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この時期、子どもは身体全体を使って遊んで全身のバランスのとれた発達を目ざすことがこの時期、子どもは身体全体を使って遊んで全身のバランスのとれた発達を目ざすことがこの時期、子どもは身体全体を使って遊んで全身のバランスのとれた発達を目ざすことがこの時期、子どもは身体全体を使って遊んで全身のバランスのとれた発達を目ざすことが

のために公園の遊具や野原で身体の全てを動かして遊ぶことが必要ですが、のために公園の遊具や野原で身体の全てを動かして遊ぶことが必要ですが、のために公園の遊具や野原で身体の全てを動かして遊ぶことが必要ですが、のために公園の遊具や野原で身体の全てを動かして遊ぶことが必要ですが、

子ど子ど子ど子ど

もの身体のバランスのとれた成長の妨げになっています。もちろん、ばんけい幼稚園の教育もの身体のバランスのとれた成長の妨げになっています。もちろん、ばんけい幼稚園の教育もの身体のバランスのとれた成長の妨げになっています。もちろん、ばんけい幼稚園の教育もの身体のバランスのとれた成長の妨げになっています。もちろん、ばんけい幼稚園の教育

自然の中を楽しみながら歩くことを最も大切にしていますので、その効果はありますが自然の中を楽しみながら歩くことを最も大切にしていますので、その効果はありますが自然の中を楽しみながら歩くことを最も大切にしていますので、その効果はありますが自然の中を楽しみながら歩くことを最も大切にしていますので、その効果はありますが、、、、

脚力をつける脚力をつける脚力をつける脚力をつける

。エコ社会に協力できると共に健康や体力づ。エコ社会に協力できると共に健康や体力づ。エコ社会に協力できると共に健康や体力づ。エコ社会に協力できると共に健康や体力づ

身につけば身につけば身につけば身につけば    

    

            



    

食食食食習慣習慣習慣習慣を大切に･･･を大切に･･･を大切に･･･を大切に･･･    

終戦直後終戦直後終戦直後終戦直後((((60606060～～～～70707070 年前年前年前年前))))のののの日本は米をはじめ食糧が不足して日本は米をはじめ食糧が不足して日本は米をはじめ食糧が不足して日本は米をはじめ食糧が不足していて、人々はいて、人々はいて、人々はいて、人々は何時も何時も何時も何時も空空空空腹腹腹腹のののの状状状状

態でした。態でした。態でした。態でした。学校給食はそんな状学校給食はそんな状学校給食はそんな状学校給食はそんな状況況況況の中で育つ子どものの中で育つ子どものの中で育つ子どものの中で育つ子どもの栄養補栄養補栄養補栄養補給給給給を目的にを目的にを目的にを目的に始始始始まりました。まりました。まりました。まりました。    

ですから、その時に育った人々の多くは食にですから、その時に育った人々の多くは食にですから、その時に育った人々の多くは食にですから、その時に育った人々の多くは食に対対対対する関する関する関する関心心心心がががが強強強強く、今でも食く、今でも食く、今でも食く、今でも食べ物べ物べ物べ物を大切にしを大切にしを大切にしを大切にし

そそそそれれれれなりになりになりになりに良良良良い食習慣も身についていい食習慣も身についていい食習慣も身についていい食習慣も身についていると思いると思いると思いると思います。そして、その時ます。そして、その時ます。そして、その時ます。そして、その時((((子どもの子どもの子どもの子どもの頃頃頃頃))))に食に食に食に食べべべべたたたた

物物物物がががが値値値値段等に関わらず段等に関わらず段等に関わらず段等に関わらず好物好物好物好物になっているになっているになっているになっている傾向傾向傾向傾向があります。があります。があります。があります。    

そのことを考えると、そのことを考えると、そのことを考えると、そのことを考えると、小さ小さ小さ小さい時からの食習慣はとても大切でい時からの食習慣はとても大切でい時からの食習慣はとても大切でい時からの食習慣はとても大切で、、、、朝昼晩朝昼晩朝昼晩朝昼晩のののの食事をしっかりと食事をしっかりと食事をしっかりと食事をしっかりと

摂摂摂摂ることも、子どもの時からの習慣で身につきます。ることも、子どもの時からの習慣で身につきます。ることも、子どもの時からの習慣で身につきます。ることも、子どもの時からの習慣で身につきます。    

ばんけい幼稚園でばんけい幼稚園でばんけい幼稚園でばんけい幼稚園ではははは、、、、盤渓盤渓盤渓盤渓のののの畑畑畑畑に自に自に自に自分分分分達で達で達で達で植植植植ええええ世話世話世話世話をし、をし、をし、をし、無農薬無農薬無農薬無農薬とととと有機肥料有機肥料有機肥料有機肥料で育てたで育てたで育てたで育てた作物作物作物作物

の本の本の本の本物物物物のののの味味味味をををを味味味味わう教育活動わう教育活動わう教育活動わう教育活動をこれまでよりをこれまでよりをこれまでよりをこれまでより少少少少し広げてし広げてし広げてし広げて取取取取りりりり組組組組んでんでんでんでいきたい考えていますいきたい考えていますいきたい考えていますいきたい考えています。。。。    

食食食食物ア物ア物ア物アレレレレルギルギルギルギー等のー等のー等のー等の難難難難しいしいしいしい問題問題問題問題もあもあもあもありりりり、、、、心心心心をををを配配配配らなければならないらなければならないらなければならないらなければならないこともこともこともこともありますが、ありますが、ありますが、ありますが、皆皆皆皆

様との様との様との様との連携連携連携連携をををを密密密密にすると共に幼稚園としてできることににすると共に幼稚園としてできることににすると共に幼稚園としてできることににすると共に幼稚園としてできることにはははは万万万万全を全を全を全を尽尽尽尽くし、くし、くし、くし、皆皆皆皆様の様の様の様のご理ご理ご理ご理解と解と解と解とごごごご

支援支援支援支援・・・・ごごごご協力をいただきながら協力をいただきながら協力をいただきながら協力をいただきながら進進進進めてめてめてめて参参参参りたいと考えています。りたいと考えています。りたいと考えています。りたいと考えています。    

    

    

子どもの安全を守るために…子どもの安全を守るために…子どもの安全を守るために…子どもの安全を守るために…    

大切な大切な大切な大切な宝宝宝宝である子どもをである子どもをである子どもをである子どもを預預預預かる幼稚園として、いろいろなかる幼稚園として、いろいろなかる幼稚園として、いろいろなかる幼稚園として、いろいろな危険危険危険危険をををを想定想定想定想定してしてしてして安安安安全に全に全に全に対対対対するするするする対対対対

策を策を策を策を講講講講じるのは欠かすことができません。じるのは欠かすことができません。じるのは欠かすことができません。じるのは欠かすことができません。特特特特に、に、に、に、ばんけい幼稚園はばんけい幼稚園はばんけい幼稚園はばんけい幼稚園は自然の中で活動自然の中で活動自然の中で活動自然の中で活動するするするする機機機機会会会会

が多く、バス通園もしていますので、が多く、バス通園もしていますので、が多く、バス通園もしていますので、が多く、バス通園もしていますので、常常常常にににに危機意識危機意識危機意識危機意識をををを持持持持って活動しています。って活動しています。って活動しています。って活動しています。    

基本的には、ばんけい幼稚園基本的には、ばんけい幼稚園基本的には、ばんけい幼稚園基本的には、ばんけい幼稚園のののの＜＜＜＜安全管理マニュアル安全管理マニュアル安全管理マニュアル安全管理マニュアル＞＞＞＞をををを作作作作成し、それを基成し、それを基成し、それを基成し、それを基

にして、子どものにして、子どものにして、子どものにして、子どもの安安安安全を最全を最全を最全を最優先優先優先優先にしにしにしにしてててて活動して活動して活動して活動していまいまいまいますすすす    

○○○○防防防防犯犯犯犯カカカカメメメメラをラをラをラを備備備備えて、えて、えて、えて、24242424時間時間時間時間作作作作動動動動ささささせせせせ監視監視監視監視をしをしをしをしていますていますていますています    

○○○○散散散散歩等、外で活動する場合には、歩等、外で活動する場合には、歩等、外で活動する場合には、歩等、外で活動する場合には、無線機無線機無線機無線機をををを携携携携行して園との交行して園との交行して園との交行して園との交信信信信をしますをしますをしますをします    

○○○○自然の中での自然の中での自然の中での自然の中での危険危険危険危険なことをなことをなことをなことを想定想定想定想定して、して、して、して、熊熊熊熊ススススププププレーやスレーやスレーやスレーやスズメズメズメズメババババチチチチススススププププレー・けがのレー・けがのレー・けがのレー・けがの応急対応急対応急対応急対            

    策策策策用品用品用品用品等を等を等を等を携携携携行し、行し、行し、行し、適宜適宜適宜適宜、、、、本本本本部部部部とととと連絡連絡連絡連絡をををを取取取取り合うことにしていまり合うことにしていまり合うことにしていまり合うことにしていますすすす    

    ※※※※熊熊熊熊ススススププププレーは通りレーは通りレーは通りレーは通り魔魔魔魔・バス・バス・バス・バスジャジャジャジャッッッックククク対対対対策としても、使策としても、使策としても、使策としても、使用用用用することにしていますすることにしていますすることにしていますすることにしています    

○熊対○熊対○熊対○熊対策策策策についてについてについてについては、は、は、は、園の園の園の園の周辺周辺周辺周辺で活動で活動で活動で活動することを基本にし、スすることを基本にし、スすることを基本にし、スすることを基本にし、スキキキキー場とのー場とのー場とのー場との連絡連絡連絡連絡をををを密密密密にするにするにするにする

と共にと共にと共にと共に山山山山ににににはははは深入深入深入深入りしないことにしていますりしないことにしていますりしないことにしていますりしないことにしています－－－－自然体験の活動が減ることではありません自然体験の活動が減ることではありません自然体験の活動が減ることではありません自然体験の活動が減ることではありません    

※毎朝※毎朝※毎朝※毎朝、園、園、園、園周辺周辺周辺周辺をををを巡視巡視巡視巡視し、し、し、し、雷管雷管雷管雷管((((ピピピピスススストルトルトルトル))))でででで音音音音をををを出出出出して近づして近づして近づして近づけけけけないないないない工夫工夫工夫工夫ををををしていましていましていましていますすすす    



保護者の皆様へ                         園長 山内 武道  

                                         

 二学期をスタートするにあたり、全職員で下記のことを確認して活動を進めます。 12 月

までの長い期間、運動会をはじめ山の子祭り等、多くの行事も計画されています。保護者の

皆様と共通の考えを持って力を合わせ、一人ひとりの子どもが豊かな自然の中で楽しく活動

し、それぞれの個性や能力が輝きを増し成長する姿を見せてくれるように努力します。  
                                                                                                                                                                    

 
二学期の教育を進めるに当たって…二学期の教育を進めるに当たって…二学期の教育を進めるに当たって…二学期の教育を進めるに当たって… 

＝＝＝＝親の目親の目親の目親の目線線線線で子どもを見て、子どもの目で子どもを見て、子どもの目で子どもを見て、子どもの目で子どもを見て、子どもの目線線線線で子どもにで子どもにで子どもにで子どもに接接接接するするするする＝＝＝＝  

 

ばんけい幼稚園は大切な宝石の原石を預かり教育をしている。その原石は将来それぞれに

異なった素晴らしい光を放つ可能性を秘めている。間違った磨き方をしないようにし、心と

身体のバランスの取れた成長をするように心がけ、顕著な育ちの姿が見られる二学期の教育

に、全員が一致協力し謙虚な姿勢で、全力を尽くして子ども達を育てていきたい。  

 

《質の良い教育の工夫》…《質の良い教育の工夫》…《質の良い教育の工夫》…《質の良い教育の工夫》…活動の活動の活動の活動の過程過程過程過程で一人ひとりので一人ひとりので一人ひとりので一人ひとりの個性個性個性個性や能力をや能力をや能力をや能力を認認認認めめめめ伸伸伸伸ばすばすばすばす  

１．一律均等主義の指導に陥らないように留意し、一人ひとりの子どもが持っている個

性と能力を大切にする教育を工夫する（欠点指摘型指導に陥らない長所伸長型指導長所伸長型指導長所伸長型指導長所伸長型指導） 

２．子どもが興味や関心･意欲をもって活動することを大切にし、性急に結果を求めず活

動の過程を重視する（一つひとつの活動に十分時間をかけ、結果を急がない指導結果を急がない指導結果を急がない指導結果を急がない指導）  
３．保護者の願いや評価に謙虚な姿勢で耳を傾け素早い対応を心がけ、子どもが安心し

て楽しく活動し保護者に信頼される教育をめざす（親の目線で親の目線で親の目線で親の目線で子どもを見て、子ど子ど子ど子ど

もの目線もの目線もの目線もの目線で子どもに接するで子どもに接するで子どもに接するで子どもに接する）  

４．教師は研修の成果を実践に活かし“ばんけい幼稚園の教育”の質をいっそう充実発

展させていく意欲と心構えで指導する（実力を磨き、謙虚な姿勢謙虚な姿勢謙虚な姿勢謙虚な姿勢で）  

５．関係機関等との連携協力を積極的に行い、幼稚園・家庭・関係機関が共通の意識を

持って効果的な指導を進める（札幌市幼児教育センター・公立幼稚園・大学や研究

機関・進学する小学校との連携）  

《子どもの安全管理》…《子どもの安全管理》…《子どもの安全管理》…《子どもの安全管理》…最最最最悪悪悪悪をををを想定想定想定想定しししし油断油断油断油断することなくすることなくすることなくすることなく最最最最善善善善をををを尽尽尽尽くすくすくすくす                                                         
１．社会環境や自然環境の変化を敏感に捉え、子どもが事故や事件に遭遇しないよう安

全管理マニュアルを基に最善を尽くす…環境の変化に即した自然の活用環境の変化に即した自然の活用環境の変化に即した自然の活用環境の変化に即した自然の活用  

２．怪我などの事故に遭うことがないように十分気を配り、学年やグループの教師同士

が役割分担し連携協力して事故防止に努める…油断せず状況把握と備えの確認油断せず状況把握と備えの確認油断せず状況把握と備えの確認油断せず状況把握と備えの確認  
３．常に身の周りの危険を予測し、最悪を想定して最善を尽くす…情報収集・活動の場情報収集・活動の場情報収集・活動の場情報収集・活動の場

所選び・危険に備えての機器や用具の確認所選び・危険に備えての機器や用具の確認所選び・危険に備えての機器や用具の確認所選び・危険に備えての機器や用具の確認     

《謙虚な姿勢と自信を持った指導》…《謙虚な姿勢と自信を持った指導》…《謙虚な姿勢と自信を持った指導》…《謙虚な姿勢と自信を持った指導》…きめきめきめきめ細細細細かなかなかなかな観察観察観察観察とととと適適適適切な切な切な切な指導指導指導指導のののの工夫工夫工夫工夫  

１．子どもがおかれている状況や実態をよく把握して教師としての責任を認識し、相手

（子どもや保護者）の立場になって誠意を持って素早い対応をする  

２．社会の状況や出来事によく目を向け、それを自らのこととして受け止め、広い視野

を持って日常の指導に活かし具現化していく  

３．園だよりや学年だよりを通して、園の状況や姿勢を詳しく伝え理解を得て、保護者

と一体となり連携協力して子どもを育てる  

４．虹の会の“保護者が互いに学び合い支え合う役割”を大切にし、積極的に支援する。  

《《《《感染症予防のための対策》感染症予防のための対策》感染症予防のための対策》感染症予防のための対策》…………手洗手洗手洗手洗い・うがいのい・うがいのい・うがいのい・うがいの徹底徹底徹底徹底と家と家と家と家庭庭庭庭とのとのとのとの連携連携連携連携協力協力協力協力  

１．手洗い・うがいを徹底する…担任する以外の子どもの指導・子ども同士の協力  

  ※子ども同士の教え合いや助け合いも大切に（Ｏ 157・インフルエンザ等への対策） 

２．子どもの健康状態を注意深く観察し、家庭との連絡を密にする…迅速な対応と医療

機関や家庭との連携協力  

３．幼稚園と家庭が情報を共有し、効果的な対応を行う…関係機関や園医との連携協力  

＝＝＝＝一人ひとりの子どもの長所に目を一人ひとりの子どもの長所に目を一人ひとりの子どもの長所に目を一人ひとりの子どもの長所に目を向向向向け、け、け、け、結結結結果よりも果よりも果よりも果よりも過程過程過程過程を大切にする教育を大切にする教育を大切にする教育を大切にする教育＝＝＝＝  

 



 

 

 
父さんの会より父さんの会より父さんの会より父さんの会より 

     

お忙お忙お忙お忙しい中しい中しい中しい中 ､､､､時間を時間を時間を時間をささささいていていていて参加参加参加参加いただいたいただいたいただいたいただいたお父お父お父お父様方と様方と様方と様方と有意義有意義有意義有意義なななな懇談懇談懇談懇談を行うこを行うこを行うこを行うこ

とができましたとができましたとができましたとができました。。。。お母お母お母お母様方が多く様方が多く様方が多く様方が多く参加さ参加さ参加さ参加されるれるれるれる井戸端井戸端井戸端井戸端会会会会議議議議とはとはとはとは異異異異なるなるなるなる視点視点視点視点でのでのでのでの話話話話

し合いがし合いがし合いがし合いが行われ、これからの行われ、これからの行われ、これからの行われ、これからの ｢｢｢｢ばんけい幼稚園ばんけい幼稚園ばんけい幼稚園ばんけい幼稚園 ｣｣｣｣の教育に活かしていくの教育に活かしていくの教育に活かしていくの教育に活かしていく貴重貴重貴重貴重なななな内内内内

容容容容もももも多くありました。多くありました。多くありました。多くありました。参加参加参加参加いただきましたいただきましたいただきましたいただきました皆皆皆皆様に様に様に様に心心心心からからからから感謝感謝感謝感謝します。します。します。します。  

○○○○成成成成功経験功経験功経験功経験だけを目ざし、だけを目ざし、だけを目ざし、だけを目ざし、失敗経験失敗経験失敗経験失敗経験をををを避避避避けけけけささささせる学校や家せる学校や家せる学校や家せる学校や家庭庭庭庭・社会の・社会の・社会の・社会の風潮風潮風潮風潮や教育や教育や教育や教育

が、最近のが、最近のが、最近のが、最近の若者若者若者若者をはじめ日本人のをはじめ日本人のをはじめ日本人のをはじめ日本人の心心心心のののの弱さ弱さ弱さ弱さの要因になっているのではないか･･･。の要因になっているのではないか･･･。の要因になっているのではないか･･･。の要因になっているのではないか･･･。

子どもは、子どもは、子どもは、子どもは、失敗失敗失敗失敗やややや困難困難困難困難を乗りを乗りを乗りを乗り越越越越えることでえることでえることでえることで精神精神精神精神的なたくまし的なたくまし的なたくまし的なたくましささささが育っていくこが育っていくこが育っていくこが育っていくこ

とをとをとをとを念頭念頭念頭念頭ににににおおおおくことが大切である。くことが大切である。くことが大切である。くことが大切である。  

○○○○ばんけい幼稚園の一人ひとりのばんけい幼稚園の一人ひとりのばんけい幼稚園の一人ひとりのばんけい幼稚園の一人ひとりの子どもの子どもの子どもの子どもの個性個性個性個性や能力や能力や能力や能力をををを認認認認めめめめ伸伸伸伸ばし、人間としてばし、人間としてばし、人間としてばし、人間として

の基本を育てる教育を今後もの基本を育てる教育を今後もの基本を育てる教育を今後もの基本を育てる教育を今後も続続続続けてほしい。それが、けてほしい。それが、けてほしい。それが、けてほしい。それが、やるやるやるやる気気気気・・・・元気元気元気元気・・・・気遣気遣気遣気遣いいいいでででで

あることをあることをあることをあることを認識認識認識認識している。この時期に最もしている。この時期に最もしている。この時期に最もしている。この時期に最も適適適適した教育を行い、これからの人生した教育を行い、これからの人生した教育を行い、これからの人生した教育を行い、これからの人生

や学校生活に役立つ教育を目ざしたい。や学校生活に役立つ教育を目ざしたい。や学校生活に役立つ教育を目ざしたい。や学校生活に役立つ教育を目ざしたい。 (教育の教育の教育の教育の適適適適時時時時性性性性のののの重視重視重視重視 ) 

○ネ○ネ○ネ○ネッッッットトトト依存依存依存依存については、今、については、今、については、今、については、今、大きな大きな大きな大きな社会社会社会社会問題問題問題問題になっている。になっている。になっている。になっている。電電電電子子子子機器機器機器機器やテレビやテレビやテレビやテレビ

などのなどのなどのなどの扱扱扱扱いについてはいについてはいについてはいについては、家、家、家、家庭庭庭庭をはじめ学校や社会全体でをはじめ学校や社会全体でをはじめ学校や社会全体でをはじめ学校や社会全体で真剣真剣真剣真剣に考えてに考えてに考えてに考えて対応対応対応対応してしてしてして

いく必要にいく必要にいく必要にいく必要に迫迫迫迫られているられているられているられている。幼稚園としても。幼稚園としても。幼稚園としても。幼稚園としても問題提起問題提起問題提起問題提起をしたい。をしたい。をしたい。をしたい。  

○担任○担任○担任○担任教教教教師師師師とととと保護者保護者保護者保護者のののの意意意意思思思思疎疎疎疎通については、通については、通については、通については、連絡帳連絡帳連絡帳連絡帳を通して必要にを通して必要にを通して必要にを通して必要に応応応応じてしっかじてしっかじてしっかじてしっか

りとりとりとりと取取取取りりりり組組組組んでいきたい。ただし、可能な限りんでいきたい。ただし、可能な限りんでいきたい。ただし、可能な限りんでいきたい。ただし、可能な限り電話電話電話電話でのでのでのでの話話話話し合いやし合いやし合いやし合いや面談面談面談面談を行い、を行い、を行い、を行い、

連絡帳連絡帳連絡帳連絡帳にはにはにはには書書書書きききき切れない切れない切れない切れない真意真意真意真意をををを伝伝伝伝え合うことを大切にしたい。え合うことを大切にしたい。え合うことを大切にしたい。え合うことを大切にしたい。  

○○○○ばんけい幼稚園の教育についてばんけい幼稚園の教育についてばんけい幼稚園の教育についてばんけい幼稚園の教育については、は、は、は、保護者保護者保護者保護者のののの皆皆皆皆様をはじめ教様をはじめ教様をはじめ教様をはじめ教師師師師自身・自身・自身・自身・理理理理事会事会事会事会評評評評

議員議員議員議員会などからの会などからの会などからの会などからの評価評価評価評価をををを受受受受けて、今後もけて、今後もけて、今後もけて、今後も質質質質のののの向上向上向上向上を目ざしたい。を目ざしたい。を目ざしたい。を目ざしたい。  

 

 

 

 
夏休み中の幼稚園施設改修夏休み中の幼稚園施設改修夏休み中の幼稚園施設改修夏休み中の幼稚園施設改修 

 
○○○○夏休夏休夏休夏休み中にみ中にみ中にみ中に園園園園舎舎舎舎のののの塗装塗装塗装塗装を行いました。を行いました。を行いました。を行いました。壁壁壁壁のののの色色色色がきれいになって、がきれいになって、がきれいになって、がきれいになって、緑緑緑緑のののの森森森森にににに  

        しっかりとしっかりとしっかりとしっかりと存在感存在感存在感存在感をををを示示示示しています。しています。しています。しています。間もなく、教間もなく、教間もなく、教間もなく、教師師師師の発の発の発の発想想想想を生かしたを生かしたを生かしたを生かした「「「「ばんばんばんばん

けい幼稚園けい幼稚園けい幼稚園けい幼稚園」」」」とととと書書書書いたいたいたいた新新新新しいしいしいしい看板看板看板看板もももも掲掲掲掲げられるげられるげられるげられることになっています。ことになっています。ことになっています。ことになっています。  

    ○○○○また、また、また、また、砂砂砂砂場も広場も広場も広場も広ささささがががが 2 倍程倍程倍程倍程になり、多くの子どもがになり、多くの子どもがになり、多くの子どもがになり、多くの子どもが伸伸伸伸びびびび伸伸伸伸びと楽しく遊びと楽しく遊びと楽しく遊びと楽しく遊べべべべるるるる

ようになりました。ようになりました。ようになりました。ようになりました。周周周周りのりのりのりの仕仕仕仕切りも切りも切りも切りも高高高高くなり、くなり、くなり、くなり、砂砂砂砂がががが周周周周りにりにりにりに散散散散らばらなくなっらばらなくなっらばらなくなっらばらなくなっ

て遊びやすくなったようです。て遊びやすくなったようです。て遊びやすくなったようです。て遊びやすくなったようです。入入入入園前の子どもも、中に園前の子どもも、中に園前の子どもも、中に園前の子どもも、中に入入入入って大いに遊んでって大いに遊んでって大いに遊んでって大いに遊んで

いただいていただいていただいていただいて結構結構結構結構です。です。です。です。着替着替着替着替えは必要ですが･･･。えは必要ですが･･･。えは必要ですが･･･。えは必要ですが･･･。  

    ○○○○園園園園舎舎舎舎の中はの中はの中はの中は、、、、感染症感染症感染症感染症防防防防止止止止もももも兼ね兼ね兼ね兼ねてててて業者業者業者業者にににに依頼依頼依頼依頼してしてしてして清掃清掃清掃清掃とととと消毒消毒消毒消毒をををを済済済済ませましたませましたませましたませました

し、水し、水し、水し、水周周周周りのりのりのりの蛇口蛇口蛇口蛇口ややややトイトイトイトイレは教レは教レは教レは教師師師師がががが消毒消毒消毒消毒をしました。をしました。をしました。をしました。  

    ○○○○幼稚園幼稚園幼稚園幼稚園周辺周辺周辺周辺での遊びをでの遊びをでの遊びをでの遊びを重視重視重視重視することになり、することになり、することになり、することになり、囲囲囲囲いいいいをををを作作作作りりりり周周周周りにりにりにりに植植植植えたえたえたえたヒマワヒマワヒマワヒマワ

リリリリややややコスコスコスコスモモモモススススがががが美美美美しくしくしくしく咲咲咲咲いています。いています。いています。いています。  

    ○○○○ななななおおおお、、、、1 学期の終わりに学期の終わりに学期の終わりに学期の終わりに風風風風でででで破損破損破損破損した体育した体育した体育した体育館館館館のののの屋根屋根屋根屋根のののの張張張張りりりり替替替替ええええもももも終えましたの終えましたの終えましたの終えましたの

でででで、、、、雨雨雨雨がががが降降降降ってもってもってもっても心配心配心配心配をしなをしなをしなをしないで使いで使いで使いで使用用用用できますできますできますできます。。。。  

 

    ※※※※長い二学期、運動会や長い二学期、運動会や長い二学期、運動会や長い二学期、運動会や山山山山の子まつり、の子まつり、の子まつり、の子まつり、子ども達が子ども達が子ども達が子ども達が植植植植ええええ収穫収穫収穫収穫した野した野した野した野菜菜菜菜でででで作作作作ったったったった

料理料理料理料理をををを味味味味わうわうわうわう秋覚秋覚秋覚秋覚の日・サンの日・サンの日・サンの日・サンマ焼マ焼マ焼マ焼きききき等を予等を予等を予等を予定定定定しています。しています。しています。しています。  

トトトトウウウウキキキキビやビやビやビや枝豆枝豆枝豆枝豆もももも茹茹茹茹でてでてでてでて、みんなで、みんなで、みんなで、みんなで味味味味わいます。わいます。わいます。わいます。  

        子ども達も、北国の子ども達も、北国の子ども達も、北国の子ども達も、北国の味味味味をををを堪堪堪堪能できる能できる能できる能できるばんけいの秋ばんけいの秋ばんけいの秋ばんけいの秋ですですですです。。。。  



お節介者の独り言  ＮＯ４                        園長 山内 武道 

    

便利さの陰の危機･･･便利さの陰の危機･･･便利さの陰の危機･･･便利さの陰の危機･･･     
 

今、社会は文明が進み、あらゆることで便利な生活を送ることができます。どこへ行くにも車を使い、

調べたい情報等はインターネットで簡単に知ることが出来ます。 

 
    

しかし、そのしかし、そのしかし、そのしかし、その便利便利便利便利ささささの中にの中にの中にの中に危険危険危険危険なことがなことがなことがなことが潜潜潜潜在在在在していることもしていることもしていることもしていることも忘忘忘忘れてはなりません。子どものれてはなりません。子どものれてはなりません。子どものれてはなりません。子どもの

世世世世界界界界でもでもでもでも他他他他人を人を人を人を傷傷傷傷つけるつけるつけるつける情報情報情報情報をををを流流流流しししし追追追追いいいい詰詰詰詰めて、めて、めて、めて、悲悲悲悲しい事故がしい事故がしい事故がしい事故が起起起起こるこるこるこる例例例例もももも数数数数多くあります。多くあります。多くあります。多くあります。    

    なかでも、今、なかでも、今、なかでも、今、なかでも、今、電電電電子子子子機器機器機器機器が使われる国々でが使われる国々でが使われる国々でが使われる国々でネネネネッッッット依存ト依存ト依存ト依存にににに陥陥陥陥る人がる人がる人がる人が増増増増えて、社会生活がえて、社会生活がえて、社会生活がえて、社会生活が出出出出来来来来なななな

くなり大きなくなり大きなくなり大きなくなり大きな問題問題問題問題になっています。そのことで人生がになっています。そのことで人生がになっています。そのことで人生がになっています。そのことで人生が危機危機危機危機にににに陥陥陥陥ることることることることささささえあり、そのえあり、そのえあり、そのえあり、その対対対対策に力策に力策に力策に力

をををを入入入入れなければならないれなければならないれなければならないれなければならない深深深深刻刻刻刻な状な状な状な状況況況況がががが起起起起きています。ある調査では、日本でもきています。ある調査では、日本でもきています。ある調査では、日本でもきています。ある調査では、日本でも夜夜夜夜をををを徹徹徹徹してゲーしてゲーしてゲーしてゲー

ムやムやムやムやメメメメーーーールルルルにのめり込むにのめり込むにのめり込むにのめり込むネネネネッッッット依存ト依存ト依存ト依存になっている中学生になっている中学生になっている中学生になっている中学生((((６％６％６％６％))))高高高高校生校生校生校生((((9.9.9.9.4444％％％％))))がががが 55550000 万万万万人人人人超超超超にににに

ものものものものぼぼぼぼっている実態がっている実態がっている実態がっている実態が明明明明らかになっています。らかになっています。らかになっています。らかになっています。ネネネネッッッットトトトのゲームやのゲームやのゲームやのゲームや仲仲仲仲間との間との間との間とのメメメメーーーールルルル交交交交換換換換をはじめをはじめをはじめをはじめ

ると、普段の時間のると、普段の時間のると、普段の時間のると、普段の時間の感感感感覚覚覚覚とは全くとは全くとは全くとは全く異異異異なる状態になり、、なる状態になり、、なる状態になり、、なる状態になり、、瞬瞬瞬瞬く間に長い時間がく間に長い時間がく間に長い時間がく間に長い時間が過過過過ぎぎぎぎます。そのこます。そのこます。そのこます。そのこ

ととととで、で、で、で、勉勉勉勉強強強強やややや仕仕仕仕事にも事にも事にも事にも支支支支障障障障がががが出出出出て、社会生活だけでなく家て、社会生活だけでなく家て、社会生活だけでなく家て、社会生活だけでなく家庭庭庭庭生活にも大きな生活にも大きな生活にも大きな生活にも大きな影響影響影響影響をををを及ぼ及ぼ及ぼ及ぼします。します。します。します。

((((無関心ではいられない事態になっています無関心ではいられない事態になっています無関心ではいられない事態になっています無関心ではいられない事態になっています))))    

    子どもが子どもが子どもが子どもが夢夢夢夢中になってゲーム等をしていると中になってゲーム等をしていると中になってゲーム等をしていると中になってゲーム等をしていると静静静静かでかでかでかで怪我怪我怪我怪我等をする等をする等をする等をする心配心配心配心配がなく、それをがなく、それをがなく、それをがなく、それを認認認認めてめてめてめて

しまうしまうしまうしまう傾向傾向傾向傾向があります。しかし、そのことが後々の生き方に大きながあります。しかし、そのことが後々の生き方に大きながあります。しかし、そのことが後々の生き方に大きながあります。しかし、そのことが後々の生き方に大きな影響影響影響影響をををを与与与与えることをえることをえることをえることを認識認識認識認識しししし

なければなりません。なければなりません。なければなりません。なければなりません。ネネネネッッッット依存ト依存ト依存ト依存は成長するにつれては成長するにつれては成長するにつれては成長するにつれて治療治療治療治療がががが難難難難しい様で、今のうちしい様で、今のうちしい様で、今のうちしい様で、今のうち((((幼幼幼幼少少少少の時の時の時の時))))

からのからのからのからの心心心心がけやがけやがけやがけや対応対応対応対応が求められます。が求められます。が求められます。が求められます。○○○○ゲーム等をする時は時間を決めるゲーム等をする時は時間を決めるゲーム等をする時は時間を決めるゲーム等をする時は時間を決める    ○○○○子ども子ども子ども子ども部部部部屋屋屋屋で一で一で一で一

人でやらない人でやらない人でやらない人でやらない    ○○○○親も子どもの前では親も子どもの前では親も子どもの前では親も子どもの前ではメメメメーーーールルルルやややや携携携携帯帯帯帯電話電話電話電話をできるだけをできるだけをできるだけをできるだけ避避避避けるけるけるける等々、子どもとの等々、子どもとの等々、子どもとの等々、子どもとの

話話話話し合いを大切にしながら、それし合いを大切にしながら、それし合いを大切にしながら、それし合いを大切にしながら、それぞぞぞぞれの家れの家れの家れの家庭庭庭庭の実態にの実態にの実態にの実態に即即即即したしたしたした約束約束約束約束や習慣をづくりをしていただや習慣をづくりをしていただや習慣をづくりをしていただや習慣をづくりをしていただ

くことを願っています。くことを願っています。くことを願っています。くことを願っています。((((押押押押しししし付付付付けにならない方けにならない方けにならない方けにならない方法法法法のののの工夫工夫工夫工夫を･･･を･･･を･･･を･･･))))    

    今、子どもにとって最も大切なのは、今、子どもにとって最も大切なのは、今、子どもにとって最も大切なのは、今、子どもにとって最も大切なのは、人間と触れ合うことの素晴らしさを人間と触れ合うことの素晴らしさを人間と触れ合うことの素晴らしさを人間と触れ合うことの素晴らしさを

身をもって知ること身をもって知ること身をもって知ること身をもって知ることです。そのために、ばんけい幼稚園の教育では“です。そのために、ばんけい幼稚園の教育では“です。そのために、ばんけい幼稚園の教育では“です。そのために、ばんけい幼稚園の教育では“人間大好人間大好人間大好人間大好

き人間き人間き人間き人間”を育てることを大切な目”を育てることを大切な目”を育てることを大切な目”を育てることを大切な目標標標標にしています。家にしています。家にしています。家にしています。家庭庭庭庭でも家でも家でも家でも家族族族族とのとのとのとの強強強強いいいい絆絆絆絆づくりのためづくりのためづくりのためづくりのため

のののの団欒団欒団欒団欒を大切にしを大切にしを大切にしを大切にし仲仲仲仲間と大いに切間と大いに切間と大いに切間と大いに切磋琢磨磋琢磨磋琢磨磋琢磨して人間の素晴らしして人間の素晴らしして人間の素晴らしして人間の素晴らしささささをををを知知知知る、そのことで子どもはる、そのことで子どもはる、そのことで子どもはる、そのことで子どもはネネネネ

ッッッットトトト等に偏らない人間に成等に偏らない人間に成等に偏らない人間に成等に偏らない人間に成長してくれると長してくれると長してくれると長してくれると確確確確信信信信しています。しています。しています。しています。    

教育や子育てには、教育や子育てには、教育や子育てには、教育や子育てには、将来将来将来将来を見つめたを見つめたを見つめたを見つめた確確確確かなかなかなかな理念理念理念理念が求められ、それを実行するためのが求められ、それを実行するためのが求められ、それを実行するためのが求められ、それを実行するための温温温温かいかいかいかい愛愛愛愛

情情情情とエとエとエとエネルギネルギネルギネルギーが欠かせませんーが欠かせませんーが欠かせませんーが欠かせません。直ぐに実行。直ぐに実行。直ぐに実行。直ぐに実行出出出出来来来来るようにならないのがるようにならないのがるようにならないのがるようにならないのが当当当当たり前、家たり前、家たり前、家たり前、家族族族族でででで話話話話しししし

合って合って合って合って粘粘粘粘りりりり強強強強くじっくりとくじっくりとくじっくりとくじっくりと取取取取りりりり組組組組んでいただくことを願っています。んでいただくことを願っています。んでいただくことを願っています。んでいただくことを願っています。    

     


