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社会福祉法人 悠晴 両国・なかよし保育園
10 月に入り、次々にやってきた台風が一気に季節を進めて行きました。朝夕、すっかり冷え込み、
冬の訪れも感じますね。気温の変化や体調の管理には十分お気をつけください。
先日の運動会には、多くの皆様にご参加いただきありがとうございました。台風の影響で途中から雨
に見舞われ会場の移動などがありましたが、保護者の皆様のご協力により混乱なく無事に行うことがで
きました。子どもたちは、お父さんお母さんと触れ合いながら競技を楽しんだり、これまで一生懸命取
り組んだりしてきたことを発表し、満足感、達成感を感じながら素敵な笑顔で終えることができました
ね。私たち職員も大変嬉しく思います。
行事は、当日の姿だけではなく、それまで子どもたちが体験し学んだことに思いを馳せて見ていただ
ければと思います。保育の中で、何か月も前から子どもたちの意欲に働きかけ、多くの活動を行います。
運動会への取り組みは、並んだり待ったり、行進したり走ったりすることから始め、繰り返し取り組む
ことで様々な運動あそびを習得していきます。幼児クラスは活動を通し、ルールを守る大切さを知った
り、今持っている力を精一杯発揮して頑張ることを学んだり、時には友だちとぶつかり合い葛藤しなが
らも、乗り越えていくことを知っていきます。いくつもの活動体験が、子どもたちの心そして、運動機
能も成長させてくれます。その中で、１等になることより大切なことを子どもなりに感じ、仲間と協力
し合って成し遂げることのすばらしさを理解していくのだと思います。
一人ひとり成長、発達のスピードは様々です。一人ひとりに得意なこと不得意なことがあります。保
護者の皆様には、他の子と比べるのではなく、その子なりの頑張りや成長の姿を見つめてあげてほしい
と願っています。
今年も保護者アンケートを準備致しました。
「運動会アンケート」にて皆様の感想、意見等をお聞かせ
いただければと思います。皆様からのご意見を反映し、来年度もさらに良い運動会にしていきたいと思い
ます。お手数をおかけ致しますが、ご協力をよろしくお願い致します。
11 月は秋の自然に触れたり、遊びの中から言葉や音楽で表現する楽しさを体験したりして参ります。
無理なく子どもたちがのびのびと活動できるように援助していきたいと思います。
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※3，4，5 歳児は毎週水曜日、体操指導があります。 ※3，4，5 歳児は毎週水曜日、体操指導があります。
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詳しいお知らせは後日

ロッカーの着替え
子どもは、戸外活動で汚したり、排泄に失敗したり
することがよくあります。ロッカーの中には十分な
着替えをご準備ください。保育園にも万が一の時に

配布致します。
平成 30 年用保育施設利用申し込み
申し込み案内が当園事務室にもございます。必要な
方は事務室まで取りに来てください。

備え、お貸しするための衣類の準備はございます
が、衛生面に配慮し下着（パンツ）の貸し出しは控
えさせていただきたいと思います。保育園では新品
の下着を数枚購入し準備致しましたので、お譲りす

☆問い合わせ
墨田区役所 子ども施設課入園係
ＴＥＬ０３－５６０８－６１５２
平日午前 8 時 30 分から午後 5 時
（水曜日は午後 7 時まで）

ることになりますことをご了承ください。
ズボンや上着などはあまり直接肌に触れないので、
ストックがない場合、お貸しすることは可能です。
お家でお洗濯をし、３日以内に返却をお願いしま
す。ロッカーの中にはいつも着替えを準備
頂けるよう、毎日、点検をお願い致します。

各クラスから
ももぐみ（0 歳児）
養護・・・気温に合った衣類を着用し、健康的に過ごせるようにする。
教育・・・秋の自然を見たり、触れたり、感じたりする。
今月は子どもたちにとって初めての運動会がありました。リズム遊びが大好きな子どもたちはかっぱ体操が
お気に入りで音楽が流れると手をたたいたり、体を動かして「かっぱっぱ」と元気よく踊りました。また、か
けっこのお返事は「よーいドン」のかけ声を何回かしていくうちに上手になっていきました。
「もう 1 回」と
繰り返して楽しんだももぐみさん。運動会が終わっても運動会ごっことして楽しんでいきたいと思います。
本番ではたくさんのおうちの方に囲まれて、いつもと違う雰囲気にとどまってしまう姿もありましたが、お家
の方と楽しむ姿を見られうれしく思います。
10 月は雨が多くなかなかお散歩に行ける機会が少なかったのですが、11
月には秋の自然を味わえるよう、たくさんお散歩に行く機会を増やしたいと
思っています。気温もぐんと下がり、体調を崩しやすい季節になりますので、
気温の調節やその時に合う衣類を着て体調管理に十分に注意したいと思って
います。

かわいい箱入り娘たち？

たんぽぽぐみ（1 歳児）
養護・・・気温や湿度に配慮しながら、薄着で過ごす習慣も身に付け寒さに負けないよう体力をつけていける
ようにする。
教育・・・興味のある事や経験した事など、生活やあそびの中で言葉や単語を使って表現したり、友だちと関
わったりして楽しむ。
運動会では、お忙しい中ご参加、ご協力頂きありがとうございました。初めて参加する子も多いので、活動
の中にもかけっこやお遊戯を取り入れ親しんでもらえるようにする事でお返事をしたり、歌いながら踊ったり
と練習の時から笑顔があふれ、
「もういっかい！」とリクエストしてくれるほどでした。
当日は、「エイエイオー！」と元気いっぱい登園する
子や運動会にどきどきして泣いてしまう子もいました
が、一人ひとりが力一杯頑張ってみんなで楽しみながら
取り組むことができ、また１つすてきな思い出ができた
ことと思います。11 月には、園外保育もあり、初めて
の公園に興味を持ったり、草木や虫にも目を向けてより
深まる秋を楽しんだりしていけたらと思います。
運動あそび大好き

ジャンプ楽しい！

ちゅーりっぷぐみ（2 歳児）
養護・・・午睡などで適切に休息をとり、心身の疲れをいやしながら集団生活を楽しめるようにする。
教育・・・身近な人と関わり、友だちと遊ぶことの楽しさを感じる。
先日は、運動会にご参加いただきありがとうございました。泣いてしまう子もいましたが、普段の保育園で
の様子をお伝えすることができたと思います。運動会を経てクラスのお友だちの仲
が深まり、
「一緒にあそぼうよ」と声をかけあう姿が目立つようになりました。ブ
ロックやままごとはもちろん、戸外で追いかけっこをしたり枯れ葉や砂利を使った
りしているときにも、友だち同士の関わりが多く見られます。
11 月は秋も深まり、一層戸外あそびが楽しくなります。季節の移り変わりを感じ
ながらのびのびと遊び、また、感染症は流行し始める時期でもありますので、
衛生管理や子どもたちの体調確認をしっかり行っていきたいと思います。

かっこいい電車ができたよ

すみれぐみ（3 歳児）
・養護・・・気温や湿度の変化に気を配りながら一人ひとりの体調を把握し、健康に過ごせるようにする。
・教育・・・秋の自然に親しみ、興味・関心を広げながら戸外遊びを楽しむ。
お忙しい中、運動会にご参加頂きありがとうございました。身体を動かす事が大好きなすみれさん。「運動
会まだ？」「早くママたちに見てもらいたいな」と期待を胸に心待ちしている姿が見られました。遊戯の「ん
じゃじゃじゃにんじゃ」は曲調もかっこよく初めて聞いた時からお気に入りの子どもたち。かっこいい忍者姿
やポーズ、元気に踊る姿をお見せする事ができ良かったです。いつもとは違う雰囲
気に緊張してしまう子もいましたが、幼児クラスになり保護者から離れ、競技数も
増えた中で一生懸命頑張る姿を見てとても成長を感じることができたのではないで
しょうか。今月は戸外にでる機会を増やし木々の移り変わりや、風の冷たさなど五
感を通じて秋の自然に興味・関心が持てるようにしていきたいと思います。
忍者になりきって

ゆりぐみ（4 歳児）
養護・・・気温の変化や活動に応じて衣類を調節し、快適に過ごせるようにする。
教育・・・秋の自然物に興味を持ち、発見や遊びを楽しむ。
先日はお忙しい中、運動会にご参加いただきありがとうございました。これまで取り組んできた運動会の活
動も日に日に期待が増していき、体操指導の回を重ねる事で少しずつ上達し、自信に繋がっていった子どもた
ち。運動会が近づくにつれ「早く見せたい！」と期待を持ったり、張り切ったりして
いました。またオープ二ングダンスではひまわりぐみと合同で行い、お兄さん、お姉
さんのかっこいい姿に憧れを持って意欲的に取り、歌を口ずさみながら楽しく踊って
いました。達成感を味わったり年長児への憧れを持ったりと運動会を通して得た経験
を今後も活かしていきたいと思います。
１１月は「いもほり遠足」に出かけたり、表現あそびなどの活動も取り入れたりして
いきたいと思います。
忍者に変身

ひまわりぐみ（5 歳児）
養護・・・健康や病気予防への関心を高め、自分で意識して手洗いやうがいを行えるようにする。
教育・・・友達とイメージを共有し、感じたことや考えたことを話し合いながら、表現することを楽しむ。
先日の運動会では、温かい拍手やご声援、ご理解ご協力をありがとうございました。
10 月は、運動会に向けた取り組み、活動を中心に行ってきました。ひまわりぐみは、７種目の競技や演技に
出場しましたが、どの種目にも意欲を持って取り組んできました。かけっこ・リレーでは、友だちと競い合う
ことの楽しさや勝つことの嬉しさ、負けることの悔しさを感じ、子どもたちだけでも繰り返し走って遊んでい
ました。鉄棒・跳び箱・マットなどの運動遊びでは、何度も挑戦して逆上がりや開脚跳びが上達し、諦めずに
頑張る大切さを知ることができました。組体操・パラバルーンは、４月から徐々に取り組みを進めてきました。
色々な技を知り、楽しく身体を動かしていた子どもたち。技の習得までには、友だちと協力・団結することの
難しさを感じると共に皆で技を完成させる達成感や喜びを味わうことができま
した。また、運動会係として園の代表となり、年長児らしい立派な姿も見せて
くれました。運動会の取り組みを通し、また一回り成長したひまわりぐみの子
どもたちです。
11 月は、友だちとの関わりを深めながら表現遊びや楽器遊びを楽しんでい
きたいと思います。

頑張った組体操

