
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

曜日 月 火 水 木 金 土 日 

活動内容/日付      1 2 

活動内容/日付 3 4 5 6 7 8 9 

午前 体育遊び カラフル粘土 リトミック 水遊び お弁当   

午後 園庭自由遊び カラフル粘土 園庭自由遊び 島ぞうりアート 園庭自由遊び 

活動内容/日付 10 11 12 13 14 15 16 

午前 

午後 

敬老の日制作 敬老の日制作 リトミック 泥んこ遊び 親子クッキング   

敬老の日制作 敬老の日制作 園庭自由遊び 島ぞうりアート 園庭自由遊び 

活動内容/日付 17 18 19 20 21 22 23 

午前 

午後 

敬老の日 親子 de ダンス リトミック スイスイおえかき お誕生会（7・8・9 生）   

おやすみです 島ぞうりアート 園庭自由遊び 園庭自由遊び 園庭自由遊び 

活動内容/日付 24 25 26 27 28 29 30 

午前 

午後 

秋分の日振替休日 身体測定 リトミック 身体測定 パン作り   

おやすみです 身体測定 園庭自由遊び 身体測定 園庭自由遊び 

活動内容/日付        

午前 

午後 

今月も 楽しく いっぱい あそぼう ね(^^♪   

     

 まだまだ猛暑は続いていますが、秋です(*^_^*) 
運動の秋・食欲の秋・読書の秋！！！ 
おいしいものたくさん食べて運動して体力もつけ

たまにはゆっくり読書も楽しみましょうね(^^♪ 
今月は、７・８・９月生まれのお誕生会もあります。 
 

発行日 平成 30 年 8月 27 日 

社会福祉法人むぎの会 むぎの子保育園 

所在地 うるま市石川曙 3-3-10 

TEL  ９６５－０９９７ 

園長 仲地 薫 

【「むぎわら帽子」利用時間】 

≪平日≫ 

午前 8：30～12：00 まで 

午後 13：00～15：00 

スケジュールは変更になることも

あります。 

♦♫♦「麦わら帽子」の一日の流れ♦♫♦ 
8：30 「麦わら帽子」開園 

9：30  朝の歌 

10：00 日替わり活動♪ 

※上表月間カレンダーをみてね。 

11：45 手遊び・絵本の読み聞かせ午前お帰りの歌 

12：00 午前の部 終了 

13：00 午後の部 開園 

15：00 「麦わら帽子」閉園 

※内容、時間に変動有り 

※クッキングや野外活動等の際は要予約制 

（その都度お知らせします。） 

☆親子クッキング♪ 
今月は…先月できなかったので 

（育てた夏野菜を使って） 

♪サラダスパゲティ♪＆冷わらび餅 

・9 月 14 日（金）10：00～ 

持ち物：エプロン・三角巾等 

※材料費がかかります。 

※材料準備がある為、２日前まで

に申し込みしてね♪ ☆島ぞうりアート 

自由遊びの日 

9 月は 6*13*18 日 

好評により今月もやりますよ～ 

持ち物：島ぞうり持参 

（sky way というメーカーがオススメ

で す 。 お 値 段 は 小 ￥ 380 ～ 大

￥480 くらいです） 

彫ったりする道具は支援センターで

準備しています 

☆親子パン作り♪ 
今月は…あんパン 

・9 月 28 日（金）10：00～ 

持ち物：エプロン・三角巾等（あれば） 

※材料費￥150 がかかります。 

※材料準備がある為、２日前までに

申し込みしてね♪ 

子育て講演会 開催 

日時：１０月１２日（金）  18：30 会場 

                 19：00 開演 

場所：「ゆらてぃく」 
※詳しくは別紙にてお知らせします。興味の

ある方はぜひ参加してくださいね。(*^_^*) 

 

☆スイスイおえかきしましょう♪ 
・9 月 20 日（木）10：00～ 

持ち物：なし 

子供達皆で床に特性のお絵描きシート 

を敷いてペン型の入れ物に水を入れて 

おえかきするので小さいお子様でも 

安心して遊べるよ。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今月の絵本 

 
 
 
 

「アンガーマネジメント」で心をラクに♡ 
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≪怒らない技術≫ 

Step1  腹が立っても６～10 秒間待つ！ 

（注１.呼吸リラクゼーション） 

Step2  怒るか怒らないかを考える。 

Step3  気持ちの伝え方を考える。 

 ※条件反射をしない。 

 ※感情系→思考系 に考え方を移す作業をする。 

（注１の説明） 

呼吸リラクゼーション→ひと呼吸おくためにゆっくり深呼吸

し、呼吸だけに意識を向けます。脳に酸素を送りリラックス

できる状態を作り出します。３回行えば 6 秒すぎるでしょ

う。この方法は怒ってイライラしている子供にも有効です。

一緒に深呼吸する事で親子共に落ち着く事ができます。 

＜具体的なやり方＞ 

・タイムアウト→その場を離れる。 

・ストップシンキング→思考を止める 

・スクールテクニック→怒りにレベルを付ける 

・プレイロール→理想の人物を演じる 

・リフレーム→受け取り方のメガネを掛け替える 

（自分自身のフィルターを外す） 

＜伝え方＞  ※↓「フォーカス」とは、焦点、注視する等の意味 

・「人」にフォーカスするのではなく「事」にフォーカスする 

・あなたがダメなんじゃない→あなたが「やった事」がダメ

という事を伝える。教える。 

絵本の貸し出しをしています。 
お子さんと一緒にえらんで貸出カード 

に記入してね。 

貸出期間は一週間だよ(*^_^*) 

今月の絵本は・・・「おこる」 
まいにちおこられてばかりのぼく。 

なんでぼくはおこられるのだろう？ 

なんでひとはおこるのだろう？ 

みんなもかんがえてみてね。 

「アンガーマネジメント」という言葉をお聞きになったこ 

とはありませんか。アンガーマネジメントとは、イライラ 

や怒りの感情（アンガー）と上手に付き合う（マネジメン 

トする）ための方法です。 

上手に付き合うとは、「後悔しない怒り方」をすること 

です。つまり日常生活の中での怒りや後悔、我慢など 

を考え方１つで自分自身の人間関係をラクにし、プラ 

ス円滑にする方法です。 

 

あなたの怒りの度合いは？ 
怒りの表現方法を振り返ろう。右図へ記入してみよう。 

＜怒りの傾向＞      ＜攻撃性＞ 

・怒った時の強さは？  ・人を責めてしまう？ 
（大爆発が 10） 

・怒る頻度は？     ・自分を責めてしまう？ 
（いつもイライラが 10） 

・持続性は？      ・物を壊してしまう？ 
 （思い出すたびいらいらするが 10） 

＜怒りの生まれるメカニズム＞ 
人はそれぞれマイナス感情の枠があります。心の中の感情を

コップに例えて考えてみます。 

↓ 

普段私達は、自分のルール（期待、価値観、思い込み、～

すべき！など）の範囲内の中で感情のコントロールをしてい

ます。その中で感情の範囲外のことが起こると「イライラ」が

コップの中に溜まっていきます。 

↓ 

仕事や家事、子育て等が忙しく「時間がない」「疲れている」

などの物事が増えるとイライラした感情がコップの中にいっぱ

いになります。 

↓ 

そうなると少しの出来事でコップから溢れ出た感情がマック

スに達してしまい「怒り」になります。 

※特に自分のお子様に対しては、怒りの矛先を向けやすく

小さな出来事で大きな怒りになりがちです。 

怒りの傾向  攻撃性 
  10   強度       10   他人へ 

 
   5            5 

 
    0           0 

 5       5    5       5 

 

 

 10     10   10        10 

持続性     頻度  自分へ      物へ 

                  

どんな三角形ができましたか？ 

どんな三角形でもいいんです！ 

大切なのはこれからどう変えて

いくかです。 

三角形が大きい人は怒る度に疲

れていませんか？「怒らないで」

とは言いません。怒りの表現方

法を変えて怒るとストレスを少

なくできますよ。(^^♪ 

支援センターは利用無料です。 
 支援センターとは・・・ 

就学前のお子さんとその保護者、これから子育てが始まる方やおじいちゃんおばあ 

ちゃんがお孫さんと一緒に利用できる施設です。 

対象年齢は 0 歳～就学前のお子様。主に 0.1.2.3.歳のお子様が多数ご利用されて 

います。 

気軽に遊びに来てくださいね。 

子育ての悩み、相談、初めての出産で分からないことを色々聞きたい！などなど・・・

経験された方や保育士さんとお話してみませんか。(^^♪ 

一人で悩まないで！支援センターで解決策を！！ 

親子でたくさんの友達を作りましょうね。環境を変えて子どもと向き合うと子育てが 

きっと楽しくなってきますよ。 

子供の成長は、親の成長でもあります。 

  支援センターの心得 

☆マナーを守り、親の責任のもとに遊ばせ、安全面の配慮は忘れずにしましょう。 

☆絵本の貸出をしています。読み聞かせを楽しみましょうね♪ 



 
 


