２０２２・３月 園長 小林康子
今年の冬は雪がたくさん降りましたね。園庭に２つのそり山
が出来、マイそりで園庭は大賑わいでした。３月に入りますと
地面は確かに暖かくなっています。雪が消えるのが早く春が近
づいているのを感じます。
２月には、榎の木の三大行事である「道しるべ展」が終了し
ました。造形活動は日常行っていますが「道しるべ展」ではそ
の一部を観ていただきました。子ども達の表現に対する喜びと
心の躍動そして豊かな感性を観ていただけたと思います。各学
年、子ども達なりに培った技術で友達関係を深めながら夢中で
造り上げたものです。
“大人の想像を超えた作品だったとアンケ
ートにもあり嬉しかったです”素敵な作品展を望んでいるわけ
ではなく、造り上げるまでのプロセスを先生たちは大事にして
います。年長さんはグループ活動の集大成で、主体的に自分た
ちで考え、自分たちで判断し、自分たちで責任をもって造り上
げることが出来、ワクワク・ドキドキで造った姿を感じとるこ
とが出来たと思います。そんな年長さんの姿を見た年中・年少・
アリスさんはどんな刺激を受け、これからどんな成長をするの
か楽しみです。
“卒園大冒険”雪山に挑戦するぞー！“
そんごくうはいなかったけど、あきらめ
ない気持ちがまた強くなったね！
“鬼がでたゾ～”
＜卒園大冒険＞
年長さんにとって園生活の締めくくりの時期です。今年は雪
山への挑戦でした。
“もうダメ！”という女の子。そんな女の子
を引っ張ったり、押したりしてくれる男の子。頼もしくて微笑
ましい姿をみることが出来ました。…大人になったなあ！…こ
の冒険が終わると小学校への期待が大きく膨らみ、一日一日が
クラスの仲間と過ごす貴重な時間になります。最後に園でやっ
てみたいことをたっぷりやりながら年長の育ちを実感出来る素
敵な時間にしたいと思います。
↓
先日“園長先生！グッピーとメダカにもう一度餌をやるチャ
ンスを下さい”という男の子がいました。心の中で子どもが“チ
ャンス”なんて使うのかな？とビックリし、忘れるかな？と思
っていましたが次の日覚えていて餌をやる事が出来ました。自
分の思いを伝える事が出来た事を褒めてあげました。そんな思
いをみんな出し切って卒園してほしいなあ！と先生達で微笑み
ながら話し合いました。
“ぐっぴーもいい働きをしてくれたなあ”…ご褒美に沢山餌を
かってこよう！…（心の言葉）

今月の目標
◎春の訪れを知り、進級・進学に喜びを感じる。

学年の目標
年 長：卒園の喜びや小学校生活への期待を持ち、自信を持って行動する。
年 中：進級することへの期待や喜びを持って生活する。
年 少：進級に向けて期待感と自覚を持つ。
アリス：満３歳児→進級への興味関心を持つ。
満２歳児→保育者や友達と一緒に、イメージを膨らませて遊ぶことを楽しむ。
満１歳児→保育者や友達と好きな遊びを十分に楽しむ。
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●１日に予定していました避難訓練ですが、
１５日に延期になりました。

英（少）体力作り（中）

●１１日（金）は卒園式前日の為、１号認定
のお子様は午前保育になります。

ひなまつりお楽しみ合同誕生会

入園面談（２号）

●１３日（日）は第５４回卒園式です。年長組
のみの登園になります。

ありがとうさよなら
午前保育

第５４回卒園式

避難訓練
体力作り（ア）

●２６日（土）の在園児懇談会は１０時から始
まります。クラス、担任発表等があります。
欠席される方は事前に現担任までお知らせ下
さい。４月から年少組に進級するキング組の
満３歳児さんは入園ガイドにご参加下さい。
クイーン・エース組さんは午前中にアリス組
で行われる在園児懇談会にご参加下さい。

ティンク
体力作り（少）
チクタク

３学期終業式

午前保育

春分の日
春休み

●幼稚部は３月２２日（火）～４月６日（水）
まで春休みとなります。何か事故等があれば
必ず幼稚園にご連絡下さい。

●３０日（水）３１日（木）は家庭協力日とな
っております。新年度に向けて準備・研修等
がある為、ご家庭でお子様を見れる保護者様
はご協力お願い致します。

在園児懇談会・入園ガイド

【３月の子育て支援事業】
☆ティンクルームのご案内☆
（園の定める火曜日

対象年齢：０～１.５歳）

☆１５日「フォトフレーム作り」
☆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～就園まで）

☆１７日「フォトフレーム作り」
※人数把握の為事前のウェブ予約をお願い致し
ます。

園をのぞいてみよう

道しるべ展
2 月１１日は道しるべ展でした。今回の道しるべ展も感染対策をしながらの開催でしたが、子ども達の一年間の
成長の足跡を沢山の方に見て頂き、嬉しく思いました。ありがとうございました。
作品そのものだけではなく、そこに至るまでの子ども達のプロセスやその時の思いを写真や吹き出しを通して感
じて頂けた事と思います。今回の展示も、子どもが日々の幼稚園生活の中で主体的に取り組んできた物や遊びの
中で始まった制作など子ども達の声や思いから形となっていった物を中心に展示していきました。年長さんの細
かいところまで工夫された遊園地は見てるだけで本当にワクワクさせられました。これからも豊かな感性を大い
に認め、表現する楽しさを味わえる環境を提供していきたいと思います。

卒園大冒険
2 月２２日は卒園大冒険がありました☆今年は雪が多く一面真っ白！雪の大冒険となりました！ある日、年長
さんのお部屋に孫悟空から挑戦状が届いていました。年長さん！卒園に向けての最後の力試しです！「最後ま
で諦めずに登れるかな？」雪が積もった山道を子ども達は一生懸命に登りました。途中目印を見つけると、お
友達に「あったよー！」と教えてあげ、穴が空いてるところを見つけると「そこ危ないから気を付けて」とち
ゃんと後ろのお友達の事も気遣う年長さん。年長全員の力を合わせて見事頂上まで登る事ができました☆頑張
った後のお弁当の味は最高でした

食育コラム

晴天のもと、背丈ほどもある雪の壁の下から雪どけ水が流れ、氷のように固まった雪がかき氷のよう
にザクザクと溶けだしました。松の木を覆っていた厚く積もった雪を払いのけると、緑色の松葉の下に
雪は無く、地面が顔を出していました。春の準備が始まっています。
さて、子どもは体が小さい割にはたくさんの量の栄養素を必要とします。生命を維持するための代謝
を基礎代謝と言いますが、体重 1 ㎏ 1 日あたり基礎代謝量は、3～5 歳男児が 54.8（kcal/kg 体重/日）、
女児が 52.2 （〃）
、30 歳男性が 22.5 （〃）、女性が 21.9 （〃）と、子どもは大人のほぼ 2 倍。そ
の上、子どもは身体が発育し、精神機能や運動機能、食べる機能や消化吸収機能が発達する時期なので、
たくさんのエネルギー量が必要となるのです。一方、胃の容量は、大人が 1200～1400ml なのに対し
て、3～5 歳児は 400～650ml しかありません。1 回に食べることができる食事量は胃の容量までです
から、子どもが 1 日に必要なエネルギー量を 3 度の食事だけで摂ることが難しいのは明らかです。そこ
で、おやつ（間食）の出番。食べきれない分をおやつで補うことが必要となります。
それでは、おやつの量はどれくらいが良いのでしょうか？少ないとエネルギー量不足が心配ですし、
多いとお腹がいっぱいでその後の食事が食べられないということにもなりかねません。適量は 1 日の必
要エネルギー量の 10～15％、1～2 歳児なら 100～150kcal、3～5 歳児なら 200～260kcal 程度、
これを 1～2 回（午前・午後）に分けます。内容は、子どもは消化・吸収能力をはじめ内臓の機能が未
熟ですから、甘いものや油っこいもの、塩辛いものに偏らないようにします。特に甘い糖分は吸収が速
いため、食後早くに血糖値が上がり満腹感が起きてしまうので、食事前には与えないようにします。小
さな食事と考えると、牛乳・乳製品や穀類（おにぎりや甘くないパン）や果物などを組み合わせると良
いでしょう。お楽しみに市販のお菓子を利用する際は、まず量を決める、甘いお菓子の時は甘くない飲
み物と組み合わせる等工夫し、時間を決めてあげてください。時には、子どもと一緒に手づくりおやつ
に挑戦するのも楽しいですね。
会津大学短期大学部

鈴木秀子

●お知らせ●
延期されていたクリーン作戦ですが、３月７日（月）～１８日（金）の間、14:30～17:30 の時間で行
うことになりました。なお該当している保護者の方にはお手紙が配布されていますので、確認して頂き、
希望の日時を書いて提出して頂きますようお願い致します。

あっという間に 3 学期も残りわずかになってしまいました。今年は雪が多く手作りソリが
大活躍しました！！保護者の皆様ありがとうございました。
全学年お別れ参観も無事に終わり、いよいよ年長さんは卒園に向け、年少・年中さんは進級
に向けラストスパートです。年中さんはもう自分達でしっかり、年長さんから任された仕事
をお友達と協力しながら行っています。年少さんは「次は年中さんになる☆」と得意げです
しかしまだまだ就学に向けて、進級に向けて不安な思いもある子ども達です。そんな思
いを受け止めながらしっかりと最後まで見守っていきたいと思います。そしてこれから過ご
す一日一日を大切に子ども達と過ごして行きたいと思います。チロルチョコ

令和４年

道しるべ展アンケート

・記述式のアンケートはご意見を抜粋させていただきますので、ご了承下さい。
【回答１０４名】
１．

道しるべ展はいかがでしたでしょうか？
・良かった（９６名） ・まあまあ良かった（８名）
・あまり良くなかった（０名） ・悪かった（０）

２．

作品から年齢別・個人別の成長が理解できましたか？
・よく分かった （８８名） ・まあまあ （１６名）
・分かりずらかった（０）

３．

今回の各クラス人数を分けての登園はいかがだったでしょう？
・良かった（９５名） ・まあまあ良かった（９名） ・あまり良くなかった（０名）
・悪かった（０名）

４．

道しるべ展の冊子（成長の足跡）はいかがだったでしょうか？
・分かりやすかった（８７名） ・まあまあ分かりやすかった（１６名）
・分かりずらかった（０名）

５．

・なくてもいい（1 名）

その他、ご意見やご感想がありましたらお聞かせ下さい。

・分散しての見学だったので距離を保ってゆったりと作品を見ることができて良かった。駐車場も混雑
がなく良かった
・難しい状況のなか開催していただきありがとうございます。細かく人数分けしていただき安心して登
園することができましたこと感謝いたします。子ども主体であたたかな作品展でした。
・時間は短くなってしまいましたが、人数が少なく見やすかったです。子供のコメントや先生方がつけ
て下さったコメント、制作中の写真なども見ながらどんな風に制作していたのか想像しながら見ました。
年長さんになると創意工夫してこんなに素敵な遊園地が作れるのかと感心しました。遊園地は時間が足
りずじっくりいつまでも見ていたいなと思いました。いつも子供達の作品を素敵に展示してくださりあ
りがとうございます。
・難しい状況の中、直前まで工夫して開催していただき、ありがとうございました。
自信を持ってイキイキと案内してくれる子供を見て、中止にならなくて良かったと思いました。

・子供たちの作品がカラフルで素敵でした^ ^コロナが増えてしまって保護者が 1 人しか参加出来なかっ
たのが残念でしたが子供と一緒に作品を観れてとても楽しかったです！お疲れさまでした^ ^
・直近での変更など、大変だったかと思いますが、開催してくださってありがとうございます。
限られた時間なので、自分の子供の作品周りしか見ることができませんでしたが、作品を通して、いろ
いろな活動を体験していることがわかりました。ありがとうございました。
・家で描く絵とはまた違った表現のある絵を見ることができて大変良かったです。こんな感じに描ける
のか〜いろいろ考えて作製できるんだなぁと新しい発見もありました。お忙しい中の準備、開催して頂
きありがとうございました。
・コロナ禍で大変な中、開催していただき本当にありがとうございました。子どもの成長が見れて良か
ったです。

・道しるべ展はじめ、紙でいただくお便り関係もコドモンのお便りとして配信してほしい。
・自分の作品が何処に展示してあるかを把握していて、しっかり案内してもらいました。

アンケートのご協力ありがとうございました！
今年度もコロナウイルス感染拡大防止の為、各学年グループごとの観覧とさせて頂きました。
今回初めて参加された保護者様も、お子様の成長や発達を作品から沢山感じたとの感想を多く頂きまし
た。人数も混雑することなくお子様の案内でゆっくり観覧できたというご意見を多く頂きました。また来
年度どういう形になっているか分からないところはありますが、頂いたご意見を参考に、今後も子ども達
の成長のあしあとを分かりやすくお伝え出来るよう努力していきたいと思います。それぞれ学年・年齢に
違いはあれど、子ども達の生み出すアイディアや想像力は大人の想像をはるかに超えるそんな場面に沢山
出会いました。また次の道しるべ展でも保護者の皆様と共に子ども達の成長を感じていけたらと思いま
す。色々制限がある中、ご理解ご協力頂き大変ありがとうございました。

ほけんだより

２０２２年２月末日号
学校法人 白梅
認定こども園 榎の木

今年は雪も多くまだまだ寒い日が続いています。胃腸炎がはやり始めてきています。体調を崩しているときは無
理せず休養を取り、園生活を楽しく過ごせる様にしましょう。

吐いた時は…
子どもは少しの刺激でも吐くことがあります。吐い
た時は嘔吐物が気道に詰まって窒息しないよにしま
しょう。口の周囲をきれいにし、嘔吐物の内容を確
認します。その後、体温を測り、顔色や呼吸の状態
などをチェックします。うがいができる年齢の子ど
もなら、うがいをさせ、衣服が汚れていたら取り替
えてあげましょう。水分補給は吐き気が治まるまで
は控え、子どもが水分を欲しがるようなら、経口補
水液や麦茶を少量ずつ飲ませてみましょう。水分を
吐かないことを確かめてから固形物を食べさせるよ
うにしましょう。何回も吐くことにより体力を消耗
させ、脱水を起こしてしまいます。このようなとき
は病院を受診しましょう。受診する際は、何回吐い
たか、水分は取れているかを伝えましょう。

下痢をした時は…
便の状態を確認します。色、固さ、血液が
混じっていないかなどをチェックし、受診
する時に説明できるようにします。便の写
真を撮り、医師に診てもらうのもよいでし
ょう。

下痢の時の食べ物
おかゆ、うどん、野菜ス
ープ、バナナ、りんごの
すりおろしなどが適して
います。生野菜や、柑橘
系の果物、バターの多い
パン、油っこい物、消化
の悪い物は避けましょ
う。ヤクルトや甘いジュ
ース等も避けましょう。
子どもは胃腸が未熟なので、よく下痢になります。ノロウ
イルスやロタウイルスを伴う下痢は、周囲への感染を防ぐ
ため、病院を早めに受診しましょう。

３月３日は「みみの日」です。耳は、音を聞いたり、体のバランスを感じ取ったりする大切な器官です。子どもの耳ならではの特
徴を知って、耳を守りましょう。

