
　　　　　　　

１日（火）～４日(金) 保育プログラム期間
５日（土） 運動会
９日（水） 誕生会・デイサービス説明会 ※13時降園

１６日（水） 内科検診
音楽講習会★

２４日（木） 避難訓練
２６日（土） フルーツバスケット
３０日（水） 心理言語療法講習会★

┯

出版社：ほるぷ出版

めがねにパンツ、ドーナツ…魅力的なページをめくると思わずフフフーンと
笑ってしまうユーモラスな顔の動物たちがかくれんぼ。はっきりとわかりやす
い色彩なので絵本に興味を持ち始めたばかりのこどもたちにも大人気です。
このうちメロデイーがついているのはまだ5曲ですが、近々8曲全部コンプリ

ートする予定。11月の音楽講習会でもご紹介しますのでどうぞお楽しみに♪
（音楽療法士 藤原 舞子）

◎毎週火曜日の13時半からは礼拝と全クラス合同の帰りの会があります。ぜひ見学にお越しください。
◎ふらっとカフェは2023年1月に変更となりました。

まつぼっくり

やきいも
グーチーパー

各クラス懇談会にご参加いただきありがとうございました。
他のクラスはこんなこと話していました┬

【そら組】こすもすロードへお散歩に行きました。慌ただしい日々の中、心休まる穏やかな
時間を感じられました。

【うみ組】お子様の名前の由来、おすすめの遊びスポット、グルメスポットを教えていただき
ました。富津公園や「魚べい」など良い情報をありがとうございました。行かれた
ら感想お聞かせください♪

【やま組】ストレス発散方法や、クラスで人気のおもちゃ紹介をしました。笑顔溢れる和気あ
いあいとした時間でした。ご協力ありがとございました。

【とり組】子どものしかり方、その後のフォロー、親子関係の土台作りの大切さ…各ご家庭の
考え方や本音を聞くことができ、とても有意義な、そして心温まる時間と
なったのではないでしょうか。皆様ありがとうございました。



　
　　　　　　　　　　　　　

　

鼻水や咳がちらほら見られ、そんな
ことからも深まる秋を感じるようにな
りました。朝の会で「今日のお休みだ
れかな？」と問いかけると、うーん…
うーん…「○○くん！」「○○ちゃ
ん！」と、一生懸命考えて答えてくれ
ます。
普段の生活の中でも、先生やお友だ

ちのお名前が出ることが増えてきまし
た。時々間違えていることもあるけど、
お名前で呼んでる姿が微笑ましく、と
ても嬉しいです。

(担任:鴇田・内海・加藤)

そら組

うみ組

とり組

お集まりの時間が大好きな子どもた
ち。朝の会では“今月の歌”を、大きな声
で・マカトンサインを付けて・担任が
歌うのをじっくり見てと、それぞれの
楽しみ方で参加しています♪
帰りの会ではもちろん歌絵本。クイ

ズ形式の絵本を見て答えたり、仕掛け
のある絵本をじ～っくり見て目を輝か
せています┐実はお集まりの席もなん
となく決まっていて、自分の指定席に
イスが置かれるまで待っている姿を可
愛らしく思っている担任です─

(担任:髙野･梅原・伊坂)

!?

◎厚着に注意
朝晩ずいぶん寒くなりました。子どもたちの服装は厚着になっていませんか？
活発に動く子どもは、厚着をしていると汗をかきやすくなり、その汗が冷えると
風邪をひく原因となります。
日中はなるべく薄着でがんばりましょう！！調節しやすい服装がおすすめです。
バス内も暖かくなっています。上着は脱いでから乗りましょう！

◎風邪予防をしっかりと
風邪のウィルスは、冬の寒さと乾燥が大好きです。
日ごろから予防を心掛け、元気に冬を過ごしましょう。

①うがい、手洗い
②汗をかいたらすぐ着替え
③バランスの良い食事
④部屋の換気と加湿
⑤規則正しい生活リズム
⑥人込みは避ける

やま組

遊ぶの大好きなやま組さん！お片付
けもとっても上手なんです。いつもお
片付けの歌を歌いながらカゴにしまっ
ています～♪
重たい玩具のカゴをすすんで持って

廊下へ！玩具棚には色が付いているの
で、『赤色置いてきて』などとマッチ
ングしながらお片付けを楽しんでいま
す。
プラレールやおままごとや粘土など、

数人で玩具を囲んで遊ぶ姿がかわいい
です╂ (担任:中島･山本・松森)

オバケの絵本やハロウィンのお話に
興味がでてきたとり組さん。「こわー
い！」とお友だちと言い合っては、楽し
そうに笑っています。
学園のエントランスに飾ってあった、

本物のかぼちゃで作った”ジャック・
オー・ランタン”が、夜になると動くら
しい👻という話には、「シーーーーン
…」と真顔になっていました…。「おば
けなんてないさ」の歌も大好きです♪

(担任:相馬･渡辺)

タースイングです。丸太型のブランコで、また
がって乗ることができ、「集中力が続かない」
「姿勢が崩れやすい」お子さんにとても効果の
ある遊具です。

できているのですが、子ども達の中にはこれが
難しく、大きな労力を必要とする子が多くいま
す。姿勢保持に必要な体幹の力を遊びながら使
うことができる優れものが、このボルスタース
イングなのです！これからもたくさん乗ってい
きたいと思います。



　　　　　　　

いよいよ運動会。保育プログラムに入り、学園では毎日勇ましい音楽とこどもたちの声援が響き渡り、大変賑や
かな日々です。一斉での練習はつい最近始めたばかりですが、なんと初回からある程度形になっているではあり
ませんか！しっかりと司会の先生のお話を聞いて、みんなで駆け出す姿に、つくづくこどもたちの成長を実感してい
ます。
思い返せば夏の終わりから保育グループと作業療法が共同でリレーの練習を少しずつ頑張ってきました。でもそ
れだけではありません。心理言語では玉入れで数を数える時に必要なお勉強や、勝敗を理解するためのルールの
お勉強を。音楽療法では毎回必ず「うんどう」の音楽で「よーいドン」で走る練習を…。運動会にはあらゆる療育
の要素が詰まっていて、こどもたちは沢山のことを学び、着実に身に付けてきたのだと思います。

ひとまず練習の時点でのこどもたちは100点満点。あとは本番で力を発揮できますように。ぜひ一人一人の成
長と頑張りに温かい拍手をお送りください。 （施設長 藤原 舞子）

施設長から

わくわくトピックス
行事のお知らせや報告など楽しい話題をお届けします！

社会福祉法人のゆり会 のぞみ牧場学園

今月お誕生日をむかえるお友達は１人です。

みんなで一緒にお祝いしましょう♫

おたのしみ会では、秋の落ち葉やどんぐりをひろって素
敵な物を作りたいと思います🍂おたのしみに。

誕生会終了後に放課後等デイサービス「のぞみ発達支援
室きさらづ」の説明会を行います。どなたでもご参加いただ
けます。卒園後のイメージをつけるためにも、ぜひご参加くだ
さい。

11月5日(土)に第20回運動会を行います。
子ども達は一生懸命に練習に励み、日に日に競技が
上手になっています。
当日は、親子競技と、家族で参加できるダンスも行い
ます♪ダンスはYouTubeにて絶賛公開中ですので、是
非ご覧ください！

【おねがい】
運動会のビデオ撮影は業者さんにお願いしています。
ご家庭での撮影はご遠慮いただき、思い出は目と心に
しっかりと焼き付けてください。

🍓フルーツバスケット参加者募集中🍌

●11月26日(土)開催 「乗馬体験・音楽遊び」●

フルーツバスケットとは…学園に通うお子様の“ご

きょうだい”を対象とした集まりです。野外活動など

を通して親交を深め、学区や年齢などにとらわれ

ない心の友を作っていただければと思います。

※小学生以上のごきょうだいが対象です。

対象のご家庭にお誘いのおたよりを配布しました。

詳細はそちらをご覧ください。

どうぶつパーティーダンス2022

事務所で一緒に働く経理の青山さんに「小野島さん！わたし口笛と指笛が吹けるようになりましたよ！」と突然言わ

🦝木更津こどもまつり のおしらせ🦝

11月19日(土)10：00～14：00、

きさらづ駅みなと口・ゆりかもめ寺町

分館通り各所にて開催されます。

藤原が参加する「さまさま楽団」の

歌絵本ライブ、のぞみワークショップ

の出店があります。

詳細は木更津市HPにてご確認く

ださい。



　

心理・言語
グループ

音楽
グループ

保育

グループ

アニマルセラピー
グループ

チャボの名前募集にご協力いただき本当にあ
りがとうございました！「のぞみ牧場学園の名
前」や「チャボの見た目」から考えましたとい
う意見が多かったです。素敵なお名前ばかりで
どれにしようかスタッフ一同悩み中です
(笑)11月中には発表したいと思っていますの
で、もう少しお待ちください。

新しく入ったチャボも子ども達に慣れ、給餌
の時間ではご飯の取り合いをしています🐔皆
様が考えてくださった名前を子ども達が呼んで
くれる日が今から待ち遠しいです♪

(動物飼育担当 瓜生 里絵)

作業
グループ

◆ １１月の療育スケジュール ＆おしらせ ◆◆

★11月７日の週は療育グループ第４週です。

★11月1日～11月4日は保育プログラム期間のため、療育はお休みと
なります。

朝晩だけでなく日中もとても過ごしやすい季節になり、
先月は「運動会練習」「ハロウィン」と、イベントに合わ
せた活動が盛りだくさんでした。学園のエントランスに飾
られていたハロウィンかぼちゃが日に日におばけかぼちゃ
🎃らしくなっていく様を、子どもたちもおっかなびっくり
な表情で教えてくれていました。

今月は「秋」をしっかり感じられる活動を行ない
ながら、いよいよやってくる本格的な寒さに負けな
いよう、お勉強の中で楽しく身体作りを頑張ります！

(保育士 髙野 亜矢)

後期が始まりました。前期から引き続いて
行なっているお勉強や、後期から新しく始め
た課題では真剣に取り組む子どもたちの姿が
見られています。

季節も変わり行事が増える時期になりまし
た。後期のお勉強では季節や行事に関する
様々な課題を取り入れていき、少しでもお勉
強を楽しんでもらえるよう頑張っていきたい
と思います。

(言語聴覚士 松森 早弥夏 )

音楽グループの最後には毎回「おたのしみ」
の時間があります。自由に楽器を鳴らしてみん
なで即興の音楽を奏でたり、音楽に合わせて大
きなバルーンを振ったり、シャボン玉を楽しん
だり…。自分のペースで音楽に触れられるので、
子どもたちの表情もとっても穏やかで、いつも
以上のパフォーマンスを見せてくれることもし
ばしば。「〇○ちゃん、すごい！」そんな声が
よくあがるのもこの時間なのです。
本来、療育はゴールを決めて課題を行うもの

ですが、たまにはこうして子どもたちにゴール
を求めない時間も大切だと思うこの頃です。

(音楽療法士 藤原 舞子)

詳細はそちらをご覧ください。

今月ご紹介するのは、みんな大好き！ボルス
タースイングです。丸太型のブランコで、また
がって乗ることができ、「集中力が続かない」
「姿勢が崩れやすい」お子さんにとても効果の
ある遊具です。

私達は無意識のうちに姿勢を保持することが
できているのですが、子ども達の中にはこれが
難しく、大きな労力を必要とする子が多くいま
す。姿勢保持に必要な体幹の力を遊びながら使
うことができる優れものが、このボルスタース
イングなのです！これからもたくさん乗ってい
きたいと思います。 (作業療法士 中島 佳子)



学園での保育・療育について、ご家庭での対応についてなどなど、何でもお答えします！

Q、子どもにどんなお手伝いをしてもらえばいいですか？

A、「お手伝い」と言ったらどんな事を思い浮かべますか？
どのような事をさせたらよいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
お手伝いをしてもらうと時間もとられますし、自分でやった方が早いし、失敗されると
イライラしてしまう┌という気持ちもわかります。時間と気持ちに余裕がなければ、子

どもお手伝いしてもらう機会を作るのは難しいかもしれません。

しかし、お手伝いから得られるメリットはたくさんあります。

もし失敗しても怒らず、お手伝いにマイナスのイメージを持たせないようすすめていきましょう。
どんな小さなことでも「ありがとう」と伝えてあげてください。

自 信 が つ く ：親から褒められた喜び・お手伝いが上手にできた達成感を得る
➡自信がつく➡自分のことがすきになる

責任感が育まれる：誰かに頼られる・自分の役割を与えられる
➡「もっと頑張う！」という気持ちがうまれる

コミュニケーションが増える：一緒に遊ぶ時間を確保するのは思っているより難しい
➡お手伝いを通して子どもと関わる時間を積極的にとる
➡コミュニケーションが増え、子どもの心が満たされる

手指の発達を促す：心だけでなく、体の成長にも役立つ

おすすめのお手伝い
◎おもちゃの片づけ 物を大切にする気持ちも生まれます
◎ゴミを捨てる これも立派なお手伝いです
◎オムツをとる 自分のオムツはもちろん、「下の子のオムツを持ってきて」もいいですね
◎スプーンやお箸を並べる 毎日行うことですし、数への理科も深まります
◎食後の食器を運ぶ 競争にせず、ゆっくり丁寧に行いましょう
◎ご飯をよそう 家族に合わせて量を変えることを意識できるといいですね


