
0歳児
たまご組

心地よく 穏やかで
安心できる 保育室

今年１年間のたまご組は・・・

「心地よく 穏やかで 安心できる 保育室」

を合言葉に保育していきます。

この、『心地よく 穏やかで 安心できる』とは、

子どもたちがだいすきなお父さんとお母さんと離れて過ごす

園で、お家と同じように穏やかな気持ちで安心して過ごせる

ように、ということです。

そこで、子どもたちが安心して過ごしてくれるために、

日頃からとても大切にしていることが

“スキンシップをとる”ということです。

それでは、『なぜスキンシップをとることが大切なのか』

お話していきたいと思います。

この時期の子どもたちの育ちにとって、とても大切とされて

いるのがスキンシップをとることです。

私たち大人からの愛情ある関わり（スキンシップ）が、これ

からの子どもたちに必要な人間関係の形成の土台となります

。

また、大好きなおとうさん・おかあさんや私たちと

スキンシップが十分にとれることで、子どもたちは安心して

愛情を感じることができます。

このことは科学的にも証明されており、スキンシップをとる

と脳の下垂体という部分からオキシトシンという物質が分泌

されます。オキシトシンは「愛情ホルモン」と呼ばれており

、主に人と親密な関係を深める、愛情や絆を深める、安らぎ

や幸福感を高めるなどの働きがあるといわれています。

また、スキンシップをとることによって、子どもだけでなく

、

関わった私たち大人にもオキシトシンが分泌されるんです！

その他にも、不安な気持ちを押さえて情緒を安定させたり、

自律経を整えたり、精神的ストレスも緩和される・・・！

と、いいことづくしなんです。
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スキンシップのとり方

わたしたちは、毎日子どもたちと関わる中で、たくさんぎ

ゅーっとだっこをしたり、オムツ交換のときに「オムツき

れいにしよっか」「きれいになってきもちいいね」と子ど

もたちと目をあわせながら優しく接したり、おひざに乗せ

てお歌を歌ったり、絵本を読んだり、、、。子どもたちに

たくさんふれあってスキンシップをとり、「いつも見てい

るよ」「だいすきだよ」と伝えています。

また、子どもたちが「あーあー！」と何か伝えようとした

ときに、『うんうん』『どうしたの？』とそばにいて答え

てあげたり、『そうだね』と、目と目を合わせて共感する

ことで、子どもたちは「いつもみてくれている」と、安心

することができます。

こういった「心地よい働きかけ」から子どもたちは愛情を

感じてくれて、嬉しい気持ちになります。遊んでいる途中

でも、ふと振り返って私たち大人の顔を見るときがありま

すよね。そんなときには、目を合わせて、にっこり笑って

『ここにいるよ』『みているよ』『じょうずにできたね』

とアイコンタクトをとることで子どもたちは安心し、また

遊び続けます。これもまた大切な事だと考えています。

楽しいこともちょっぴり悲しいことも子どもたちの思いに

寄り添い、共感し、「だいすきだよ」の気持ちを込めて、

たくさんぎゅーっと抱きしめスキンシップをとり、信頼関

係を育てて、心も体も育っていってほしいなと考えていま

す。

一人で遊んでくれている間に家事をしてしまおう…！と思

い、なかなかお家でゆっくりと関わる時間が作れないとは

思いますが、この時期の子どもたちと遊んだり、毎日少し

ずつ成長する姿が見られるのは、『今』です。

たくさん関わって愛情をたっぷり注ぎましょ♪

お家とこども園と一緒になって、たのしく子育てを進めて

いきましょうね（*＾＾*）
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食事は楽しくを基本に！

赤ちゃんには、食べる・寝る・遊ぶ などの

規則正しい生活リズムがとっても大切！！

小さいころからの食生活がこれからの食生活の基礎となります。

『食事を通して心が育つ』と言われているほど、大切な時間のひとつです。

みんなで一緒に食卓を囲んで、食べることの楽しさや大切さを伝えていきましょう。

月齢ごとの発達にそってのミルクや食事について、お話ししていきます。

これらは目安となっているので、それを踏まえて

今のお子さんの様子と月齢、少し先の月齢の様子など

見通しを持って見てもらえたらと思います。
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5～6か月（ごっくん）

☆5～6か月（ごっくん）

発達：首がしっかり座っている・支えると座ることができる

腹ばいの時間が長くなる・親しい人や初めての場所がわかり、

親しい人を目で追ったり、抱っこをしてもらおうとする

など、こういった姿が見られるようになってきます。

うつぶせになっておもちゃに手を伸ばしたり、

こんな風におすわりも上手にできるようになってきましたよ(*^^*)

5～6か月になると離乳食がはじまります。

そこで、離乳食のスタートのタイミングは、

・生後5～6か月である

・体調、機嫌がいい

・人が食べているのを見ると身を乗り出してみたり、

口を動かして食べたそうなそぶりをする

・スプーンを口に入れても舌で押し出すことが少なくなる

です。園では、２回食が順調に進まれてから一緒に始めましょうね

。

★離乳食は薄味が基本です。

赤ちゃんは腎臓の働きが未熟なので、味付けは薄味にしましょう。

塩分が多いとかなりの負担になります。

どれくらいかな？と迷われたら、市販の離乳食のパックを味見して

みてくださいね。

また、飲み込みやすい姿勢にしてあげるのもポイントです。

まだ腰がしっかりしない頃なので、お膝に乗せてあげてぎゅっと手

で固定してお腹や胸のあたりに少しもたれるような姿勢で食べさせ

てあげてくださいね。

ミルクは間隔をあけて飲みましょう。ちょびちょびと常に飲んでい

ると 「おなかがすいた」という感覚がなくなってしまいます。

しっかり遊んで、お腹をすかせて、しっかりミルクを飲む。という

リズムが大切です。泣いたらおっぱい、機嫌が悪いからおっぱいっ

と「おっぱい依存」はあまり良い効果はないですよ。だっこしたり

、歌を歌って、あやして気を紛らわすなど工夫をしましょう。

『おなかがすいたよー！！！』と大きな声で泣いて教えてくれる

と、

ミルクを勢いよくゴクゴク！と飲んで気持ちよさそうなお顔で

寝てくれる姿がとってもかわいいです♡
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7～8か月（もぐもぐ）

☆7～8か月（もぐもぐ）

発達：お座りができる

ズリバイやハイハイで移動ができる

人見知りが始まる

・食事を中心としたリズムになってきます。

いろんな食材に触れ、もぐもぐ、ごっくんすることを練習し

ながら覚えていきます。

・食事の時間は楽しくなれるような雰囲気づくりを心がけま

しょう

「おいしいね」「もぐもぐしようね」などお喋りしながら食

べさせてあげましょう。

園でもたくさんお話しして、『食べることは楽しいこと！』

と、伝えていきます。

お家でもお話ししながら食べさせてあげてくださいね！

・赤ちゃんの口の動きを見て適したペースで

段階を経て徐々に硬さや大きさをステップアップしてあげて

くださいね。

園では7か月になり、お家での離乳食が2回食になってスムー

ズに食べておられる頃に

一緒に始めていきますので、また教えてくださいね。
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9～11か月（かみかみ）

☆9～11か月 （かみかみ）

発達：脚・腰の筋力がつき、小さいものがつかめるように

ハイハイやつかまり立ち、伝い歩きが出来るように

欲しいものを指さし、手を伸ばして食べようとする

たまご組のお友達も、足腰を使った遊びを楽しんでいます。

競争をするかのように1人でタッチ！！「みてみて」と教えてくれます

。「すごいね！！」と一緒に喜ぶと、とびきりの笑顔でお返事してくれ

ます。

指先も少しづつ器用になってきて、指先を使った「シールはがし」や「

ポットン落とし」など楽しんでいます♪ １００均で買えるもので作っ

ているのでお家でも是非♡作って楽しんでみてください。

・このころより、睡眠と食事のリズムの確立をしていきます。

毎日一定の時間に離乳食を食べるようにすれば生活リズムを整えること

ができます。

睡眠時間が安定し、まとまって寝てくれるようになります。

夜すんなり寝る為に、昼間しっかり体を動かして十分に遊びます。

昼寝をしたら午後遅い時間までの昼寝は禁物。15時までには起きましょ

う。

月齢にもよりますが、時間は30分～2時間くらいが平均です。

(お休みの日も、園でのリズムで過ごされるといいかと思います）

・食事では、1日3回食になると、家族や私たち大人と一緒に食べるこ

とを勧めます。そして、手先が発達して、食事に対する興味が出てくる

と、自分でスプーンを持ちたがったり、手で食べ物をつまんで食べよう

とします。

この時期に、とっても大切な手づかみ食べ！！絶対にしましょう！！

そして、「自分で食べる」意欲を育てましょう！！

小さな器につかめるものを少し入れて、

自分でつまんで食べれるように用意をしています。

目で見てつまんでお口に入れる！！ 五感をフルに使って食べる！！

上手くお口に入ると、とっても素敵なお顔を見せてくれます♪

その時に「おいしいね」と話しかけると更に素敵なお顔を見せてくれま

す。

この繰り返しが 「食事の時間を楽しく」に繋がっていくように感じま

す。

おまけ… 「お給食食べるよ！！」と、言うとこんな風に「まってま

した！！」とばかりに

ハイハイしてご飯を食べるお部屋に移動しているみんなです
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12カ月～18か月（完了期の頃）

☆12カ月～18か月 （完了期の頃）

発達：歩きはじめる

「おかわり」「自分で」の意志が芽生え、大人との葛藤も始まる

「いや」「だめ」などの言葉も出てきます。

このころより、1日の生活にメリハリをつけよう。

1日の見通しを立て、規則正しい生活を心がけましょう

食事では、遊び食べや好き嫌いが出てくる時期でもあります。

食事の時間は30分が目安です。

子どもの集中する時間がまだ短い為これより長くなると飽きてきます。

そこで、脚が床につく椅子を用意しましょう。

手づかみ食べがしやすい体制がベストです。

食事の合間のおやつを控えることもお勧めします。

好き嫌いが出てくる時期でもあります。

赤ちゃんは、苦みや酸味は苦手でぼそぼそしたものもベーっと出してしまい

ます。

見た目で「嫌！！」ということも・・・。

とはいっても、今日は食べなくても次の時には食べるといった気分で食べる

ときもあります。

「これは嫌いなんだ！！」「食べない！！」と、決めつけずに様子を見てチ

ャレンジしてみてください。

そして、スプーンの経験を重ねていく。使い方がまだわからない子どもた

ちです。

大人が丁寧に使い方を教えましょう！！手を添えて「こうやって するんだ

よ」と伝えているところです。上手くスプーンがお口に入るととっても喜ん

で食べてくれます。

経験が多い子の方が、習得が上手くいきます。

そして、もう一つ 子どもたちが「自分でやっている感！！」をしています

。

こんな風に、実は、私たちが器をささえているのですが・・・

自分で飲んでいるよ！！飲めたよ！！と子どもたちは思っているいう感じで

す。

ばっしゃー っとこぼれちゃうこともたびたびですが…

「のめたよ～！！」のとっても嬉しそうな、自信を持ったお顔がとっても素

敵です。

これを大切にしています。

（お家では、こぼれても大丈夫であろう量を入れて渡してあげてくださいね

。お掃除も大変なので 笑）
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絵本の読み聞かせについて

『絵本の読み聞かせ』は、いいことが盛りだくさんなんです！

・一緒に絵本を見ることにより、大人との心のふれあいを楽しみ、

豊かな感情が育つ

・いろいろな言葉を心の中に蓄積していく。

そのことが後に言葉を発する時に、言葉の広がりにつながる

・絵本の中の美しい色使いなどは、赤ちゃんの視神経の発達を促し

、脳を刺激する

・絵本をたくさん読んだ子は、想像力・イメージする力がつく

と、言われています。

☆絵本を読むタイミングは・・・

親子ともにリラックスした時が一番！

活発に遊んでいるときではなく、外遊びから帰ってきたときや寝る

前など、気持ちが落ち着いている時に読んであげてくださいね。

1日１０分でもいいので、ゆったりと絵本を読む時間を作りましょ

う。

☆絵本の選び方・・・

赤ちゃんに絵本を選ぶとき、年齢を目安に選ぶことのもひとつです

。

また、おとうさん・おかあさんが「これを読んであげよう！」と思

った絵本を選んであげてください。

どれがいいのかな？など ありましたら、「今 子どもたちが興味

を持っている絵本はこれですよ♪」

とお知らせします。いつでも声をかけてくださいね。

もうすぐ、絵本貸し出しも再開する予定なので、利用してもらって

もいいかと思います。

〈0～おおよそ1歳の頃〉

・やさしい抱っこや語りかけが安心感を与える時期です。

手遊び歌の本や、文字の少ない絵本を見ながら、話しましょう

・食べ物や乗り物、動物など、赤ちゃんの身近なものを描いた絵本

や、

この時期は何でも口に入れてしまうので、分厚くて硬い紙でできた

絵本や、やわらかくて洗える布の絵本もおすすめです。

・ハイハイで好きなところへ動けるようになったら、

手の届くところに絵本を置いたり、自由に絵本を触れれる環境を作

りましょう。

そして、「よんで！」と持ってきたら、できるだけこたえてあげて

くださいね。
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言葉について

コロナ感染防止対策として、マスクをして過ごす時間が増えてきました。
赤ちゃんにとって、表情が読み取りにくかったり、
口の動きを真似して言葉を習得していく大切な時期に

マスクで口元を隠しているのは、大丈夫なのかと不安になります。
安全を考えると、園ではできる範囲での対応になってしまいます。
そこで、お家では口の動きをしっかり見えるように 簡単な言葉を選んで
たくさん話しかけ コミュニケーションを取っていただきたいと思います。

赤ちゃんはどうやってしゃべるの？？
・口の筋肉や生態、呼吸器が使えるようになる（声を出すことができるよう
になる）
・耳で人の話す言葉や、自分の声、その他の音を捉える
・脳の発達によって、言葉を教えてもらうと理解できる
・情緒の発達（言葉を出したいという欲求、意思表示、自己表現を言語化で
きるようになる）
などがあり、これらの経験を積み重ねることで、声を出す、言葉を話すこと
を学習していきます。

言葉を理解するのはいつから？
・赤ちゃんが言葉を理解するのは、１０か月頃と言われています。
例えば、名前を呼んであげるとその方を見たり、「おいで」と言うと動く子
もいます。
１歳足らずでも、言葉を理解しているんです。 さあ～毎日実践！！
赤ちゃんの言葉は、毎日の生活の中で少しずつ育っていきます。

・言葉は話さなくても、話かける
言葉を話さない時期でも、赤ちゃんは色々な音や声、物や人の様子を見て、
自分の中に吸収しています。
何気ない普段の会話（パパやママ・私たちの）絵本の読み聞かせ、手遊びな
ど・・・
毎日、たくさんの言葉のシャワーを受け、赤ちゃんは言葉の基礎を作ってい
ます。

・ゆっくりはっきりと話す

赤ちゃんは、普通に話すよりも少し高いトーンの、ゆっくりとした話し方に
心地よさを感じます。
大人の口の形や発音を真似しようとするのでゆっくり、はっきりと話すこと
を意識しましょう。
赤ちゃんは、大人の口真似をしながら明確な音を掴んでいくので
「まんま」と言ったら「まんまたくさん食べようね。」など
あかちゃんの言葉を繰り返すようにしていきましょう。

・わかりやすい言葉で話す
言葉を習得中の赤ちゃんに難しい言葉をつかってもわかりません。
赤ちゃんには、分りやすい言葉を意識して使うようにしましょう。
赤ちゃんの言葉の「わんわん」「くっく」などで話をすると伝わりやすく、
赤ちゃんも真似しやすい単語になるので、今後のコミュニケーションにも繋
がっていきます。

これらのポイントを意識することで、子どもの言語発達を促すことに繋がり
ます。
大人の私たちが 赤ちゃんが「あ～あ～」とおしゃべりしているのに対して
、「いったいなにいっているかわからない」からと反応しなかったりすると
、伝えたい・話したいという気持ちが生まれません。
赤ちゃんが「あ～あ～」と言った事に対して「そうやね」「楽しいね」など
答えると赤ちゃんは、楽しいもっと話したい。伝えたい。という気持ちにな
ります。
それがとっても大切と考えています。
目に見える成長は早く 意識しなければ あっという間に、この時期は過ぎ
てしまいます。
忙しい子育ての中でも、赤ちゃんの成長する喜びを感じられるように、
１日１日の変化を大切にしていきたいですね。

※それぞれの 成長には個人差があります。１番重要なのは、周りの子と
比較し、
悲しむことではなく、自分の子どもが最大限の力を出せるように応援してあ
げることだと考えます。
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