１１月の予定

くらき永田保育園便り 11 月号

どんぐりクッキーを作りました！
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智道さんによるワークショップを行いま
台風のニュースにドキドキする秋も終盤に差し掛かってきたようで急激に寒さが増してきています。そして、今年も残すと
ころ 2 か月となりました。先月は、稲刈り、芋掘り、収穫祭と楽しい行事が目白押しでした。保育園だけで完結する行事もあ
りますが、保護者の皆さんがお手伝いなどで参加してくれるイベントは、子どもたちにとって特別な思い出になっているよう
です。11 月も引き続き親子で楽しむイベントが続きます。たくさんの想い出が重なる年末になりますように！

した。
今回、午前の親子向けワークショップで
は『どんぐりを食べよう』と『化粧水作り』
午後の職員向け研修では『石鹸づくり』を

発災直後のリスクに対応できるように

行いました。
「どんぐりって食べられるんだ～！」とい

７日（水）に体験型の防災訓練『保育園 de ＣＡＭＰ』を行います。風水害や地震などの自然災害はいつどこで起こっても
おかしくありません。保育園でも繰り返し避難訓練などを行っていますが、今回は発災直後のリスクに対応するための訓練（暖
をとる・灯りをとる・温かい食べ物を食べる）を行います。
指導してくれるのは熊本の復興などにも携わった防災のエキスパートの方々。保護者の皆さんも目から鱗の話が聞けると思
います。大切な命を守るためにいざという時に役立つ技能や知識を身につけていきたいです。

う感想から始まり、実際に食べてみたら
「甘い！」
「栗みたい！」と初めての体験に
世界が広がりました。化粧水や石鹸も自分
で作ると愛着も沸いて、自然の物のへの興

いきいき組は大忙し

味も深まりました。これからも身近な野草
を生活に取り入れ、子どもたちと一緒に楽

みんなの憧れ年長のいきいき組は特別な保育メニューが目白押しです。南区内の２５か所の保育園が集まって清水が丘公園
での「みなっち杯駅伝」からはじまり、９日には川崎球場でＴボール野球大会、その他にも公園の花苗植付け、小学校での給食
体験、また、小学校入学に向けての就学前健診なども行われます。発表会に向けての創作劇の話し合いも盛り上がりを見せてい
るようです。
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しんでいきたいと思っています。
次回は保育園で育てた野草で春の七草
粥を食べよう！です。お楽しみに。

保育園からのお知らせ

春の七草とは
①

給食室の安全衛生を確保するために１０日に業者を入れての清掃、また、２２日には放射能物質測定を行います。さらに５
日には相模女子大の堤先生をお呼びしてアレルギー研修を実施します。この機会に質問などありましたら職員までお声掛
けください。
② 産休育休を取得している職員の代替スタッフの雇用が苦戦しています。パート職員や派遣職員で調整しシフトにより様々
な職員がクラスに入る体制が続いています。職員の負担軽減のためにも規定よりも多くの職員数を確保することで保育の
安定を図りたいと思います。しばらくは、見慣れない職員も多くなりますがご理解ください。

いきいき給食交流会

正月７日にセリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコ
ベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロの７種
の野菜(草)をいれた粥を食べる事で、邪気
を払い万病を除くと古くから言い伝えられ
てきた風習があり、その野菜(草)の事。

勤労感謝の日

言

発表会総練習①

育

係

保護者の皆様、わらべうたのＨＰ見ていただけましたか？
日々、子どもたちが保育園で触れているわらべうたを、ご家庭で
も親子で楽しんでいただけたら嬉しいなと思っています。
そこで、１０月は、わらべうた強化月間とし、久保先生の紹介
の掲示やアンケートの設置などをしました。協力していただい
たたみなさま、ありがとうございました。結果報告は後日行いま
す。
絵本コーナーでは、秋をテーマとした絵本を展示しています。
『読書の秋』です。この機会をきっかけに、０歳児～絵本に触
れる機会を増やしてみてはいかがですか？
＊絵本の選び方のポイント
・お子さんの興味関心のサインに気付て、絵本を選んでみてはい
かがですか？
毎週 火・金 貸し出しています。

遊

育

係

遊育係では毎月子どもたちの遊びを保証できるよう色々な会議をしていま
す。10 月の会議では大きく 2 つのテーマに絞りました。
①各クラスの後半に向けての遊びや環境の変化について
②昨年度好評だった『ゲームの王様』の実施に向けて
①では、にこにこ組は 1 対 1 でテラスに出てお散歩してみたり、よちよち組は
棚を移動して更に部屋を広く、すくすく組では引き続き園庭に降りて遊具の使
い方を覚えていきながらダイナミックに遊んでいきます。異年齢では積み木コ
ーナーが大移動！環境を変化させながら遊びを展開しています。
②では、12 月から週 1 回で開催することが決定！『誰でも参加できる簡単なゲ
ーム』をテーマに盛り上げていきます！『ゲームの王様』を勝ち取ろう！！

クラスの様子をお伝えします！
今月のテーマ『着脱と排泄』です。

ぽかぽか組では保育園に慣れてきた子どもたちを中心に園庭で遊ぶ機会も増えてきました！その日の
登園児の年齢にもよりますが、広い園庭を走ったり、ボールを転がしたりして楽しんでいます。中でも砂

にこにこ
にこにこ組も後半になり、少しずつできる事が増え

ぽかぽか広場から

よちよち
保育士がトイレに誘うと「おしっこ出た」

場は大人気！バナナやリンゴなどのフルーツの型に砂を入れてお皿にあけてお店屋さんごっこが盛り上
がっています。遊びながら異年齢クラスのお兄さん、お姉さんとも交流が持て遊びの幅がますます広がっ

てきました。着脱の場面では、頭を通す部分を見せる

「トイレ行く」と少しずつ自分の排泄が分か

ています！

と頭を前に出したり、両手で洋服を掴んで頭に通そう

るようになってきた子どもたち。「座ってみ

また、すべり台などの大型遊具に挑戦する子もいて、安全に配慮しながら出来ることをますます増やして

とする姿が見られます。オムツ替えでは、
「おしりあ

る！」と便座にも興味を持ち始めています。

いるぽかぽか組です！

げようね」と声を掛けると、腹筋を使いお尻を上げて

座ることにも慣れ、おしっこが出ると「出

協力をしてくれます。また、おしっこが出て気持ち悪

た！」と喜んだり、びっくりした様子で保育

いことが分かってきた子は「ちっち」と言って教えて

士に伝えてくれています。中には「じゃ～し

くれたり、洋服をまくり上げて出たことをアピールす

ていい？」と水を流すことを楽しみにしてい

る子も出てきました。一人ひとり出来る事は違います

て、１滴でも絞り出す子もいるほど…「出た

が、これからも子どもたちの“できた”に共感しなが

ね」「次は座ってみようね」など一人ひとり

ら日々の生活を送っていきます。

に合った声掛けをしながら次の意欲に繋げ
ています。

給食室から
だんだんと、朝晩の空気が冷たく感じられるようになってきましたね・・
これからまだまだ寒くなりますが、体調を崩しやすい季節の変わり目、毎日元気に過ごしたいものです。
さて、春に異年齢クラスで仕込んだお味噌、ついに出来上がりましたよ！なんともいい色、いい匂い、そして
いいお味！なかなかの出来栄えです。
先日、早速、出来たばかりのお味噌を、おやつの五平餅に使用しました。

すくすく

どのクラスでも非常に好評で、みんなとてもよく食べました！
味噌は、蒸した大豆に塩と麹を混ぜて発酵・熟成させて作ります。たんぱく質はもちろん、乳酸菌も豊富に含

テラスで遊んだ後、子ども達は「お洋服にどろん

異年齢

こ付いちゃった」
「汗でびしょびしょ」などと、少

植物性乳酸菌がたくさん含まれており、腸内環境を整え、免疫力を高める働きがあります。

しずつ服の汚れに気が付くようになり着替えをし
ています。

まれています。
「乳酸菌」と聞くと、ヨーグルトなどがすぐに連想されると思いますが、味噌やぬか漬けにも、

風が寒くなってきて、子どもたちも長袖が

異年齢お手製のお味噌、まだまだ沢山あるので、今後も給食やおやつに、たびたび登場する予定です！お楽し
みに・・♪

ズボンやシャツは「かたいから手伝って！」
「き

多くなってきました。いきいき組の子どもた

つくて脱げないよ」など時々保育士にお手伝いを

ちは手を洗うときや食事をする時には、自分

お願いすることはありますが、ほとんど自分で脱

で袖を捲ってから行っています。そんな様子

げるようになりました。裏返ってしまったズボン

を見て、のびのび組やわくわく組の子どもた

やシャツの袖も手を入れて引っ張ってもとに戻し

ちも自分から気付くことが増えてきました。

たり、脱いだ服を自分で畳んだりする姿も見られ

また、肌着がシャツの下から出ている子ども

１０月からよちよち組とすくすく組では給食の時間

ます。

も居ますが、友達や保育士から「肌着が見え

の米飯を子どもたちの目の前でおひつから保育士がよ

旧時に何が出来るかワークショップ』を行います。

服を着る時は着替えカゴの中から自分で服を選

ているよ」と伝えられると「あっ」と気づき

そって食べています。

気になる内容は

ぶのが嬉しいようで「今日はこれにする」
「このズ

自分でしまっています。異年齢クラスも半年

目の前で自分の為によそってもらったほかほかごはん

・暖と灯りを確保しよう

ボン可愛いでしょう」と自分のお気に入りの服を

が過ぎて手洗い・うがい・食事・排泄・着替

の味は格別なようで、ごはんをあまり食べなかった子ど

・ミニ炊き出しを体験しよう

取り出していて、
「こっちで合っている？」
「ポケッ

えなど自分で出来ることも増えていますが、

もも食べるようになりました。すくすく組ではごはんの

・防災備品の解説(保護者向け)

トあるから後ろだよね？」と服の向きを確認しな

まだまだ不安なことを感じている子どもも

量も保育士が「このくらい？」と聞くと「もっといれて

の３種類となっています。

がら着ています。

いるので、保育士が見守りながら自信を持っ

ください」や「これでいい」など自分の食べたい量を伝

減災ラボと STEPCAMP に指導頂きますので、お楽しみ

て生活していかれるようになってもらいた

える姿も見られています。

に。自然災害が相次いで発生している昨今、私たちに

いです。

食べ終わった後は「おかわり！」と言いながらごはんを

とっても身近な出来事となっている防災減災につい

モリモリ食べています！

て一緒に考えていきましょう。

シャツの裾をズボンの中にしまうことも一人で
出来る子も、少しずつ増えてきています。子どもた
ちの意欲を十分に受け止めて、
「一人でできたよ」
という気持ちを大切にしています。

ご飯はおひつで食べています

保育園ｄｅＣＡＭＰ2018
防災減災をテーマに 11 月 7 日(水)の 9：45～11：
30 に異年齢クラス及び保護者対象で『発火直後～復

