで育てた野菜は
格別だったようです！



■ 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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