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今年もあと１ヶ月となりました。朝晩は気温も低い日が多くなり、園では体調不良の子どもが少しずつ増えてきま
した。
就実こども園では、１２月３日（土）の生活発表会に向けて、３，４，５歳児の保育室や遊戯室から子どもたちの
歌声や合奏、劇の台詞が聞こえてきます。子どもたちは、創造力を膨らませてお話の内容を考えたり、劇に必要な物
を作ったりしています。練習期間はあと少しとなりました。ぱんだ・うさぎ・こあらの小さいお客さん達も大きいお
兄さんお姉さんの歌や合奏を喜んで見てくれています。子どもたちの頑張る姿がいろいろな場面で見られています。
発表会を通して、子どもたちは様々な経験をして育ち合っていきます。友達と一緒に言葉や体で表現し、友達の思い
があること知ったり受け止めたりなど、心の育ちも大きいです。
こ ども園 での様 々な 行事や 生活の 中での 、子ども の心の 成長も 見守 り、援 助して いきた いと思い ます 。
園長

親子ふれあいタイム : H28 年 12 月の予定

6日

火曜日(同年齢)

水曜日（子育て相談）

親子ふれあいタイム

7 日 子育て相談
13～15 時受付

0 歳～11 ヶ月（予約 11/28）
13 日

親子ふれあいタイム

14 日 子育て相談
13～15 時受付

午前 10～12 時（原則として週１回の参加）

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

1日

親子ふれあいタイム
予約は 11 月 23 日（水）

8日

親子ふれあいタイム

予約は 11 月 30 日（水）

1 歳～1 歳 11 か月（予約 12/5）
20 日親子ふれあいタイム

毎週火曜日・木曜日開催

21 日 子育て相談
13～15 時受付

2 歳～2 歳 11 か月（予約 12/12）

谷 良江

15 日

親子ふれあいタイム

予約は 12 月 7 日（水）

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
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。

お休み

お休み

お休み

園長 ・・0
古川歳児
惠子
◆月の第 1 週（火曜日）

・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。

12 月は『子どもとの過ごし方』

13 時～15 時に受け付けます

12 月のわらべうたは、
『ゆきふるしろ

についてのお話をしたいと思いま

（その他の時間は留守番電話）

い』『クリスマスの夜』です。

す。

発達や健康、しつけや情緒面な

※駐車場に限りがありますので

※駐車場に限りがありますので

ど、子育ての悩みについて、大

駐車場のご利用の方は予約のメールに

駐車場のご利用の方は予約のメー

学教員などのスタッフが無料で

ご記入ください。

ルにご記入ください。

相談に応じます。

火曜日の
「親子ふれあいタイム」
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ほのぼのコラム
松本希（幼児教育学科講師，幼児体育）
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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。

カープファンの我が家はこの１年本当に楽しませてもらいました。昨年，里帰り出産のため，
広島に帰省していた時に，黒田投手のカープ復帰のニュースが流れました。黒田投手復帰の年
に生まれる息子に，「名前，博樹にする？」と悩んだ夫婦は我が家だけでないはずです。私の
息子と黒田投手の共通点と言えば，母親が体育教師の点だけです。とはいっても，黒田投手の
お母様はオリンピック候補選手だったとのことで，私なんて到底足元にも及びません。以前，
「野球のスカウトは，選手のお母さんを見て，スカウトするかどうかを決める」と聞いたこと
があります。これは運動神経の遺伝だけではなく，お母さん自身の子育て観や物事に対する姿
勢，お母さんが体の動きを理解していて，子どもにあった運動や遊びを提供していたか等に着
目しているのだろうと思います。すでに「体育の先生の子ども」と言われることの多い息子で
すが，伸び伸びと全身いっぱい使って，体を動かすことを楽しんでほしいと思っています。

子育て講座のお知らせ

12 月の親子ふれあいタイムについて

子育て講座で 3 回目となります西尾先生の『命の大切さ』に
ついてのお話をしていただきます。今年度は、お父さんも参

木枯らしが吹き、いよいよ冬到来です。12 月に

加していただきたいと思い土曜日にしました。ご家族でお越

入ると、どことなく辺りの様子もせわしくなって

しください。お待ちしています。

きていませんか。新しい年を迎えるための準備で

★12 月 17 日（土）
・・・
「赤ちゃんからの性教育」

お忙しくされているかと思いますが、お掃除の手

※予約受付は 12 月１日（木）～

を少し止めて、就実こども園でホッと一息つきま

時間

１３：００～１５：００

せんか。そして、先輩ママたちと一緒に『子ども

定員

１５名

との過ごし方』について考えましょう。

場所

子育て支援室（２階）

講師

西尾 敏子 先生（助産師）

親子ふれあいタイム 1 月のお知らせ
☆1 月の『子育て講座』は、1 月 26 日（木）にわらべうたを通して『人と自然にむかう子育て』についてのお話を
していただく予定です。詳細は 1 月の『ふれあい通信』でお知らせします。
☆１月は風も冷たく、お部屋で過ごすことが多くなる季節ですが、寒さに負けないで、就実こども園の『親子ふれ
あいタイム』にお越しください。1 月第 1 週の予約日は下記の通りです。
1 月 17 日（火）
・・・０歳～１１ヶ月＜予約 1 月 9 日（月）＞
1 月 12 日（木）
・・・異年齢で遊ぼう＜予約 1 月 4 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きます。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 駐車場利用するか・しないかを入力ください。
※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

