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幼稚園児や 3 歳未満児たちは秋の運動会を通して一段と活発になり、一人一人の発達の様子が顕著にみられるよう
になりました。10 月終わりごろ、幼稚園児は「こどもの森」に遠足に行きました。今回は、5 歳児が 3 歳児とペアに
なり、4 歳児はお隣の同学年のクラスとペアになって、片道 40 分ほどかけて歩いていきました。本園から旭川の土
手下を通り、岡北大橋を渡ってこどもの森へというコースで、普段歩くことが少ない園児たちですが、雑草の中の細
い道を一列になって歩いたり、岡北大橋からの川の流れや近くを走る新幹線等を歩きながらじっくりと見たりするこ
とができて、感激の声があちこちで上がりました。
「こどもの森」では、11 時ごろまでは本園のみで、いろんな遊具
で満足するまで遊ぶことができました。5 歳児は、石の滑り台やアスレチックなどに挑戦でき、友達同士声を掛け合
う場面も多く、中には「男の子でしょ、シャキッとしなさいよ！」と女の子に励まされる姿も見られました。帰りは
遊び疲れて「眠たいよ…」と言う声も聞かれましたが、大満足した園児たちは頑張る力もできていて、全員園まで歩
いて帰ることができました。4・5 歳児のみならず 3 歳児もしっかり体力が育っていて大変嬉しく思えた一日でした。
園長

親子ふれあいタイム : H26 年 11 月の予定

毎週火曜日・木曜日開催

古川

惠子

午前 10～12 時（原則として週１回の参

加）

4日

火曜日(同年齢)

水曜日（子育て相談）

親子ふれあいタイム

5 日 子育て相談
13～15 時受付

0 歳～11 ヶ月（予約 10/27）
11 日

親子ふれあいタイム

12 日 子育て相談
13～15 時受付

子育て講座

19 日 子育て相談
13～15 時受付

1 歳～1 歳 11 か月（予約 11/10）
25 日

親子ふれあいタイム

◆園庭で自由に遊べます。
◆靴は子育て支援の靴箱にお入れく

6日

親子ふれあいタイム
予約は 10 月 29 日（水）

13 日

子育て講座

27 日

つけてから遊んでください。

園長

親子ふれあいタイム

予約は 11 月 19 日（水）

2 歳～2 歳 11 か月（予約 11/17）

◆1 階で保護者用名札を付けてくださ

◆荷物は荷物置き場に置いてくださ

20 日 子育て講座
※予約は 11 月 4 日（火）

26 日 子育て相談
13～15 時受付

ださい。

い。2 階で受付をし、親子で名札を

予約は 11 月 5 日（水）

1 歳～1 歳 11 か月（予約 11/3）
18 日

木曜日（異年齢）

古川 惠子

い。貴重品は身につけるようにお願
いいたします。

◆月の第 1 週（火曜日）・・0 歳児

・火曜日・木曜日は支援室で好きなあそびを見つけて過ごします。

第 2 週（火曜日）・・1 歳児

・『子育て講座』の参加予約は、『子育て講座』と入力してください。定員になりしだい終

第 3 週（火曜日）
・・2 歳児となります。

了とさせていただきますのでご了承ください。

10 時～12 時 定員は 20 組程度です。

水曜日の

木曜日の

「子育て相談」

「親子ふれあいタイム」

※毎週予約が必要です。
さか

原則として毎週水曜日

※毎週予約が必要です。

11 月の遊びの予定は、新聞を使

13 時～15 時に受け付けます

11 月のわらべうたは、
『どんぶかっか』

っての遊びを計画しています。

（その他の時間は留守番電話）

『ここは手首』です。

身近にある『新聞』でどんな遊

発達や健康、しつけや情緒面な

11 月の親子ふれあいタイムでは、冷

びが展開できるか楽しみにして

ど、子育ての悩みについて、大

たい北風が吹く前にお外でたくさん遊

ください。

学教員などのスタッフが無料で

びたいと思っています。

火曜日の
「親子ふれあいタイム」

相談に応じます。
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『ほのぼのコラム』は、就実大学初等教育学科・教
育心理学科と就実短期大学幼児教育学科の先生方
に、それぞれの専門性をふまえて、
「子ども」
「教育・
保育」等をキーワードにした内容で自由に執筆して
いただくコラムです。

ほのぼのコラム
森

宏樹（教育心理学科准教授・微生物学）

はしか（麻疹）や結核などの感染症は、ウイルスや細菌などの病原体が主にヒトからヒトに感染することにより発症
する病気です。感染症を予防する最も有効な方法は予防接種（ワクチン）です。予防接種では、病原体の成分や、毒性
を弱くした病原体などをワクチンとして体に注射し、病原体に対する抵抗力（免疫力）をつけます。そうすると、本物
の病原体が体内に入ってきても、感染症にかかりにくくなったり、重症化を防ぐことができます。
これまで、公費負担によるワクチンの定期接種は、はしかや三日ばしかなど 11 種類の感染症を対象としていました。
平成 26 年 10 月 1 日より、公費負担による定期予防接種に水ぼうそう（水痘）の予防接種も追加されました。まだ水ぼ
うそうにかかっていない 5 歳未満の子どもも公費負担による予防接種の対象です。また、有料ですが、おたふくかぜや
ロタウイルス感染症（乳幼児に多い感染性胃腸炎）に対する予防接種もあります。
感染症にかからないためにも、そしてほかの人にうつさないようにするためにも、予防接種はとても大切です。母子
健康手帳や予防接種手帳をよく読み、小児科医と相談しながら、予防接種を受けさせましょう。

子育て講座のお知らせ
★11 月 13 日（木）
・・・
「親子体操」
※予約受付は 11 月 5 日（水）～
時間

10：00～

定員

１５名

場所

子育て支援室（２階）

講師

吉川 仁美 先生

子育て中はなかなか体を動かせなくて運動不足になっ
てしまう・・・と思われていませんか。いやいや子育て
中でも出来るんですよ。吉川先生と一緒に親子で体を動
かしましょう。持ち物等の詳細はメールにてお知らせい
たします。

★11 月 20 日（木）
・・・
「感染症・予防接種につ
いて」※予約受付は 11 月４日（火）～
時間

10：00～

定員

１５名

場所

子育て支援室（２階）

講師

塩田 澄子 先生

★11 月 18 日（火）・・・「トイレトレーニング」
※予約受付は 11 月 10 日（月）～
時間

10：00～

定員

15 名

講師

隅田 浩美 先生

※1 歳～1 歳 11 ヶ月の

お子さんに限定させていただきます。

親子ふれあいタイム 11 月のお知らせ
☆12 月の『子育て講座』は、12 月 11 日（木）に『赤ちゃんからの性教育』を予定しています。詳細は 12 月の『ふ
れあい通信』でお知らせします。
☆12 月の『親子ふれあいタイム』では、身近にある新聞紙を使って遊ぼうと思っています。12 月第 1 週の予約日
は下記の通りです。
12 月 2 日（火）
・・・０歳～１１ヶ月＜予約 11 月 24 日（月）＞
12 月 4 日（木）
・・・異年齢で遊ぼう＜予約 11 月 26 日（水）＞

親子ふれあいタイムの予約について
就実こども園のＨＰよりＱＲコードから予約をしていただく。また、fureai2525@shujitsu.ac.jp
と入力していただき、パソコンや携帯から予約をお願いします。予約受付は 、予約日の 13 時からです。
「親子ふれあいタイム」火曜日希望、木曜日希望 「子育て講座」希望と予約をされたい日時と曜日
お母さんとお子さんの名前 お子さんの生年月日 電話番号 を入力ください。
※受け付けたメールは当日の 2 日前までに必ず返信いたします。PC からの通信拒否を設定されている方は返信で
きませんので、返信のない場合は、電話連絡をお願いいたします。
TEL (086)206-2120 担当 松村・松本

