
  
                                                                    

   

 

 

２０２２・１２月 園長 小林康子 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

＜3園交流会 2022・11・19＞ 

 “三園交流会大成功!!” 

準備をしていただいた総務の皆様、参

加者の皆様お疲れ様でした。そして 

ありがとうございました。 
＜お遊戯会 2022・12・10＞  

 幼稚園生活の大部分は遊びで、遊び

は学びとよく言われます。遊びには子

どもの成長や発達にとって重要な要素

が多く含まれています。それでは遊び

にはどんな学びがあるのでしょうか？ 

この発表会の過程の中で工夫した

り、試行錯誤したり、挫折感を味わった

り、友達と葛藤したりして考えを巡ら

せながらやっていることが、相手と折

り合いをつける力や感情をコントロー

ルする力などを学んでいます。こんな

経験を重ねながら生きるために必要な

資質能力を身に付けています。そんな

所も発表会で見ていただければと思い

ます。 

「年長さん！」 

  

「アリスさん！」 

さん 

「年少さん！」 ＜師走＞ 

12 月は子ども達が楽しみにしている餅つきやクリスマスなどがあります。餅つきの由来であったり、クリスマ

スに関わる本を読んだり、お子様と一緒に調べてみましょう。きっとおもしろい発見があると思います。クリスマ

スはすっかり年末の風物詩ですね。クリスマスは夢のような話です。子ども達の夢を壊さないようにしたいです

ね！ それが終わると大掃除、そして大晦日です。今年も年の瀬を迎えます。２学期も沢山のご協力をいただきま

して本当にありがとうございました。良いお年をお迎え下さい!! 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

  ありす組 年少・年中・年長組 

１ 木  

2 金              

3 土  

４ 日  

5 月  

6 火  

7 水  

8 木 リハーサル④ 

9 金                       午前保育 

10 土 みてみて素敵でショー 

11 日  

12 月 発表会振替休日 

13 火 避難訓練（PM）  英（中） ティンク 

14 水 まっしろなふわふわ（餅つき）  幼個人面談 

15 木 １２月合同誕生会     幼個人面談 

16 金 ２学期終業式        午前保育 

17 土  

18 日   

19 月  冬休み 

20 火   

21 水  

22 木                       チクタク 

23 金  

24 土  

25 日     

26 月           

27 火 家庭協力日 

28 水 家庭協力日 

29 木 完全休園 

30 金 完全休園 

３１ 土 完全休園 

 

学年の目標 
年 長：自分たちで考えたことを遊びの中で実現したり、表現したりする楽しさを味わう。 

年 中：クラスの友だちと集団遊びを楽しみながらつながりを深めていく。 

年 少：自分のイメージを様々な場で表現して楽しむ。 

アリス：満３歳児→身の回りのことを意欲的にやろうとする。 

満２歳児→保育者とのやりとりや絵本などを通して話すことを楽しむ。 

満１歳児→保育者や友だちと触れ合いながら楽しむ。 

今月の目標 
◎友だちと協力したり、創意工夫する意欲を養う。 

◎自分なりの表現活動を楽しむ。 

〈特記事項〉 
●９日（金）は、１号認定児のお子様は午前保

育になります。お間違えのないようお願い致

します。 

 
●１０日(土)は、「みてみて素敵でショー」です。 

今年度は全学年文化センターで行います。詳細は 

お手紙をご確認下さい。 

 

●１２日（月）は発表会の振替休日となりますので、

１号認定児さんはお休みになります。 

 

●１４日（水）・１５日（木）の個人面談は希望の方

になります。詳しい内容はお手紙がでますのでご

確認下さい。 

 

●１４日（水）は、お餅つきです。園でついたお餅

を食べます。空のお弁当箱・箸（フォークセット）

を忘れずにお持たせ下さい。 

 

●１６日（金）は、１号認定児のお子様は午前保育

になります。お間違えのないようお願致します。 

 

 

●１２月２９日から１月３日は完全休園 

 

☆ティンクルームのご案内☆ 
（園の定める火曜日 対象年齢：０～１歳半） 

☆１３日 「看護師さんとの相談会」 
 

 

☆チクタクキッズのご案内☆ 

（園の定める木曜日 対象年齢：１.５歳～就学前） 

☆２２日「クリスマス飾りを作ろう」 

 
※人数把握の為、事前の web 予約をお願い致しま

す！ 

Welcome 

キング組 おおかわら れいじくん 

エース組 くぼた こうくん 

たが ゆずきちゃん 



 

お買い物ごっこ 

１１月５日はお買い物ごっこがありました。今年度も学年別の開催となりましたが、この日をとっ

ても楽しみにしていた子ども達です 外のよろずやさんのお買い物ブース・フリーマーケット・制

服販売・無料食器コーナー・食べ物引き換えブースと中も外も前回よりパワーアップして充実したも

のとなりました！！子ども達は本物のお金を握りしめ「これください」と先生とのやり取りを楽しん

でいました。年中・年長さんは自分のお目当ての物を決めていて園長先生のカランコロンの鐘が鳴る

と一目散に走っていきました☺買った後はお友達同士「何買った～！？」と見せあいっこしていた子

ども達です。欲しい物変えたかな？ 

 
 

報恩講 

１１月９日はお悟りを広めた親鸞様の命

日です。この日は幼稚園隣の真龍寺さんか

らご住職様をお迎えして親鸞様はどんなお

方だったのか話して頂きました。親鸞様は

とっても頭がよく、沢山の厳しい修行をさ

れた方だったようです。年中・年長さんが

親鸞様に献花献香をし手を合わせました。

読経の時間では心を静かに目をつぶり、小

さい手を合わせていた子ども達です。 

３つのお約束を守ってのの様が喜ぶ私達に

なっていこうね☆ 

園をのぞいてみよう！ 



 

みごとに黄金色だった田んぼは、稲刈りが終わって稲株だけになり、北風をよけるための冬囲いの柱

が立てられました。田んぼの中に見える無数の白い塊は白鳥でした。そして本日は二十四節気の小雪。

そろそろ雪が舞ってくるころです。 

15 年ほど前、バケツ苗を育てている幼稚園で、「いただきます・ごちそうさま」という紙芝居を読み

ました。「稲の苗は、広い田んぼで太陽の光や雨水や農家のおじさんの手を借りて大きくなって実をつ

ける。せっかく大きくなって実をつけたのに、刈り取られてしまい、人間が食べるお米となって食べら

れてしまう。お米の生きている命をいただいているのだから、感謝して食べよう」というあらすじです。

読み終えた途端、ある園児から「そのままにしておいたらどうなるの？」と聞かれました。刈り取らず

にそのままにしておいたら‥‥、「葉っぱや茎が枯れて、稲の実が土にこぼれ落ちる。落ちた実は、寒

い冬を越して、暖かい春が来たら、芽吹いて、大きく育って、また実をつける」と説明しました。「あ

あ～」と安堵したような、納得したような表情でした。子どもたちにとっては、稲も自分と同じに生き

ているということを感じていたのでしょう。むしろ、大人の私たちの方が食べものをモノとして見てい

て、粗末に扱っているかもしれないと反省しました。そして、もしかしたらですが、その時のバケツ苗

は刈り取られずに、そのまま春を迎えることができたかもしれません。 

さて、新米の季節、つやつやに炊きあがった白いご飯を目前にして幸せを感じています。この幸せは、

自然と農家の皆さんの御尽力の賜物です。感謝しながら、大事に食べようと改めて思っています。 

                                      会津大学短期大学部 鈴木秀子 

 

食育コラム 

●お知らせ● 

園庭にあった丸太アスレチックですが、１２月末にリニューアルされて帰って来ます。また子ど

も達が沢山遊べるようなアスレチックになっていると思いますので、どうぞお楽しみに！！ 

 

編集後記 

発表会を目前に控えた子ども達、今本番に向けて仕上げている真っ最中です！！年長さんは初めての

白虎隊！にオペレッタですが、日に日に表情が真剣になってきています。どのクラスも個性豊かで、子

ども達の主体的な表現が光っています。今年度は３年ぶりに文化センターで公演されますので楽しみに

していただければと思います。チロルチョコ 

●保護者の皆様へ● 

 １１月は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、急遽休園・自粛をさせて頂きました。 

保護者の皆様にはご協力頂き誠にありがとうございました。まだ全国的にも増加傾向にありますので、

園児本人やご家族が濃厚接触者となった場合や PCR 検査・抗原検査を受けることとなった場合は、 

必ず園までご報告をお願い致します。またいつから登園していいか心配な際はフォローアップセンター

へご連絡下さい。TEL0120-897-089  (24 時間対応) 



２０２2 年お買い物ごっこアンケート 

【回答 67 名】 

・記述式のアンケートはご意見を抜粋させて頂きますので、ご了承下さい。 

 

１、お買い物ごっこはいかがでしたか？  

●良かった６５名  ●まあまあ良かった２名 ●どちらかといえば悪かった０名 

●悪かった 0 名 

 

２、開始時間はいかがでしたか？ 

●良かった６０名  ●まあまあ良かった７名 ●どちらかといえば悪かった 0 名 

●悪かった０名 

 

３、本物のお金でのやり取りはいかがでしたか？ 

●良かった６４名 ●まあまあ良かった３名 ●どちらかといえば悪かった０名 

●悪かった０名 

 

４．フリーマーケットやよろず屋さんでのお買い物はいかがだったでしょうか？ 

●良かった５７名 ●まあまあ良かった１０名 ●どちらかといえば悪かった０名 

●悪かった０名 

 

５、保護者さんの買い物時間はいかがでしたか？ 

●良かった５２名 ●まあまあ良かった１３名 ●どちらかといえば悪かった２名 

●悪かった２名 

 

６、お子様は満足していたでしょうか？ 

●満足していた６７名 ●まあまあ満足していた０名 ●満足していなかった０名 

 

その他ご意見があれば記入下さい 

・これまでの様々な準備等ご苦労様でした。子どもはとても楽しかったと満足した様子で帰っ

てきました。年少から、実際のお金を使ってお買い物ができるのは貴重な経験になります。 

本日は大変お世話になりました。 

 

・年少の息子は財布を持つのも、お金を持つのも初めてなので、とても楽しかったようです。お

菓子のネックレスをずっと首にかけていました。年長の娘は欲しいものをすぐ手に取って、あっ

という間にお金を使いきったようでした。普段は買えなかったり、知らないお店の食べ物を購入



できたり、たくさんお野菜を購入することができました。ありがとうございました。 

 

・このスタイルになって 3 年目、随分前からこのお買い物ごっこを楽しみにしていました。前

日に並べられた商品をチラッと見て、『明日はあれほしいなー、これも欲しいな』と話してくれ

ました。 当日もニコニコして『これ、欲しかったんだよね』と、一つ一つ商品の説明をしてく

れ、また、留守番していた家族にもいろいろ選んできてくれました。素敵な商品の数々、準備も

色々大変だったと思いますが、子どもたち大喜びでした。ありがとうございました。 

 

・はじめて自分で買うお買い物、とっても楽しかったようで、帰り道で『もう一回いこ！』と何

度も言っていました。お金のやり取りは、本物はもちろん、遊びでもあまりやるのを見たことが

なかったのですが、先生方のおかげで、お買い物を満喫できたようです。ありがとうございまし

た。 

 

・こどもの購入してきた品物のクオリティーの高さに驚きました。あんぱんまんのバッチやキ

ルトでできたおままごとセット、本当に喜んで遊んでいます。丁寧に作ってあり、作ってくださ

った方に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。 

 

・絵本バックいっぱいにお買い物をして、大満足だったようです。日頃なかなか一緒に買い物

に行く機会が少ないので、自分でお買い物をする楽しさが十分味わえたと思います。 

 

・おつかいをしてみたい！と言い始めた娘は、このおかいものごっこを一年で一番楽しみにし

ていました。当日まであと何回寝たらおかいものごっこと毎日言っていました。当日もとても楽

しかったようです。楽しい行事をありがとうございました。 

 

・昨年と同じ 200 円のおこづかいでしたが、年中の時よりも買い物の品数が多く、いろいろ考

えながら買い物したんだなぁと成長を感じることができました。前日から何を買おうかとワクワ

クしていました。今年度も開催でき、ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケートのご協力ありがとうございました。 

昨年同様今年度もお買い物ごっことなり、保護者の方々や、厚生部・施設部・文化部・総

務の皆様の力をお借りして、子どもも保護者さんもお買い物ができる楽しい時間を過ごす

事ができました。当日はウキウキして登園してきた子どもたち。沢山の素敵な品物を前に

一生懸命選んでいる姿が印象的でした。帰りには、子どもと一緒に美味しい食べ物を買っ

て、お母さん達の買い物袋はいっぱいになっていました。保護者の方も楽しめたという回

答も多く頂いたので、次年度も子ども達と保護者の方が一緒に楽しめる時間を作れればと

思います。ご協力頂いた保護者の皆様・総務・各部の皆様誠にありがとうございました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＊保育園・幼稚園は、集団生活になりますので熱が出たり給食たべれなかり機嫌が悪かったりした時は、 

小児科病院の医療ひっ迫していることもあり受診が困難になっている為早めの対応をさせて頂いております。 

お忙しいとは思いますが園より連絡があった際には都合をつけて頂き早めのお迎えをお願いします。 

登園が可能になってからも再度熱が出たり咳がひどくお昼寝が困難場合、通常の食事量の 1/3 以上食べれ 

なかったりした時は、ご連絡させていただく可能性がありますのでご了承ください。下記の感染症にも 

どうよな対応をさせていただきます。子どもにとって園生活は、楽しくもあり疲れるところでもあります。 

病気がぶり返してしまい長引いてしまうことになります。しっかり治してから登園でお願いします。 

ほけんだより  

冬の気配を感じ初め、暖房器具を使用する時期になりました。インフルエンザやノロウイルスといった 

感染症も流行しやすい季節です。加湿と換気をしながら、体調管理には十分気をつけていきましょう。 

２０２２年１１月末日号 

学校法人 白梅 

認定こども園 榎の木 

 

急に高い熱が出て、ぐったりして元気がないときは、普通の風邪ではなく、インフルエンザ

かもしれません。インフルエンザは感染力が強く、子どもたちの間で流行しやすいため 

登園できない期間（登園停止期間）と、登園を再開できる目安が決められています。 



 
 
 
 
 
 

ヒトメタニューモウイルス 
気管支炎や肺炎などの呼吸器感染症を引き起こすウイルスの 

一種です。１～３歳の乳幼児に流行することが多いですが、 

大人にも感染します。 

特に乳幼児や高齢者は重症化する事があるので注意が必要 

です。 

3～5 日の潜伏期間があり咳（多くの場合１週間程度続きま

す） 

熱（38・0℃前後の高熱が４～５日続きます） 

鼻水等の風邪症状が見られます。 

悪化するとゼーゼー、ヒューヒューといった呼吸がみられ、 

呼吸困難等の症状が現れます。 

細菌の同時感染にも注意が必要！ 

熱が 5 日以上続く時には、細菌にも感染している可能性が 

ありその場合は抗菌薬が必要になります。熱が長引く時は 

中耳炎や細菌性の肺炎などを起こしていることがあるので 

早めに再度受診しましょう。 

飛沫感染と接触感染することで感染が拡がってしまいます。 

手洗いうがい等の感染予防をしましょう。 

基本は対処療法となります。水分を少量ずつ 

細目に取り加湿を十分にして暖かくしゆっくり

休みましょう。咳がひどく食べ物を吐いて 

しまったりする時は、無理はせず少し時間を 

空けてから少しずつのど越しがよく消化の 

いいものを取るようにしましょう。何度も吐く

ようなら脱水に陥ってしまう可能性があるので 

かかりつけ医に相談しましょう。 

登園の目安は、排出されているウイルス量が 

多いのが発熱１～４日目で１～２週間続くと 

言われますが、解熱し(解熱剤等を使用せず 

24 時間３７・5℃以上になっていない)咳、鼻水が

落ち着き食欲が戻り（通常の量の 1/3 程度食べ 

られる）元気になれば登園可能と考えてよい 

でしょう。 

２０１８年度より登園許可書が必要な感染症と 

なりました。登園可能になった際は、提出を 

お願いします。 

オミクロン株‼ 

新型コロナウイルスの一つ。 

飛沫感染、接触感染し、人から人へ感染を

拡大させていきます。感染力がとても強く

あっという間に広がっていきます。発症す

るまでの期間は 5 日から最長で 14 日とされ

ていますがほとんどの人が 10 日以内までに

発症されています。症状としては、発熱、

倦怠感、の咳、鼻水、どの痛みの順に多く

みられます。小児の特徴としては、無症

状・軽症者が多い。 

しかし発熱時のけいれん、嘔吐、のどの痛

みなどの出現頻度が増加しています。 

治療法は対処療法となります。 

手洗い、うがい、3 密を避ける等の感染予防策 

が大切です。陽性者になってしまったら速やかに園に

ご連絡をお願いします。 

感染したのち、自宅療養・入院療養・宿泊所療養 

となります。陽性者の待機期間は、症状が出た 

翌日から 7 日間 8 日目に解除となります。 

濃厚接触者については、陽性者と接触があった最終日

を 0 日とし 5 日目まで 6 日目に解除となります。 

登園時に登園届の提出をお願いする 

場合があります。 

感染拡大が、また深刻化してきています。再度確認しておきましょう 

●○新型コロナウイルス○● 


