
 

 

 

  

信達こども園から地域の皆様にお届けする情報誌 

その他 

【開設時間】月曜日～金曜日（１０時～１５時） 

【電話相談】月曜日～金曜日（１０時～１５時） 

【来園相談】月曜日～金曜日（１０時～１５時） 
※就学前の子育てについて、健康、食事、遊び等、子育ての悩み・相談等 

承ります。 

【その他】サークルさんにスペースを貸し出しております。☆木曜日 10:00～11:00 

【申し込み】予約制です。 

毎月第１火曜日 14時 30分～信達こども園へ電話にて申し込んで下さい。 

※予約制になりますのでお電話でご予約下さい。 

幼児期に培っておきたいもの、それ
は調和のとれた人格の土台となる優し
い心、自立心、そして日本の心です。 
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〒590-0522 大阪府泉南市信達牧野 425-1  TEL072-483-4642 FAX072-483-4770 

URL:http://www.shindachi.com/ 

 

 

ひまわりランド（園庭開放） 

 

 

【とき】毎月第１火曜日時間 10：00～11：30頃 

【対象】０歳児～就学前の子どもと保護者 

親子での楽しい時間をこども園で過ごしてみませんか？予約の必要

はありません。子ども園の園庭に気軽に遊びに来て下さい♪ 

 

編集発行：信達こども園 事務室 〒590-0522 大阪府泉南市信達牧野 425-1 

 

幼いころに身につけた習慣は決して失われ

るものではありません。当園では、漢字を導入し

ています。 

漢字は目で見る言葉として単に音だけのひらが

なやカタカナよりもわかりやすく、意味を感じ取り

やすいため、幼児にとって漢字はひらがなより

優しいのです。 

幼い頃から、様々な経験をすること、 

この限られた短い時期に、子どもたちの力を十

分に引き出し、子どもたちの未来への可能性が

広がるよう、私たちは保育していきます！！ 

 

 

■徒歩 
 ●JR阪和線「和泉砂川」より徒歩約５分 

南海「樽井」よりバス「和泉砂川駅前」下車約５分 南海「樽井」より約 10分 

■車で  

●阪和自動車道泉南ＩＣ下車約５分  

 信達こども園では、毎月第１火曜日に

Café Shindachi を OPEN しています。 

 ・OPEN 10:00 CLOSE 12:00 

 ・ご予約優先 先着６組 

 

※満員の時は次回のご予約を優先的におとり頂けます。

また園庭開放も同時に行っていますので、 

広い園庭で沢山遊んで帰ってくださいね！！ 

 

 信達こども園は幼保連携型認定こども園として、

幼稚園と保育所両方の機能を合わせ持っています。 

保護者の就労に関係なく、当園の教育保育を受

けることが可能です。 

「心の力、体の力、学ぶ力」を育くむ様々な教育保

育を通して、子どもたちの持っている無限の可能性

を引き出し、未来に繋がる人間形成を目指します！ 

【対象】3～5 歳児（平成 24 年 4 月 2 日～平成 27

年 4月 1日生まれ） 

【願書提出書類配布】8月頃予定しています。 

【問い合わせ】信達こども園 

☎072-483-4642  担当 井手畑 

※随時園見学を行っていますのでご連絡ください。 

 

食べるという行為は毎日繰り返すことなので、無意識のうちに普段のくせが出てしまうものです。どんな

食べ方をするかで、あなたの衝動買い度がわかります。 

 

 １ 手始めに端を少しかじる。用心深く、慎重なタイプです。買い物をするときも気分に左右されることは

なく、衝動買いをすることはまず無いでしょう。  

 ２ 男らしくガーッとかぶりつく。細かいことは気にしない、大胆不敵さんです。思い立ったら即、行動に

移すタイプで衝動買い度は高め。物はよく吟味してから買うようにしましょう。  

 ３ 半分に割ってから食べる。真面目で控えめです。買い物はじっくりとよく考え、すぐには手を出しませ

ん。ただ、衝動買いをしないかわりに、欲しい物も買いそびれてしまうことがありそうです。  

 ４ 少しずつ手でちぎりながら食べる。何事にも迷いやすく、優柔不断なタイプです。衝動買いはしません

が、あれもこれもといろいろなものを買ってしまい、結局お金は飛んでいきます。 



 

 

Q．2歳の子どもが好き嫌いでご飯を食べません。 
 

A．食べてもすぐに吐き出してしまう 
食べてくれたと思ってもすぐに「べー」と吐き出してしまう子どもの行

動。吐き出すのはその食べ物が嫌いな場合もありますが、中には「ま

だ私には早い、ママお願い～！」の合図のお子さんもいます。離乳食

が完了してほとんどのものが食べられるようになっても、まだ奥歯が生

え揃ってなくてうまく噛みきれなかったり、苦み・酸っぱさが苦手だった

り、具が大きすぎたりパサついていたりで、食べられないから吐き出し

てしまいます。吐き出してしまったものは無理に食べさせようとせず、

「まだ早かったんだな」と思って固さや触感、味付けを変えるなどして

みて下さい。 

 

A．新しいメニューは食べず嫌い 
色々なものを食べさせてあげようとしても、新しいものを全然食べて

くれず悩んでいませんか？新しいものを嫌がるのであれば無理強い

はせず、栄養バランスさえ極端に偏りすぎなければ、よく食べるメニュ

ーにしてもいいと思います。また新しいメニューに慣れさせたい場合

は、一度拒否しても日を改めて繰り返し食卓に出すのが大事なんで

す。食べなかったら潔くいつものメニューに。繰り返し大人がおいしそう

に食べてるのを見ていると、そのうち自分も食べたくなってきます。 

 

A．食べ物を床に捨ててしまう 

これも、嫌いだという子どもの合図と思われがちな行動ですが、手

先が器用になってきて自分の意志で好きな場所に投げられるのが楽

しくて遊んでいるということもあり、それだけ食べ物に関心があるから

かも知れませんね。あくまで遊び食べの一つで成長の過程だと気楽に

とらえた方がいいです。 

 

※上記の３点は例として挙げていますが、他の理由もあったり子ども一

人ひとりの成長や性格にもよると思うので参考にして下さいね。 

夏が近づくこの季節。 7月と言えば「七夕」！信

達こどもの園内の笹の葉にも願い事や笹飾りが揺

れています。7日は夏の夜空に綺麗な天の川が見

られるように晴れてほしいものですね。皆さんはど

んな願い事をされていますか？一人ひとりの願い

事がかないますように…☆彡 

 

 

保健だより 

 

いろんなパンが出てくる 

とっても楽しい手遊びだよ！ 

ちょっと一言  

お友だちが増えて 

毎週楽しみ♪♪ 

♪ねじりドーナツ 

※鼻の頭をねじる 

♪チョコパン ふたつ くださいな 

※手をたたいたあと、両手を子供の方に出す 

♪サンドイッチ 
♪メロンパン 

♪パンのみみ 

ひまわりキッズ 

幼児教室 

 

感染力が高いものが多く、こども園や幼稚園、保育園では集団感

染しやすくなります。周りの子どもの感染の様子で気を付けるべ

き感染症が判断できるケースもあります。 

 

手足口病 
●症状 

大人の場合は手、足、口に、子どもの場合はさらに肘、膝、お

尻に米粒ほどの水疱性の発疹ができます。 発疹は水疱状で、

やがて破れて潰瘍になり、痛痒くなってきます。口の中にできる

と、痛みで食事が困難になり、脱水症状をおこすことがあります。 

●原因 

エンテロウイルスなどの腸管ウイルスやコクサッキーウイルスな

どの感染が原因となります。感染経路は、風邪と同じように鼻汁・

唾液などからの感染です。また、便からも感染しますので、子供

の手をよく洗うように保護者の方は気をつけましょう。 

 

咽頭結膜熱（プール熱） 
●症状 

急な発熱（38～40℃）、のど腫れや痛み、リンパ節の腫れ、目

やに、涙、充血など結膜炎の症状がみられます。 

●原因 

アデノウイルスが感染の原因です。プールの水から感染するこ

とから、「プール熱」とも呼ばれます。6～9 月頃に発生しやすく、

園児や小学生はプールでうつることが多いのですが、せきやくし

ゃみを介して感染したり、便を介して目や口に感染することもあり

ます。 

 

やさいだいすき 

作 柳原 良平 

出版社 こぐま社 

だいこん、にんじん、きゅうり、かぼち

ゃ…身近な野菜が、１ページごとに登場

します。にっこり、ぱっちり、いい表情を

した野菜たちがとにかくかわいいです！ 

「おいしそうだね」「これはなにかな？」

「まるいね」と、いろんなおしゃべりがで

きそうですね。野菜の色や形、名前に

親しんでもらって、野菜となかよくしても

らうのにとてもいい絵本です。 

じゃあじゃあ びりびり 

作・絵 まつい のりこ 

出版社 偕成社 

あかちゃんの「最初の本」として大人

気！ 

「みず じゃあ じゃあ じゃあ」 

「かみ びり びり びり びり びり びり」 

たくさんの“音”が詰まっています。ほんと

に「びりびり」と裂けた紙の形に似た配置。 

文字と絵の効果で、まるで絵がうごきだし

そうに見えます。お母さんやお父さんの声

でくりかえし読んでもらえる喜びを、あかち

ゃんが味わえるすばらしい絵本です。 

① キウイを 6mm 程の厚さで輪切りにして、星の型で

抜く。 

パイナップルは 6mm 四方に細かくカット(お好みで

大きくしても◎)  

② ボウルにゼラチンを開けて、ふやかす用の水を沸

騰させてよく混ぜる。そこに氷みつともう一方の水

を加えてまたよく混ぜる。  

③ グラスにカットしたパインを敷いて静かにゼリーを注

ぎ、冷蔵庫で冷やす(2時間程)  

④ グラスを少し傾けてゼリーが固まっているかを確認

したら、ナタデココ、キウイの順番に乗せて冷たい

サイダーを注げば出来上がり！ 

５月からスタートした前期のひまわりキッズ幼児教室ももうすぐ終わりです。 

教室では英語遊びで歌ったりダンスをしたり、また園庭遊びや体操遊びでは体を沢山動

かして楽しんでくれていた子どもたちでした (^^)/ 

地域のお母さん方の交流の場として、お友だち作りのきっかけにもなっていたようですよ。 

後期は秋頃から始まる予定です！予約開始は公報や情報誌でお知らせしますので、

興味がある方は是非ご応募下さい☆お待ちしています(*^^*) 

 

くまのコールテンクン 

作・絵 ドン・フリーマン 

訳 松岡 享子 

出版社 偕成社 

デパートのおもちゃ売り場で、くまの

コールテンくんはある日、自分のズボ

ンのボタンが取れていることに気付き

ます。そこで、夜のデパートの中を探

しに行くことに…。でも、警備員のおじ

さんに見つかって、、、 

あたたかい気持ちが溢れてくる

やさしい絵本です。 

手遊び 

パン屋さんおかいもの 

♪パンパン パンやさんに おかいもの 

※パンパンとリズムよく両手を合わせてたたく 

～材料～ 

氷みつ(ブルーハワイ) 150cc  

水 50cc  

森永クックゼラチン 1袋  

水(ゼラチンをふやかす用) 50cc  

キウイフルーツ(黄色) 1個  

輪切りパイナップル 4個  

ナタデココ 1パック 

心理テスト 

目の前にハンバーガーが

あります。 

あなたはこのハンバーガーを

どうやって食べますか？  

 

１，手始めに端を少しかじる。  

２，男らしくガーッとかぶりつく  

３，半分に割ってから食べる。  

４，少しずつ手でちぎりながら

食べる。 

いろんなパンが出てくる 

とっても楽しい手遊びだよ！ 

パン パン パン やさん で お かい もの       サン ド イ ッチ に  メ ロン  パン 

ねじ  り  ド －ナ ツ  パ ンの  みみ      チョ コパ ンひ とつ   く  ださ  いな どうぞ 

 

日中暑い日が続いて

いますが、外出の際に

は帽子を被り、水分補

給をこまめにするなど熱

中症には十分に注意し

てくださいね。 


