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夏休みが終わり２学期がスタートしました。とは言っても、就実こども園の子ども達は、雨の日が多く愚図ついた蒸し
暑い８月も元気に登園して遊んでいました。８月２１・２２日には、中国地区私立幼稚園教育研修会岡山大会が行われ、
２２日の２日目は、９分科会に分かれての研修でしたが、第７分科会では岡山市私立幼稚園を代表して本園が公開保育を
し、中国地区５県より１００名弱の参観者に日頃の保育を観ていただきました。公開日の週は、前日まで曇り気味でも戸
外遊びができる毎日でしたが、当日の朝は、無情にも雷・黒い雲・雨と状況が一変し、急きょ雨の日保育案に切り替えて
することになりました。しかし『雨降って地固まる』で、５歳児の子ども達が進めていた「迷路遊び」に、楽しみにして
いた異年齢の子ども達も参加させてもらい、遊びは大盛り上がりでした。子ども達が考えながら作っていった迷路は工夫
がいっぱいで、遊びのルールがありとても魅力的なものです。５歳児が異年齢の子に遊び方をやさしく説明したり、誘い
の声を掛けたり、遊びに必要なものを作ったりと一人一人が目的を持ち、目を輝かせて遊んでいました。参観者からは、
「子
どもの思いに寄り添った遊びの環境の中で、子ども達は自発的に活動し楽しんでいる。教師の援助もよかった」とよい評
価をいただきました。職員が一つになって取り組んできた努力が認められ、今後も頑張ろうと思えた日になりました。
園長

親子ふれあいタイム : H26 年 9 月の予定

2日

火曜日(同年齢)

水曜日（子育て相談）

親子ふれあいタイム

3 日 子育て相談
13～15 時受付

0 歳～11 ヶ月（予約 8/25）
9日

親子ふれあいタイム

10 日 子育て相談
13～15 時受付
17 日 子育て相談
13～15 時受付

2 歳～2 歳 11 か月（予約 9/8）
30 日親子ふれあいタイム

木曜日（異年齢）

◆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

4日

親子ふれあいタイム
予約は 8 月 27 日（水）

11 日

子育て講座

18 日

25 日

親子ふれあいタイム

親子ふれあいタイム

予約は 9 月 17 日（水）

1 歳～1 歳 11 か月（予約 9/22）

ださい。
◆1 階で保護者用名札を付けてくださ
い。2 階で受付をし、親子で名札を

予約は 9 月 10 日（水）
24 日 子育て相談
13～15 時受付

惠子

午前 10～12 時（原則として週１回の参加）

予約は 9 月 3 日（水）

1 歳～1 歳 11 か月（予約 9/1）
16 日親子ふれあいタイム

毎週火曜日・木曜日開催

古川

つけてから遊んでください。
◆荷物は荷物置き場に置いてくださ
い。貴重品は身につけるようにお願

園長

古川 惠子

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。

9 月の遊びの予定は、体を動か

13 時～15 時に受け付けます

9 月のわらべうたは、『うさぎうさぎ

しての遊びを考えています。

（その他の時間は留守番電話）

何を見てはねる』『アシアシアヒル 』

お子さんの育ちを見ながら、月

発達や健康、しつけや情緒面な

です。9 月には中秋の名月が見られる

齢に応じた遊びとは？

ど、子育ての悩みについて、大

季節です。お月様にちなんだ“わらべ

お母さん方と一緒に探究してい

学教員などのスタッフが無料で

うた”を親子で楽しんでいただきたい

きたいです。

相談に応じます。

と思っています。

火曜日の
「親子ふれあいタイム」
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ほのぼのコラム
笹倉千佳弘（就実短期大学幼児教育学科教授・教育原理）
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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。

子どもの将来について思いを馳せるとき、多くのおとな（保護者、保育士、教師など）は、子どもが自立した生活
を送れるようにと願っています。この場合の自立とは、多かれ少なかれ、
「他の助けや支配なしに自分一人の力だけで
物事を行うこと」
（大辞林）というイメージに近いのではないでしょうか。ところが近年、これとは異なる自立のとら
え方が広がってきました。
哲学者の西 研さんは、
「頼らないのが自立ではなく、助力が必要ならばそれをきちんと他人に伝えることが自立な
のです」とおっしゃっています。このような自立のとらえ方に、違和感を抱かれる方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、少し立ち止まって考えてみれば、誰かの世話になることなく生きている人は誰一人としていない、という事
実に気が付くはずです。西さんの自立概念の特徴は、
「他者に頼ること」を前提においている点にあると言えます。
今のところ私は、自立をめぐって以上のようなことを考えています。同時に私は、助力が必要になっても、
「それを
きちんと他人に伝えること」が難しい人の存在を忘れてはならないとも考えています。たとえばそれは、重度の知的
障害のある人たちのことです。
自立をどのようにとらえるのか。あまりにも大きな課題ですが、これからも考え続けていくつもりです。

子育て講座のお知らせ

9 月の親子ふれあいタイムについて

産後ママのためのスキンシップエクササイズ・ベビーダンスを
田上先生に教えていただきたいと思っています。
★9 月１1 日（木）
・・・
「親子でベビーダンス」
※予約受付は 9 月 3 日（水）～

9 月になり、暑い風の中にも、時折涼しい風を
感じるようになりました。
9 月の親子ふれあいタイムでは、クーラーのお

時間

10：00～

定員

１５名

場所

子育て支援室（２階）

り戻せられるように、体を使った遊びを取り入

講師

一般社団法人 日本ベビーダンス協会認定インストラクター

れようと考えています。子育て支援室や園庭で

田上

一緒に遊びましょう！

持ち物

※対象月齢：首のすわった３ヶ月ごろ～

直美先生

部屋で過ごすことが多かった 8 月の生活を取

体温計、使い慣れている抱っこヒモ、筆記用具
飲み物、汗拭きタオル、動きやすい服装

親子ふれあいタイム 10 月のお知らせ
☆10 月の『子育て講座』は、10 月 9 日（木）に『ベビーマッサージ』を予定しています。詳細は 10 月の『ふれあ
い通信』でお知らせします。
☆10 月の『親子ふれあいタイム』では、秋の自然物を使って遊ぼうと思っています。10 月第 1 週の予約日は下記
の通りです。
10 月 7 日（火）
・・・０歳～１１ヶ月＜予約 9 月 29 日（月）＞
10 月 2 日（木）
・・・異年齢で遊ぼう＜予約 9 月 24 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にちと曜日
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

