
ラッコだより 

担任 飯田 千晶 

   森田 久美子 

   小林 望鈴 

担当 多田 陽子 

今月の目標 

・つかまり立ちや一人歩き等、全身を使って探索活動を楽しむ 

・安心できる環境の中、自分の欲求などを声に出して表そうとする 

       お散歩楽しいな 

 天気の良い日はカートに乗ったり歩いたりして、お散歩に出かけています。

始めは園の周りをお散歩していましたが、保育者ときちんと手を繋ぎ段々と歩

ける距離が長くなり、最近では治水緑地や辰井川沿いまで歩いて行けるように

なりました。歩いている途中にどんぐりや落ち葉を見つけると指を差して教え

てくれたり、「あっぱ（はっぱ）」と言って落ちていることを教えてくれたりし

ます。落ち葉を踏むと「ぱりっ」といい音が鳴るので子ども達は大興奮です。

柿やゆず、お花等も大好きで、見つけるとみんなでお話をながらお散歩を楽し

んでいます。 

 

 

階段の登り降りが上手になり、自分達で歩いています。靴箱まで行くと、自分

の靴を持ってきて履こうとする子が増えてきました。「自分でやりたい」という

気持ちに寄り添い、見守っています。 

     球根の植え付けをしたよ 

 １１月に球根の植え付けを行いました。球根や土の感触を楽しみながら植え

ることができました。なかよし保育園のお兄さんお姉さんたちが冬の間も一生

懸命水をあげお世話をして 

くれます。3月暖かくなる 

と、芽が出始め 4月入園の 

お友達をきれいなチュウリ 

ップがむかえてくれます。 

   な か よ し だ よ り 
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飴袋制作紹介  各クラス様々な技法を使って飴袋を制作しました。 

 

パンダだより 

担任 萩島 聖子 

 

 

今月の目標 

・製作を楽しむ中で、クリスマスの雰囲気を味わう 

・友達との関わりを深め集団遊びを楽しむ 

発表会練習楽しんでいます 
パンダ組は発表会で、劇「ねこのおいしゃさん」、ダンス「ＧＯ！ＧＯ！サーフ

ィン」、合奏「宿命」、暗唱「十二支」の発表を行います。劇はみんなの大好きな絵

本の中から 1 冊選び、劇にして表現活動を楽しみます。十分に表現する為に何度

も絵本を読み、動物になりきってセリフの言い方を皆で考えています。合奏では楽

器の持ち方、鳴らし方を知り音楽に合わせて音を揃える楽しさを感じています。運

動会のマーチングの経験から「皆で合わせる」事の大切さを学び、合奏練習で活か

されています。暗唱もダンスも大きな声を出しながら練習に取り組んでいます。 

           

 

 

 

 

 

集団遊び 

 生活のルールや、遊びのルールが分かるようになり、お友達とも集団での遊びが

増えてきました。「鬼ごっこ」や「しっぽ取りゲーム」、 

最近は「信号ゲーム」、「トントントン、何の音」と言 

うゲームを楽しんでいます。 

ゲームに負けて悔し涙を流す子にそっと寄り添って励 

ましたり、お友達を一生懸命応援したり、遊びの中で 

もクラスの子を気遣う思いやりの心がどんどん育って 

います。 
名札付け 

 自分でできることは自分で取り組もうと意欲的に活動している子が増えてきま

した。キリン組になると、登園した子から、シール帳を貼り名札を付けます。まず

は自分の名札を見つけられるように毎朝ゲームのよ 

うにしながら名札を探しています。名札の付け外し 

の練習も同時に始めました。安全ピンを扱うので落 

ち着いた環境の中で練習できるよう、集中しながら 

練習に取り組んでいます。自分で名札が付けられる 

と、お友達に教えてあげる姿も見られています。 

新入園児のお知らせ 
 11 月 4 日よりパンダ組に新しいお友達が増えました。いとうはるとくん、12

月生まれの男の子です。運動が得意で体操指導でも活躍してくれています。よろし

くおねがいします。 

 

そろそろサンタさんにお手紙を出す季節になりました。今年こそはサンタさんが来るところを見てやるぞ、と今からウキウキ、ワクワク。

心配ご無用、手洗い消毒、大きなマスクを付けたサンタさんがきっと来ますよ。 

秋から冬にかけて樹木になる実が色々あり、季節の花々と共に目を楽しませてくれますが、通勤の行き帰りに毎日楽しみに眺めている「か

りん」の木があります。あまり大きくないその木は、新芽の頃は葉の緑を楽しみ、暑い夏を越し力強い葉になった頃、実がなっていること

に気づき、日に日に大きくなったその実は「かりん」だったのです。やがて季節の移ろいと共に少しづつ色づき、とても綺麗な黄色になっ

た時は拍手を送りたいくらいでした。ある時根元に置いてある植木鉢に大きなかりんの実が二個置いてあり、それが三個になってもそのま

ま置いてあるので、出勤時に「いただいてもよろしいでしょうか。」とメモを挟んで置いたら、なんと帰りに段ボール箱が置いてあり「よろ

しかったらどうぞ」の貼り紙がありました。喜んで持ち帰った方が何人かいたようで、私が帰る時間には小さいものが二個残されただけで

した。それでも嬉しかったので翌朝有難く頂いたことのメモを箱に入れておいたら、帰りに「お手紙の方へ」の貼り紙を付けた箱に、傷の

ない大きな実が三個置かれていたのです。偶然その家の方が外にでていて、お会いでき直接お礼を言い、温かい数分間の会話もできました。 

令和二年最後の月、コロナという予想もしなかったことが起り、何はさて置き終息を願う年末年始となりますが、楽しみながらも感染拡

大防止にご協力いただき、明るい新年をお迎えください。                   園 長   渡 部 容 子 
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 １１月５日は焼き芋会を行いました。草

加なかよし保育園の焼き芋会は前日から始

まっていて、さつまいもの蔓をすべて刈り、

翌日掘れるようにしておきます。昨年は保

護者ボランティアの皆様の力もお借りして

行った作業ですが、今年度は先生の力に加

え、ライオン組さんが物凄いパワーを発揮

し、無事終えることが出来ました。ライオ

ン組さんがクリスマス制作で使うリース

も、きれいに作ることができ、テラスで天

日干ししました。どんな飾りつけがされ飾

られるのか、今から楽しみです。 

 今年も保育部のお友達は、わくわくした

表情をしていたり土に触れて不思議そうな

表情をしていたり、様々な姿が見られまし

た。幼稚部のお友達は「大きいさつまいも

を掘るぞ！」と大張り切りで、お友達と協

力しながら掘っていました。午後のおやつ

は園庭で焼いた焼き芋を食べました。ライ

オン組さんからは「お外でレジャーシート

を敷いて食べたい！」と子ども達からの声

が上がり、園庭で焼き芋パーティー。前日

から大活躍のライオン組の満足そうに食べ

る姿が可愛らしく、豊かな畑のある園なら

ではの思い出が作れたのではないかと思い

ます。 

 

給食だより          保健だより 

 

12月の予定・おたんじょうびのお友達★持ち物♪誕生日のお友達 
諸連絡 

★保育部の保護者様へ 

今年は換気をしながらのお昼寝となります。お
昼寝用上掛けは暖かめの毛布をご用意くださ
い。パジャマも冬用のものをご用意ください。 

★食育活動について 
 12 月８日（火）に幼稚部はピザパーティーを行
います。 

 エプロン・三角巾・マスクを使いますので、１２
月２日（水）までに、記名をしてお持ちください。 

★クリスマス会について 

 １２月２１日（火）から２３日（水）に変更にな
りました。 

★着替えのお持ち帰りについて 

 １２月２８日（月）に一旦着替えをお持ち帰り頂
きます。２５日（金）までに担任に大きな袋をお
渡し下さい。着替えは再度、記名・枚数の確認を

して頂き、年明けにお持ちください。 
★発表会写真撮影日について 
 １月１３日（水）は発表会リハーサルを行い、衣

装を着用して、全体クラス写真撮影も行います。
髪型や服装など、各クラス指定がありますので、
担任よりお伝えいたします。幼稚部のお友達は白

のハイソックスも着用ください。発表会と合わ
せ、体調を崩さないよう、ご協力お願いします。 

★送迎について 

 送迎時は引き続き、マスクの着用をし、保護者１
名のみでその他の方は、外でお待ち頂きますよ
う、ご協力お願い致します。 

★駐車場の利用について 
 駐車場は短時間での利用をお願いします。又、南
駐車場がいっぱいの時はガソリンスタンド側の

駐車場をご利用ください。 
★赤い羽根共同募金について 
 今年も受付に募金箱を設置しています。募金頂い

た際に赤い羽根をプレゼントしています。ご協力
宜しくお願い致します。 

★PCR検査受診について 

 お子様や同居家族の方でPCR検査を受ける事に
なった場合は決まった時点で園長または主任に
ご一報下さい。 

１月の予定 

１日（金）～３日（日） 休園日 
５日（火）  クラス交流 
６日（水）  たこあげ 鏡開き 

７日（木）  七草 
１２日（火） 避難訓練（総合） 
１３日（水） 発表会写真撮影 

１５日（金） 食育活動 
２８日（木） 誕生日会 
３０日（土） 発表会 

月 火 水 木 金 土 日 
 １ 

英語指導 

（2歳～5歳） 

清掃活動 

２ 

音楽指導（幼稚部） 

★エプロン、三角巾、

マスク 

３ 

 

４ 

体操指導（幼稚部） 

大根掘り 

５ ６ 

休園日 

７ 

個別面談週間 

保育部・幼稚部 

身体測定 

週間 

８ 

 
英語指導 
（2歳～5歳） 
プチ体操指導 
（1歳～2歳） 
食育活動 
（幼稚部） 

９ 

 

クラス交流 

（2歳～5歳） 

 

10 

 

避難訓練 

11 

 

体操指導（幼稚部） 

12 

大掃除 

13 

休園日 

14 

音楽指導（幼稚部） 

15 

英語指導 

（2歳～5歳） 

 

16 17 

 

18 

体操指導（幼稚部） 

 

19 20 

休園日 

21 

食育活動（幼稚部） 

22 

英語指導 

（2歳～5歳） 

 

23 

誕生日会 

クリスマス会 

 

★集金 

24 

お餅つき会 

25 

体操指導（幼稚部） 

★持ち帰り袋、 

 集金 

26 27 

休園日 

28 

大掃除 
洋服持ち帰り 
 ★１２月２９日（火）

～１月３日（日）は
年末年始の休園日と
なります。ご家庭で

楽しい年末年始をお
過ごしください。 

 

 

 

 

寄附を頂きました 
パンダ組いとうすずかさんの 

お母様よりハンドジェル、 

除菌ウエットティッシュ、 

毛布、マスクを頂きました。 

寄附頂いたものは、保育活 

動で大切に使わせて頂きま 

す。誠にありがとうござい 

ました。 

 

♪きじまけんすいくん（6 歳） 

♪こぐちおうがくん（4 歳） 

【ウイルス性胃腸炎の流行時期】 
冬になると毎年、ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎が流行します。ウイルス

に感染すると、1～2 日の潜伏期間の後、吐き気やおう吐、下痢、発熱、脱水など
の症状がみられます。 
嘔吐した直後は、すぐに水分や固形ものは与えず、口をゆすぐ程度がいいでしょ

う。その後、1〜2時間後からゆっくりと水分摂取を始めてください。 
また脱水症状になると、体の血液量が減り、循環不全（顔色が悪い、手足が冷た

いなど)を起こします。観察も怠らずにしましょう。 
ノロウイルスは人から人へ感染する場合と、食品から感染する場合があります。

手についたり乾いて舞い上がったウイルスが口に入る、ウイルスに汚染された食品
を食べる、吐物や排せつ物の処理の時に口に入ってしまう等、様々なルートがあり
ます。 
予防する最も有効な対策は手洗いです。トイレの後、調理・食事の前は、必ずせ

っけんで洗いましょう。 
ウイルスは下痢やおう吐の症状がなくなってからも約２週間は体から排出されま

す。その間は感染することがありますので処理方法が重要となっていきます。 
 

＜床などに飛び散った汚物を処理するとき＞ 
（1）使い捨てのマスクと手袋をします。窓を開けるなり、換気をしましょう。  
（2）汚物を使い捨ての布やおむつ等で、外側から内側に向けて、静かに拭き取り

ます。汚れた面での二度拭きはしないで下さい。  
（3）ふき取った後は塩素系漂白剤（ハイターやブリーチなど次亜塩素酸ナトリウ

ムと表記してある物）や哺乳瓶用の消毒液などで消毒します。 
※石けんやアルコールでは死滅しないので注意しましょう。  

（4）使用したタオル・マスク･手袋・おむつなどはビニール袋に入れてしっかり閉
じて捨てます。処理後は手洗いを忘れずに。 

＜汚物がついた衣服などの処理＞ 
感染予防の為、洗濯はほかのご家族のものと別にしましょう！  

（1）手袋・マスクを着けます。窓を開けるなり、換気をしましょう。  
（2）水の中で静かに下洗いします。水洗いすることで付着している 

ウイルスを減らすことができます。  
（3）下洗い後、漂白剤の入った洗剤をいれ、洗濯機を用いて 

洗濯してください。洗濯はほかのご家族のものと別にしましょう！ 
   ※漂白剤がない場合は熱湯の湯をかけ、熱殺菌してください。 

８５度以上の熱湯で１分以上加熱するとウイルスを死滅することができま
す。また、捨てられる物ならば、ポリ袋に入れて捨てることも効果的です。 

 
 

 

 １２月は幼稚部でピザパーティーを

行います。お給食に出る食材の中から、

みんなで好きな食材を選んでもらう予

定です。各クラス、絵と説明で食べたい

ピザを表現してもらい、給食室職員で作

ります。どんなピザがリクエストされる

のか、給食室職員は絵の通りにピザを再

現することが出来るのか、楽しい時間を

みんなで共有できればと思います。 

 おたんじょうび
おめでとう★ 

 

♪くろすりんかちゃん（4 歳） 

♪いとうはるとくん（4 歳） 

キリン組、いわむらかなでくんが 

描いてくれたピザです♪ 

入選おめでとう！！ 

彩の国みどりの絵画コンクール    

入選 キリン組 おおではるさん 

ポラスおえかきコンクール 

入選 ライオン組 いしかわかいくん  

          まつおかあらたくん 

ま

つおかあらたくん 

 

【頭ジラミに注意】 

頭ジラミは人の頭髪に寄生する虫で毛同士の接触で感染します。 

今は冬でも暖かい環境が多く、一年中注意が必要です。髪をとかしている時やお風

呂などのときによく見てあげましょう。もし卵や虫がいたら家族全員で駆除するこ

とが必要です。病院などで適切な処置を受けましょう 


