
 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

よかったさがし 

2021 年もラストの月となりました。 

予想通り、怒涛の 2 学期でしたね・・・10 月の運動会から始まっても 11 月の

なかよしバザーがあって翌週にはなかよしまつりと続きました。 

どの行事も天気が心配（予報は雨マーク）でハラハラさせられましたが、結果

は晴れました～よかったぁ。 

 

感染者減少で、人数制限はあるものの、どの活動も保護者の皆さん参加でき

て・・・子どもたち、保護者の皆さんも笑顔で、よかったぁ。 

その後も、個人面談と続いてこのところ毎週、園に来ている方もいるようです。

ご苦労さまです。 

 

子育て仲間が集まる場所 

前月の園だよりでは、コロナ禍で運動会当日を見ていない子どもたちと、どん

な運動会になるか心配していたけれど、ちゃんと活動を受け止めて楽しんでい

たことをお伝えしました。 

 

保育行事と同じく、PTA の活動もコロナ禍で制約される中、このままどんどん

小さくなり無くなっていくのでは・・・と心配しましたが、先日のなかよしバ

ザーでは・・・ 

昨年のバザーは継続を柱にしたのなら、今年はなかなか集まれなかった『保護

者が知り合えるバザー』集えることを柱にしての開催を決めました。 

今年の役員さんはコロナ禍以前のバザーを知らない方が多かったですが、決ま

った後は、バザー担当のお母さんと電話やラインで連絡を取り合い、話し合い、

短期間の間にいろんなアイディアを盛り込んでの売り場づくりと、準備を進め

当日を迎えました。素晴らしい～！ 



 

 

一部と二部の合間に太鼓サークルのお母さんたちの披露（OB も参加）、先生た

ちのパフォーマンスも、後日もらったアンケートでは好評でした。お客さんと

して参加してくれた皆さんの空気も暖かで・・・よかったぁ～ 

 

次の週のなかよしまつりでは、有志を募って練習を重ねたソーラン同好会が、

園庭を埋めてパフォーマンスを披露してくれました。(初めてお父さんのソー

ラン参加もありました。)まわりで見ていた子どもたちもそんな様子を見なが

らピョンピョン踊っていましたね。 

（そんな様子は千葉先生ががんばって動画編集して SNS 配信しましたのでご

覧下さい。） 

 

 

 

 

この所、ヨーロッパでの感染再拡大、新たな変異株のニュースも伝えられてい

ます。正直、心配もありますが・・・今の流れで 3 学期も活動できたらな～と

思っています。 

 



 

 

 

ジェンダーって知ってますか？ 

最近はよく耳にするワードです。ネットで検索すると・・・ 

 

「ジェンダー」とは、オス・メスという生物学上の性差ではなく、社会的・文化的につく

られる「男らしさ」「女らしさ」を意味します。例えば、日本の場合、「男は外で働き、

女は家庭を守るもの」という「男らしさ」「女らしさ」がありました。つまり、仕事をす

るのは「男らしい」、家庭を守るのが「女らしい」というジェンダーがつくられていたの

です。これはある意味、男性中心の社会にとっては都合の良いジェンダーであり、これこ

そが男女不平等の要因にもなっていました。生物学上の「男さしさ」「女らしさ」は変わ

ることはありませんが、ジェンダーは時代と共に変化していきます。 

 

と出ました。 

今時「男らしさ」「女らしさ」なんて古い～・・・と思う方もいるかもしれま

せんが、つい最近までジェンダーが強かった時代がありました。 

私ごんべぇがなかよしで働きはじめて数年たった頃、実家の母親に『幼稚園の

先生もいいけど、そろそろちゃんとした仕事につきなさいよ』と言われ『ちゃ

んとしてますけど！』言い返したことがあります。当時は男で幼稚園の先生を

やっている人はちよっと変な人？だったかしれません。今は男性保育者も多く

なって、珍しくはなくなったけれど・・・・でも、男性保育者と言いますよ

ね・・・女性保育者とは言わないです。 

このジェンダーは私たちの無意識の中にしっかり刷り込まれている様な気がし

ます。 

 

子育てはジェンダーが強い？ 

10 月の園だよりでも泉区の幼稚園研修会の中で、「乳幼児期の性教育」を受け

ている話を載せましたが、他園の先生たち報告からも・・・トイレのスリッパ

が女の子は赤、男の子は青・・・だったり、シールの色合いがピンク、赤系は

女の子で、男の子はブルー黒系はイメージだったり・・・出席簿が男女別にな

っていたりする話が出てきます。 



 

 

理由としては、わかりやすいとか、今までそれでやってきたから・・・ですか

ね。でも、ピンクが好きな男の子、ブルーが好きな女の子、普通にいますよね。 

私がクラス担任していた頃でも、ままごとが好きな男の子もいたし、闘いごっ

こが好きな女の子もいたな・・・でも、まわりの子どもたちからは『男なのに

ピンクはへん』とか『男はカッコイイ、女はカワイイなの』とか『女の子のな

のに』的な発言もありました・・・ 

私たちが子育ての中に『男の子なんだから』『女の子なんだから』という言葉

を(言葉にしなくて)使って育てているかもしれませんね・・・あるいはテレビ

などマスメディアの影響ありますね。 

 

自分の中のジェンダーは育った家庭や時代の影響を受けるので、そう簡単に変

わりそうにありませんが、偏りのない目で子どもたちの言動を見ている

か・・・自分の中に問う必要はありそうです。 

 

『子どもたちに性教育をする』と言うより、私たち大人が性教育を受ける必要

があります。 

そんなワケで・・・・ 

今月の PTA 懇談会では PTA 講演会の講師に艮香織先生（宇都宮大学準教授）

をお招きしました。 

12 月 18 日（土）10 時～12 時  

ぜひ、ご参加ください。 

自分の中の偏り（カタヨリ）を見つけましょう！ 

 

 

 

2021 11.30   園長 菅野 清孝 
 



 

 

《乳児組 どんぐり組（0才）》 

◎低月齢 ～ 新たな楽しみ ～ 

  いつの間にかお尻を上げてのハイハイもお手の物になった K 君。最近は、

つかまり立ちも進化して、テーブル掴みから壁を伝って立ち上がるように

なりました。少しずつ自分の思い通りに身体を使えるようになり自由を得

始めたからか、最近はオムツ替えを嫌がる姿も見られるようになりました。

「じっとしてるなんて、ヤダー！」 

◎高月齢 ～ 何してるのかな? ～ 

   各々部屋で遊んでいても、誰かが絵本を持って担任の膝の上に行くと、慌

てて絵本を持って担任の傍に来ます。また、担任が外で座り込んで遊んで

いると、近寄ってきて一緒に遊びだす姿も見られるようになりました。同

じクラスの子の動向が気になるようになり、興味を持つようになりました。

12 月もお互いに刺激を受けながら、共感できる瞬間をたくさんもちたい

と思います 

 

《つくし組(1歳)》 

 なかよし祭りのソーラン節が好きで、曲が聴こえるとニコニコで構えのポー

ズ！以前はダンスやなりきり遊びは見ていることがほとんどでしたが、今では

自ら身体を動かしてやってみることをとっても楽しんでいます。 

先日、通信隊にある倉庫を「おにのおうち！」と言った子がいました。その声

に“なになに？！”と集まる子どもたち。ある時は、「○○たんじろー！」と

誰かが言えば他の子も続けて「○○たんじろー！」「○○ぜんいちゅー！」と

“自分は〇〇なんだ”とアピール合戦！一緒のことをしたり、同じことをする

のが楽しい！そんな瞬間も見られるようになり、友だちの言葉に反応したり、

真似してみたり、“一緒”であることがとても嬉しそうです♪ 

12 月は、なりきり遊びや歌を面白がりながら、友だちと一緒だね！の楽しさ

を味わっていきたいと思います。だから今月は・・・ 

 

 

 

 

 

 

○なりきり遊びで変身することを楽しもう！ 

○歌を歌ってみよう！楽器を鳴らしてみよう！ 

 

 
 

11月は 

たくさん 

お散歩に 

行きました♪ 

 

あおむしいたー！ 



 

 

＜たんぽぽ・もも組＞ 

１１月は幼児さんのなかよし祭りの活動に興味を持って見ていた子どもたち。

中でも大人気は迫力のある太鼓！なかよし祭りを見た後に、「何をやってみた

い？」と聞いてみると、「ドンドコしたいっ！」という声で溢れていました。

幼児さんがやっていた「アリさん太鼓」を真似して小さい音で叩いてみたり、

新たに「かいじゅう太鼓」という言葉を作って大きな音で叩いてみたり…。後

日行った乳児祭りでは、「○○太鼓」と言いながら一人一人違う新しい叩き方

を考えて、どんぐり・つくしさんに披露！自分が考えた叩き方を披露する時に

は、特に張り切って叩き、皆で出来た後には満足げな表情をしていました。幼

児さんがやっていたものを真似しながらも、自分たちなりの表現を新たに考え

て楽しめるようになったんだなと成長を感じました。また、一人が虫を見つけ

ると、周りにいる子が集まってきて、“面白い！”を共有している様子がある

ので、１２月にはたくさんの物を発見して、その面白さや不思議さを友達と共

有する楽しさを味わっていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たんぽぽ・もも組 

・探検に出かけて、面白さや不思議さを共有して楽しもう！ 

・発見したものを図鑑で見てみよう！ 

・サンタさんて何だろう？クリスマスって？一緒に楽しみながら感じていこう！ 

「どんどんやー」 

太鼓♪ 

大好きな 

ソーラン節♪ 

自分たちで掘った

おいもを描き、 

おいも神輿を 

作ったよ♪ 

「ワッショイ」 

と掛け声！ 

「ピッピッ」 

と笛の真似を 

している子も 

いたお神輿♪ 



 

 

今月のうた 

♪あわてんぼうのサンタクロース 

後祭りをしました！ 

年少(りす・うさぎ) 

 なかよし祭りでは、いつもと違う環境にちょっぴりドキドキする姿もあった

子ども達。何度か活動していくうちに、お兄さん・お姉さんにお世話されて嬉

しかったり、初めての活動を経験して「あ～楽しかった！！」と大満足の様子

で年少の部屋に戻ってくる姿も増えていきました！自分で選んだグループだか

らこそ、それぞれの場所でお祭りの雰囲気をたっぷり味わっていました。 

 なかよし祭り後は、友だちと声を掛け合ってごっこ遊びやちょっとしたゲー

ムで盛り上がる姿があちこちで見られるようになっています。友だちとの繋が

りもギュッと強くなってきたようです。１２月は、学年の中でグループを作っ

て活動してみたり、クリスマスやお正月を楽しみにしながら過ごしたいと思い

ます♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お祭りの余韻を 

楽しみました♪ 



 

 

年中（いちご・みかん） 

目標○サンタさんが来るのをみんなで楽しみにしよう！ 

   ◯年末に向けて 1年の終わりを自覚して過ごそう！ 

活動○クリスマスを知ろう、楽しもう！サンタさんからもらった物で遊ぼう。  

   ◯2学期の終了をみんなで感じよう！ 

なかよしまつりでは自分がやりたいと決めたからこそ“ちょっと難しい…”

と感じながらも最後までやり遂げる姿が見られました。異なる学年の子と関わ

る中で子どもたちの姿は身も心もたくましくなったように感じられます。行事

が終わるとゆったりと学年の時間を大事にすることを意識して過ごしました。

通信隊で虫取りや草花集めをして秋を感じたり、大好きな通信隊を作ったりし

ました。2 学期も残りわずかですが、お楽しみ会や学年でのお疲れ様パーティ

ーなども計画しています♪みんなで楽しく 2 学期＆1 年を締めくくりたいと思

っています！ 

         

 

 

 

 

 

 

年長(もり・かわ) 

目標 ○季節を感じて楽しもう！ 

活動 ○冬を楽しもう！（クリスマス・たき火・もちつき） 

   ○年賀状をかこう！ 

 １１月のなかよしまつりでは、自分が選んだグループの中で、ドキドキしな

がらもそれぞれのペースで楽しんでいる子どもたちの姿がありました。なかよ

しまつりを経て、年中・年少の子たちからも憧れられる存在になり、普段の遊

びの中でも、年下の子とのつながりが出てきた様子が見られます。一方、昼食

の時間や、なかよしまつりが終わって学年で過ごす時間は、緊張も解けて大人

に甘えながら、リラックスした様子の子どもたちの姿があります。 

１２月は寒さも厳しくなってくるので、たき火で焼き芋を作ったり、クリス

マスやもちつき、年賀状作りなどを通して、冬の楽しさを感じていきたいです。 

 

 

今月のうた 

♪あわてんぼうの

サンタクロース 

♪たきび 

 

 

 

今月の歌 

♪あわてんぼうの 

サンタクロース 

お誘いの日から自分でグループを選び、やる気満々の子どもたちでした！ 



 

 

お知らせ 
 

※〈卒園記念文集代の集金について【年長】> 
これから卒園記念誌のためのクラス写真の撮影や、3 学期には卒園記念集に

載せるペン画を描いたり、担任からインタビューを受けたりと作成準備を進め

ていきます。 

 

つきましては、卒園記念集代として 8，０００円（9,０００円のうち １,０

００円は PTA より卒園祝いとして補助）を１月に諸費用袋にて一括で集金さ

せて頂きます。 

 

尚、分割希望の方は 12／3（金）までに園までお知らせ下さい。 

 

※１）年長給食試食会 

日時 １２月 1 日（水） 11：30～12：30 頃 

場所 なかよしこども園 2 階コミュニティルーム 

 

締切は終わっています。参加される方は、お茶などの飲み物・お箸・汁茶椀

を忘れずに持って来て下さい。 

※２）歯科検診 

日時 12 月 ２日（木）  

   検診結果は、虫歯など異常ありの場合のみ、当日中に手紙をお渡ししま

す。 

 

 

 

 



 

 

 

 

※３） “お楽しみ会について”  

12 月８日（水）１０時２０分～ 

毎年、プレゼントを持ってサンタクロースがやってきます。 

今年も来てくれるかな？（まだ子どもたちには知らせていません！） 

みんなで楽しみに待ちたいと思います。 

 

 ☆ この行事は保護者の参加はありません。 

☆ また演出の都合上、登園が遅れる場合は、10 時までに保育室に入室し

て下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※４)お弁当の日  

今月のお弁当の日は 12／10（金）です。 

 

＜持ち物＞弁当、コップ、箸（又はスプーン、フォーク）ナフキン 

 

 

※５） もちつきについて      

毎年この時期になると年長がもちをついて、みんなでもちつき給食を食べて

います。 

コロナの予防の観点からもちつき給食はできませんが、今年も天王の森から

もち米をいただいたので、年長が餅つきをして、鏡餅を作りたいと思います！ 

 

  日にち １２月１３日（月） 

 



 

 

 

 

※６) 冬休み動物当番についてのお願い   

 冬休みが近づいてきました。皆様には何かとお忙しい時期とは思いますが、

子どもたちの生活環境を守っていくという視点から動物当番のご協力をお願い

いたします。 

 

 今回は下記の日程で、年長組にお願いします。 

（年中・年少・乳児組は春休みにお願いする予定です） 

 

 

➀12/1９（日） ②12/2０（月） ③12/2１（火） 

④ 12/2２（水） ⑤12/2５（土） ⑥12/2６（日） 

 

都合の悪い日を 12／6（月）までに園までメモにてお知らせください。 

必ず名前と都合が悪い日なのか、出来る日なのか…明記してください。 

ご協力よろしくお願いします。 

 

※７）講演会のお知らせ 

昨年度に引き続き、乳幼児期の性教育について、艮先生に講演していただく

ことになりました。 

“性教育”と聞くと、身構えてしまうかもしれませんが、なかよしの職員も

性教育の学びを通して、ひとりひとりの子どもたちが大事にされ、自己肯定感

を育むことの大切さを再確認しています。 

子どもたちが今もこれから先も、自分の心と体を守るために、わたしたち大

人が出来ること、伝えられること…一緒に考えてみませんか？ 

 

 

テーマ 『乳幼児期の性教育について』 

日時  12 月 18 日（土） 10 時～12 時 

場所  2 階コミュニティルーム 

講師  艮 香織 先生 

（宇都宮大学共同教育学部准教授） 

 

※お子さんを預けられない方は、見守りがあります。 



 

 

※８)≪冬期どろんこ≫ 幼 

利用する方は下記要領で事前にお申込下さい。 

 

1. 日程 2021 年 12 月 20 日（月）、21 日（火）、 

        12 月 24 日（金）～2８日（火） 

 

 ※正月明けは、職員会議や作品展示の準備があるため、冬休みどろんこはあ

りません。1月 11 日からは通常どろんこです。 

 

2. 開設時間 午前 9 時～14時 

9時前は 7時 30 分より 14 時以降は 18 時 30 分まで 

延長利用可能 

 

3.利用料 1.000 円 

      9時前及び 14時以降 延長 30 分につき 100円 

 

7:30   9時                   14時       18:30 

朝延長 

(30分 

100円)  

基本どろんこ時間 

（9時～14時 1000 円均一） 
この時間内は 14時より早くても料金は 

同じです。 

延長 
（30分 100円） 

 

※15 時 30 分以降まで保育の場合、別途おやつ代 50 円 

 

〇必ず申し込んだ時間内にお迎えに来てください。 

〇給食は年末年始の食材調達が困難な為、基本的にはお弁当をご持参下さい。 

〇キャンセルの場合、おやつ代食材費として 100円いただきます。 

 

 

４.申込方法  

 

「れんらくアプリ」から、12／13（月）までに申し込んでください。 

 

締め切り後も急の申込は受けますが、出来るだけ事前申込をお願いします。 

キャンセルの場合は必ずご連絡下さい。 



 

 

 

 

※９) 作品展示について    

 子どもたちの作品を展示します。作品は園生活の中で子どもたちが様々な思

いを入れて描いた心の表現です。 

 

他の子と比較したり、うまい、下手で観るのではなく、一人ひとりの個性を

楽しみながら子どもたちの表現を味わって下さい。 

 

詳細は後日発行の特集号にてお知らせします。 

 

※当日は、全学年、親子登園日です。 

 

日時  １月 ８日（土）   10：00 ～ 13：00 

     場所   なかよしこども園中広場、保育室、等。 

 

 

 

※1月の保育料引き落としについて 

1月の保育料は１/4（火）に引き落とします。 

 

 

※乳児給食試食会について 

乳児組の給食試食会を下記の日程で行います。 

 

日にち １月１７日（月）・１８日（火）・２０日（木）・２１日（金） 

時 間 １１時３０分～１２時３０分 

場 所 ２階コミュニティルーム 

 

申込方法 不要な封筒に、クラス・名前・希望日を明記して、 

参加費５００円を入れて事務室迄お申し込みください。 

      ※キャンセルの場合の返金はありません。 

 

申し込み締め切り・・・1／7（金） 



 

 

確認お願いします！！ 

○名前が書いてありますか？ 

 もらいものの衣服は名前を書き替えてください。 

記入した名前の色が薄くて読めない…なんてこと

も。時々チェックをお願いします。 

 

○間違いなく我が子のものですか？ 

 

園では、時々、クツ・カバン・傘・着替え・靴

下・カッパなどの、行方不明事件が起こります。 

流行りの物で同じクツや傘が沢山になることもあ

ります。 

子どもたちの持ち物を、もう一度確認して名前を

書いて下さい。 

 

※新しい職員のお知らせ 

11月から給食室に新たな職員が加わりました。 

野﨑香織さん、野村恵美さんです。お二人とも卒園児のママです。 

よろしくお願いします！ 

 

 

※ジャンパー・ｺｰﾄなど防寒具について   

 朝の登園時間は気温も上がらず寒いですが、園に来てからの生活に、厚手の

ジャンパー・コートは時に必要のなくなることもあります。 

 

小さく丸めてカバンにしまえるもの、動きやすく、脱ぎ着しやすい薄手の上着

が園では便利です。そんな防寒着を一枚ご用意下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

※季節性インフルエンザの流行の時期です！ 

これから本格的にインフルエンザが流行する季節となりました。胃腸炎、ノ

ロウイルスなども、流行り始めるといっきに広がる傾向があります。 

子どもたちには手洗い・うがいを呼びかけていますが、家庭でもうがい・手

洗いの慣行をお願いします。 

 

親、兄弟など家族内でインフルエンザが発症した場合、２日間はお休みする

ことをお願いしています。（感染の潜伏期間が２日程と言われている為） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《登園禁止の病気》 

 

インフルエンザ・百日咳・麻疹（はしか）・急性淡白髄炎（ポリオ）・結

核・ 

ウィルス性肝炎・流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）・風疹（3 日ばしか）・ 

リンゴ病・水痘（水ぼうそう）・咽頭結膜熱（プール熱）・髄膜炎菌性髄膜

炎・急性胃腸炎マイコプラズマ肺炎など、感染するおそれのある病気全般 

 

 

※園では投薬の依頼は受けませんのでご注意下さい。 

（詳しくはなかよしのしおり参照） 

 

※ 上記の病気や、発熱等体調不良で園をお休みした時は、『登園許可確認書』

を提出して下さい。（用紙は事務室にあります。） 

 

 



 

 

※１２月末と１月始めの日程について    

 

12／14（火） 11：30帰り  学期末のあゆみ作業の為 

15（水） 11：30帰り     ↓ 

16（木） 11：30帰り     ↓ 

12／17（金） 11：30帰り  2学期修了式  

  28（火） 保育園年内終了日 

 

 

 

202１年  

1／4（火）  保育園開始（協力日） 

        7（金）  幼稚園 3学期始業日（午前保育） 

8（土） 作品展示 

12（水） 文化鑑賞会 

     19（水） 11：30帰り（区研のため） 

26（水） 11：30帰り（一日入園のため） 

 

 

※PTAより新 1年生座談会のお誘い 

なかよしこども園では、これから小学校入学を迎える保護者の方・既に小学

生のお子さんをお持ちの保護者の方、園長先生を交え、情報交換の場を設けて

おります。 

学校用品やランドセルの購入時期、学校生活への心構えなど、年長だけでな

く年中・年少の保護者の方にも役立つお話がたくさん聞けます。 

 

 興 味 の あ る 方 は 一 緒 に お し ゃ べ り し ま せ ん か ？ 

学年問わず、お時間のある方はぜひお気軽にご参加ください！ 

 

 【日時】1 月 20 日（木）10:00～12:00 

 【場所】なかよしこども園 ２階コミュニティルーム 

 

小学生のお子さんをお持ちの在園保護者の方！先輩アドバイザーとしてぜひご

参加ください！ 

年末年始お休み期間    

12／29（水）～  

1 ／ 3

（月） 

 


