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すっかり秋らしくなりましたね。こども園では、10 月 10 日（土）の運動会に向けた取り組みが見られだしました。
天気の日には、秋空の下でしっかり体を動かして体操やかけっこ・リレーなどの練習を楽しんでいる姿が見られます。
雨の日には室内で話し合いをしたり、運動会に必要な物を作ったりしてみんなで運動会に向けて準備しています。
今年の運動会のテーマは「笑顔 あふれる

就実キッズ」として、学年ごとに、子どもたちの笑顔が一杯になる演

技・競技に取り組みます。それぞれの学年が思考をこらした内容です。かわいい小道具や大道具がだんだんと増えて
いき、運動会に向けて子どもたちの気持ちが少しずつ高まってきています。
運動会には、就園前のお子さんの演技もありますので、「親子ふれあいタイム」に来られているみなさん、ぜひ参
加してくださいね。おみやげもご用意しています。
運動会当日は、ご家族とご来賓をお招きし、１５７人の子どもたちが元気一杯に演技・競技に取り組みます。園庭
に元気一杯の子どもたちの声と保護者・ご来賓の皆さん方の声援が聞かれることと思います。
園長
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ださい。
◆2 階で受付をし、親子で名札をつけ
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
いいたします。

◆月の第 1 週（火曜日）・・1 歳児

22 日 子育て講座
予約は 10 月 14 日（水）

第 2 週（火曜日）
・・2 歳児
園長
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第 3 週（火曜日）
・・0 歳児となります。

・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。
・『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

10 時～12 時 定員は 20 組程度です。

了とさせていただきますのでご了承ください。
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※毎週予約が必要です。
さか
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※毎週予約が必要です。

10 月の親子ふれあいタイムで

13 時～15 時に受け付けます

10 月のわらべうたは、
『ユスリャユス

は、自分の子どもにどんなオモ

（その他の時間は留守番電話）

リャ』『とんぼとんぼ』です。

チャを買えば良いか悩んでいる

発達や健康、しつけや情緒面な

食べ物が美味しい季節になりました

お母さん、遊びを考えてのオモ

ど、子育ての悩みについて、大

ね。しっかり食べて、その後はお子さ

チャ選びを一緒に考えてみませ

学教員などのスタッフが無料で

んと一緒にわらべうたを歌いながら体

んか。

相談に応じます。

を動かしませんか。

火曜日の
「親子ふれあいタイム」
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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。

広和（初等教育学科准教授・理科教育担当）

初任校（高梁市立松原小学校）の故大塚校長の話。
「福井君。『桜折る馬鹿、梅折らぬ馬鹿』という諺を知っとるかね」
「はい。桜の木は、綺麗だからといって枝を折って持ち帰ると木そのものが
枯れてしまい、逆に梅の木は、かわいそうだからといって伸び放題にして
おくと養分がとられて木そのものが弱ってしまうという話ですね」
「まあそうじゃが、それは園芸の話でなぁ、ワシの言わんとすることはじゃ、
子供には桜タイプと梅タイプがあるということじゃ。つまり、褒められて
伸びる子供と叱られて伸びる子供がおって、それを見極めることのできる
のがプロの教師というもんじゃないかのぉ」
巷にはあまたの教育書が出回っており、私もずいぶんと片端から読みあさって
きましたが、これぞ究極と言えるものはなく、結局は一人一人の子どもを見て、
ケースバイケースに対応していくより他に方法はなさそうです。
お酒を飲みながら校長と語ったあの日から、既に３０年の月日が経ちますが、
未だに子どもを見る力量のない私です。

子育て講座のお知らせ
10 月の講座は、「子どもの発達」についてのお話です。
★10 月 22 日（木）・・・「子どもの発達」
※予約受付は 10 月 14 日（水）～
時間 10：00～
定員 １５名
場所 子育て支援室（２階）
講師 就実大学教授 石山 貴章先生
※石山先生にお聞きになりたいことがあれば、予約のメー
ルと一緒にお送りください。

◆就実こども園の運動会に参加しませんか。
10 月 10 日（土）に就実こども園の運動会をし
ます。2 歳児さん対象に保護者の方と一緒に参加
していただきます。メールにて予約をお願いいた
します。
対象年齢： 2 歳～2 歳 11 ヶ月
時
間： 玄関通路沿いのウッドデッキ近く
集合場所： 10 時 30 分
予 約 日： 10 月 1 日（木）
競技内容 保護者の方が、お子さんと一緒に走っ
ていただきます。
運動靴等でご参加ください。

親子ふれあいタイム 11 月のお知らせ
☆11 月の『子育て講座』は、11 月 19 日（木）に「感染症・予防接種について」を予定しています。詳細は 11 月
の『ふれあい通信』でお知らせします。
☆11 月の『親子ふれあいタイム』では、寒くなる季節のトレトレーニングについてのお話を考えています。11 月
第 1 週の予約日は下記の通りです。
11 月 5 日（木）
・・・異年齢で遊ぼう＜予約 10 月 28 日（水）＞
11 月 10 日（火）
・・・０歳児～１１ヶ月＜予約 11 月 2 日（月）＞

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 駐車場の利用が有・無を入力ください。
※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 松本

