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おめでとうございます。２０１７年がスタートしました。今年は酉年ですね。みなさんが元気に

より楽しい一年となりますように！
就実こども園は５日（木）から始まりました。子どもたちは元気に登園して楽しく遊んでいます。これから厳しい
寒さがやってきます。寒さに負けないでボール遊びをしたり、親子で鬼ごっこをしたりなどして体をしっかりと動か
して遊び、風邪等に負けない健康な体を作りたいですね。また、お家でも、うがい手洗いなど風邪の予防にも努めま
しょう。
就実こども園の子どもたちは、あと３ヶ月で進級・進学となります。園の目標である「たくましい子・考える子・
やさしい子」に向かって教育活動に取り組んでいきたいと思っています。
親子ふれあいタイムは１２日（木）から始まります。寒さでお家に閉じこもりやすい季節ですが、親子ふれあいタ
イムに参加し、好きな遊びをしたり、おしゃべりをしたりして楽しみましょう。待っていますね！
園長

親子ふれあいタイム : H29 年 1 月の予定

火曜日(同年齢)

水曜日（子育て相談）
11 日 子育て相談
13～15 時受付

17 日

親子ふれあいタイム

毎週火曜日・木曜日開催

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

12 日

親子ふれあいタイム

予約は 1 月 4 日（水）

18 日 子育て相談
13～15 時受付

ださい。
◆1 階で保護者用名札を付けてくださ

園長

古川 惠子

い。2 階で受付をし、親子で名札を

お休み

0 歳～11 ヶ月（予約 1/9）
24 日親子ふれあいタイム

谷 良 江

つけてから遊んでください。
25 日 子育て相談
13～15 時受付

26 日 子育て講座

1 歳～11 ヶ月（予約 1/16）

◆荷物は荷物置き場に置いてくださ

予約は 1 月 11 日（水）

31 日親子ふれあいタイム

い。貴重品は身につけるようにお願
いいたします。

2 歳～就園前まで（予約 1/23）

◆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遊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
了とさせていただきますのでご了承ください。

第 3 週（火曜日）
・・2 歳児となります。
10 時～12 時 定員は 20 組程度です。

火曜日の

水曜日の

木曜日の

「親子ふれあいタイム」

「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
1 月の親子ふれあいタイムは、

原則として毎週水曜日

※毎週予約が必要です。

13 時～15 時に受け付けます

1 月のわらべうたは、
『甘酒ホイホイ』

（その他の時間は留守番電話）

『させぼごま』です。

いてお話をしたいと思います。

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

学教員などのスタッフが無料で

ご記入ください。

ールにご記入ください。

相談に応じます。

『人と自然にむかう」子育てにつ
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ほのぼのコラム
門原眞佐子（初等教育学科教授，小学校教育実習，学校経営論）
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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。

「君の名は」
４月のある朝，岡山駅で赤穂線に乗り換えると，私の後に大きなランドセルを背負った男の子が乗り込ん
できました。その制服から一目で就実小学校の児童だと分かりました。その次の瞬間には，この４月に入学
したばかりの１年生だなと確信しました。なぜなら，お母さんと思われる方が男の子に向かって小さく手を
振り，その子も手を振り返し「今日も一日頑張ってね。気を付けて行くのよ。降りる駅は次だからね。
」，
「う
ん。お母さん分かっている。大丈夫。
」という会話が聞こえてくるような二人の姿だったからです。
さて，電車が発車すると男の子は電車が揺れるたびに右へ左へとゆらゆらします。私は，その子が分から
ないようにランドセルをそっと支えたり放したりしながら倒れないようにしました。周囲の学生さんや大人
たちもみんなハラハラしながらもその雰囲気を感じさせないように温かく見守っていました。西川原駅に着
きました。その子は緊張で顔が引きつっていましたが，改札口の向こうで出迎えている先生を見るや否や，
顔がぱぁっと明るくなって「おはようございま～す」と駆け出していきました。学校や先生がその子の安心
できる場になっていることが見て取れました。
その後，私はしばらくその子に会うことはありませんでした。しかし，ある日，また電車でその子に出会
いました。今度は同じように立っていても座席にもたれて倒れそうになることはありません。私は「おっ，
技を覚えたな」とちょっとたくましくなったことを嬉しく思いました。そして，改札までの間にその子を抜
いて「おはよう！」と声をかけてみました。すると「おはようございます！」とにこっと笑って応えてくれ
ました。私のハートはキュンとなりました。そして，また同じように電車で出会いました。今度は改札口か
ら小学校までの道のりで「おはよう！」と挨拶を交わした後，
「先生は，大学の先生だよ。また逢えるといい
ね。バイバイ。
」と言うと，その子はにっこり笑って「うん，バイバイ。
」と応えてくれました。背も少し伸
びて，人と関わる力もついて，楽しそうに登校しているその子を見ると，私はほっと心が和み，また会える
ことがとても楽しみになっています。いつか「君の名は？」ときいてみたいと思うこの頃です。

子育て講座のお知らせ

親子ふれあいタイムについて

私たちの周りでは、テレビ・携帯・パソコン等の情報があ
ふれる生活の中で、空の色や風の音など自然にふれるこ

あけまして おめでとうございます。

とが少なくなってきていませんか。1 月の講座は、井上美鈴

今年は、トリ年です。十二支の中で、猿と犬の

先生に「人と自然にむかう」わらべうたについてお話をして

間に入って二匹の喧嘩を仲裁する役割を持って

いただきますので、ご参加ください。

いるのが鶏（酉）です。また、昔から鶏には、
「仁・義・礼・知・信」の 5 徳があると言われ

★1 月 2６日（木）
・・・
「わらべうたで子育てを」

ています。今年は、賢くて平和を愛する鶏にあや

※予約受付は 1 月 11 日（水）～
時間 10：00～
定員 １５名
場所 子育て支援室（２階）
講師 井上 美鈴 先生

かって過ごしたいと思います。
今年も、皆様とご一緒に子育てについて考え、応
援して行きたいと思いますので、親子で遊びに来
てください。お待ちしています。
今年もよろしくお願いいたします。
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親子ふれあいタイム 2 月のお知らせ
☆2 月の『子育て講座』は、2 月 9 日（木）に助産師の伊藤先生をお迎えして『広場助産師として～大切に思う事』
のお話を予定しています。詳細は 2 月の『ふれあい通信』でお知らせします。
☆2 月第 1 週の予約日は下記の通りです。
2 月 2 日（木）
・・・異年齢で遊ぼう＜予約 1 月 25 日（水）＞
2 月 7 日（火）
・・・０歳～１１ヶ月＜予約 1 月 30 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 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

